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第３回 制度・地方行財政ワーキング・グループ 議事要旨 

 

1. 開催日時：2015年10月６日（火） 10:00～12:00 

2. 場    所：中央合同庁舎第８号館 ８階特別大会議室 

3. 出席委員等 

主査 高橋 進   日本総合研究所理事長 

委員 佐藤主光   一橋大学経済学研究科・政策大学院教授 

同  山田大介  株式会社みずほ銀行常務執行役員 

同  鈴木 準   株式会社大和総研主席研究員 （オブザーバー参加） 

 

他内閣府事務局 

 

(概要) 

（１）改革に向けた具体化や連携に関する関係省庁ヒアリング 

Ⅰ 地方交付税制度の改革等について 

・地方交付税について、資料１の１ページの下に「地方の頑張りを引き出す地

方財政制度改革」として６つの事項があるが、このような改革をなるべく多く

の自治体で、そして、その頑張りを引き出す取組を計画期間のなるべく早期に

実現していくことが重要。工程表には具体的に早期かつ広範な展開に向けた実

行工程を盛り込んでいただきたい。 

・KPI について、自治体数を KPI 候補にしている。自治体数が KPI に含まれるこ

とについては一定の意味があると思うが、KPI に照らした自治体数のうち、どの

程度の自治体で、どの程度の範囲で改革が実行されたのか、あるいはその結果、

どの程度の歳出への効果があったのかを金額ベースで、かつ、なるべく迅速に

把握して検証することが不可欠。効果の検証なき自治体数のみの工程表では全

く意味がないので、その点を工程表に盛り込んでいただけないか。最初から金

額ベースまで盛り込んだ KPI をつくることは、なかなか難しいが、数だけでは

なく事後的に、どういう自治体がどの程度頑張ったのかをある程度検証できる

ようでないと次に進めないと思うので、数だけではなくて、もう少し踏み込ん

だ KPI を何とか設定いただきたい。 

・策定、進捗、成果に分けた段階での KPI が必要。例えばどういう規模の団体

で改革プランが進んでいるのか、あるいは進んでいないのかという地域差を見

られるようにしてほしい。分析できる形での KPIの取りまとめをお願いしたい。 

・トップランナー方式は、そもそもある経費について特定の時点までに先進的

な取組を実行するトップランナーに追いつくよう改革を求めるもの。この経費

の算定基準は何年度からトップランナー価格を適用する、とすることが自治体

に十分な準備期間をもって周知されることが大前提。総務省は、様子を見なが

ら段階的に反映するとしているが、例えば３～５年程度の準備期間を設けて、
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その間に多くの自治体の自主的な改革を促すという本来の意図と逆の効果をも

