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第６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：2016年2月12日（金） 15:00～17:00 

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  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）ワーキング・グループの進め方について 

・地方行財政改革による経済効果の検証に関して、歳出効率化については総

務省が、経済効果については内閣府が担当するとのことだが、「経済・財

政再生アクション・プログラム」に記述された計画初年度のスタート時点

から改革の浸透による効果等の影響について目途を示すということに対応

しているか。 

→歳出効率化の成果については複数個所に書いてある。いつまでにと示して

いるのは、アウトソーシングについて業務改革モデルプロジェクトについ

て2018年までの間にやり方を検討するということだけであり、それ以外の

歳出効率化の成果については、期限は切られていない。経済効果について

は、2016年度に手法を検討すると工程表で決まっており、それに向けて何

ができるかは内閣府で検討する。 

 

（２）ＫＰＩ等による進捗管理の現状と課題について 

・資料１ P.17における、クラウド導入市区町村数目標において、単に導入す

るだけではなく、できるだけクラウドを広めていくという観点に立ち、具

体的にどういうシステムでどのくらいの団体がクラウドを活用しているか

を把握することはできるのか。できるだけこの辺りを見える化してほしい。 

→クラウドについては、まず横展開を図るために、できるだけ多くの自治体

に取り組んでいただく。具体的にどういう形でクラウドの取組がなされる

のか等について、あわせて状況を把握していきたい。また、これを通じて

システム運用コストの削減ということもあわせて把握することになって

いる。そういうところで全体としてクラウドを推進、把握を図っていきた

い。 

・資料１ №１「８月頃直近の数値を把握」とあるが、人口増、人口減等、必
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要度、成果、それぞれに算定している要素を把握するという理解でよいか。 

→交付税の算定時期が法律上は８月末までとなっているため、交付税の算定

の時期にその段階での把握ができるだろうという趣旨である。№１であれ

ば成果の配分の反映の割合等、№２では算定に用いている指標がどうなっ

ているかを８月の段階で把握できると見込んでいる。 

・資料１ №13での数値とは、アウトソーシングや民間委託が進んでいるかと

いった意味での数値の把握なのか。 

→№13は「反映を開始した対象業務」数については現時点でも基本的には示

しているが、正式に結果として算定が行われるのが８月である。 

・資料１ №24にて、都道府県、市町村、それぞれの自治体の行政コストを出

すとあるが、「都道府県別」と記載されている。市町村も都道府県ごとに

集計して出すということか。 

→都道府県別の住民一人当たりの行政コストをKPIにした趣旨は、国庫支出

金、地方交付税の配分のあり方の見直しにつなげていく、ないしはその配

分の変化の状況をモニターする指標とするため。具体化は今後であるが、

作業として今、想定していることは、各都道府県で県の支出と市町村の支

出を純計する形にし、各県内でいわゆる地方団体の支出がトータルとして

どの程度か計算し、それを人口当たりで割ること。加えて特に国庫支出金

に関しては、例えば社会保障、教育、公共投資等、分野ごとに傾向は違う

ため、各々どのような傾向があるかをまず押さえることを、事務局で検討

を始めている。県内各市町村別に一人当たりのコストを見た場合のデータ

も共有することが、「経済・財政再生アクション・プログラム」に明記さ

れており、次の段階として行うが、まずは県別の数字を提示し、議論いた

だけるように作業を始めているところ。 

・資料１ №43における「徴収率の向上」とは、滞納繰越分について重点的に

考えるという理解でよいか。目標値はないのか。 

→現年分も滞納繰越分もいずれも上昇を目指すということ。滞納繰越分につ

いての具体的な目標値は現在のところ設定していない。地方団体の状況を

見てみると、現年分の徴収率が低ければ滞納額が多くなるため、滞納分の

徴収率が高くなる傾向があることもあり、どのレベルに設定するべきか研

究しているところ。 

・推進委員会における2016年度の大きな課題の一つはPDCAサイクルを確立す

ること。2016年度は集中改革期間の初年度であり、スタートダッシュが重

要という認識のもと、KPIについて計画開始時の数値を2016年に把握するの

は当然のことで、それを前提に2016年度中で通常の行政ルーティン以上に

何をやっていけるかということがPDCAサイクルの確立という意味で重要。 
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・PDCAサイクルを回すための取組について、KPIの数値を把握する時期以外は

