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（議事次第）
1．開会
2．議事
社会資本整備等分野の分析事例について
3．閉会
（配布資料）
資料１

わが国水道 事業の 現状・課 題・将 来予測 と今後の ソリュ ーション の
方向性（日本政策投資銀行

資料２

地下氏、足立氏提出資料）

公共施設等改革の経済・財政効果分析
（内閣府政策統括官（経済財政分析担当）提出資料）

資料３

公立病院経営に関する分析
（内閣府政策統括官（経済財政分析担当）提出資料）
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資料４

伊藤由希子委員提出資料

資料５

インフラ更新投資規模試算と問題解決のための対策と政策
（東洋大学

資料６

根本氏提出資料）

土地の「所有者不明化」～自治体アンケートが示す問題の実態～
（東京財団

吉原氏提出資料）

（参考資料）
参考資料 医療提供状況の地域差（平成29年４月12日 経済財政諮問会議）

（概要）
（資料１について日本政策投資銀行より説明）
○地下常務執行 役員

日本 政策投資銀 行の本来の 業務は、民 間ベースの 社会資

本整備への投融 資がメイン 。主要な取 引先は鉄 道、大規模 ディベロッ パー、
エネルギー業界 、運輸事 業者等とい うことで、2000年ごろ から、将来 の人口
減少、すなわち 売り上げ減 少を見込ん だそれら 産業の長期 的対応につ いての
問題意識は実務的に持っていた。
その中で、 まちづくり の観点から 言うと、公 共インフラ も人口減少 、財源
減少の中で、将 来は従来型 のファイナ ンスだけ ではだめな のではない かとい
うことで、イギリスのPFIを学び、早い段階からファイナンスベースでもお手
伝いをしてきた経緯がある。
特にエネル ギー業界 は売り上 げ減少 を見込み 、エネル ギーの 高カロリ ー化
や、合併に よる規模 の経済の 追求を行 ってきた 。一方 で、公共 事業の中 でも
本日御説明 する水道 事業は公 営という ことで、 千数百 の事業者 が統合も 難し
いまま現在 に至って おり、民 間のユー ティリテ ィ事業 者に比べ るとそう した
対策が十数年遅れているのではないかと考えている。
将来を見込 むと、従来 のような公 共ファイナ ンスだけで は十二分に 対応し
切れない部分もあるだろうということで、色々な自治体の相 談に応じている。
我々は２通りの 対応を行っ ており、自 治体の相 談と民間事 業者へのフ ァイナ
ンスの相談の両 方を行って いるが、本 日は公共 団体へのソ リューショ ン提供
を担当している者から、公共サイドに立った問題点の説明を させていただく。
○足立部長

資 料１を使っ て御説明さ せていただ く。１ペー ジ、本日の 主な内

容としては、我 々が今回試 算した水道 事業の将 来予測、そ して、それ を受け
ての水道事業のソリューションの方向性についてお伝えしたいと思う。
３ページ、 まず現状と して、我が 国の水道事 業が直面す る課題。特 徴とし
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ては全国1,300を超える大変多くの事業者がいる。そうした中 で主な課題とし
ては、まず１点 目が給水人 口減少、２ 点目が設 備・管路の 老朽化。現 在、管
路更新率が0.76％と大変低 く、この更 新対応がこ れから喫 緊の課題と いうこ
とである。
４ページ、 ３点目の課 題が職員の 高齢化、技 術承継。こ のあたりま では一
般的に言われて いるところ だと思うが 、４点目 の課題が料 金格差。最 も料金
の高い地域と低 い地域の差 が10倍近く ある。こ のあたりも 見過ごせな い課題
と思っている。
５ページ、 課題の５点 目として掲 載したのが 、人口規模 の小さな地 域ほど
現状で経営が厳 しいという こと。下の 表は、給 水人口規模 別に、損益 状況を
１つの事業者の 平均値の形 で掲載した もの。お おむね人口 ５万人のラ インを
境として給水損 益が大きく 悪化し、一 般会計か らの負担金 の比率も大 きく上
昇する。ただ、 これは逆に 言うと、現 在はまだ 人口５万人 以上いる地 域はあ
まり経営の悪化 が顕在化し ていないの ではない か、という ような見方 もでき
てしまうかもし れない。た だし、将来 の絵姿は 大きく異な ってくる。 そのあ
たりを次ページ以降で御紹介したい。
６ページ、 最近我々で 将来シミュ レーション を行った。 まず最初は 全国の
末端事業者の集 計。こちら は今後の人 口減少と 、管路の更 新投資を適 正水準
にまで上げて実 施するとい う前提のも とで試算 したもので あるが、こ れによ
ると経常損益が 赤字に転落 するのを回 避するた めには、30年後に６割 以上の
料金値上げを行 わなければ いけない。 債務残高 も２倍近く に増加見込 みであ
る。
事業者ごと に当然課題 の程度、内 容は異なる ところであ り、７ペー ジ、８
ページ目をご覧 いただけれ ばと思うが 、７ペー ジ目は給水 人口50万人 弱ぐら
いの中核都市を 対象とした 仮想のシミ ュレーシ ョンである 。こちらを ご覧い
ただくと、30年 後には６割 まではいか ないが、 ５割程度の 料金値上げ が必要
で、債務残高も２倍以上に増加見込みである。
また、８ペ ージ目は給 水人口４万 人程度の農 村都市Ｙ市 。こちらは 状況と
しては厳しく、30年後に３倍以上の料金値上げが必要であり、債務残高も3.7
倍以上というこ とである。 これらから 言えるこ とは２点。 １点目は地 域や都
市規模ごとに状 況は異なる ということ 。２点目 は、大規模 事業体であ っても
将来の厳しさと いうのは全 く変わらず 、水道事 業の経営問 題というの は小さ
な規模の自治体だけの問題ではないということ。
９ページ目 でこれまで のところを まとめてい るが、ご覧 頂いた諸課 題と将
来予測に対して、1,300を超える数の多い事業体が個々に対応 していくのでは
非常に厳しいだ ろうと思っ ている。課 題解決の 大きな方向 性としては 、まず
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は広域化、２点 目としては コンセッシ ョンなど 民間ノウハ ウを活用し て、長
期にわたる更新 投資のプラ ンニングや マネジメ ントをしっ かり実施し ていく
といったような 、従来より も一歩進化 した官民 連携を行う ことによっ て、料
金値上げ等々の 地域の負担 を和らげて いく、抑 制していく といったこ とが重
要となるのではないかと思っている。
ただ、よく 言われるこ とだが、と りわけ広域 化について は、行政レ ベルで
の広域化という のは料金格 差とか財政 格差など もあり、難 しいところ もあろ
うかと思う。我 々としては 、そうした 中ででき るところか ら着実に、 かつ、
スピード感を持 って課題解 決にあたる ための１ つの手法と して、官民 連携を
てことした実質 的な広域化 を図ってい くのが有 用ではない かと考えて いると
ころである。
具体的な絵 姿をこれ以 降でご覧頂 きたいと思 うが、その 前に11ペー ジ目、
12ページ目で官 民連携先進 国と言われ ているフ ランス、英 国の状況も 簡単に
ご覧頂きたい。
まず11ページ目のフランスであるが、フランスでは全国 で３万6,000という
大変多くの自治 体が存在し ており、こ こが日本 と同様に水 道の供給責 任を持
っているが、実際の運営は７割近くが100年以上も前から民間 に委託されてい
る。民間の中身 を具体的に 左下の円グ ラフに書 いているが 、上位３社 で寡占