たらす可能性もあるのではないかと懸念する。自治体に歳出改革が目指すとこ

ろを早急に丁寧に説明していく必要があるのではないか。自治体に十分な準備

期間、改革実行の時間をはっきりと示して改革を促す仕組みを構築すべきでは

ないか。総務とか庶務費用、あるいは裁量的な費用については、全ての単位費

用についてトップランナー方式を適用することを出発点に検討することを始め、

なるべく早期かつ多くの単位費用に適用するよう、工程表に明確化していただ

けないか。その上で、トップランナー方式を導入した経費については、その結

果、どの程度の歳出への効果があったのか、これを金額ベースで、かつ、なる

べく迅速に把握し、検証すること。そのことを工程表に盛り込んでいただけな

いか。検証できるようにすることと、検証すること、そこが工程を考える上で

重要。 

・KPI 候補のクラウド導入市町村数について、平成 29 年度までに倍増としてい

るが、例えば、2020 年度には全ての自治体で導入というように、さらに先の目

標を示すべきではないか。 

・KPI とは、ある種の見える化。改革の進捗状況の見える化、自治体間でのパフ

ォーマンスの差の見える化。最終的に交付税の基準財政需要にどのようにそれ

ぞれの改革が影響してくるのか。地方財政の健全化が重要。 

→・全体を通じて KPI の関係について、KPI で例えば自治体数みたいなものはや

むを得ないけれども、その後の検証を含め、そこのフォローアップをしっか

りやるべきではないかというような御指摘を受けた。そもそも KPI をどこま

でとるのかということがその意味では重要。 

・地方自治、地方分権を踏まえれば、各地方団体に対して、具体的な歳出削

減数値のような KPI を設定せよということはできない。法律的な権能もない

し、そうした法律をつくるのも無理だと思う。 

・地方団体に施策を展開してもらう方法は、やはり施策の理を訴えながら、

自治体も自主的、主体的に取組むことが非常に重要。その取組の中で、課題

意識を共有しながら、団体の自主性、主体性を団体の置かれている立場の中

で考え、自らの責任で計画をつくってもらう。ここが重要であり、団体でも

実行しなければならない責任が生じる。これが逆に押しつけ的な計画となる

と、結局魂の入っていない計画になってしまい、実効性も難しくなる。手を

こまねくという意味で自治体数に限定しているわけではない。 

・御指摘のとおり、計画の進捗、効果はフォローしなければならないが、そ

のフォローすべき中身を先に決めて、これを KPI 化するのでは本末転倒。そ

の点を御理解いただきながら、我々も施策を前に進めなければいけないと思

っており、団体からも協力してもらいながら進めていく必要がある。 

・自治体が自主的、主体的に自己責任で取り組まなくてはいけないのはそのと

おり。フォローすべき中身についても、例えば幾ら削減するという金額が先に
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ありきということではない。ミクロを積み上げると幾ら削減というのがマクロ

であり、それをミクロに割り振るという話ではいけない。 

・ただし、取組において、自治体の努力に非常に差があるのも事実。個別の事

情もあるので進捗も違うのだろうが、どのくらい自治体が頑張るか、あるいは

頑張っているのかというところを何らかの形で KPI に置きかえられないか。見

える化の作業を通じて、何か数値を工夫することで KPI にしていくのだと思う

が、決して幾ら削るかという金額ありきで考えているわけではない。自治体の

努力が見えるような KPI、自治体の努力をうまく示せるような KPI にならないか。

数が１つのメルクマールになることは否定しないが、その中での自治体の努力

の強さをどのように測ればいいか。努力が強ければ結果として、いろいろな分

野の効率化が進み、その部分の財源は、別の公共サービスニーズに充てられる。

自治体の努力をどう測るか、どう検証するか、そこでの KPI を何か工夫できな

いか、もう少し議論させていただきたい。 

→・例えば計画ができた上で、それをどう検証し、その中で自治体の頑張りと

か努力をどうするかは重要な点だが、それを KPI という形にすると、どうし

ても１つの数値に収れんされてしまう嫌いがある。 

・例えば見える化という観点で計画を相互比較するという方法は、何もそれ

を１つの数値に還元して、その数値だけで比較するという方法だけでもない

のではないか。見える化という観点から色々な検討を加えたいとは思うが、

KPI という形で捉えられると、団体が置かれている状況が違うので、特定の数

値１つだけでは評価できないのではないかという壁にどうしてもぶつからざ

るを得ない。 

・KPI と見える化をうまく組み合わせて進めていく方法もないか。KPI 一本槍

では、どうしてもこの数値だけで測れるのか、数値の策定を課すことができ

るのかといった話になってしまう。 

・KPI は、①目標値の設定、②進捗管理、単純に考えれば業績指標の２つの意味

がある。 

・地域差は、すべてを地域固有の理由とは片づけられない。まず見える化をし

て、何が起きているのかということを分析できる形でフォローアップ、進捗管

理をしていくことが求められる。 

・2018年に国と地方を合わせて財政赤字を１％、2020年に黒字化と言っており、

総務省の立場で言えば、どうやって地方財政の健全化につなげていくのかとい

う視点がないといけない。KPI を使いながら下から丁寧に積み上げて歳出改革に

つなげようというのが今回の姿勢であるため、そこは何らかの形でそれぞれが

貢献しなければならない。 

→・計画というものは、責任を持って計画をつくった団体がみずから進捗管理

を図るべきであり、それをまずは国が進捗管理を図るというのは本末転倒感

がある。自主性、主体性、責任を持っていただきながらやっていただくこと
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が重要。国が進捗管理するのが賢いやり方なのかどうなのか。 