無関心でいられるということではない。数値の把握時期以外においても状

況等をできる限り共有させてほしい。 

・改革推進のためには躍動感のある国民的な取組にしていくというダイナミ

ックな視点こそ重要。KPIの進捗の評価は手段であり、重要なことは地方の

頑張りを引き出すことという意味では、例えば資料1の№１で成果反映配分

の割合を単に確認する、№13で対象業務の数を改めて正式に確認するとい

うことにとどまらず、どのように地方の頑張りを引き出せているのかとい

う観点からの各種データの扱いや情報の共有について、工夫をお願いした

い。 

   

（３）見える化の現状と課題について    

・資料２ №20,21において18年度から20年度に実施というのはどうしようもな

いのか。 

・見える化したものは分析したほうが良い。例えばどういう自治体で改革が進

捗している、計画の策定がより積極的である、公共施設等総合管理計画では

どういう自治体がこういう集約化に対して熱心である等。あるいは、ボトル

ネックとして、どういう自治体がうまくいっていないのか等、分析をしなけ

れば、ただ見ているだけということになる。類似団体の中で比較するだけで

はなく、社会構造等をコントロールした上で回帰分析、統計分析をすると良

い。1,700自治体あるため、信頼できる結果であり、数年追いかけるとパネ

ルデータになるため、自治体ごとの進捗状況も捉えやすい。 

→今後取り組むべき事項と捉えており、御指導やアイデアをいただきながら

進めてまいりたい。 

・資料２ P.8において、設定するパフォーマンス指標は自治体間で比較できる

ような形になっているのか、具体的にどういったパフォーマンス指標を念頭

に置いているのか。 

→パフォーマンス指標の枠組みについては教育、産業・雇用等ワーキング・

グループのほうで議論が始まったため、連携しながらどのように進めるの

かを考えたい。 

・資料２ №21において、細かい情報が実は既に出ているということを考える

と、このあたりはもう少し何かおもしろい分析ができる可能性がある。 

・見える化を、KPIの進捗管理とあわせてどのように実行するかが改革のダイ

ナミズムをつくっていく。資料２ №16の交付税の配分の「見える化」は16

年度より実施ということだが、具体的にどういう内容をいつごろからどうい

う媒体で示すことになるのか、現時点での考えをお聞かせいただきたい。 
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→時期は2016年度であり、交付税の算定を踏まえて速やかに進めたい。媒体

はホームページを予定しており、中身は資料にあるとおりであり、具体的

なものは今後検討。 

             

（４）政策評価・行政事業レビュー等との連携について  

・「経済・財政再生アクション・プログラム」と政策評価、行政事業レビュー

を、今後どのように具体的、有機的につなげるのか、あるいは、そのために

何をすればいいのかを提示してほしい。 

→これからやらなければいけないことと認識。検討する。 

・第３セクターや公共施設等については、政策評価段階あるいは行政事業レビ

ュー段階で、レビューシート等の事前分析表はあるか。 

・公営企業関係と施設関係について、総務省として何ら取組をしているか。 

・業務改革モデルプロジェクトに対して、事前分析がない理由は何か。 

→確認する。 

 

