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第４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11月10日（火） 14:00～16:00 

2. 場    所：中央合同庁舎第４号館 ４階共用第４特別会議室 

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  牧野 光朗   長野県飯田市長 

同  伊藤 由希子  東京学芸大学人文社会科学系経済学分野准教授（オブザーバー参加） 

 

髙鳥副大臣 他内閣府事務局 

 

（１）地方団体からの意見聴取 

 

〇全国市長会 理事 菅良二氏（愛媛県 今治市長） 

 

 平成17年１月に今治市と11町村が新設合併。新設合併では、まさに全国で一

番多く、四国５番目の人口規模の新今治市として生まれ変わった。大規模合併

によって、旧今治市と比較すると、人口が1.6倍に対し、面積は5.6倍と市域が

大きく広がった。島嶼部の３島と陸地部は、瀬戸内しまなみ海道で接続してお

り、島民の生活道路となっているが、便利になった反面、通行料負担が市にと

っても住民にとっても大きな負担になっている。 

 18万人いた人口は10年を経過して現在16万5,000人にまで減少しており、人口

減少対策が深刻な課題となっている。特に島嶼部は高齢化、過疎化が進んでお

り、何とかこうした地域を元気にしたいと「瀬戸内しまのわ2014」を開催する

など、活性化に取り組んでいる。 

 ２ページについて、本市の行財政改革の取組について説明。 

 まず１点目、職員数の適正化に取り組んでいる。平成18年には1,754人いた職

員を８年かけて287人削減。人件費削減効果は１年間で14億3,000万に上ってい

る。平成32年度までに更に100人削減する。 

 合併時、議員定数特例を行使せずに、市町議員188名いたが、現在34名、そし

て特別職も36名から、現在、市長、副市長の２名にして、それぞれ５億円ずつ

削減ができた。 

 行財政改革の２点目として、公共施設の総量削減の取組を行っている。広域

合併により多くの公共施設を抱え、810の施設をこのまま維持すると、将来の更
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新経費が今後40年間で2,000億円、年平均50億円かかってしまう。実に４年の歳

月をかけて、「公の施設評価及びあり方方針」を策定し、点検評価を行った。

この方針に基づき、平成27年度末までに111施設を廃止。市民生活に密着した施

設がほとんどであり、利用者には大変不便をかけるが、次世代へ過大な負担を

先送りすることなく、行政サービスを維持するため、果敢に取組を進めている。

これ以外の施設についても、更なる整理統合に向けた評価を継続していく。こ

のほか小中学校、衛生施設の統廃合を進めている。 

 ３点目、ストック情報の「見える化」の取組として、公共施設等総合管理計

画の策定、公表や地方公会計の整備も進めている。 

 ３ページ。行財政改革の取組を進めているが、これだけ行革の努力をし、公

共施設の削減をしても、少子高齢化によって社会保障関係経費が増加する一方

であり、地方財政は益々厳しくなってきている。行革に取り組んでもこうした

財政負担の増加に追いつくものではなく、決して財政状況は楽になっていない。

加えて、地方においては、地理的要因によって行財政改革の効果が抑制された

り、他団体ほど職員数や公共施設を削減できない現状があるということを今治

市の事例で説明する。 

 資料３ページ左側。今治市では現在、４カ所あるごみ処理施設を陸地部１カ

所に集約しようとしており、島嶼部の３カ所のごみ処理施設を廃止することに

よって、年間１億4,000万円削減できると見込んでいる。しかしながら、陸地部

と島嶼部は有料橋であるしまなみ海道で接続されているため、これを通って陸

地部の施設にごみを運搬しなければならない。この新たな経費が年間5,000万円

かかるため、実質的な削減効果は9,000万円に減る。 

 資料３ページ右側。今治市は大規模合併によって市域が拡大し、多様な地理

的条件を有しているが、周辺地域においても当然必要な行政サービスは確保し

なければならず、特に南海トラフ等、災害時に市民の安心・安全を守るために

支所や消防防災機能の維持が不可欠。橋でつながっているとはいえ、本庁から

距離もあり、天候によっては橋が通行できなくなることもある。こうしたとき

にも島嶼部の住民を守ることができるのは支所や消防の職員。 

 ４ページ。行財政改革の課題としてもう一つ、島嶼部特有の事情がある。行

政サービスの性質上、民間からすると不採算地域であっても上下水道などイン

フラ整備や生活交通の維持など、住民生活に密着したサービスは維持しなけれ

ばならないが、島嶼部の行政コストはどうしても陸地部よりも高くなる。例え

ば道路建設費は、陸地部に比べて１㎡当たり、１万円余分にかかる。水道の給

水原価では、陸地部と島嶼部では何と3.1倍もの開きがある。地方自治体は人口

の少ない地域で地理的要因により行政コストが割高であっても、必要なサービ

スは継続しなければならず、行財政改革が求める効率化という点で非効率にな
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らざるを得ない現状、行財政改革の限界がある。 