状態という状況 にあり、フ ランスでは 民間ベー スで事実上 、広域化も 実現さ
れているという状況である。
12ページ目は英国であるが、英国も20世紀初頭にはまだ 約2,000に及ぶ自治
体公営ベースで の水道事 業者が存在 していたわ けであるが 、1973年に 流域ご
とに地域独占の10公社に 強制力を持 って広域化 された後に 、1989年に 民営化
という経緯をたどっている。現在は非常に強力な公的機関で あるOfwatという
組織が、民間水 道会社のモ ニタリング や、料金 規制を実施 している。 英国、
フランスともに やり方は異 なるが、共 通点とし ては、官民 連携だけで はなく
広域化もしっか り推進して いることと 、官のガ バナンス、 モニタリン グのも
とで適切な官民 役割分担、 リスク分担 化が図ら れていると いうことが 言える
と思う。
こうした海 外の事例も 踏まえた上 で、日本で このような スキームが １つ考
えられるのでは ないかとい うものを13ページ目 に示してい る。図をご 覧頂く
と、まずコアと なる自治体 がコンセッ ション等 の活用に踏 み切ること を契機
として、民間事 業者の参画 する広域的 官民事業 体という担 い手を組成 し、こ
こを受け皿とし て順次、複 数の市町村 からも事 業委託を行 い、規模の 経済を
働かせていくこ とで、実質 的な広域化 が図れる のではない かというも のであ
る。
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ポイントと しては、自 治体の間で の調整とい うのは特に 前提として いない
ため、料金格差 などはその ままで、実 質的な広 域化によっ て、それぞ れの地
域の料金値上げ の抑制につ なげていけ るのでは ないかとい うことであ る。た
だし、スキーム実現のための課題も３点ほどあるかと思っている。
14ページ目 以降でご覧 頂ければと 思うが、ま ず課題の１ 点目は担い 手の形
成。フランスなどでは100年以上も前から当たり前に民間事業 者が運営を担っ
ているが、日本 では当然こ れまで公営 の歴史が あるので、 こうした特 徴など
も踏まえた上で 、複数かつ 段階的な形 成が期待 されるのか なと思って いる。
イメージとして ①～④と４ つほど掲載 したが、 まず１番目 、盤石な技 術とか
運営ノウハウを 持っている 、例えば大 阪市のよ うな大都市 自身が民営 化、組
織形態変更をし て形成する 事業体。２ 番目とし て人口十数 万人とか数 十万人
クラスの政令市 、中核市と いったとこ ろが民間 と連携して つくる官民 協働事
業体。まずはこ の①、②あ たりが核と なって、 広域化の流 れをつくっ ていけ
るとよいのでは とイメージ している。 また、根 づくのに少 し時間はか かるか
もしれないが、 ③、④の純 民の事業体 について も当然期待 はしたいと 思って
いる。特に③の 国内の事業 者について は、今後 長期にわた る更新投資 のマネ
ジメントや発注 を行うこと を考えてい くと、そ うしたノウ ハウを持っ ている
電力、ガス等のユーティリティ系事業者などにも期待をした いと思っている。
15ページ目 、課題の２ 点目は官民 の適切な役 割、リスク 分担。これ は特に
水道ではほかの インフラに も増して重 要だと思 っている。 これに関連 して申
し上げると、先 月３月７日 に水道法改 正が閣議 決定され、 公共が水道 事業者
の認可を持った ままでコン セッション が活用可 能となる見 込みとなっ たとい
うことで、大変 有意義な制 度改正も推 進してい ただいてい るところと 理解し
ている。ただ、 これをさら により理想 的にとい うことで申 し上げると 、現在
行われているような、
「コンセッションを活用する際の認可を民間に置こう、
官に置こう」と いった議論 をもう一歩 進め、よ り柔軟かつ 骨太な制度 設計な
どもあるとよいと思っている。
具体的なイ メージを下 のほうで書 かせていた だいている が、電力等 々の事
業法なども参考として、例えば施設保有と事業運営の一切を 行う一種事業者、
また、店子とし ての二種事 業者、大家 としての 三種事業者 といった形 で定義
づけをした上で 、多種多様 な官民の運 営主体の 参入を可能 として、事 業者ご
との役割、リス ク分担につ いては、地 域の実情 に応じて経 営から維持 管理ま
で柔軟に設定で きることを 法律上で位 置付け、 その上で各 事業者がそ れぞれ
の責任やリスク や権限を担 っていく。 このよう なことが可 能となれば 、大変
有意義と考えている。
16ページ目 で、課題の ３点目であ るが、モニ タリング組 織の整備。 こちら
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も重要で、各地 域で安心感 を持ってコ ンセッシ ョン等の進 化した官民 連携に
踏み出すには、 料金値上げ の妥当性や 、経営の 健全性等々 をしっかり チェッ
クすることがで きる第三者 モニタリン グ組織の 整備が大変 重要だろう と思っ
ている。
イメージと して３点ほ ど下の図に 書かせてい ただいたが 、１つ目と して例
えば英国のOfwat型、日本で言えば資源エネルギー庁のような 機関と言えるか
もしれないが、 こうした組 織を、多少 大がかり となるが、 国が主導し て整備
するというのも あるかもし れない。ま た２つ目 としてフラ ンスのよう な例も
参考として、市 域・流域ご とに工夫し て整備し ていくとい ったところ もある
かもしれない。 また３つ目 が日本なら ではの特 徴かと思う が、大阪市 など大
都市の公営事業 体が非常に 高い技術力 や運営ノ ウハウを持 っていると いうこ
とがある。モニ タリングの 面でも、こ うした事 業体に御活 躍いただき 、組織
形態変更等を通 じて、ほか の地域のモ ニタリン グを支援し ていくとい ったよ
うなこともあるのではないかと考えている。
18ページ目 以降はまと めである。 水道事業の 経営改善に 向けて、ス タート
として重要なこ とは、それ ぞれの地域 の関係者 で、まずは 長期に渡る 経営シ
ミュレーション をしっかり 行い、単体 ・直営形 態では将来 は非常に厳 しいと
いうことを数字 でしっかり 認識する。 また、誰 が担ったと しても値上 げは不
可避であろうと いうことや 、料金の値 下げは無 理でも値上 げを和らげ る、抑
制していく意味 でコンセッ ション等の 官民連携 に取り組む メリットが あると
いうことなどを、しっかり共有することが重要ではないかと思っている。
下に図を書 かせていた だいたが、 地域や都市 規模によっ て課題の程 度は当
然異なるのだが 、長期シミ ュレーショ ン実施等 のプロセス を経て、一 歩踏み
出す地域が少し ずつ増え、 担い手やモ ニタリン グ機関の顔 ぶれが揃っ てくれ
ば、各地域が選 ぶことので きる選択肢 も増えて くるし、こ のスキーム の実現
可能性も高まってくると思う。
19ページ目 は蛇足に近 いが、今回 御紹介した スキームが １つの手法 として
日本に根づいて、複数の官民事業体が広域的な担い手として 発展していけば、
中長期的には、たとえ公営事業体の数はまだまだ相応に多い ままであっても、
運営を担う事業 者のベース では20や30に集約さ れて、広域 的かつ効率 的な経
営が実現される といったよ うな１つの 絵姿も描 けるのでは ないかと思 ってい
る。例えばこの ような成功 ストーリー やビジョ ンを今の段 階で、国レ ベルで
提示するといったことも、大変有意義ではないかと考えてい るところである。
（資料２、３について内閣府より説明）
○内閣府（経済 財政分析担 当）