（５）平成２８年度地方税財政に関する改正事項等について 

・総論として、トップランナー方式というのは、先進自治体がどのようなこ

とを行っているか、あるいは行った結果としてどれだけ節約できているか、

そういった情報を他の自治体に十分に提供して、その先進事例を当該自治

体に取り入れてもらい、そのための準備期間もつくって取組を促すという

こと。これがエッセンスだと考えている。そのためには見直し後の数字な

どに関して徹底した見える化が必要。トップランナー方式については自治

体関係者から歳出カットありき、あるいは交付税カットありきではないか

ということを随分言われたわけなので、要するにどのような根拠でこのよ

うに下がっていくのかということが自治体に分かるように示していかなけ

ればならないのではないか。具体的には、例えば学校用務員事務で小学校

費370万7,000円から292万7,000円ということだが、この見直し後の経費水

準、これは民間委託すればここまで下がるということだと思うが、具体的

に民間委託と言ってもいろいろな方法があり、自治体によって民間委託の

効果も随分違うと思う。どのような根拠でこの292万7,000円という数字が

出てきたのか、算定が甘いのか、それとも行き過ぎているのか。あるいは、

民間委託についてどのような障害があるのか、工夫があるのか。その点が

実は自治体にとって重要な情報ではないかと思うが、どのように考えてい

るのか。 

→対象業務に係る具体的障害や工夫、先行事例については、トップランナー

方式と一緒に取り組んでいる。自治財政局ではトップランナー方式を構築
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し、自治行政局では改めてトップランナー方式の対象業務について見える

化するなど、いろいろな形で対象団体などのヒアリングをしたり、情報公

開していくという取組は両方で進めている。トップランナー方式だけを見

るとあたかも単価が単に落ちているだけのように見えるが、それとあわせ

て別のヒアリングなり、見える化なりの取組を両方進めていくことで、業

務改革を進めていくということである。 

 見直し後の経費の算出方法はシンプルである。右端記載の業務改革に取

り組んでいる団体については、全団体を調べるのは大変なので、相当数の

サンプルによる抽出調査の平均である。学校であれば一校当たり、その他

は基本は標準団体と言われているもので、市町村であれば10万人の団体、

都道府県であれば170万人の団体である。交付税は標準団体を単位費用と

して設定するということになっているので、そのときに、民間委託等の取

組をしている団体の調査によって算出しており、この点は地方団体にもよ

く説明をしており、色々な質問があったが、しっかり対応していきたい。 

・トップランナー方式の議論をするときにはやはり各自治体のさまざまな条

件の違いを考慮すべきで、山間部、島嶼部などでは状況は不利になるから、

そうした事情だとか、あるいは人口密度、可住地の状況なども含めてグル

ーピングして適用していくことも重要だというようなことは議論してきた

ように思う。この292万7,000円というのはそういう意味で一律に適用され

る話なのか。 

→グルーピング等については、地方団体から条件の違いなどがあるのではな

いかという指摘をいただいている。これについてはほとんどの項目は標準

団体、つまり市であれば10万人の団体の経費であり、小規模団体で本当に

可能なのかなど、今後少し丁寧にヒアリングなり、データを分析しながら、

小規模団体への配慮をするような係数設定は検討対象になると思ってい

る。単純に言えば、標準団体10万人の市町村の場合の単価を10万で割った

ものを一人当たり単価に決定して、それに人口を掛けるというのが基本ス

タイルではある。ただし、小規模団体については単純に10万人の団体と１

万人の団体で10分の１にコストが下がるわけではないだろうということ

で、若干の割り増しの係数等を設定しており、そういった係数の設定を何

か考えられないか、今後の検討課題だと思っている。 

→標準団体が10万人とのことだが、一律で切ってよいのか。 

→地方交付税は従来から、経済財政諮問会議の中でもできるだけ簡素にする

よう言われてきた。むしろ、人口と面積だけで算定すべきだと言われたこ

ともある。そういう中で、これまでずっと地方交付税については地方団体

からの要望に沿って相当いろいろな細かい対応を補正係数という形で盛
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り込んで、地方団体の実情を反映するべく努めてきた。諮問会議ができて