 まとめとして、５ページ。今治市では、10月に人口ビジョンと地方版総合戦

略を策定し、公表したところ。資料上段のグラフは、本市の2040年までの将来

人口推計。本市の人口はこのままでは2025年に10％、2040年には30％減少する

と見込まれている。昨年、日本創成会議が発表した地域別将来人口推計におい

て、本市は消滅可能性都市であるとされた。これから全国で地方創生の取組が

本格化する中、人口減少対策や地域活性化の取組を確実に進めていかなければ

ならない。しかし、人口減少対策は息の長い取組が必要であり、成果を実感で

きるまでには時間がかかる。地方の実情に合った施策に継続的に取り組むため

には、地方の安定的な財政運営と財源の確保が不可欠。こうした地方の実情を

御理解いただいた上で、３点要望したい。 

 １点目、地方行財政改革は、多様な地域の事情とこれまでの地方の行革努力

を踏まえた取組としていただきたい。 

 ２つ目、同じ改革に取り組んでも、山間部や本市の島嶼部のように、地理的

要因によりスケールメリットが働かず、非効率にならざるを得ない地域もある

ので、この点を考慮した制度設計としていただきたい。 

 ３つ目、歳出効率化に向けた取組状況を交付税の算定に反映させる場合、ま

た、トップランナー方式の導入に当たっては、一律の行政コスト比較を行うの

ではなく、市町村の区域を地理的条件に応じて分別するなどして、きめ細かな

算定を行い、地方の実情に対応したものとしていただきたい。 

 最後に、今治市、合併した12のそれぞれの市町村には、縄文、弥生以来、営々

と築いてきた歴史、文化、そして風土がある。私には土曜日、日曜日、祭日は

ない。12の地域の行事、イベント等には可能な限り参加し、住民との触れ合い

を大切にしている。とりわけ小学生や中学生があの澄んだ美しい目を私に向け、

「市長さん、握手をお願いします。」と言われるのは、まさに首長冥利に尽き

る瞬間。この少年少女のために、確かな未来を引き継ぎたい、それが私の願い。 

   

〇全国町村会 財政委員会委員長 河島健一氏（岡山県 久米南町長） 

 

 久米南町は岡山県のほぼ中央に位置し、人口は現在5,200人ほどの小さな中山

間の町。単独町政で、60年を迎える。平成の合併はしていないが、法定協は設

置していた。市に比べて多くの町村は、中山間地域や離島など、条件不利地域

を多く抱えている。これまで懸命に、基幹産業である農林水産業の振興や企業

誘致等々に税源涵養努力を続けてきたところ。 

 資料２。町村の財政力指数の平均は0.38で、全国の全町村の約３分の２が財

政力指数0.4以下と町村の財政規模は極めて弱い状況。久米南町は0.18。 
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２ページ、条件不利地域の多くの町村では、全国平均に比べ、高齢化率が高

く、平成22年度において半数を超える町村が高齢化率30％以上。急速に高齢化、

少子化が進んでいる。久米南町も10月末で42.14ということで、将来先、何十年

先を進んでいる。 

 一方で、３ページ、平成９年から現在までの町村の総職員数の推移について、

平成９年度を100とした場合、平成26年度は78。この間、町村全体で20％以上の

職員の削減を行ってきた。久米南町は、一般行政職で23.9の減。 

 また、４ページ、市町村の決算を見ても、高齢化等に伴う社会保障関係費の

大幅増を職員給与費や投資的経費の削減努力によって吸収してきた。町村にお

いては特に高齢化が進んでいることから、諸経費の人件費の削減など、徹底し

た行財政改革に取組みながら、集落を維持し、住民の暮らしを充実させるため

に、さまざまな努力をしてきた。 

 久米南町も平成16年、集中改革前から庁舎内に活性化本部を設け、町内各種

団体の有識者20名からなる活性化推進委員会を設置し、歳入歳出を徹底的に見

直し、持続可能な行政をするために頑張ってきた。歳入については、使用料、

手数料、あるいは諸収入等々徹底的に確保。歳出、報酬等については、例えば

日額報酬は5,600円であるが、会議は主に昼から行い、2,800円の半日当として

いる。選挙関係、投開票関係等報酬額の見直し、各種委員会の定数、旅費につ

いても日当を出さないなど見直しを行っている。 

 委託料についても可能な限り職員で対応することを基本とし、使用料、賃借

料や借地についても整理し、補助金についても10％削減を行ってきた。 

 定員管理についても、平成９年に71人いた一般行政職を、27年には54人とし、

23.9％の削減をした。 

 また、組織的にも16年には７課１室あったが、20年からは６課１室。議員も

14年には14人いたが、現在は８名。議員みずからも歳費を削減しており、議員

一人当たり20万円で政務調査費は無い。町長の給与も10%カットしている。 

我が国は将来にかかわる重要かつ喫緊の課題として、国、地方、挙げての人

口減少の克服と、地方創生に取り組んでいるところ。このような中で国民の希

望どおりに働き、結婚、出産、子育てを実現できる環境を整えることが何より

も重要。地域の伝統文化を守りながら、高齢者も安心して暮らしていける地域

社会を構築することが極めて重要。若者に夢を、老人に幸せを、この１点だろ

うと思う。 

 地方分権にこれまで取組んできたが、国民がゆとりと豊かさを実感できるよ

うにするという地方分権の原点に立ち返り、個性を生かした自立した地方をつ

くる重要性はますます高まっている。町村は子ども・子育て政策や高齢者対策

の充実を初めとし、今後さらに地域資源を掘り起こし有効活用することにより、
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農林水産業等の振興を図り、町村の持つ価値、魅力を高めていこうとしている。 