・まず、各団体の特殊な要因をあぶり出す。特殊なことをスタートにしなが

ら、皆さんに合意していただきながら、それを抑制にどう持っていくのかと

いうのは、単に全国レベルで多いということだけをもって、納得してもらう

ことは難しい。現場の頑張りをいかに創意工夫的に回していくのか、意を用

いることが必要。 

・総務省は今までの議論の流れの中で、それぞれの改革項目の中の項目をい

かに真摯に骨太の方針に明記されたものについてはきっちりやっていてくか

という観点で取り組んでいる。なかなかその意味では功を急いで潰してしま

ったらまずいという部分もあるので、皆様方から見るとまどろっこしい部分

もあるのかもしれないが、あくまでも前向きに進めていくということで、十

分努力しながらやっていることを御理解いただきたい。 

・国と地方について、地財をどこまで削減するという話ではなく、国と地方が

歩調を合わせて歳出改革に取り組んでいく、一緒にやっていきたいということ。 

・地方が自ら如何にやる気になるかが問題なので、そういう意味で、見える化

が１つの材料になる。高知県はなぜベッド数が多いのか、見える化で出てきた

その部分をさらに調べていく。そのベッド数が多い理由が出てくる。それをど

こまで適正化するのがいいのか、どういう手段があるのか、その数字をきっか

けにして考えていく。それも地方の取組だと思うので、見える化を１つの材料

にして、地方のやる気を引き出していくということだろう。 

・KPI について、事前に設定する KPI が地方の努力なりを反映させるものでなく

てもいいのかもしれない。ただし、総務省として結果をどのようにフォローし

ていくのか、どう検証していくのか、これは KPI とは別に考えていくべきでは

ないか。その辺りについて、KPI にできるのか、それとも KPI ではない形で検証

するのか、もう少しこれから議論させていただきたい。 

→・トップランナー方式について、１つは準備期間を設けなければいけないで

はないか。だから、できるだけ早く全体像を示すべきではないかという指摘

があった。簡単に歳出効率化できるわけではないので、ある程度準備期間が

必要だろうと思う。 

・一方で、現段階でなかなか難しい点もあることは御承知いただきたい。例

えば図書館を指定管理に出したら効率化するのではないかという議論があっ

たとして、今、現実には図書館はなかなか指定管理の導入が進んでいない。

それは、地元の合意がとれないのではないかという懸念があったり、教育的

配慮をどうするのだという課題があったり、あるいは文部科学省の考え方が

どうなのかなど、さまざまな問題がある。では指定管理にしたら効率化する

はずだから、交付税の標準は指定管理であると言ってしまってよいのか。導

入が進まない部分の検証がないまま、言ってしまうと、反発を招く。そうす

ると、全体が瓦解しかねない。やれる部分で、みんながそれは頑張ってやっ
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ていこうではないかと思うものから順に進めていかないとうまくいかないの