からは、そこはより簡素にすべきだということで、我々も地方団体を説得

して、地方団体の実情はいろいろあるだろうが、できるだけ簡素にやって

いきたいということでいろいろな説得をして簡素化に努めてきた。その中

で、今度はそれをまたグルーピングして、いろいろな対応に応じて全部、

場合分けをしていくというのは、今までの取組とは正反対になる。そうは

いってもどうしても地域の事情を反映しなければいけない部分というの

はできるだけ対応するけれども、ある程度、画一的に算定をするというこ

とで地方団体も納得しつつあるところ。そこを逆に戻すというのはなかな

か難しい点もあるのではないか。 

・見直し年数が５年ということだが、来年度からこの差額の78万円分を徐々

に落としていくということなのか、それとも５年以内にということなのか。

一般ごみ収集は据え置きになっているが、なぜトップランナーの経費水準

を設定しないのか。  

→見直し年数については、段階的に５年なり３年かけて均等に落としていく

という考え方である。 

  ごみ収集と給食について据え置きとしているのはトップランナー方式

をやらないという意味ではない。ごみ収集と給食については平成16年から

18年にかけて、今回のトップランナー方式と同じような考え方により、民

間委託を前提とした経費水準にするという見直しを行っている。したがっ

て、このときにごみ収集と給食については大規模な調査を行い、直営の場

合と委託の場合との単価比較をして、民間委託の単価を用いようというこ

とで３年かけて単位費用を落としている。したがって、当時は単価を見直

しながらも経費区分としては給与で区分していたので、これを委託という

形に見直す形でその趣旨を徹底させていただきたいと考えているところ。

この点については、当時、地方団体にも情報提供し、国会審議等でも十分

議論されている部分であり、地方団体も十分認識していると思うが、繰り

返し周知するようにしたい。 

→見直し年数については、段階的に均等にということだが、もし自治体が頑

張って１年で経費水準を下げたというような場合に、何か御褒美をあげて

もいいような気もするが、そのようなインセンティブは考えられないのか。 

→５年、３年の見直し年数について、地方団体がもっと早く経費水準を落と

した場合ということであるが、交付税上は例えば３年で落としていくもの

については３年で落ちていくが、地方団体がもしそれ以上に減らせば、そ

の分は地方団体にとっては一般財源として手元に残る仕組みである。その

意味でそもそも御褒美的な仕組みはビルトインされているのではないか
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と思っており、それに上乗せするというのはなかなか難しいのではないか。 

・トップランナー方式以外では、P.12の上下水道の経営比較分析について、

首長がかなり危機意識、問題意識を持っているのは、料金に相当の差が出

てきているということだと思う。経営指標の中には当然、水道料金の格差

みたいなものも出てこなくてはならないと思うが如何か。 

→経営比較分析表の料金比較について、基本データのところに平均的な１カ

月当たりの家庭の使用量である20立米当たりの家庭料金がどうなってい

るか示すようになっている。さらに深掘りできるように給水原価、料金回

収率が下のグラフ等で比較できるようになっている。 

→例えばこの分野はこれからPPP/PFIの対象になっていくという議論が進ん

でいる。その意味では、足元の料金もさることながら将来の経営がどうな

っていくのか、それに伴って、例えば自治体の繰り入れだとか、あるいは

料金がどう上がっていくのかとか、インフラの更新なども含めて重要にな

ってくる。その辺りもぜひ見えるようにしていただきたい。 

・データだけの話ではないというのはよくわかった。要するに民間委託をし

ているか、していないかという差であり、民間委託している団体に合わせ

るという趣旨だと思う。しかしそれは厳密に言うとトップランナーではな

いと思う。トップランナーというのは、やはり一番努力をしている団体だ

と思う。その意味では、民間委託をしている団体の平均ということではな

くて、民間委託をしていても、それでもやはり当然努力によって差は出て

きていると思うので、その辺はこれからさらに詰められないのか。 

→厳密なトップランナーということになってくると、これは交付税ででき

る範囲を超えているのではないかと思う。交付税というのは基本的には

標準的な行政を行っている団体の経費を算定するものと法的にも位置づ

けられている。その中で限界的にどこまでならば標準を置けるだろうか

ということでいろいろ検討を重ねた。その結果、一つのグルーピングと

して、民間委託を行っている団体はそうでない団体よりも相当効率的に

できているはずであり、その分野を一種の標準だとみなして、今回交付

税の算定に取り入れたわけである。これが、その中でもトップの１、２

団体に合わせるということになると、その他の団体が本当に対応可能な

のかどうかという検証も含めて、交付税の守備範囲としては相当苦しい

範疇に入ってくるのではないかと思っている。その中で工夫できる範囲

を色々と考えた上で、今回このような形でやらせていただいている。 

→まだ同床異夢の感がある。また議論させていただきたい。 

→地方交付税の算定というのは標準的な経費を算定するというのが基本的

な部分。トップランナー方式の例えば骨太方針での位置づけなども、あく
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までも他の団体のモデルになるようなものにするということで、そのぎり