資料 ２と資料３ について説 明する。ま ず資料
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２の２ページか ら説明する 。公共施設 等をめぐ る現状とい うことで、 施設の
数、面積を示し た図である 。図表１は 公営住宅 ・集会施設 が多いとい うこと
がグラフで示し ている。図 表２では、 延べ床面 積で見ると 我が国の主 な公共
施設の全体の約 ４～５割が 小学校、中 学校とな っている。 こういった 施設の
集約化、複合化 によってど れだけ財政 効果が出 てくるか試 算したとい うのが
この報告書のポ イントであ る。３ペー ジを見て いただくと 、公共施設 等の分
布を横軸に、都市規模または可住地面積に占めるDID面積の割 合ということで
グラフを２つお 示ししてい る。小規模 の自治体 、もしくは 可住地面積 に占め
るDIDの面積が低 い自治体 のほうが、 一人当たり 、もしくは 100人当た りの延
べ床面積が大きく、それらの維持コストが重いという傾向が見てとれる。
続いて４ペ ージ、公共 施設等をめ ぐる現状③ 。図表４と して、提供 サービ
ス別の利用者100人当たり延べ床面積が表になっている。教育・保育、小学校・
中学校の建物の 面積が大き いという特 徴がある 。図表５は 、その面積 が、将
来人口推計を用 いて2040年 にどうなる かというこ とを種類ご とに描いた もの。
直接行政は庁舎 等々である が、グラフ を見てい ただくと、 公営住宅が 将来大
きく余る、もし くは小学校 、中学校の 一人当た りの建物面 積が将来非 常に大
きくなるという特徴が見てとれる。
こうしたことを踏まえ、効率的に施設の維持管理をする にはどうすべきか、
ということで生 まれたのが 、５ページ にある「 公共サービ スのソフト 化」と
いうアイデア。 これは、建 物等々を持 たずとも 公共サービ スの提供が 実施で
きれば、それら の維持管理 コストは不 要になる というもの 。賃借する コスト
はかかるが、行 政支出の圧 縮が図れる のではな いか。もし くは代替サ ービス
ということで、 建物をそも そも使わな いで提供 できるよう なサービス も多々
あるのではない か。例えば 教育を通信 で行う、 インターネ ットを使う 、図書
館も電子媒体を 使うなど。 そうしたこ とにより 、今までの ように行政 サービ
ス、公共サービ スを、建物 を使って提 供するこ とを減らし ていく、も しくは
やめる、という ことが１つ の道筋とし て考えら れる。これ が「ソフト 化」の
議論である。
続いて６ペ ージ。その ソフト化に 対応できる 面積がどの 程度あるか という
のを計算したものが図表８。法令上建物を持たなければなら ないものはない、
ということで、3.6億平米がソフト化できるということになる。現在公共的に
保有している建 物がこのく らい民営化 できると いう潜在的 な規模感と して御
理解頂ければと思う。
続いて７ペ ージ。これ は学校施設 について、 ソフト化ま では至らな いまで
も、集約、複合 化した場合 にどれだけ の経済効 果が出てく るかという ことを
計算したもの。 小学校、中 学校を例と して取り 上げたのは 、学童数の 減少と
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いうこともある が、非常に 立地がよい ところに あるという ことで、集 約化、
複合化になじみ やすい。図 書館、集会 施設等、 地域住民の 文化・健康 サービ
スの拠点として も小学校、 中学校は非 常に有利 な場所にあ ることから 、それ
ぞれの地域で活 用ができる のではない かと考え たというこ とが、研究 会の検
討の背景にある。
その計算を 一定の仮定 に基づいて 行ったとこ ろ、大体11兆円から29兆円と
いうのが30年の累積効果。年当たりでは0.4～１兆円程度の歳 出抑制効果にな
る。これは実際 に統廃合を した16事例 をもとに 、最大、最 小の２つを 除いた
14事例から計算 した数字。 それらの特 徴が８ペ ージに載っ ている。こ れらは
小学校Ａから小 学校Ｎまで 載せている が、実際 に統廃合し た結果、将 来のラ
ンニングコストが減ったというものであるが、都市 規模や、統廃合 、集約化、
複合化の縮減面 積と、コス トの削減額 というの はあまり関 係がなかっ た。そ
れらの要因より も、どうい うタイミン グでそれ らがなされ るかという ことが
削減額に大きい 影響という 分析結果が 出ている 。事例のう ち最大最小 を取り
除いたもので、おおむねマクロ的な数字をはじいたということである。
また研究会 では、こう した単体の 建物の複合 化や集約化 以外に、ま ちづく
りについても分析をしている。それが９ページ以降 。９ページに図表13、14、
15と３つ載せて いるが、こ れまでの人 口の移動 が図表13、14であり、 大規模
の都市に人は集 まるが、地 方の過疎化 は一層進 むというこ と。特に東 京圏へ
の移動が多かっ たというこ とを示して いるのが 図表14。こ れから先の 人口動
態を踏まえると、都市部で高齢化が急速に進み、地方部では人が減るという、
それぞれの動きに特徴があるということである。
それを踏ま えたのが10ページで、 研究会でま とめた、そ れぞれの都 市への
対応である。大 都市部、地 方中都市、 地方小都 市と３つ概 念を分けて おり、
それぞれの都市 において必 要となる対 応が違う 。大都市部 においては 医療、
福祉サービスの 需要が急増 すると見込 まれるた め、それら への対応が ポイン
トになる。地方 中都市、小 都市では、 逆に都市 機能の集約 化を図るこ とによ
って居住コストの抑制を図る必要があるということが検討されている。
そこで11ペ ージに、一 例ではある が、実際に 政府で取り 組んできた 政策効
果の試算をして みようとい うことで、 まちづく りの取組を 評価した。 公共施
設の再編による まちなか集 積、集住化 の促進に 対して、中 心市街地区 域の通
行量や居住人口の変化をKPIとして仮定し、どれだけ効果があ ったか等の推計
を行った。交流 人口、いわ ゆるまちな かの通行 量を増やす 効果は検出 できた
が、それ以外の 効果は判定 できるよう な形には なっておら ず、今後の 課題と
いうことになっている。これが資料２。
資料３は、 問題意識は 同じような ものである が、公立病 院の経営に 焦点を
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当てた資料になっている。
２ページに 公立病院の 現況として 資料を載せ ている。公 立病院改革 が進ん
でいる中、自治 体の設置す る病院の数 は減って きた。かつ 、独立行政 法人と
して、経営形態 を変えてい る病院が増 えている というのが 現状である 。ただ
図表２にあるよ うに、小規 模病院の経 営は非常 に厳しいと いう結果が 出てい
る。これは医療 収支という ことなので 繰入金を 入れて見た 場合になる が、病
床数50未満の一 般病院は平 均で収支率 が７割、30％の赤字 ということ になっ
ている。
３ページは 、公立病院 の経営状態 を民間病院 と比べたも の。おおむ ねどの
規模で見ても、 公立病院は 私立病院に 比べると 収益が悪い 。そうした ことも
あり、いわゆる自治体からの繰入金は、2005年には病床１つ当たり300万円で
あったものが、2015年には370万円となり、20％以上増加している。
４ページか ら５ページ では、公立 病院の経営 がどのよう に変わって きたか
ということを 、2007年から2014年度ま で累積して 評価した分 析結果を 紹介し
ている。４ページの図表５で、左側に収支が改善した病院が257サンプルでと
ってあり、右側には収支が悪化した病院348がとってある。これらの病院を規
模別に大規模、 中規模、小 規模、小規 模の中で も不採算と いうことで 、病床
の規模別に並べ た図になっ ているが、 収支が改 善したグル ープは、ほ とんど
が収益と費用の 両方を伸ば しながら結 果として 収支を改善 している。 他方で
収支が悪化した 病院の中は 、収益も費 用も両方 減少させた というとこ ろで、
一番大きい87病 院と出てい る。このよ うに収支 を改善した 病院は費用 の増加
を伴いながら売 り上げも伸 ばす、医療 費も伸ば すというよ うな形で収 支が改
善しており、コ ストを抑制 した病院は 一層、収 益が悪化し ているとい うよう
な二極化が発生しているということが判明している。
５ページで 、収支の改 善を価格の 要因と患者 数の要因に 分解したグ ラフを
掲載している。 これも大規 模、中規模 、小規模 、小規模の 不採算地区 という
ことで規模別に 分解してい るが、大規 模病院の 収益が改善 した要因は 平均単
価（外来）、平 均単価（入 院）と書い てあるよ うに、価格 要因で改善 してお
り、患者数は減 っていると いうのが現 況である 。この傾向 は、規模は 変わっ
ても同じであり 、小規模病 院のほうが 価格によ る押し上げ が弱く、患 者数の
減少によるマイ ナスが大き いというこ とで収支 率が悪化し たというこ とが、
2007年から14年の間に起こっていた。
６～７ペー ジは、それ ぞれの単価 の動きを分 類したもの 。６ページ では、
入院に関して病 床規模、 分類①とい うものがDPC病院の400床以上の大 きい病
院、分類④が非DPCの200床 未満の小さ い病院。入 院単価、 入院手術料 はおお
むね報酬改定の年に上昇率が高いが、大規模のDPC病院で大き く引き上げられ
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ていた。これは先ほどの収支改善の背景要因の１つとなっている。
７ページは外来についての表。外来単価については大規 模DPC病院で上昇率
が高く、小規模非DPCで低いという傾向が見られる。ただ、外 来のうち検査の
部分だけを取り出すと、分類にかかわらず、同じような上昇率になっている。
外来の投薬単価 は大規模 病院、DPC病 院で上昇が 高く、小規 模の非DPCでマイ
ナスになっている。DPCであるので、早目に退院させて、外来 投薬で患者の経
過を見るという ことが行わ れている可 能性も否定 できないと いうことが ある。
８ページ以 降は、小規 模病院の立 地状況と収 支である。 病院の動き を評価
してきた中で、 小規模病院 が非常に厳 しい状況 にあるとい うことが分 かって
きたため、そこ を少し詳し く分析した 。日本地 図の中に色 々な点があ り、赤
い点が不採算地 区の病院で 、青い点が 不採算地 区外の病院 。小規模病 院であ
る406の病院について経営分析を行っている。
経営分析の 内容を９ペ ージに示し てあり、図 表15にその 分類のチャ ートが
載っている。ま ず病院を不 採算地区の 中にある のか、外に あるのか分 ける。
その後、不採算 地区の中、 外それぞれ について 、競合する 病院がそば にある
かどうかで４パ ターンに分 類する。こ の際、何 を競合の基 準にするか によっ
て分類される件数が変わるが、例えば病床数300床以上の病院 が周りにあるか
どうかで分類し た場合、① 不採算地区 外にある 病院で、か つ周りに競 合があ
る病院が89件、 ②不採算地 区外にあっ て競合の 病院がない 病院が35件 、③不
採算地区の中にあって競合する病院がある病院が130、④不採 算地区の中にあ
って競合する病院が周りにない病院が152。それぞれの病院の 置かれた環境が
異なっているということで、４パターンに分類して経営指標を見ている。
12ページ、13ページで 、タイプ① ～④の病院 に関する経 営指標の一 覧を用
意している。タ イプ①の病 院は、不採 算地区の 外にあって 競合病院が 周りに
あるタイプ。こ れは立地地 域の人口密 度が高い ということ であるが、 周りに
競合病院がある ので、病床 シェアは低 く、経営 指標は悪化 傾向にある という
ことが言える。 タイプ②の 、不採算地 区外にあ って競合病 院がない、 その地
区唯一の病院と いう場合に は、人口の 減少率が 高い、余り 好ましくな い地域
に立地している のだが、外 来患者の数 が多く、 経営指標は 比較的良好 という
傾向がある。不 採算地区内 の病院につ いては、 タイプ③は 、②や④に 比べる
と人口密度が高 い地域に立 地している ものの、 療養病床比 率が高いた めに外
来患者数が少な いというこ とで、経営 指標は余 りよくない ことがわか る。不
採算地区内にあ りながら、 かつ、競合 相手がい ないという タイプ④に ついて
は、人口密度の 低い地域で あり、かつ 、外来患 者数も少な いというこ とで病
床の稼働率も低 く、経営指 標が一番厳 しいとい うことが、 外形的な分 類から
読み取れる。
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14ページに 、以上のよ うに分類し た病院に対 する繰入金 の一覧表を 載せて
いる。表の①～ ④に対応し て、それぞ れの他会 計からの繰 入金金額が 書いて
あるが、１床当 たりの他会 計の繰入金 が①から ④の順番で 高まってい る。他
会計の依存度も ①、②、③ 、④という 順番で高 まっている 。④の病院 は、そ
の地域に１つし かなく、か つ、支援す る必要が ある。この ように病床 の再編
もしくは地域の 医療圏構想 の検討に役 立つ見え る化の一環 ということ で、今
回、分析をした次第である。
（資料４について伊藤由希子委員より説明）
○伊藤由希子委 員