ではないかという懸念を持っている。したがって、来年度から早急に導入し

て拡大していくという方針を定めながら、どういうものを導入できるかとい

うことをしっかりと検討して、事前に地方団体にお示しするということも考

えながら、これから検討していきたい。一遍に全体像をお示しできるかとい

うと、さまざまな課題があるということも御理解をいただきたい。 

・まち・ひと・しごと創生事業費の「人口減少等特別対策事業費」について、

いわゆる取組の必要度から取組の成果、反映へと重点をシフトしていくことに

ついて、取組の必要度の様子を見ながらとのことだが、例えば少子化対策の政

策効果が発現するまでにはかなりタイムラグがあるので、取組の必要度が低下

したのかをいつ、どのように判断できるかは難しい。むしろ頑張るインセンテ

ィブが働くためには、いつの時点から成果にシフトすると明確化することが必

要なのではないか。例えば、2018 年度の中間評価以降は頑張りを支える取組の

成果基準に移行する、といったことが望ましいのではないか。もし、それが難

しいのならば、５年間の工程表の中で必要度から成果にシフトしていく段階を

年度で明確にすべきではないか。 

・まち・ひと・しごと創生事業費そのものについて、どういうことをやってい

るのかを検証する仕組みはあるのか。地方交付税の算定について取組の成果や

行革努力分のウエートが示されているが、政策効果は地方財政全体からもたら

されるものである。まち・ひと・しごと創生事業費として具体的に何をした結

果、これだけの成果があったからウエートを変えるというように、今後の配分

においてはまち・ひと・しごと創生事業そのものによる取組の成果や行革努力

でウエートを成果重視に変えていくという方針なのか。 

→・国としても、まち・ひと・しごと総合戦略をつくっており、その中でどう

いう事業なりどういうものを目指してやっていくかを把握していると思われ

る。連携を図りながら、この中身がどのようにまち・ひと・しごと創生のた

めに効果を生じているのかという検証をしていくことになるのではないかと

思うが、政府全体としてどのような形で進めていくかという問題として捉え

ていくべき。 

・配分を高めていくというのは、徐々に取組の成果というところを重視して

いくべき。 

 

・水道事業あるいは下水道事業については、経営戦略の策定だけではなく、戦

略の中身の検証、戦略の実行プロセスや、どのように歳出削減を行ってゆくか

等を追わなければいけない。戦略策定後にどのような工程で、どのように歳出

改革に生かしていくのかという道筋も示してほしい。 

→・経営戦略の中身自体が、広域化、民営化等の経営改革の経営健全化の取組

を反映した上で、投資試算、ダウンサイジング、スペックダウン等の投資の
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縮減あるいは料金の見直し等を行い、それに基づいた投資・財政計画を策定

しており、この中でプロセスとしてダウンサイジングあるいはスペックダウ

ン、あるいは長寿命化することで、その団体の財政的な負担を減らしていく、

あるいは料金を上げることによって収支を整えていく中で成果が出ると想定

される。 

・窓口業務のアウトソーシングを倍増の相場観を知りたい。 

→・事務的には、窓口のアウトソーシングが今 208 団体で、倍増が 416 団体と

いうことになる。クラウド化は今 550 団体で、これを倍増するということに

なる。その先についても、これも本当に全団体でやれるかどうかというのは

検証が要るので、それも含めてどのような形でやっていくかは、所管する部

局とも議論していかなければいけない。 

・連携中枢都市圏の交付税措置とは具体的にどういうことを考えているのか。

どのような KPI を考えているのか。 

→・連携中枢都市圏の交付税措置については、普通交付税で人口段階に応じて

措置しており、中心市に対し 75 万人程度の圏域人口で約２億円の交付税措置

がある。特別交付税措置については、約 1.2 億円の措置が標準であり、人口、

面積等で多少の増減がある。 

 

Ⅱ 地方公営企業・第 3 セクターの改革等について 

・公営企業改革について、経営比較分析表のさらなる対象拡大、内容充実とい

うことで、この対象分野を順次拡大していくというのは大歓迎。その上で計画

的に全ての分野に拡大できるよう、工程表を明確化していただけないか。 

・加えて、誰もが比較検討しやすいイメージの工夫、これも大歓迎。ただし、

多面的な分析を可能とするという意味では、時系列の原データにすぐにアクセ

スできるようにすることが不可欠ではないか。グラフとともに過去データまで

すぐに連結できるように工夫いただけないか。 

・KPI で収支赤字事業の減少数あるいは経営戦略の策定率とあるが、国、地方が

歩調を合わせて歳出効率化に取り組んでいくという観点で考えると、例えば地

方財政計画の歳出項目の公営企業繰出金に具体的に目標設定をすることはでき

ないか。 

・見える化について、資産老朽化比率の部分でさらなる分析指標の追加とある

が、アウトカムや行政コストについて自治体間、多面的な経費区分、例えば政

策目的別、所管別、事業別など、こういった経費区分あるいは時系列でのデー

タの整備を目指してさらなる拡充をお願いできないか。公共施設、インフラ、

資産などの基礎情報に関して投資的経費、維持管理費、それらについての住民

１人当たり換算での数値など、同じフォーマットで自治体間で比較できるよう

にすべき。利用者の立場に立ったという言葉のとおり、ユーザーの意見を聞き

ながら拡充していただきたい。 
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・固定資産台帳について、固定資産台帳を含む地方公会計整備を計画的に進め

