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自己紹介(専門分野）

公共経済学（経済学的に、公共(政府）の役割

を検討する。経済学とは、限られた資源をい
かに有効に配分するかを問う学問）

財政学（公共部門が、実際に限られた資源・
予算を、いかに有効に配分するのかを問う学
問）

経済学の手法：複雑な経済をシンプル化し、
重要なポイントを分析：実証（ある姿）と理論（
ある姿（市場・政府の失敗）と、あるべき姿）
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自己紹介(これまでの研究）

 地方財政制度：国と地方の政府間財政制度の研究
（「地方交付税の経済学」）

 行政組織のガバナンス―官民分担と統治システム
を考える―：政府組織が社会の要請にこたえるため

にどのような官民分担・ガバナンスの仕組みが望ま
しいのかを問う。（「行政組織とガバナンスの経済学
」有斐閣2006）＜＝エコノミスト賞受賞

 インフラのガバナンス：公共インフラを効率的効果的
に整備運営するためのガバナンス制度のあり方（「
交通インフラとガバナンスの経済学」有斐閣2010 ）

3



行政組織とガバナンスの経済学
―官民分担と統治システムを考える―
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「交通インフラとガバナンスの経済学」
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インフラにかかわるキーワード

• 人口減少による規模の経済性の低下

• 少子化・高齢化によるニーズの変化

• 社会保障費拡大による負担能力の低下

• 寿命到来による維持補修費の拡大

=>限られた予算をいかに効率的・効果的

に活用するのか？そのために、どのよう
な地域インフラ体系・情報・研究が必要

か？



地方財政の現状と未来
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地方財政の現状判断基準
 １）判断基準について

出所：石川(2013)



地方自治体の実情

出所：石川(2013)



地方財政の借入金残高(安定？）

出所：総務省資料



評価

 ０：国の赤字公債の拡大

 １：将来につながらない赤字地方債（臨時財政対
策債）の大幅発行と、100%交付税 措置のマジッ
ク：（臨時財政対策債は負担は無いという幻想）(石
川・赤井(2013a)参照）(次頁に詳細）

＝＞（現在の 高齢世代へ の支出へのシフト、将来
世代への負担のつけまわし）

 ２：人件費抑制による、労働インセンティブの悪化

 ３：建設公債発行抑制による、インフラ維持更新
不足の危険
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臨時財政対策債
の記事

参考



地方財政の借入金残高(変化あり）

出所：総務省資料

臨時財政対策債
(将来世代の負担

のみ）

建設地方債
(将来世代の負担

にはなるが便益も
生み出す）
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地方財政の限界とサービス選択
の必要性

 ０：財源総額の圧縮は不可避

 １：国の仕組みも含めた社会保障費の効率化
による債務圧縮（将来世代への付けの圧縮
＝世代間格差の縮小）

 ２：歳出・サービス(インフラ提供）の効率化：
政策とガバナンス

 ３：将来世代に影響を与えない程度の適切な
インフラ維持更新

＝＞以下では、２・３に注目
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地域インフラの政策とガバナンス

１：インフラ政策

＝＞インフラ選別・エリア別集中化(コンパクト
化）のあり方

２：インフラ・ガバナンス

＝＞インフラ政策を生み出す源であるインフラ統治
制度のあり方



１：インフラ効率化政策
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１：インフラ効率化政策

 インフラ提供エリアの選択

＝＞一人当たりインフラ提供コストの要因

 １）人口、２）面積

＝＞インフラの特徴：規模の経済性

＝＞インフラの特性に応じて、規模の経済性
の度合いは異なる。
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インフラ提供エリアの選択・適正化

 １：人口による規模の経済性が実現しやすく、
面積による規模の不経済性が小さい場合

=>広域的インフラ提供（地域連携・地方中枢拠
点都市、都道府県による補完）が不可欠

 ２：人口による規模の経済性が実現しにくく、
面積による規模の不経済性が大きい場合

=>コンパクトなインフラ提供(コンパクトシティー
）が不可欠
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２：インフラ・ガバナンス
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２：インフラ・ガバナンスとは

 インフラ政策とともに、その政策を生み出す、
地方インフラ運営組織の統治の仕組みが重
要

＝＞インフラ・ガバナンス
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ガバナンスとインセンティブ設計



インフラ・ガバナンス
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納税者 政治家(納税者
の代理人）

サービス提供
者・施設管理者

サービス・
施設利用

者

インセンティブ契約



インフラ・ガバナンスの基礎理論

公共サービスの提供主体および提供手法の
ありかたに関する理論研究（インセンティブを
考慮した契約理論の公共政策への応用）：

 インフラの戦略的投資・運営において、インフ
ラの外部性を内部化できる規模、運営ノウハ
ウ、契約ノウハウ（インセンティブを考慮した
契約理論の公共政策への応用）の研究
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インフラ・ガバナンスを行える行政組織と
、柔軟な運営（官民連携の導入）にむけて
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行政組織
のエリアの
適正化