ぎりの限界線みたいなものを制定させていただいたのではないかとも記

憶しているところ。その意味では本当に一番安上がりなところにあわせる

となると、やはり交付税の守備範囲からかなり外れてしまう面があるので

はないかと思っている。 

→交付税の守備範囲から外れるという議論について、例えばP.4の徴収率な

どは上位３分の１の団体が達成しているということだから、明らかにその

平均値よりも踏み込んでいる。決してナンバーワンをトップにしろと、そ

こまでのつもりはない。単純平均なり標準値なのか、それとも例えば上位

３分の１ぐらいのグループをある程度トップランナーに位置づけるとか、

そのぐらいの議論だと思う。 

→学校用務員を民間委託している団体は半分をちょっと超えるぐらいだと

思う。そうした団体の水準にしているということは、相当上位のところに

持っていっているわけである。 

→例えば、既に９割以上の自治体が民間委託をしていて、１割ぐらいが残っ

ていたとすると、ある意味ではトップランナー方式を行っても意味がない。

しかし、その半分ぐらいがまだ残っているということであれば民間委託の

効果は非常に大きい。その辺の相場感が全然見えないので、その辺も含め

て見える化をして、自治体に説明して、自治体が取り組みやすいようにし

ていただく。私どもにも見えるようにしていただきたい。既に民間委託し

ているところはどのぐらいなのかなどによって議論は変わってくると思

うので、よろしくお願いしたい。 

→民間委託をどれだけやっているかというのは、既にオープンにしている部

分もあるし、これから全ての団体についてオープンになるよう取り組んで

いく。その意味でもオープンの度合いがより高まることになる。来年の交

付税については、少しこちらの取組を早目に出している。 

・トップランナー方式については、交付税は簡素にと言ってきた側なので、

アウトソーシングする受け手がいないというケースを除けば、できるだけ

簡素な方法がよいかと思う。 

・P.6見える化の部分で、土地情報などを具体的に提示していくのはいいアイ

デア。流山市の事例にもあったと思うが、ぜひ民間提案を積極的に受け入

れて、土地活用について民間の知恵を得るという機会であり、PPP/PFIにも

つながる部分だと思うので、どのように民間提案を受け入れていくかとい

うことも自治体に考えてもらえるようにしたらいかがか。他方で、公共施

設等総合管理計画についてはP.10に一覧があり、現状はすごくよくわかる。

けれども、この後のトータルコストの縮減とか平準化等に関する目標を見
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てみると、例示ではあるが、どちらかというと定性的。公共施設の数など