ることは期待しており、着実に実行していただきたい。ただし、KPI に数が入る

ことは否定しないが、改革の実行状況あるいは歳出面などへの効果をなるべく

早く検証するという部分を工程表の中に織り込んでいただけないか。最初の議

論と同じだが、必ずしも KPI にこだわらないが、検証する仕組みを工程表の中

にどうにかして織り込んでいただきたい。 

・公営企業の会計基準が整備され、見える化されることはすばらしいこと。一

方で赤字や債務超過になった事業を抱える公営企業は廃止すべきなのかどうか、

そのような判断がなかなかできないときにどのようなガバナンスを効かせて、

公営企業なりを改革するのか、または廃止するのか。その辺の道筋はどうなっ

ているのか。 

・公営企業の場合、一般的に見ると黒字か赤字かよりもむしろキャッシュフロ

ーの指標が重要。要するにこの事業は継続するに足るかどうかがわかるような

指標を見える化すべきではないか。 

・ある程度金額ベースの KPI が必要。KPI が難しい場合は、少なくとも進捗管理

をする中で収益状況や経営の健全化などがどのように推移するか見ることが大

事。公会計はとても可能性を持っているが、予算編成になかなかつながらない。

自治体でこれだけの規模、統一基準で地方公会計を整備しているので、どうい

う形で地方自治体の予算編成に反映させていくかを考えほしい。 

・公共施設等総合管理計画については、KPI のウエートとして、施設の集約化、

複合化等を実施した自治体数に全体としてはシフトしていくのではないか。 

→・公営企業関係のうち、経営比較分析表の対象範囲については、自治体の了

解を得ながら、直接自己分析等もさせるため、どの分野を進めていくのかよ

く考える。 

・廃止のガバナンスについては、一義的には管理者あるいは首長であるが、

当然、議会にも諮って住民の理解を得ながらやっていくことになる。指標に

ついては、キャッシュフローで拡散しないようにという指摘もある。そうい

う意見も踏まえながら専門家の意見を聞きながら定めていきたい。 

・資金不足等の指標もフォローしていく必要があるのではないかということ

については、健全化指標のほうでも取組んでおり、引き続き取組んでいきた

いと考えている。 

・決算情報の見える化について、老朽化対策は重要な課題であり、時系列デー

タなど、自治体間の比較がスムーズになるように、あるいは利用者の立場に立

った形での見える化が老朽化比率の導入後もいろいろな形で進むように取り組

んでまいりたい。 

・公会計については活用することが大変重要。これまでは作って終わりという

感じがあり、予算編成にもつながっていないという指摘もあった。それには横

比較がなかなかできなかったこと、活用方法がわかりにくかったということも
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ある。例えば、セグメント分析で全てのコスト、減価償却費あるいは退職引当

金の引当てをトータルコストで見て、それをきっかけに大いに議論いただき、

結果を出していただくことが大事。公会計の利用方法をシェアして進めればい

ろいろなアイデアも出てくる。これを予算編成につなげていけるものと思うの

で、使う、活用する公会計に大きく舵を切ってまいりたい。 

・老朽化比率の基準値については、１つのアイデアかなと思うが、現時点でま

だ施設がどの程度老朽化しているかというデータも全く手元にない状況なので、

これからの研究課題とさせていただきたい。 

 

（２）今までのワーキング・グループのフォローアップ等について 

資料２について山田委員より、資料３について事務局より説明。 

 