資料４ として、報 告書の分析 の追加とし て何点か資 料を作

成した。初めの ２～４ペー ジ目は、総 務省が作 成している 地方財政白 書から
抜粋した公立病 院事業の規 模的な概要 について である。先 ほど御説明 もあっ
た水道事業や下 水道事業と 病院とを比 べると、 一番大きな 特徴は、ほ ぼ公営
のみの水道事業 に対して、 公立病院は 現在では 病床規模で 言うと公営 は12％
にとどまり、大 多数が民間 病院である というこ と。そして 、近年の地 域医療
構想にあるよう に、病床 を150万から120万に削減 する議論 の中で、ま ず民間
病院にそれを求 めるよりも 公立病院が 先鞭であ るべきとい う議論があ る中、
特に公立病院の再編が強く求められている。
５ページに 、研究会を 立ち上げた 背景として 、公立病院 をめぐる論 点を大
きく２つに分け て考えた。 １つは病院 内部でパ フォーマン スをなるべ く上げ
るようにすると いうこと。 具体的には 病院同士 の統合、再 編をして、 組織の
効率化を不可避 的に図って 人材ないし 診療機能 を改善すべ きであると いう論
点である。この 点に関して は既に総務 省が平成19年の公立 病院改革プ ランに
続き平成27年新 公立病院改 革プランを 出して、 主に資金面 で病院の統 合や再
編を誘導するインセンティブ政策は実施している。
ただ、これ に関して１ 点つけ加え ると、総務 省のプラン は病院があ ること
が前提なので、病院の統合や再編にはお金をつけるが、ただ病院を廃止する、
つまり再編なし のスクラッ プに関して は、明確 なインセン ティブはつ けられ
ないため、病院が温存されるだけになるという課題がある。
もう一つは 、当然のこ とながら人 口減少に代 表される外 部環境へ対 応する
べきという議論 である。先 ほどの議論 と両輪で あるが、民 間病院にお いて十
分な医療サービ スの量や質 が提供され ている地 域において 、なお公立 病院の
役割はどの程度 必要なのか 。以上の１ 点目と２ 点目につい てそれぞれ 補足を
申し上げたいと思う。
６ページで 、業務の効 率化の程度 についてプ ロットした 。横軸が「 医者あ
たりの入院患者 数」、これ は、人材投 資の密度 の指標で、 左に行くほ ど医者
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当たりの入院患 者数が少な い、つまり 医療密度 は高いとい うことを示 してい
る。縦軸では「 入院1日1件あたりの 単価」をと る。低密度 で低単価の 病院、
高密度で高単価 の病院が一 部見られる 。大多数 の病院はそ の中間であ るが非
常に幅広く分布している。。
同様のグラ フだが、７ ページでは 、横軸に病 床利用率、 つまり病院 のベッ
ドがどの程度埋 まっている かを診療の 密度の高 さの指標と し、縦軸に は医師
当たりの診療の 密度として 、医師当た りの収益 単価をとっ ている。点 のプロ
ットをみると病 院単体で黒 字、つまり 補助金な しの状態で 黒字の病院 という
のは、実は非常に少ないことがまず分かる。黒字の病院の分布というのは様々
であるが、おお むね病床利 用率は高い というこ とが特徴で ある。一方 で赤字
の病院、特に赤 字の経常利 益率がマイ ナス30％ より悪い、 つまり費用 に対し
て収益が７割程 度以下の病 院は、多く の領域に 分布してお り、この分 布だけ
では特徴がうまくつかめないほど、赤字要因は実に様々であ ることがわかる。
このように 、赤字病院 と一口に言 っても混沌 とした状況 である中で は、病
院内部でのデー タだけでは 目指すべき 方向性が 不明瞭だ。 外部環境を 見る必
要があるという のが研究会 の方向性で もある。 特によく言 われる公立 病院改
革への反論とし ては、地域 の重要なイ ンフラと して非効率 であっても 公立病
院が必要である 、もしなく なればそこ から人口 減少が進ん でいって、 地域が
崩壊してしまう というよう な議論が多 々ある。 そこで報告 書では外部 環境の
要因について分析を進めた。
８ページは、その地域に他の200床以上の病院があるか どうかによる分析で
ある。7.5キロ圏内に病院が競合しているか、15キロ圏内に病院が競合してい
るか、30キロ圏内に病院が競合しているかというGIS情報、地理的情報を使い、
経営にどれぐら い影響して いるのかと いうこと を分析した 。８ページ 目の表
の一番下を見て頂くと、200床以上の病院があるかどうか、ある場合は１なの
だが、それが7.5キロ以内にある場合、15キロ圏内にある場合 、30キロ圏内と
いうふうに３本立てで分析をすると、200床以上のほかの病院 の立地が遠くに
あればあるほど 、病院本体 の経営力は 高いとい うような結 果になった 。ほか
の係数と比べてみても、地域要因というのは大きな影響を示している。
この分析は パネル化可 能な全自治 体病院が対 象である。 隣接病院が あると
いうことは地域 にそれだけ 人口がいる というこ とも示すた め、隣接病 院があ
るということだ けでは必ず しも経営に はマイナ スになって いないが、 これを
例えば小規模病 院だけに限 ると、病院 が小規模 病院で、か つ、地域に ほかの
病院があるとい うことは経 営にマイナ スにつな がっている 係数が多く 出てく
る。したがって 病院の供給 過剰が発生 している 地域という のが一定程 度存在
するということを示す結果になっている。
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また最終頁 にあるよう に、公立病 院に関して は様々な資 金の出どこ ろがあ
り、都道府県 から2,390億 円、市町村 の一般財源 からは3,780億円の繰 入金を
拠出しているの 。少ないと は言えない これらの 拠出、繰入 金の使い道 につい
ては、引き続きその妥当性を検証する必要がある。
（資料５について事務局より説明）
○事務局

資料５「インフラ更新投資規模試算と問題解決の ための対策と政策」

をご覧頂きたい 。これは過 去に整備さ れて、現 存している インフラを 更新す
るために、どの 程度の投資 が必要であ るかとい うことを現 状把握する 観点か
ら、インフラ更 新投資の必 要金額につ いて、東 洋大学の根 本教授が定 量的な
試算を行ってお られるとい うことで、 問題解決 のための対 策、政策と して資
料をご提出いただいたものである。
インフラ更 新投資必要 金額試算と 上に書かれ たページが あるが、試 算の基
本的な考え方と して、現存 しているイ ンフラを 、耐用年数 到来時点で 、その
物理量を標準単 価で更新す ると仮定し た場合の 年間平均更 新費用を試 算した
ものとなってい る。式で表 すと、現在 の物理量 にその標準 単価を掛け 、耐用
年数で割ることによって求めている。
試算の範囲としては、国の公共施設、地方の公共施設、道路、橋梁、水道、
下水道について の試算とな っており、 公園、ト ンネル、河 川施設等は 計算に
は含めていない。これは標準単価の設定が困難であるためである。
結論として は、まず更 新投資の必 要金額に ついては年9.17兆円にな る。ま
た比率として、公共施設と土木インフラでは、ほぼ半々になっている。
それに対す る評価は３ つあり、１ つ目は現在 の規模とい うのは持続 不可能
であるというこ と。いかに その９兆円 を調達す るかではな く、いかに して９
兆円かけずに現 在の公共サ ービスの質 を維持す るかという ように発想 を切り
替えていく必要があるということである。
２つ目は、 先ほど公共 施設と土木 インフラの 比率は半々 と申し上げ たが、
生命や生活の質 に直結する 土木インフ ラが半分 であるとい うことで、 そうし
たものはソフト 化や統廃合 の対策が可 能な公共 施設に比べ て、取りう る手段
が限られているということ。
３つ目は、 地方のウェ イトが大き いというこ とで、地方 自治体が本 気にな
らないと問題が解決しないということ。以上の３点が挙げられている。
次に、対策 の概念と政 策として、 ソフト化、 多機能化・ 共用化、広 域化、
統廃合、サービ スの転換、 長寿命化や 短寿命化 、集住とい ったような ことが
対策として挙げ られており 、こうした 対策を自 治体が導入 しやすくす るため
の国の役割につ いて４点述 べられてい る。１点 目はソフト 化に対して インセ
13

ンティブを付与 。２点目は 、公共施設 に関して は行政財産 等の目的を 固定化
せず、自由に用 途が転換で きるような 一般的な 行政財産制 度の導入な ど。３
点目として技術 やサービス の開発の促 進。４点 目として、 集住を促す ために
居住誘導地域で 地域以外の インフラの グレード の引き下げ をするとい ったデ
ィスインセンテ ィブの導入 。こういっ たことが 、国の役割 として挙げ られて
いる。
○鈴木委員