は数値目標的なことが入っているが、ライフサイクルコストの縮減という

ところは目標というより何らかの試算になってくると思う。上記のような

改革をしたらこうなるというあたりは非常に定性的だと思うが、ここに何

か数字は入らないのか、あるいは入れている自治体もあるのかを伺いたい。 

→土地活用について民間の知恵を借りるということについて、土地情報をこ

ういう形でオープンにすると民間事業者が見つけて、ここはどうだという

展開がどんどん出てくる。自然体でもそうなるというふうに確信している。

その他にも、プラットフォームなどをつくり、民間事業者と話をするよう

な場をつくって工夫している自治体もあるので、そうした事例なども参考

にすればさらに進むと思っている。 

   施設管理コストの試算について、今回提示したのは総合管理計画に記

載されるもので、今のまま全ての施設を単純更新するとどのぐらいかか

るかという試算である。そこからどうしなければいけないかというのは、

今後個別施設計画の中で各省がそれぞれの所管分野ごとに試算したり、

技術的アドバイスをしたりするようなスキームになっており、具体の数

値の計算というのは、その個別施設計画の中で反映されるものと思う。

総務省としては、各自治体がまず総合管理計画を策定し、次に個別施設

計画をつくることになるので、両者の整合性をよくとっていただくよう

に、自治体にはしっかりと要請したい。 

・水道料金について、大事なのは水道料金が安いことではなくて、水道料金

が給水原価に見合っているかどうかであって、水道料金が安い自治体は繰

入金を入れたりして実は赤字を補填しているというケースもあり得る。単

に水道料金が安いのがいいという意味ではないので、やはり給水原価に見

合う料金体系になっているかということが本来は問われなければいけない。 

→給水原価などについては、指摘のとおりだと思うのでしっかり示していき

たい。 

・横展開について、非常にいいことだと思うが、一番わかりやすいのはホー

ムページにデータを並べて、こんな先進的な事例があると紹介すること。

自治体、住民から見るとそういう情報にアクセスする機会は提供している

と思う。ただし、もう少し積極的、戦略的に横展開を図れないか。例えば、

総務省から売り込んでみるとか、あるいは都道府県でもいいのかもしれな

い。こんな方法でやっている自治体があるけれども、貴団体と似ているか

らどうかとか。横展開をするときに一般的な横展開と、見える化という形

での横展開と、売り込みという形での横展開がある気がした。その点で何

かアイデアがあれば教えていただきたい。 
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 →横展開について売り込みをするかどうかについては、基本的には選択肢

を示し、その中から各地域によってベストな形で選び取っていただくと

いうことかと思う。参考になるような選択肢をいかに充実して示せるか

ということかと思うので、その点を頑張っていきたい。 

・P.2のトップランナー方式の経費水準の見直しについて、学校用務員事務で

あれば見直し後に292万7,000円という数字が入っている。今後５年で見直

していく際、物価や賃金が上がるあるいは下がるということが起きたとき

には、この292万7,000円という数字をどのように考えればよいのか。これ

は名目額で固定なのか。単位費用一般の考え方ということかもしれないが、

教えていただきたい。 

→物価や賃金の上昇、下落については、交付税上は毎年それを反映していく

のが基本スタイルである。ただ、トップランナー方式については、考え方

を示しているので、大きな変動がなければその目標に向けて順次示したペ

ースに沿って変えていくというのが基本ではないかと思っている。ただ、

大きな物価上昇なりが起きたときにどうするかというのは、その時点でや

はり検討課題かと思う。 

・民間委託に際しては、地域によっては民間側の供給不足ゆえに対応できな

いことも考えられる。そこで無理やり民間委託を進めざるを得ない状況に

なると、価格が上がっていくということがあるかもしれない。しかし、民

間委託を進めることで市場への新規参入が起きたり、事業者の競争が起き

たりして、新しい産業や雇用が拡大し、価格はむしろ下がっていくという

姿がこの改革の目指すところである。それこそが社会のイノベーションだ

と思う。そういうことも考えると、この見直し後の水準とされる金額をど

のように考えればいいのか。 

→民間委託については、例えば供給不足とか、どのように民間の供給体制が

整っていくかとか、さまざまな状況はあるわけだが、これは（交付税の）

トップランナー方式だけではなくて、全団体の調査において、本当にそれ

ができるかどうか、できない場合はなぜできないのかをオープンにしてい

く。それを地方団体ごとに考えていただく仕組みにしている。その状況を

横目で見ながら、やはりこれはこういう地域では難しいんじゃないかとか、

その都度状況を横目で見ながら考えていく。基本はスケジュールも示して、

これに沿ってやっていくということだが、諸般の状況、個別の状況を見る

機会も設けて、担保していきたい。 

・消費税率が10％になったときも、経費水準はこのままと理解しておいてよ

いか。 

→委託の場合には消費税率が上がればその分経費が上がるので、それは対応
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しなければいけないかもしれない。改めて検討すべき課題だと思っている。 

・公共施設等総合管理計画と個別施設計画について、総合管理計画をつくっ

ても個別施設ごとの計画をきちんとつくっていかなければ、なかなかここ

の整合性は確保できないと思う。その意味では、個別計画をつくれば総合

計画も動くということになると思うのが、その辺はどのように考えればよ

いか。 

→個別施設計画は、今後関係省庁連絡会議の中で議論いただくべき事項と思

っている。総務省としては、総合管理計画と個別施設計画の整合性をとる

ように自治体にはしっかりと要請したい。個別施設計画を積み上げた結果、

総合管理計画と数字がずれてくる可能性があるということであれば、そこ

は整合性をとるよう、総合管理計画を改定していただくというようなこと

も十分あり得ると思っている。 

 

 