 更に、今後、地方創生を支える職員の育成等も一層重要になる。特に町村の

職員は住民と行政をつなぐ多様な重要な役割を果たしている。住民と職員が一

体となった協働による取組みをさらに進めていくことは、今後、地方創生を推

進していく上で極めて重要。人材の確保、育成にも努めていかなければならな

い。 

 こうした取組みを積極的に進めていくには、何よりも地方の自主財源を拡充

し、町村の財政基盤を強化することが不可欠。財政力の弱い町村にとっては、

地方交付税は生命線、命綱。久米南町も、二十数％が自主財源。あとは依存財

源。 

 現在政府では財政健全化の目標達成に向け、地方財政の歳出改革等に重点的

に取組むため、いわゆるトップランナー方式等による効率化などの方向を示し

ている。我々も行政の効率化の重要性は認識している。最小の経費で最大の効

果を出すため、ICT等を活用し、効率的な行政サービスを常に努めているところ

であるが、一方で、個性を生かした、自立したまちづくりを推進し、真に住民

がゆとりと豊かさを実感できるような地域社会づくりをする責任があり、この

点からは、効率化一辺倒では行かないところもある。 

 効率化と言っても、地方の実態はさまざま。特に中山間地域、島嶼部等の小

規模な町村では、民間委託そのものが効率化につながるのかどうかを見きわめ

る必要があり、委託先を見つけること自体が困難なところもある。できること

はやるが、全国どこの地域においても地方交付税で財源保障がなされているか

らこそ、社会保障、教育、防災、減災等々、住民の生活に欠かせない行政サー

ビスを提供でき、地域社会が成り立っている。 

 歳出改革の議論に当たっては、そのようなさまざまな実態を踏まえ、町村の

財政運営に支障が生じないよう、十分な配慮をお願いしたい。 

 今、まさに町村は地域創生を推進し、地域経済の底上げを図ろうと懸命に日

夜努力し、取組んでいる中、町村の意欲をそぐようなことがないように、くれ

ぐれもよろしくお願いさせていただきたい。 

  

〇全国知事会 副会長、地方税財政常任委員会副委員長 平井伸治氏（鳥取県知事）  

 

 財政改革を行うに当たり、地方は協力する。しかし、交付税を初めとしたト

ップランナー方式等についてはよく御配慮をいただきたいということを御理解

いただきたい。 

 １ページ。地方財政計画と地方財政決算について、地方は財政を縮小してお

り、増えている部分は社会保障関係費。一方給与関係経費、投資的経費を大き



6 

 

く縮減。国よりも地方は財政改革を進めてきたという自負がある。 

 ２ページ。一般行政経費の総額はかなり伸びてきているように見えるが、分

析すると、国の制度に付き合っている社会保障の補助裏が伸びているのが原因。

一般行政経費単独は、ずっと伸びておらず、それだけ抑えてきている。高齢化

などが進み、社会保障経費が必要とされる中、身の丈を小さくしながら、頑張

っている。 

 ３ページ。地方税収については、リーマンショックの後、前後を比べて税収

が落ちた。現在も国ほどは回復していない。平成27年度ベースでまだリーマン

ショック前に戻っていない。38兆6,000億。 

 ４ページ。構造的な課題として、来年度の概算で86兆円ほどの地方財政計画

のうちの圧倒的大部分は地方で裁量しきれないところ。そういう意味で地方分

権などが重要。 

 先ほどより、小さな団体は財政力が乏しい。さらに、行政効率の悪い・財政

力指数の低いところほど人口一人当たりの歳出がかかっている。順番に並べて

みますとよくわかるが、財政力指数が低いところほど実は行政効率がどうして

もよくない。この現実を見きわめた上で対策をとる必要がある。 

 唯一例外なのは、東京都。東京都の場合は、財政力はありながら、大体全国

平均並みの歳出。それ以外は全て傾向としては並んだ形になっている。ラスパ

イレス指数などを見るとかなり行革を進めている状況が見てとれる。 

 ５ページ、普通交付税の算定の基準に標準的な行政経費である基準財政需要

額。行革努力をして何とか独自の事業をやりたい。そういうものの財源が行革

で出てくる仕組み。地方交付税制度自体に、そういう行革のインセンティブが

内在されている。 

 収入も同様。最近、ふるさと納税や独自資産の売却などを各自治体でやって

おり、その分は手元に残り、独自事業ができる。徴収率を上げればそれだけい

い仕事を住民に還元できる。 

 ６ページ。鳥取県を例にとる。行政効率が悪くなる要因として、例えば森林

環境では、森林の率が高いため、環境対策が必要となり、どうしても県予算が

伸びる。また鳥取県は全国７位の後期高齢者の比率。その分だけどうしても人

口１人当たりの老人福祉費が、全国平均よりも伸び率が高く、額も大きくなる。

それで一生懸命、移住、定住対策を進めようということをやっており、現実に

は平成25年は962名、全国で１位。さらに昨年1,264名、また、今年度は上半期

だけで909人。何とか局面の打開を図ろうとして、経費も膨らんできている。 

 ７ページ。行財政改革の状況について。給与カットは都道府県全体で２兆

6,000億、国全体では約6,000億。都道府県のほうが頑張っている。職員数国の

７倍ほどは削減。限界に近いところまでやってきている。 
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 鳥取県の行財政改革効率化について。例えば徴収率を上げようと頑張ってき