最 初に日本政 策投資銀行 から、非常 に知恵のあ る実質的な 広域化

というお話があ った。確か にさまざま なノウハ ウや調達面 などで、水 道分野
では規模の経済 を追求する 余地は相当 大きいと 思うが、自 治体間の調 整は前
提とされていな い、あるい は料金格差 も認める 形での広域 化というお 話だっ
た。もちろん具体的な話はこれからだと思うが 、その場合、住 民からすると、
透明性という意 味では、会 計的には今 までとあ まり変わり ない形にな る。実
質的な広域化で うまくやれ るとすると 、ガバナ ンスがきく ようになる という
ことか。振り返 ると、これ までは料金 の値上げ をすべきで あるにもか かわら
ず、料金の値上 げができて いない。必 要な設備 更新をして こなかった ので、
見かけ上で黒字 であるかの ような状況 が続いて きていた。 また、そう した状
況下でこの実質 的な広域化 に入ってき ていただ く方法につ いて、課題 の共有
が重要だという 御説明であ ったが、こ れは自治 体のトップ の問題意識 に期待
するほかないの か。こうし た新しい枠 組みには 、後から加 わった方が 得であ
るなどの心理が 現場で働く 可能性があ るわけだ が、その辺 でお知恵が あれば
教えていただきたい。
また、内閣 府の説明に ついて何点 か質問と意 見がある。 社会資本に 関する
資料２は数や面 積が分析の 中心だが、 稼働率、 入居率、使 用率といっ たもの
はここでの議論 にはあまり 関係がない のか。そ ういう議論 は研究会の 中で何
かあったのかどうか。稼働率等にも地域差があり、同じ1単位の施設でも使わ
れていれば意味 のある施設 だが、使わ れていな ければ意味 のない施設 だと思
うのだが、こうした議論についてどのように考えるか。
それから、 公共サービ スのソフト 化という話 。個人的に も住宅は保 有と賃
貸のいずれがよ いかがよく 議論になる が、保有 と借用は本 質的にはあ まり違
わないのではな いか。もち ろん、ITを 使ったり 合築をした りすると色 々いい
ことがあるとい うことはあ るわけだが 、本日の 説明は政府 がいわば良 いお客
さんなので安く 借りられる というのが メリット ということ だった。実 際に政
府や自治体が借 りる場合、 周辺の相場 よりも安 く借りられ ているとい う実態
があるのか。貸 す側も政治 リスクや行 革が進む 可能性など 、色々なリ スクが
あると思うが、 実際に安く 借りられて いるのか どうかとい うことにつ いて、
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情報があれば教えていただきたい。
また、米国のLow-Income Housing Tax Creditの例が資 料に入っていた。公
共施設について このような 考え方を取 り入れる 余地はある と思うが、 意見を
申し上げれば、 住宅に関し てはすでに 相当のこ とをやって きている。 すなわ
ち、自治体が財 政で住宅を 現物供給し ているし 、財投を使 って政府の クレジ
ットで低利融資 をして公団 が住宅を供 給してき たし、政策 金融で住宅 ローン
も供給してきた。さらに税制上で所得税の住宅ローン減税や 保有や売却など、
色々な段階で住 宅に関する 色々な税優 遇を実施 してきてい る。90年代 までは
景気対策という と必ず住宅 が乗ってき ていたよ うに、住宅 に関しては 相当な
ソフト化をすでに実施してきたのではないか。
病院に関す る資料３で あるが、説 明の中で不 採算地区外 と地区内の お話が
あったが、不採 算地区外で あっても中 規模の公 立病院では 問題含みの 状況が
ある。すなわち 、医業収支 悪化の病院 で、収益 が減少して いると同時 に費用
が増加している 、費用が減 少している が収益が ともに減少 していると いった
病院が少なくな い。不採算 地区外でも そういう 問題がある ということ が明ら
かにされていると思う。
また、タイ プ①から④ まで分類を してファク トを整理し ていただき 、頭の
整理になった。 それぞれの インプリケ ーション を考えてみ ると、タイ プ①と
いうのは公立病 院以外に任 せる、ある いは公立 病院以外の 形態を検討 する余
地がある。②に 関しては一 応の需要が あり、「 市場の失敗 」を補う一 定の働
きをしている。 タイプ③に 関しては慢 性期の入 院が多いと いうことな ので、
地域医療構想な どとの関係 が重要。つ まり在宅 医療の推進 や地域包括 ケアシ
ステムの構築と いったこと との関係が 重要。④ に関しては 過疎地の医 療なの
で社会的な意義 があるが、 とはいえコ ンパクト ・プラス・ ネットワー クとい
う視点との整合 性をとる、 あるいはそ ういう考 え方も必要 である。フ ァクト
を整理いただい て、そこに インプライ されてい ることは以 上のような ことで
はないかと考える。
最後にもう 一点、資料 ５、根本教 授の資料に 関して。物 理的な量の データ
さえあればこう いう分析が できるとい うことで あるが、私 の理解して いると
ころでは、国富 調査は1970年が最後で 、それ以降 は行われ ていない。 現在は
社会資本ストッ ク統計とし て、内閣府 が推計ベ ースでデー タを持って いるに
とどまると考え てよいか。 一方で今、 自治体の 固定資産台 帳の整備や 公共施
設等総合管理計画など、色々なことも進んでいる。資料5を拝見 すると、道路
や橋梁は「不明 のため暫定 値」と書か れている 。現在、イ ンフラのデ ータと
いうのは一体ど のようにな っていると 考えれば いいのか。 政府の中の どこで
どのように整理されているのかについて教えていただきたい。
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○地下常務執行 役員

１点 目は日本政 策投資銀行 からお答え する。実は 広域化

については、本 日は説明を 割愛したが 、公共同 士の広域化 というのも 一部で
進みつつある。 例えば群馬 県太田市を 中心とす る利根川流 域の複数自 治体が
企業団を作り、 広域化して いるような 事例があ る。ただ、 やはり公営 水道同
士なのでどこか に負担が寄 ってしまう という問 題と、収益 を前提とし ないの
でリスクだけと らなければ いけないと いう部分 で、実際は 遅々として 進んで
いない。そのた め、対案と して民間を 間に挟ま せることで 、事実上の 広域化
という提案をさせていただいている。
留意点は幾 つかあり、 鈴木委員か ら御指摘が あったよう に首長の判 断とい
うのが一番大き いのが事実 。今、具体 的に進ん でいるのは 、例えば宮 城県の
村井知事のイニ シアチブで 、県の用水 供給事業 とそこから 末端給水を 受けて
いる複数の自治 体が将来的 に同じ先へ 民間委託 をすること で効率化を 図ろう
という動きがあ るが、これ も知事の判 断だと思 う。もう一 つの問題点 は、日
本 で は 民 間の 担 い手 が 十 分育 っ てい な い 。先 ほ どの 説 明の 中 で フラ ン ス の
Veoliaという組織 が出てきた が、こう いう事業者 が日本で頑 張ってい る。日
本のオリジナル 事業者はま だ飲み水の リスクを 取るのが怖 いというこ とで、
十分育ち切ってないが、ジャパンウォーターや水ingなど、かなりのオペレー
ションを受託す るところま では出てき ている。 そして、次 なる課題は ファー
ストランナーに 対するイン センティブ をどうあ げるかとい うことだと 思う。
ここでもよく議 論になって いると思う が、自治 体の悩みは 、公営水道 でやっ
ているときは法 人税を払わ なくてよい が、民間 に委託する と税負担を しなけ
ればいけないな ど、色々な 制度上の調 整を図ら なければい けないとい う様々
な難点があるこ と。早く手 を挙げたほ うが何ら かのインセ ンティブが あるよ
うにすることで背中を押すことは必要だろうと思っている。
ただ、非常 に期待して いるのは、 現在、水道 法の改正手 続きが進め られて
いて、来年度か ら施行され ると官民の 役割分担 がやりやす くなる。ま だ制度
的には発展途上 だと思うが 、今後は相 当期待で きるのでは ないかと思 ってい
る。
○内閣府（経済 財政分析担 当）

資料 ２の質問か らお答えす る。まず１ 点目、

公共施設の稼働 率の話だが 、研究会の 中では稼 働率の話は 委員から指 摘があ
り、物によって は高い稼働 率、物によ っては低 い稼働率と いうものを どう考
えるか。統廃合 するときに どこに寄せ るかとい うポイント は稼働率が 重要と
いうことと、統 廃合したと きの移動時 間増の経 済価値をど う考えるか という
こともあった。 ただ、今回 の試算の中 ではそれ らは考慮せ ず、機械的 にラン
ニングコストの抑制分を計算している。
16

また、ソフ ト化の文脈 で政府が調 達もしくは 賃貸する場 合には安い という
データがあるか どうかとい うことだが 、これは そうしたデ ータをもっ て計算
したわけではな い。ある程 度の推量と いうこと で、政府が 長期的に賃 借する
のであれば広告 宣伝費は要 らない、そ の部分の コストが削 減できるの ではな
いかというようなことで想定している。
３点目のタ ックスクレ ジットの米 国の例は、 民間事業者 が色々な施 設、公
的に使う施設を 供給するイ ンセンティ ブとして 税制が使え るという例 で研究
会の中で指摘が あったが、 住宅全体を 増加させ たいという ような文脈 では引
用されてはいなかった。
資料３だが 、不採算地 区へのイン プリケーシ ョンという ことで、鈴 木委員
が言われたよう なことを研 究会でも各 委員が認 識している 。色々立地 の評価
を踏まえた上で何をすべきかというとき、公立病院単体の改 革では済まない。
要するにまちづ くりも含め て考える必 要がある 。いわゆる コンパクト ・プラ
ス・ネットワー クの文脈の 中で病院を どう位置 づけるか。 地域の中で 医療資
源、看護師、医 者もそうだ が、医療資 源が限ら れている中 で最適に医 療サー
ビスを提供する ためには、 どこにどう いう病床 を置き、医 者はどうい うとこ
ろで、どういう 医療サービ ス、外来サ ービスを 提供するの がいいのか という
全体を踏まえな ければ、例 えばタイプ ④の持続 性は確保で きないとい うよう
な議論が研究会ではあった。
○内閣府（経済 社会システ ム担当）

インフラの 物理量のデ ータという ことで

鈴木委員から御 質問があっ た。ストッ クの統計 を私どもで 編纂してい るが、
そこでは投入の 投資額を積 み上げ、そ れを現在 価値に割り 戻している 。物理
量は、現実には 管理者が色 々分かれて いるため 、意外と把 握がしにく い。そ
の中でも道路は 、道路統計 年報として 割と把握 されている 。ただ、根 本教授
は舗装の打ちか え分だけを 取り出して 計算して いるので、 その数字が ないと
いうことかと思 う。そう したことに ついて現在 、2020年ま でに施設管 理者ご
とに個別管理計 画をつくる ということ で、施設 費がどの程 度かかるか 、物理
量も含めて計算 していると ころである 。そうし たものを待 たなければ 、まだ
完全な数字ではないと考えている。
○佐藤委員