インフラの
選別･集中化

民間ノウハ
ウ・官民連携

の活用

• インフラの及ぼす便益及び地域に応じ
た規模：外部性の内部化戦略

• 人口減少による、（インフラの特徴であ
る）規模の経済性の悪化を食い止める
戦略

• 社会保障費拡大による負担能力の低
下に対応できるコスト削減戦略

• 寿命到来による維持補修費の拡大を
食い止める戦略
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インフラ・ガバナンスのあり方のポイント

 １：適切なインフラ規模を統治・監督できる適正組織
によるガバナンス

 ２：適切なインフラ運営ノウハウを持つ組織によるガ
バナンス

 ３：適切なインフラ提供に向けた契約ノウハウを持つ
組織によるガバナンス（契約による（インフラ提供に
ついての）責任分担の明確化と提供組織へのイン
センティブ付与）

 ４：インフラの実態・将来情報の把握と、公開と監視
によるガバナンス(意識改革・インフラ選別・PDCA）



インフラは、生活に不可欠であり、生活のためのインフラの整備・維持・補修・更新は、今後も的確に

行っていくべきである。しかしながら、今後ますます到来する少子高齢化社会を見据えれば、その整備、維持、補修の

在り方は、財源制約も視野に入れながら、検討されるべきである。

社会背景

街づくりの視点：インフラ整備・維持・補修・更新において、少子高齢化社会を見据えた、都市・地

域･まちづくり(コンパクトシティーなど)の視点を持つ。(最適な街づくりデザイン）

最も効率的・効果的な整備・維持・補修・更新を行うための3段階のポイント(視点）

POINT1

2013年10月21日
財政制度等審議会

提出資料
大阪大学 赤井伸郎

インフラ厳選の視点：都市・地域･まちづくりを変えることで、必要なインフラを厳選することができる

という視点を持つ。（不要なインフラを整備・維持・補修・更新しない理由説明・説得）
POINT2

財政コスト明示の視点：安心できる都市・地域･まちとは、必要なインフラに加えて、将来に向けてイ

ンフラが最も効果的に整備・維持・補修・更新され、インフラにコストのかからない、財政にもやさし

いサステイナブルな都市・地域･まちであることを認識する。(財政コスト削減効果の明示）

POINT3

人口減少社会における社会資本（維持管理・更新）のあり方
－財政制約下の効率的・効果的整備3段階のポイント－

財政コスト削減効果の明示例：インフラ維持補修費の財政的影響のシミュレーション
①人口減少による規模の経済性悪化による、1人当たり負担増大の把握

②街づくりの適切デザインによる負担額縮減効果の把握



• 全市町村の必要更新投資額推計 (赤井ほか(2013)「インフラ維持更新費の将来負担シミュレーショ
ン－人口減少が市町村財政に与える影響－」）

• 人口１人当たりの将来の更新費用の見込額、現時点との拡大幅などの把握（総務省自治財政局財
務調査課（２０１２）「公共施設及びインフラ資産の将来の更新費用の比較分析に関する調査結果」）

28

財政コスト削減効果の明示にむけて：
財政効果分析の蓄積が重要、分析を促すことが必要

(単位:億円）(都
道府県別）



＜参考＞

アカデミックな視点から、今後行う
べき、行えるインフラ・ガバナンス

に向けた研究(進行中）

１：理論研究
２：実証研究
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１：理論研究

 （キーワード：「リスク分担・インセンティブ・把握可能
な達成度」：3つのバランスが重要）

 インセンティブを高めるためには，リスクを与えることが重要
リスク吸収能力が高ければ、民間にリスクを。ただし、通常、
下部組織はリスクアバースなので、このバランスが必要。

 リスク分担をデザインする（配分を決める）には、努力のレベ
ルを評価することが必要。ただし、適確な評価は事実上不可
能。努力評価の限界を見据え、両者のバランスが必要。

 =>インフラのリスク、評価の限界度を考慮し
た理論モデル構築による分析の可能性
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２－１ インフラの実証研究(維持）

 インフラ効率化への取り組み（長寿命化計画
策定率）の実態把握と温度差の要因分析

 インフラ維持補修費の実態把握と要因分析

 インフラ維持補修費の在り方－人口減少（少
子化・高齢化）によるインフラニーズの変化を
反映した的確なインフラ維持－

 インフラ維持補修費の財政的影響のシミュレ
ーション－規模の経済性悪化による費用拡
大効果の把握－
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２－２ インフラの実証研究(戦略）

インフラの連携・競争の実態分析

例：交通インフラの場合

 空港民営化・空港運営のための制度枠組みの在り
方(会計制度整備、国の諸制度の在り方：燃料税、
燃料譲与税、空港利用料、利用者の選好分析）

 港湾民営化・港湾運営のための制度枠組みの在り
方(会計制度整備、連携・競争戦略の実態分析（港
湾連携組織の構築） ）
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