た。市町村と一緒に滞納処分をやっており、全国１位の徴収率になっている。

除雪などは、県道、市町村道相互乗り入れでやるために、市町村のほうに全面

委託をすることで即時対応するようにし、経費を削減するということもしてい

る。 

 また、人件費の削減、未利用財産の売却などをし、ラスパイレス指数は就任

後、だんだん下がってきている。今91.8、全国最下位。民間の給与実調といい

ますが、給与の調査をしたものに準じて、都道府県の給与を下げる独自の取組

みをしてきている。これは全国的にも格段に低い。他の県と違い、もともとの

国家公務員並みの給与があって、そこから何％カットするというやり方をとっ

ていない。我々は、本俸自体を下げている。これは厳しいものなので、どこの

県でもやっていない。 

 財政力指数は、全国45位で下から３番目。行革努力をしてきて、経常収支比

率という財政硬直度は全国で２番目に低い値。また、将来負担比率も全国で４

位、これも４番目に低い値。身の丈を小さくして、何とか将来的な財政負担を

減らそうと取り組んできた。それは地域の振興をやりたいから。 

 別の資料、例えば産業基盤が少ないため、企業誘致だとか地元の企業振興を

している。全部でそうしたことで経済雇用対策としてこの８年間、大体500億円

程度を支出。一方で行革により1,200億円減らしている。例えば立地関係で言え

ば企業立地で140億、障害者福祉で100億円、あるいは少人数学級で120億円、全

部で積み上げて大体1,200億円程度。それを捻出するために行財政改革努力をや

ってきた。これは交付税制度が現状のままであれば、こうしたことはまだ続け

ることができるのだろうと思っている。 

 例えばサントリーが本社機能の一部を鳥取県に移すということをやっていた

だいた。この背景には、例えば雪が降るところであるため、そこに行く道路な

どは69億円ぐらい県のほうで支出。また、今回の新規の立地についても12億円

を県で支弁。ただ、そうまでしてでも雇用、100名、50名というものを採りたい

し、サントリーのようなビッグネームがあることで、大変に地元も鼻が高くな

り、やりがいのある職場として若者の就労もある。 

 子育て王国鳥取の取組として、例えば保育料の軽減について、中山間地の保

育料は全部無料にする。これは市町村と割勘。それから、第３子以降の保育料

の無償化や「森のようちえん」の認証など、いろいろやるために行革努力をし

ている。 

トップランナー方式のような考え方も結構だとは思うが、今の交付税制度の

もとで、そういう行革努力をすればその分反映されるような仕組みがなくなっ

てしまうと、我々も頑張りがいがなくなる。一方で行政効率の悪いところには
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悪いところなりの措置も考えていただきたい。 

 

（以下、主な意見） 

 

・経済・財政一体改革は従来の歳出カット、増額抑制あるいは地方交付税を一

律カット、そういった考え方とは全く異なるアプローチをする新たな歳出改革。

また、職員数の削減ということとも全く異なるということを改めて強調したい。 

・新たな歳出改革は、例えばインセンティブ改革や見える化、公的サービスの

産業化など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。

また、新しい民間サービス創出を促すということを考えている。新たな歳出改

革で自治体に生まれてくるマンパワーの余裕を例えば施設老朽化や超高齢化な

ど、新たな行政ニーズに対応していくことを可能にする。行政ニーズへの対応

可能性をふやすということに使っていく必要があると考えている。 

・「見える化」の目的は３つ。 

 第１は、各自治体の歳出効率化努力と成果がわかること。 

 第２は、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３は、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。 

 この３つ、こうしたことは極めて重要。 

・地理的要因あるいは人口の偏在について考慮すべきという話を頂戴した。地

方自治体それぞれがそれぞれに異なる事情をお持ちだということは十分にわか

っているつもり。見える化で多面的な比較、情報提供ということを述べたのも、

まさにさまざまな条件で比較しなくてはいけないということを考えているため。

決してトップランナーというのを一律で比較するつもりは全く無く、むしろ例

えば属性が同じような自治体で比較するとことを考えている。効率化一辺倒と

いうことでもない。 

・ICTについて例えばクラウド化や共同処理などについて、ヒアリングしたとこ

ろ、３割から５割ぐらいコストカットになるということで、そういうところは

トップランナー方式で進めていき、コストカットをして、その分新たな行政ニ

ーズに振り向けていくというようなことが必要。 

 

・他の自治体での工夫に照らすとこういう方法でもっと少ない費用でできると

いった、各自治体や住民の方がほかの自治体の動きなどを参考にしてみずから

動く、そういう改革をできないかと考えており、見える化はそういうことに資

するのではないか。このような動きを加速するため、今回、総務省だけではな

くて各省にKPIだとか工程表の設定、作成をお願いしており、今、申し上げたよ

うなことがきちんと反映されているかをチェックしたい。ぜひ皆様にも今回の
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改革の意味するところを御理解いただきたい。 

→○全国知事会平井鳥取県知事 トップランナー方式を初めとした財政改革の

進め方について、実情に即しながら進めていただければありがたい。 

 

・平井鳥取県知事の資料３の８ページで、県税徴収率が全国１位ということで

あるが、当然鳥取県は地理的な要因あるいは人口偏在等々でスケールメリット

が効かない、効きづらい地域だと思うが、そういう中でなぜ徴収率が全国１位

になったのか。ある意味、鳥取県は、まさに徴税率ということについてはトッ

プランナー。そこでどういう工夫をされてトップランナーにつながったのか。

あるいはもしこれを全国に広げることができれば、ここの部分で不必要な経費

だとかを浮かせることができ、それがまた新たな取組をすることにつながって

いく。秘訣や、どうしたら全国に広められるかというところも含めてお聞かせ

いただきたい。 

→○全国知事会平井鳥取県知事 最近徴収率は下がりぎみ。住民税などの徴収

率が下がってくるが、個人住民税は市町村が基本的には住民税の徴収の主体で

あり、県はそれに乗っかって徴収しているようなイメージ。 

 徴収率を上げるためには市町村と県が協力しなければ意味がない。県だけで

は解決できない。鳥取県の場合は、県と市町村が全部入って、徴収機構をつく

った。徴収機構において県が自動車税などで培ったノウハウ、例えば競売や強

制執行の手続などのノウハウなどを市町村と共有。知らない顔の県や他市町村

の職員がそうした仕事をすることは、かなりドライな仕事ができる。 

 多分県のほうがこうしたことは長けており、そのプロセスを市町村に注入す

ることができた。これで徴収率が顕著に上がってきている。このようにして住

民税の徴収漏れというものを向上させていくことが、この徴収率１位というこ

とにつながってきている。 

 