ま ず水道の件 について。 鈴木委員か らも御指摘 があった料 金格差

のことだが、こ のスキーム の売りは、 地域間で 料金格差は そのままに 、それ
ぞれ自治体ごと に民間事業 者と契約す ればいい という考え 方かと思う が、料
金格差の原因は 単に原価だ けではなく 、恐らく 一般会計か らの繰り出 し金の
問題があるので はないか。 そこはどう 整理する のか。つま り利用者は ある料
金を払うが、同 時に自治体 は何らかの 補助金を 出している わけである から、
この補助金部分 というのは いわゆるサ ービス購 入型的なも のとして理 解する
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べきなのか、あ るいは補助 金をやめて 、あくま で原価ベー スでの地域 間格差
だけを許容する という形に 将来的には 収れんさ せるという ことか。そ のあた
りの関係を御説明いただければと思う。
また、社会 資本の方で 、公共施設 の御説明の 中に実証分 析が11ペー ジにあ
ったが、ここで 対象となっ たのは、実 際に公共 施設のまち なか移転や 改築な
ど、何らかの取 組を行った 自治体の指 標だけを 拾ったとい うことで、 その自
治体がその取組 のあった前 後でどう集 積が変わ ったのかと いう意味な のかど
うか。なぜこれ を聞くかと いうと、取 組の前後 を見るのも 大事だが、 取組を
している自治体とそうでない自治体で見たほうが、DIDはきれ いに出ると思う
ため。取組をす ればこそ、 このような KPIとして 情報が集ま ってくるの だが、
取組のない自治 体で何が起 きているの かという ことを知る のが本当は 重要な
のではという気がした。この実証研究のところの御説明があればと思う。
また病院に ついては、 社会保障一 体改革の関 係で私は似 たような仕 事をし
ている。本日は 医療かつ公 立病院とい うピンポ イントな議 論であり、 点の議
論であるが、面 として全体 を理解する と、民間 の病院との 関係、在宅 との関
係も重要なのだ が、特に介 護との関係 で位置づ けていくこ とが重要。 特に、
もしこれから公 立病院が病 床を減らし ていくな ら、療養型 病床に関し て言え
ば、その受け皿 は必ずしも 病院ではな く、介護 であったり 在宅医療で あった
りというように なると思う 。その点で 、介護と の連携は地 域でどう捉 えるの
かということで 所見があれ ばお聞きし たい。ま た病院同士 の競合につ いて、
200床以上の病院との距離で見るのはいいと思うのだが、例え ば重複感などは
分析できないの か。同じよ うな診療科 を持って いる病院同 士が近いと か遠い
とか、調べるの は大変なの かもしれな いが、重 複感で考え ると因果関 係はど
うなるのか。距 離が近くて も役割分担 さえ進ん でいけば競 合関係はな いはず
だし、似たよう な総合病院 が並んでい れば、そ れは当然競 合関係が起 きるわ
けなので、そのあたり何か考え方があれば。
最後に一言 だけ。繰り 出し金につ いて、水道 と病院の話 が出たが、 これは
もともとKPIで、公営企業改革の中で第２層の中でも取り上げ られるべきこと
だと思う。繰り 出し金の推 移や現状に ついては ぜひ逐次把 握していく 必要が
あるかと思う。
○地下常務執行 役員

これ は日本政策 投資銀行単 独の見解だ が、私ども として

は、水道事業は 補助金をな くす方向が いいので はないかと 考えている 。先ほ
どの説明資料に あったよう に、概ね給 水人口が ５万人を割 ると繰入金 が必要
になるので、そ こは事実上 の広域化を 図ること で規模の経 済を働かせ て、独
立採算制を維持 するという ことが必要 なのでは ないか。た だし将来の 設備投
資が巨額になる ことを考え ると、料金 の値上げ を完全に回 避すること は難し
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いかと考えている。
水 源の 問 題 や地 勢 的な 要 因の 勘 案も 個 別 のケ ー ス毎 に 重要 だ と思 う が 、
我々の提案とし ては、原則 として補助 金は極力 減らしてい くツールと しての
提案と受けとめていただければと思う。
○内閣府（経済 財政分析担 当）

資料 ２の図表18についてだ が、佐藤委 員が指

摘された通り、 これは取組 を行った自 治体だけ の事前事後 の分析であ る。取
組をしていない 自治体のサ ンプルも含 めて分析 するのが本 来、望まし いとい
うことがわかり ながらも、 そこまでは 至ってい ない。下の 方に具体的 な手法
を載せているが 、中心市街 地の活性化 の基本計 画のフォロ ーアップを したと
ころからサンプ ルを取った だけであり 、取組を 行っていな い自治体の サンプ
ルを混ぜた上で差をとっていくのが好ましいと思う。その点 については今後、
改善していきたいと考えている。
資料３は距 離の話だが 、診療科の コントロー ルというの は、今回の 分析で
はできていない が、情報と しては取れ ると記憶 している。 診療科の配 置が重
複しているかど うかという ことで変数 を分ける と、よりク リアな符号 が出る
可能性はあると 思う。今回 の分析では 公立病院 だけを単体 で取り上げ ている
が、研究会の中 でも、医療 ・介護の連 携の話が 、特に不採 算地区の医 療提供
体制を考える際 には介護側 の話も出て くるし、 いわゆる被 保険の健康 サービ
ス、健康ビジネ ス、そのあ たりの役割 で医療と 介護とそれ 以外の健康 ビジネ
ス全体の話というのは、議論に上ったということはお知らせできると思う。
○伊藤由希子委 員

資料３ 、資料４に 関する補足 として、佐 藤委員から 御質問

いただいた介護 という件で あるが、介 護のサー ビスの圏域 確定は難し く、地
理的にどこまで を含めるか について、 明確な基 準がない。 そのため分 析には
入れていない。 参考までに 当方の資料 ４の９ペ ージ、10ペ ージをご覧 いただ
くと、補助金の 繰り入れと いう点で病 院、国保 、県に関し ては後期高 齢者医
療、市町村に関 しては10ペ ージに国保 、老人保 健、介護そ れぞれ繰入 金がど
の程度かという ことを示し ている。こ れを見る と比率とし て介護は重 くなっ
ていっている。 病院が平 均0.7、0.8％ であるのに 対して、 後期高齢者 医療は
既に繰入金、自 治体全体の 経常収入の うちの３ ％。市町村 に関して申 し上げ
ると介護3.2％と比重としてはかなり高くなっており、病院よ りも介護の方が
自治体の拠出と しては重く なっている 。病院が いずれ補助 金の繰入金 のあり
方も含め、かなり大胆に見直しを迫られていることは確かであると思う。
また、先ほ ど御説明が あった病院 の競合の中 身について は、今回は 一般病
院に限ってのもので、救急告示病院かどうかという点だけは 考慮をしている。
そのため診療機 能はおおむ ね重複する と見てよ いかもしれ ないが、確 かにも
う少し詳しく見 ることがで きればよい かと思っ ている。今 後の改善の ポイン
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トとしたい。
○羽藤委員

主 に２つ。前 半の日本政 策投資銀行 の試算等に ついては、 非常に

よくやられてい て、恐らく こういう仕 組みで当 分、動いて いくのだろ うなと
いう気がした。ただ、0.76の更新率で普通にやると130年必要ということで５
割料金上げとい うことだが 、それを一 般会計負 担金で補填 している。 これを
変えていかなけ ればいけな い。これは まさにそ のとおりで あるが、一 方で、
これは日本全国 では、何も やらない状 態では一 体幾らくら い必要にな るのか
という、財政に 対する負担 がどうして も知りた くなる。こ うした問題 を試算
していく上で今 どういうデ ータがあれ ば本当にそ うした正確 な数値が出 せて、
国民の皆さんの 合意を得て 取り組んで いけるの か。こうし た共通のデ ータプ
ラットフォーム のようなも のがあれば 確度の高 いことがで きると思う ので、
そのあたりについてもし要望等あればお聞かせいただきたい。
同時に、第 三者のモニ タリング組 織、まさに このような 透明性や独 立性、
あるいは技術力 を持った組 織がないと 、お手盛 りでやって いるのでは ないか
といったような ことにもな りかねない ため、そ うした組織 は必要不可 欠だと
思う。そうした 組織ができ ることで、 インフラ の格付のよ うなこと、 あるい
は経営が本当に なされてい るのかとい ったこと をできて初 めて意味が あるわ
けだが、なかな か一筋縄で 本当にでき るのかと いったよう なところを 考える
と、水道だけで やってもと いう気もす る。トー タルのイン フラの格付 みたい
なものも必要だ と考えると き、こうい う組織を 本当に作る 上でどうい ったこ
とが課題なのかといったことを、ぜひお聞かせいただきたい。
特にインフ ラに関して は、根本先 生の試算等 を見ていて も、試算の 数値の
確度に相当ばら つきがある ように見え る。同時 に地域間で もおそらく 数字に
はばらつきがあ ることを考 えると、情 報が共有 できていな いこと、つ まり情
報の非対称性の 問題で、必 ずしも施策 を打ち出 したからと いって良い 状態に
行くとは限らな いような状 態に陥りそ うだとい う気がした ので、そう した点
ではどういったことが課題なのかということをお聞かせいただきたい。
後半の内閣 府の試算は 、大きな成 果として、 公共施設に 統合すると 歳出削
減効果が30年 間で11.3兆円 から28.9兆 円と出てき そうだとい うこと。 ひとま
ず数字が出たと いうことは １つ大きな 意味があ るかと思う 。この数字 は全く
いい加減という ことでもな く、きちん としたデ ータに基づ いて出して いるの
で、統合に向け た動きを加 速していく べきだと いう数字と して使って いけそ
うだという気がしている。
ただ話に出 たように、 地域トータ ルでもっと 統合が進め られそうだ という
ところに関して は踏み込み が足りてい ない。要 するに、病 院を精査し ていく
ことで、重要な 病院に関し ては遠くか ら道路ネ ットワーク を使って来 ていた
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だくような形での統合が必要だとすれば、それはま さにコンパクト・プラス・
ネットワークの 国土を同時 に作ってい くことで 病院の統合 、道路イン フラ等
の重点化、それ によりトー タルの財政 の効果が もっと上が るといった ような
示唆にも踏み込 めると思う 。そうする とトータ ルの地域の ビジョンと も組み
合わせて考えて いかなけれ ばいけない わけで、 そのあたり については 今後ト
ータルのインフ ラのビジョ ンが必要と いう気が しており、 そこまでや らない
ともう一段、上の効果が見えてこないという気がしている。
○地下常務執行 役員