（３）自由討議   

・牧野委員の提出資料は、非常に重要。見える化はボトムアップ＆ボランタリ

ーな住民の活動を促すためのものとの記載については、まさにこのとおり。な

ぜ見える化しなければいけないのか、その目的の第一は各自治体の歳出効率化

努力と成果がわかるということ。第二に各自治体みずからがそうした成果を自

治体間で比較できること。第三にどこに課題があるかわかる多面的情報提供に

努めること。これらができるような見える化でなければ意味がない。見える化

の意味を理解した上で、どのような見える化がよいかは改めてきちんと議論し

て、答えを出していかなければいけない。 

・経済・財政一体改革は、従来の歳出カットとか総額抑制とは違うアプローチ

で進めていくということを念頭に置いていたつもりだが、そのことを改めて繰

り返し発信していかなければいけない。自治体の懸念を払拭するためにもそう

する必要があので、総務省にも、御理解、御尽力いただきたい。 

・公営企業改革の部分で職員数削減という言葉があったが、職員数を削減する

ことと新たな歳出改革は全く異なるので、この点も強調しておきたい。今回、

歳出改革でインセンティブ改革あるいは見える化、公的サービスの産業化を打

ち出しているのは、同等の行政サービスをより少ない費用、時間で効率的に実

現することによって新たな住民のニーズなどに応えていく、歳出改革によって

生じるマンパワーの余裕をほかの分野に向けていく、ということ。 

・自治体により事情が異なることは十分にわかっているつもり。その上で、地

方の再生と日本経済再生、財政健全化を両立させるためにもなるべく多くの自

治体で新たな歳出改革を実行していただくことが必要。そのときに他の自治体

ではどのような工夫をしているかに照らして、自治体と住民が自ら動いていく。

そういう改革こそが必要であり、そういうことを実現できるような KPI なり工

程表が必要。本日議論があったが、まさにその本質を牧野委員は突いている。 

・見える化することに伴って何らかの不利益を被るということはあってはいけ
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ないし、さもなければまさにボランタリーな形での改革ということにはならな

いのではないか。 

・従来は地財計画を立て、後にどのように配分するかという議論だった。一方

で、今回の改革の取組は、ボトムアップが前提であり、効率化ができる余地、

分野、手法を考えながら、かつ地域経済の活性化にも寄与するものであること

が理想的。どのような形でボトムアップ的に、地域経済を活性化させながら財

政の健全化の目標にどうつながっていくのかが見えていないことがネック。 

・固定資産税、自動車税等の地方税制関係の徴収率の徹底、向上に向けて個々

の市町村ではなかなか対応できないとすれば、広域化しなければならない。そ

れは都道府県もかかわってくるのか、あるいは何らかの自治体間の広域連合み

たいな形で対応するべきなのか。 

・第一に、自治体のやる気や工夫によるボトムアップが基本であることを確認

したい。改革は一律にはできない面があるということであり、裏を返せば地域

独自の政策は自治体に責任を持っていただく必要があり、責任を持って改革に

取り組んでいただける自治体を応援する必要があるということ。 

・第二に、国と地方を合わせた PB 赤字を目標通りに縮小させなければならない

ことも改めて確認したい。地方財政はリーマンショック直後を含めて、ここ 10

年間 PB 黒字であり、その背景には中央政府から地方政府に対する極めて巨額の

財政トランスファーがある。経常的なものと投資的なものを合わせた中央政府

から地方政府に対する財政トランスファーが近年拡大しており、歴史的にも高

水準にある。そういう中で地方財政全体としては PB 黒字を維持している。人口

減少等を踏まえつつ、財政トランスファーの大きさがどのようになっており、

どう改革していけるかといったあたりも、見える化が必要。 

・以上の 2 点をまとめれば、頑張る地方やチャレンジする地方を応援する、そ

の結果が地方経済の発展となり、結果的に財政も改善するという因果関係で改

革を推進すべき。ただしその際、個々の自治体で上がった改革の成果をそのま

ま各自治体の別の歳出に使ってしまうと、収支の改善にならない。さらに、国

と地方との関係において、国からのトランスファーを決定する部分に自治体に

よる改革成果について何らかのフィードバックが必要。自治体による改革がな

ければ地方財政計画は縮まないという因果関係ではあるが、一体改革の趣意と

して、そこのリンケージが必須と考える。 

 