・この改革は、１つはボトムアップということで、あくまで地方の主体的な取

組ということが前提。インセンティブ改革という呼び方をするが、頑張る地方

をぜひ応援したいという仕組みになっている。 

・もう一つの柱は見える化、隣が何をしているのかということがわかるような

仕組みにする。それぞれの地方の属性に合わせる。きょう来られた首長の方々

は、本当に頑張っている方々。行政というのはそれぞれみんなタコつぼに入り

がちという点で、ほかの自治体の取組というのは参考にできる。そういういう

意味での見える化を進めていくのが大きな未来図。その結果として、歳出の効

率化につながるということが意図。 
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・県と市町村の関係で、今、地域医療構想であるとか国保の問題とかも含め、

県の役割は大きくなっている。定住自立圏構想などを含め、広域連携や自治体

間での協力関係、市町村間の協力関係。特に小規模な自治体同士の協力関係と

いうのがこれから重要になる。この点についても県の役割がこれからますます

増えてくるが、定住自立圏構想を含めた市町村の間での連携といったものにつ

いて、どれくらい県としてのかかわりを持っていくことになるのか。総務省が

頑張っていろいろとやろうとしているが、県のほうが市町村に対して近いと思

うので、より積極的な役割が果たせると思う。 

→○全国知事会平井鳥取県知事 行政効率ということからすると問題がいろい

ろな面で出てくる。人材の共有ということもある。鳥取県はもともと人口規模

が小さい自治体であるがゆえだと思うが、県と市町村の距離が恐らく今47都道

府県で一番近い。私は発想を転換して、県と市町村で垣根を立てるのではなく

て、ハイブリッド行政として両方が協力し、県がエンジンをふかす、市町村が

エンジンをふかすということをそれぞれに共通化していけないだろうかと考え

た。その１つが、先ほど申し上げた税の徴収機構をつくるということ。 

 また、典型的には、県と町の広域連携協定を初めて作り、日野郡では行政事

務の一部を共同で処理。例えば障害福祉の関係事務や、除雪など、幾つかの事

務を具体的に共同でやろうということで全国で初めて動いている。評判がいい

ものもある。例えば除雪など県の職員が動きにくい場合。町役場にそれをある

程度やってもらうことにし、その分のお金は県から出すようにした。県道でも

国道でも同様。町役場にある程度お任せすると、早々に片づいてしまうという

ことがあり、サービスがよくなったと言われた。 

 さらに例えば中核市についても変化がある。鳥取県内でも中核市に昇格する

ところが出たときに、県の保健所と中核市の保健所を１つにまとめてつくるこ

とを検討中。これまで以上に県と市町村という垣根を取り払えるところは取り

払い、新しい行政サービスの提供の仕方、ハイブリッド行政ということを考え

得るのではないかと考えている。 

→○全国市長会菅今治市長 私ども愛媛県では、あらゆる面で県と市長は一体、

同じ目線でやっていこうという考え。例えば、瀬戸内しまのわの取組について

も愛媛県と広島両県知事が連携して尾道、今治、上島、そのほかの島を持つ市

町村と一緒になってやっていこうという取組でもあった。県と市長の信頼感、

連携、これが非常に重要。税の問題だけではなくて、いろいろな事業を展開す

るに当たって痛感している。 

→○全国町村会河島久米南町長 税の徴収だが、岡山県も機構がある。もう一

つは、市町村で税整理組合を立ち上げている。そこでかなりの実績を挙げてい

ると思う。岡山県の県知事と県の幹部と市町村の関係だが、お互いに住民の最



11 

 

前線で頑張らないといけない立場。力を合わせて垣根を低くして、お互い手を

取り合ってやる、このことは意識してできていると思う。 

  

・今治市の公共施設の総量削減、40年で2,000億・年平均50億円かかり、これを

削減していくという話があった。年平均50億円ぐらいかかっているものをどの

くらい落としていくという計画を立てているのかということと、精力的にやっ

ておられるので、他の自治体からも見学に来ているのではないか。 

→○全国市長会菅今治市長 愛媛県では行革甲子園というのをやっており、私

どもも昨年チャンピオンになれた。それは公の施設に踏み込んでやっていくと

いう内容。そのときはまだ実践ではなかったが、今年度から実際に住民と対話

をしている。「ＡＢＣＤＥ」評価したうちのＥ、111については、何があっても

どんな署名がいくら集まろうともやるぞという決意で、４年かけていろいろな

角度から見てきた。これができたら、次のＤ評価に向かっていく。 

 市の規模から、811の施設は多過ぎる。人口50万を超える松山市が700なので、

私どもこれにまずしっかりと目を向けなくてはいけない。これをなくすのは大

変つらいが、施設の活用という形でよく話し合ってやっていこうと取り組んで

もらっている。今後老朽化が進んだら一層様々な面でメンテが大変でもあり、

人の配置等々も考えると、これは断固やっていきたいと願っている。 

 

（２）改革工程表及びＫＰＩ原案に関する議論 

 Ⅰ 地域の活性化と頑張る地方を支援する仕組み 

 