まず 係数につい ては、総務 省の統計及 び厚労省の 統計で

かなり充実はし ているので 、分析は相 当できる 。ただ、公 会計の基準 をもう
少し充実してい ただきたい というのは ある。私 自身も個別 の自治体の コンサ
ルテーションを やっている と、公営企 業の場合 は、民間で あれば除却 をたて
るところをそう していない など、案外 、個別独 自に処理し ているとこ ろがあ
る。自治体間の 実務能力格 差もあるた め、マク ロ統計だけ に頼ってい ると実
態把握は難しい 。また、こ の大規模水 道事業者 と中小水道 事業者の格 差とい
うのは非常に大 きく、それ が第２点の モニタリ ングという ところにも つなが
るのだが、先ほ どの説明の 中で50歳以 上の職員 が４割と書 いているが 、実は
高度経済成長時 代に採用さ れた人はも うとっく に辞めてし まっている 。その
ため人口数万人 の自治体な どでは、例 えば水道 局員が３名 とかしかお らず、
去年まで税務課 にいたとい うような方 が水道局 という看板 でやってい たりす
るので、そうい う自治体が 民間に委託 してモニ タリングが できるはず がない
というところが ある。提案 の中にも「 大規模水 道事業者を 活用して」 と書か
せて頂いたが、 あとは全国 レベルにす るのか、 地域レベル にするのか 、取水
流域ごとにするのか等、そこは知恵の絞りどころであろう。
○宇南山委員

水道につい てお聞きし たいのだが 、規模によ ってかなり 収益に

差があるという 話がお示し された後に 、企業や 自治体の自 発性に任せ た再編
が可能ではない かというお 話だった。 そう考え ると、先に 収益のいい 地域が
統合して、さら に効率化を 進めるけれ ども、収 益性の低い 地域が置い ていか
れてしまい、誰 も引き取り 手がいない という状 況になって しまうと、 むしろ
問題が複雑化し ないかとい うのが疑問 だった。 その辺のス キームは海 外の事
例などでどのよ うに対応さ れているの か、もし お知恵があ れば教えて いただ
ければと思う。
もう一つ、 公共施設に ついては学 校の話が少 し気になっ た。学校が 、少子
化が進むので統 廃合を進め ると色々な 負担が小 さくなると か、ソフト 化が可
能ではないかと いうお話が あったのだ が、やは り学校に関 しては教育 という
側面をもう少し 重視すべき ではないか 。すなわ ち子どもは 減っていく が、少
人数講義の充実 であるとか 、必要とさ れる面積 が本当に減 っているの かどう
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か、例えば１クラス当たりの人数が統廃合によってどのよう に変化するのか。
学校全体の規模 が下がると 、教育上あ まりよく ない効果が あるという ような
ことも言われて いる。教育 上の観点か ら見て学 校の統廃合 というもの がどう
いう意味を持つのか、例えば１クラス当たりの人口や、学校全体の規模など、
そういった指標 を加えてい ただき、教 育に与え る影響とい うのもこう した評
価の中に入れていただければと思う。
○地下常務執行 役員

前段 についてお 答えする。 私どもは実 は不採算自 治体も

ある程度広域化 の対象には 十分なると 考えてい る。現在ど ういう実態 かとい
うと、小さい規 模の水道事 業者は発注 力が十分 でないので 、プラント にして
も薬剤にしても 割高な購入 になってい る。その ためそこを 統合してバ ーゲニ
ングパワーを働 かせるとい うこと。小 さい自治 体も集約化 してまとめ て発注
をすることによ る規模の経 済というの は、基本 的には図れ ると思う。 地勢的
な問題等もあり 、飛び地で ごく小さい 自治体等 は確かに難 しいかもし れない
が、一般論的に は不採算部 分にも規模 の経済が 働き得るの でないかと 考えて
いる。
同様の考え 方としては 、例えばフ ランスは小 さいコミュ ーンに分か れてい
るが、自治体ベ ースで広域 化をしてま とめて発 注している ところもあ れば、
個別にVeoliaとかSue zがつい でに受託す ることで 規模の経済 のメリッ トを発
揮している事例もあるように認識している。
○内閣府（経済 財政分析担 当）

資料 ２では学校 の例を試算 しているわ けであ

り、７ページに 細かく色々 書かせてい だたいて いるが、全 国平均より 面積が
大きいところが 全国並みに なった場合 という仮 定の計算を したという ことで
ある。もちろん 教育に対す る影響はあ るかもし れないが、 この計算の 中には
含めていない。 今後もう少 し具体的に 考える際 には、その ように色々 な副次
的な影響を見て いくことも 必要かと思 うが、今 回の試算は あくまで平 均に戻
すだけで、そこ まで削減を するような 計算をし ているわけ ではないと いう点
は御理解いただければと思う。
○石川委員

資 料２につい て意見を述 べさせてい ただきたい 。図表12に あるよ

うに、Ｊ小学校 は用地購入 売却費がマ イナス計 上されてい るので、集 約・複
合化によって不 要になった 用地を売却 した。し かし、それ 以外のほと んどの
事例は、どちら かに集約し て不要にな った土地 を売らなか ったという ことだ
と理解する。集 約化する１ つのメリッ トは、空 いた方の学 校の用地を 民間に
売却をして、そ こで民間投 資を促すこ とだと思 う。そのよ うな土地の 効率的
な利用が経済効 果としてプ ラスの意味 であるの ではないか と思うが、 現状で
はそれがほとんどできていない。
また、７ペ ージに記載 があるが、 学校施設等 の再編に伴 うスクール バスの
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運行費について も留意する 必要がある 。今回は 実績値をも とに費用を 計上し
たということだ が、ローカ ルな地域で は、小学 校を集約す ることによ って通
えなくなる子供 たちが出て くるので、 スクール バスを動か すことによ って費
用が上がってし まうことが あると思う 。コンパ クト・プラ ス・ネット ワーク
の観点でいくと 、ネットワ ークのほう は公共交 通網の形成 計画のほう でいろ
いろと再編事業 とか進めら れているが 、いわゆ る通常のコ ミュニティ ーバス
をスクールバス と共用させ るような形 で、運行 経費がそれ ほど上がら ないと
いうようなこと も事例とし てはあるの ではない かと思う。 そのように 運行経
費があまり上がらずに再編がうまくできたような事例も収集されるとよい。
同じく資料 ２の11ペー ジについて 伺いたい。 図表18のま ちなか集住 化の促
進のKPI②は、取り組みの変数との相関が得られなかったということだが、こ
の変数は共同住 宅の整備な ど供給側の 話なので 、例えばま ちなかに居 住する
ことの需要側の 話からする と、取組① のような 、中心市街 地に複合交 流施設
を整備すること によって居 住地域とし て魅力が 高まり、人 口が増える という
こともあるので はないかと 思う。その ような分 析は、既に やったけれ どもな
かなか良い分析 結果が得ら れなかった というこ となのかを 教えていた だきた
い。
もう一つ、 資料１につ いて13ペー ジについて は、非常に 色々な分析 を踏ま
えた上で良い提案をいただいていると思う。流域圏か都市圏 か分からないが、
中心的な都市の Ａ市が将来 的な費用の ことも含 めてコンセ ッション形 式をと
るというのは分 かるし、Ｂ 町やＣ村の ような、 既に採算が 合わない小 さな地
域が、規模の経 済で費用は 削減できる 余地はあ るかもしれ ない。しか し、フ
ランスやイギリ スのように 寡占や地域 独占のよ うな形では 、競争のイ ンセン
ティブが働かず 、結果とし てそれなり の費用が かかってし まうことも あるよ
うに思う。そのあたり何か課題や対応策はあるのかお聞きしたい。
○地下常務執行 役員