・先ほどから出ている徴収率の改善も含めて、歳入改革はどこに含まれるのか。 

→ 徴収率は、地方税の実効的な徴収対策を行う徴収率を反映していくという

記述がある。この部分は前回からの記述をそのまま書いている。 

 

・トップランナーの話は、改革の成果をどう交付税に反映させるかという話、

具体的にどうやって歳入改革をするか。例えば、業務改革も別途項目としては

立てられているので、歳入改革は歳入改革で別途やっていただいて、その上で

それをどう交付税に反映させるかがトップランナーの議論である、と整理しな

いと、歳入改革の話は全部トップランナーという話になってしまう。歳入改革

をどういう形で扱うか検討いただければと思う。 

→ 骨太のフォローということからすると、徴収率の問題と直接的に関係する

部分を特定するのがなかなか難しいという判断をしていたが、改めてどういう

形で対応できるか検討する。 
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・自治体の設定したKPIを把握し、毎年モニタリングをしていくことを加えてい

ただいたが、相変わらず20年度までの１つの大きな枠の中に入っていて、これ

は政策の概要ではあるけれども、工程表にはなっていない。いつ、何を、どう

進めていくのか、成果目標とPDCAサイクルの確立、この辺をどう管理していく

のかとか、KPIとかはその辺はこれから入るのか。 

・それから、民間の大胆な活用による公的サービスの産業化、協働の取組の推

進、適正な民間委託等の取組の加速。例えば、適正な民間委託や汎用性のある

先進的な取組について、もう少し具体的に総務省は考え方や基準を示し、自治

体に予見性を持って対応できるようにすべき。 

・KPIが設定されていないが、補足指標で金額ベースで効果を検証していくなど

が必要だと思う。 

・公共施設の集約化、複合化など地方交付税で支援。これも余り変わっていな

いように思う。 

→ まず地方創生については、まち・ひと・しごと創生本部事務局からは自治

体ごとの総合戦略を今まさにつくっている最中であり、そこで立てられるKPIを

フォローしていくという形になるのだろうと聞いている。アウトソーシング等

のモデルプロジェクトについては各年度10団体ずつやっていくということであ

る。地方自治体の窓口業務に関して、公共サービス推進室による業務委託仕様

書の作成については、まずモデル自治体を募って、話をしながら次年度には業

務フローの分析あるいは仕様書の作成に入っていくこととしているが、まだ何

団体をピックアップするかというところまでは、話が行っていない。 

 

・適正な民間委託という「適正な」、あるいは汎用性のある先進的な改革とか、

そういう言葉は具体的に考え方や基準がない。「適正な」というのは何をもっ

て「適正な」と言うのか。 

→ 今までの議論の中では、アウトソーシングを進めていくことによって効率

化という方向感がある一方、他方でアウトソーシングなら何でもいいというこ

とではなく、委託した側の労働環境や適法性などを確認できるような形で行う

ことも念頭に置きながらやらなければいけないということで、骨太にそれらの

文言を記載した。 

→ 今の話は８月に発出した助言通知であり、総務省としての考え方は全ての

自治体に対してお示ししている。 

 

・改革工程表の完成度について、大体何合目まで登っているものなのか。例え

ば、16年度と17年度の２年間かけて公共施設の集約化、複合化を地方交付税で

支援を行う。18年度から必要な支援を実施する。そうした手順を経て本件に関
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するKPIは集約化、集合化等を実施した自治体数だけということだとすると、具

体性が余りにも薄いのではないだろうか。これではなかなか議論を進めること

が難しい。 

→ 公共施設の集約化、複合化について、公共施設等の総合管理計画の詳細に

ついては、見える化に記載。交付税の措置との関係で、そこから切り出し、公

共施設のダウンサイジングにつながるようなものについて、こういう形で措置

すると切り出して書いた。前回のこれを、恒久措置ではなくて５年間の措置と

しているが、期限を区切りながら検討すべしという議論を受け、当面2015年度

から始めて17年度の３カ年間でこの措置を実施、その後については活用状況を

踏まえながら、必要な支援策を実施するという形で工程表を変更。 

 

・公営企業の経営効率化に関する病院事業について、「地域医療構想を踏まえ

て新公立病院改革プランを策定し、再編・ネットワーク化に取り組む地方自治

体に対し、交付税措置を重点化」との記述。この文言に関し、「地域医療構想

を踏まえ」たというのは、地域医療構想の後にするということか。つまり、地

域医療構想を策定する年度を踏まえて、その後どれぐらいの期間を想定した工

程であるのか確認したい。 

・「再編・ネットワーク化」に取り組むというのが、具体的に何をもって再編・

ネットワーク化なのか。以前の公立病院改革プランのように、ある程度数値化

できるものを念頭に置いているのか。 

・新公立病院改革プランの策定率をKPIにしているが、例えば新がつく前の公立

病院改革プランの数値目標達成状況など、具体的に実現した成果や病院間に差

があるものを踏まえることも可能ではないか。 

→ 地域医療構想の策定自体は平成27年度からであり、その策定を踏まえなが

ら27年度、28年度中に策定をお願いしたいと考えている。再編・ネットワーク

化に具体的な指標等があるのかということは、今のところそこまでは踏み込ん

ではいないと思う。前回の策定率は、ほぼ必要なところには策定いただいたと

把握。 

→ 補足すると再編・ネットワーク化のところですが、先ほど伊藤委員言及の

経常収支比率のような目標は、今回の新ガイドラインでも策定を求めている。

再編・ネットワーク関係費も基本的には変わっていない。統合等を含めて、統

合以外の病院間連携というのも入るが、統合及び病院間連携といったようなも

のになる。策定率は前回のガイドラインでは１団体を除いては全部作成をして

いるが、その中でも数値目標等をつくっているケースがあり、それをどの程度

達成できたかというと診療報酬の改定等もあり、必ずしも全団体が目標を達成

しているわけではない。あるいは非常に高い目標をつくったところは逆に達成



14 

 

できないところもあり、目標自体は自主的につくって、それを議会に公表し、

自主的にチェックしていくという考え方のもとでやってきたので、その中で一

定の効果を挙げて全体としての経常収支比率は上がってきている。ただ、目標

達成率という観点だけで言うと、達成できていないところも少なからずある。 

 

・具体的に議論しようと思うと、例えば公共施設の集約化は一体どのくらいや

るのか、その結果、財政収支の改善に対してどのぐらいの効果があるのか。具

体的に数字で見ていく必要があり、この紙ではそれが良くわからない。したが

って、現時点の工程表案が一体どの何合目位まで詰まっているものなのかとい

うことは非常に気になる。 

→ あくまで地域の活性化と頑張る地方を支援する仕組み。そういった地方を

支援する仕組みはどんなものを講じるのかという工程表になっているので、

2017年度までは今あるような仕組みを継続。2018年度以降はその達成状況を見

ながらまた改めて考える。あくまで支援措置ということで工程表の部分という

のは整理されているということで御理解いただければと思う。 

→ 全体的にもう少し具体性がないと、意見の言いようがない。 

→ それは全体の構成とも絡んでくる部分だと思う。 

 

・ほかのワーキングでは少なくとも第一階層のところはもう少し数字が入って

いる。例えば、公共施設等総合管理計画を策定した地方自治体数とあるが、こ

れが幾つぐらいを目指すのかということがこの段階でまだ数字がなく、ほとん

ど入っていない。この前の議論で政策効果のところはなかなか難しいという話

があったが、例えば社会保障分野などはできるだけ入れるようにしている。社

会資本整備もそうだし、最低限第一階層のところはもう少し数字を入れてもら

わないと工程表とは言えない。 

→ そういう数字まで第一階層の部分で入れるということについては、私ども

もそういう認識は正直なかった。 

→ それは入れられないのか。 

→ 恐らく入れられるものと入れられないものがあると思う。 

 

・政策効果のところはモニタリング指標とせざるを得ないものもあるが、第一

階層のところはそれぞれ自治体がどれぐらいやってもらうかということである。

それについては何らかの目標なり目安がないと、自治体もどれぐらい頑張れば

いいのだということが全くわからないし、見える化にならない。アクションの

ところは何かしらの数字的な、量的な目標が入ることが必要。 
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→ そこは事務的にいろいろ考えさせていただく。 

 

Ⅱ 国と地方を通じた歳出効率化・地方自治体の経営資源の有効活用  

 

・KPIの第一階層はこれから数字が入るものだと思っていた。これはあくまでも

日本全体での目標指数であって、個々の自治体に何かKPIを求めるものではない。

ここは目標値というのは数字はいずれ入らないと、ほかのワーキング・グルー

プとの整合性上必要。頑張る地方を応援するというためのKPIとして公共施設等

管理計画を策定した自治体数とか、施設の集約化・複合化を実施した自治体数

というのは何となくわかるが、ここでの趣旨である見える化になっているのか

疑問。老朽化対策の進捗状況を見える化するとか、先進団体の取組、ノウハウ

の横展開との記述が見える化の趣旨には則していると思う。それに則したKPIで

ないと変ではないか。 

・先ほどの山田委員の問題意識にもかかわるが、どういう自治体によって取組

が違うのかということをみんなにわかってもらおうというのが、多分ここで言

う見える化だと思う。このKPIでいいのかなというのは肝。むしろ固定資産台帳

の整備はまさにそれ自体が見えるものなので、これは整備しないと困るので、

数も含めてこれはいいと思うが、施設の集約化・複合化を実施した自治体数な

どがここでの趣旨に合っているのか疑問なのと、相変わらずKPIがないものが結

構ある。このまま放っておくのか、何かつけるのか、あるいはこれは違う形で

進捗管理をするのかを整理しないと、ここは書きっ放しで終わってしまう。 

 

・ここまでですという回答なのか、今検討中ですということなのか、その辺が

ここで区別がつかない。例えば、20年度まで横にずっと引っ張っており、５年

間議論を続けるということが工程表なのか、それともさらにここからブレーク

ダウンされていくのかとかわからない。ほかにも大体共通しているところはど

うしたらいいのか。 

→ 例えば、パフォーマンス指標などは、各省庁に調書をとるプロセスの中で

パフォーマンス指標を設定しているものにはどういうものがあり、それを具体

的に今後どうしていくつもりかという質問に対して、なかなかはかばかしい返

事が返ってこない。一方で見える化を進める中で大事なポイントではあるため、

何ができるか、ここで打ちどめにしてしまうわけにはいかないため、改革工程

表の期間の中でさらに取り組んでいくということを示す意味でも、アジェンダ

としてはこういう形で残している。 

 

・個々の改革項目の実現とプライマリーバランスの黒字化の間の整合性はどう
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するかという質問に対して、改革検討項目の結果がPBバランス黒字化に資する

もので検討を進めるという回答を内閣府からいただいているが、現時点ではＫ

ＰＩや工程表を通じた両者の連関性が見えていない。プライマリーバランス黒

字化に向けて我々が議論している中で、実現に向けて着実に進んでいるという

ことがもう少しきちんと確認できるような形になっていかないと、今のままで

は苦しい。 

 

・国庫支出金等にもとづく補助金の補助の話。先ほど平井知事からも話があっ

たように、比率はともかく地方の歳出のかなりは規制によって縛られているの

は事実。そこに対してもある程度の裁量を与えないと、彼らも歳出効率化のし

ようがない部分がある。地方単独とのバランスを考えると、補助事業に対して

も何らかの改革を求めていくというのが趣旨だと思う。 

・だからこれをKPIでも何でもパフォーマンス指標の設定や地方単独のところな

どが残ってしまい、そこだけ歳出改革を頑張れと言っても量的にも効果が出て

こないし、恐らく地方はしんどいと思う。一方、規制で縛られているので、こ

こをきちんと各省庁に協力をお願いしないと、バランスを欠く気がする。 

→ 趣旨は承った。一方で、例えば厚生労働の行政であれば社保ワーキングで

別途大きな制度改革の議論をしており、あるいは国交省や農水省など、そうい

うものの事業の改革については非社保ワーキングでも今議論が進められている

ので、そちらのほうでやっていただくべき部分もある気はする。いずれにせよ、

大事な分野であることは我々も認識しているので、それを超えてどのようなこ

とができるか考えていきたい。 

 

・イメージは横串を刺すではないが、社保、公共事業、PFIでも国全体としての

目標はあると思う。そこは国と自治体との関係というところで、他のワーキン

グ・グループでもし何らかのKPIとか議論する機会があれば、それとこちらをつ

なげていくような工夫をしていただければと思う。 

→ 検討させていただく。 

  

Ⅲ ＩＴ化と業務改革、行政改革等   

 

・11月４日の諮問会議で総理から指示が出ているが、国・地方のIT化、業務改

革については、どのように工程表やKPIに反映しているのか。 

→ マイナンバー制度の活用等によるさらなるIT化と業務改革の中にある、２

点のうちのガイドラインを地方自治体に対して示すという点について、２つ目

のポツの第１次報告書をさらに改定していくというプロセスの中で自治体の取
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組促進策の検討。さらに16年度中に結論を策定するというようなこと、あるい

はマイナンバー制度を活用したものについては、この間は子育てワンストップ

の話しか書いていなかったが、１つ目のポツの中でオンラインサービス改革の

検討を16年度にかけてやるということを今回書き込んでいるところ。書きぶり

について、もう少し関係の部局とも相談したい。 

 

・例えば、段階的に波及させていくという見せ方をしているのと、それ以降に

棒線１本があって頑張ると言っているものがある。どの程度の進捗が見えるの

か全くこの図表からはどういう形で波及していくのか、対象を広げていくのか

が全く見えない書きぶりがある。分野によって濃淡があり過ぎるというのが印

象。 

・2016年度から2020年度まで一直線になっている工程表は、その間に何が起き

ているのかが全くわからないということになるので、年度ごとに、余り年度を

細かく区切ってもいけないのかもしれないが、その広がりであるとか、この年

まではこれをやり、次の年はこれをやるんだという段階を踏むという姿を見せ

ていただかないと、これでは工程表になっていないのではないか。 

・自治体の職員数を減らしていて逆にかつかつだという話もあるが、この部分

についてどのようなKPIを考えたらいいのか。これも工程表は全くないのが現状。

単に人件費の抑制を図っていくと書いてあるだけなので、一体どのようにして

図っていくのか。５年間にわたって図っていくのか。全然これが見えていない。 

→ 税制改革や、内閣人事局のように独立した内閣官房の組織が責任を持って

行うことについて、骨太の中で一般的にこうすべきだということが書いてある

が、税制の話や総人件費の話は、責任をもって担当する部局がある。国庫支出

金のパフォーマンス指標の見える化は、本当に具体的にやろうとすると全省庁

を巻き込んで個別の補助金をどうするという大作業をしなければならず、今の

時期に細かい工程表をつくることには少し射程が遠い部分も実は入っている。

基本原則だけ骨太に書いてあり、あとはそれぞれの部局、内閣官房などのしか

るべき横断的な部局でやってくれというようになっている部分もある。そうい

う意味では、なかなか我々とのすみ分けが少し難しい部分もあるということは

御理解いただきたい。 

 

・ワーキング・グループでできたこと、総務省として対応できることは何であ

り、何が宿題として積み残したことなのか。 

→ 我々はそういう意味では射程・役割を少し整理しながら進めたほうがいい

かもしれない。 
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・自治体側の意見を聞いていただけたのは、私からの提案であり、御礼。 

・改革工程表の議論については、正直ベースできることは何なのか、できない

ことは何なのかというのを、それぞれもう少し本音で言い合ってもいいのでは

ないかと思う。 

・できないことを今の段階ではできないという整理をしたほうが、恐らくこち

らにいる皆はすっきりする。なぜできないのかということをそこで追求しても

しようがないので、現段階では改革工程では無理であるというのは、むしろは

っきりさせたほうがいいと思う。そうしないとずっと堂々めぐりの議論が続く

だけになってしまう。 

 

・今後の段取りについては。 

→ 我々としてできるところを追求していきたいので、テーマによって大変大

きなテーマと各論で詰めるテーマと仕分けをして、それで詰めるところは詰め

て案をもう一度つくってみたい。 

 

・ぜひ事務局ベースでもう少し意思疎通を密にし、そこで議論になるのは避け

ていただければありがたい。 

 