水道 の方を御説 明すると、 御指摘のよ うな課題は 若干気

になるところで はある。た だ、実際は フランス の例で言う と、寡占に なった
後の競合という ものが起き ている。例 えば、当 初の大規模 設備投資が 必要な
ときは、コンセ ッション期 間20年とか 長期間委 託してその 間は独占に なるの
だが、次の契約 更新期には 、主要投資 は終えて いるので５ 年とか比較 的短い
期間の運営委 託にするこ とが多い。 そうする と、例えばVeoliaがやっ ていた
ものを次はSuezがとるとか その逆もあ るという形 で、寡占 の中での競 争原理
というものが働 いているよ うである。 日本では 、できれば 数社よりは20社程
度は出てきてほ しいという 気はするし 、そのよ うな状況と なれば競争 性も働
いて一定のメリ ットは出て くるのでは ないか。 ただ、課題 は事業者が 将来的
に成算ありとし て算入しよ うと考える ような環 境を整える ことであり 、現実
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には、まだそこは十分実現していないと認識している。
○内閣府（経済財政分析担当） 資料２に 関して、いわゆる集約 、複合化を色々
したときに出て くる残余財 産の処分も しくは活 用というと ころは、今 回の学
校施設の事例の 中にはなく 、非常に保 守的に統 廃合されて いる例が今 までの
実勢ではないか と思う。ご 指摘のあっ たような 形での保有 不動産の活 用みた
いなものは一層 進めていく 方が、効果 を大きく するという 意味では重 要にな
ってくるという認識は、分析をしながらも我々も共有している。
11ページの 分析は、今 回これだけ しか行って おらず、ク ロスの効果 がどう
なるかなど、も う少し深め る必要があ るという ことは御指 摘のとおり かと思
う。最初に言及 いただいた サンプルを 増やすと いうことも 重要だと感 じてい
る。
最後にコミ ュニティー バス、スク ールバスの 話で、羽藤 委員からも お話が
あったが、今回 は学校単体 の計算をし ているが 、本当はも う少し空間 的にま
ちづくりを変え た場合に、 色々なとこ ろが相互 依存しなが らコスト削 減につ
ながるという１ つのシナリ オを評価す るという のがもっと も望ましい ところ
であり、今回の 分析は最初 のステップ というこ とで御理解 いただけれ ばと思
う。
○赤林委員

私 も学校施設 の集約の部 分に関心が あり、宇南 山委員が言 われた

ことと同様で、 問題は集約 の結果どう なるのか ということ 。プラスの 効果、
マイナスの効果 、色々ある と思う。お そらくは っきりしな いことがほ とんど
であるとは思うが、触れられればよいと思う。
また、スク ールバスが 話題になっ たが、全体 として30年 間で年額何 兆円と
いうコスト削減 が、我が国 の教育費の 中でどれ ぐらいを占 めるのか資 料の中
で触れていただ けたらと思 う。コスト 削減が目 標と理解し ているが、 教育費
全体を減らして はほしくな いと思って いる人が 多い。その 中で多くの 人が受
け入れるのは、今の出し方、つまり、アロケーションの改善だと思う。
そう考える と、例えば 施設の費用 削減で教育 費全体のど れぐらい割 合で、
それによりこう いうことに 支出できる 、例えば スクールバ スに支出し たとし
てもそれがせい ぜい何％程 度である、 というよ うな全体像 が見えた方 が、説
得力がある。か つ、スクー ルバスを提 供すると 、別の問題 、例えば安 全の問
題にもプラスア ルファの効 果があると 思う。支 出のプラス の部分を書 く場で
はないのかもしれないが、安全の向上にも使えるという言い 方ができないか。
その方が最終的には説得力が増すのではないかと思う。
○大橋委員

地 方公営事業 の１つの要 素として公 立病院の経 営について 意味の

ある分析をしていただいたと思っている。
今回は、収 入と費用と いう観点か ら集約の影 響を直接見 ているわけ ではな
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いので、そのよ うなインプ リケーショ ンを出さ れているの だと思うが 、そう
いう観点で言う と、収入と 費用に現れ ない部分 での効果は 非常に大き いと思
っている。例え ば臨床治験 を集約する ことによ って研究開 発が加速化 する、
あるいは症例が 集約される ことによっ て人材育 成がより促 される、あ るいは
医療機器や医薬 品の流通の あり方も大 きく変わ るはずだと 思う。そう すると
必ずしも公営病 院だけにと らわれるこ となく、 病院の供給 体制はどう なのか
という話にも広 がっていく 話であると 思う。そ うした入り 口から公立 病院の
あり方を考える のは非常に 重要だと思 うし、こ こにあるよ りも広がり を持っ
た話であると捉えている。
○伊藤由希子委 員

学校サ ービスに関 して。それ ぞれの自治 体が建てた 病院、

学校、水道、下 水道の中で 学校に関し ては人件 費が別枠に なっている 。つま
り病院も水道も 、その自治 体の職員が 働いるの で、いざ集 約しようと なると
労働組合などで 、働いてい る方の雇用 を守ると いうことが ファクター になる
のだが、学校の 場合は、施 設は市立、 町立学校 だが、職員 の人件費は 都道府
県から出ている 。そのよう に考えると 、学校と いうのは集 約化のター ゲット
になりやすく、市町村としては施設のことだけで考えてしま える部分がある。
小さな自治体で は、小学校 が１つ減る というこ とはそこか ら子どもが 転出す
ることを加速す る点もある ので、地域 の活性化 の中でタイ ミングが問 われる
問題かと思う。 小学校に行 くのは６年 間である が、統廃合 する段階で うち３
年位仮設校舎で学ぶとなると、児童の小学校生活の大半がそ の余波を受ける。
将来30年間にわたって集約化させることは確かだとしても、どこから始めて、
どういうタイミ ングで、何 年間にわた って統合 する、とい う計画はか なり前
からアナウンス して進めな ければ、地 域が混乱 するのでは ということ を考え
ている。

（資料６について吉原氏より説明）
○吉原研究員

「土地の所 有者不明化 」というこ とで、本日 議論されて きたこ

ととは少し流れ が違うかも しれないが 、土地と いう公共性 の高いもの をこれ
から人口減少社 会の中でど ういうふう に利用し ていくか、 そして、そ の情報
をどのように把 握をしてい くか、整備 していく かという点 では、ここ までの
インフラに関する議論とも共通するところがあると思っている。
我々東京財 団がなぜ土 地問題に取 り組むよ うになった かというと 、2008年
の夏頃に関係者 の方々から 、北海道を 中心に外 国資本が日 本の森林を 買って
いるのではないか、そうした土地売買がどのように地域に影 響を与えるのか、
政策研究をして みる必要が あるのでは ないかと いう問題提 起があり、 研究を
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始めたという経緯である。
最初に実態 把握から始 めようと考 えたのだが 、その過程 で実は土地 の利用
実態、売買事例 を把握する ことそのも のが簡単 ではないこ とに気づい た。土
地というものの 公共性を考 えると、土 地の面積 や、誰が持 っていると いう基
本情報は行政が きちんとし た台帳を作 成してい るのだろう という先入 観があ
ったのだが、実 はそうでは ないという ことが見 えてきたこ とで、これ は誰が
買うという問題 以前に、基 礎情報を把 握するこ とにこそ課 題があるの ではな
いかと考えるよ うになった 。基礎情報 がきちん と分からな いがために 、新し
いグローバル化 ということ に関してニ ュースが 出ると右往 左往してし まい、
不安感があおら れる。そう したことか ら、人口 減少、高齢 化、そして グロー
バル化という時 代の変化に 対して、今 ある土地 に関する情 報基盤がど うなっ
ているのか、本 当に時代に 合っている のか、見 直す必要が あるのでは ないか
というところから研究を行ってきた。
我々がこの 問題に取り 組んだその 後に東日本 大震災が発 生した。復 興に当
たって、用地取 得に非常に 時間がかか る。所有 者を見つけ ることや、 その権
利関係の調整が 難航した。 あるいは、 農地中間 管理機構に おいて農地 の所有
者の合意をとっ て集約化を 図っていく 際に、な かなか所有 者が見つか らず、
合意形成に時間 がかかる。 また都市部 において も、空き家 対策を進め る際に
空き家の所有者 が分からな いというこ とが自治 体の現場で は顕在化し てきて
いる。
なぜこのよ うなことに なるのかだ が、日本の 土地情報、 所有者情報 の土台
は不動産登記簿 である。そ して、不動 産登記に おいては権 利の登記は 任意で
ある。不動産登 記の目的は 権利の保全 、そして 安全な取引 のためであ り、そ
もそも最新の所 有者情報を 把握するこ とが目的 ではない。 ところが日 本の土
地制度は戦後ず っと、任意 の不動産登 記を土台 として所有 者を把握す るとい
う構造である。 そこにこそ 問題の根幹 があるの ではないか と思ってい る。つ
まり国土情報の土台が任意に依っているということ。そして、個人の売買や、
市場動向、景気などによって、登 記をする、しないということ も左右される。
そうした個人の 行動や市場 動向によっ て国土情 報の土台が 左右されて しまう
仕組みになっている。
高度経済成 長の頃、地 価が高騰し 、皆が土地 は財産だと 思って登記 を積極
的にしていた時 期であれば 、そうした 任意の情 報基盤でも 大丈夫であ ったと
思う。あるいは 地域に人が いて、あの 土地は誰 のものとい うことが属 人的に
分かっていた。 そういう時 期であれば よかった 。しかし、 今、地域か ら人が
減っており、グ ローバルな 取引もある 。そして 三大都市圏 を除く大多 数の地
方圏では、ずっ と地価の下 落傾向が続 いている 。一方で登 記にかかる コスト
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や手続きに係る 手間は変わ らない。そ うすると 、その手間 に見合わな い、資
産価値の目減り した、ある いは開発見 込みのな い土地につ いては登記 がされ
なくなる傾向が 出てきてい る。これに ついては 関係省庁も 少しずつ実 態調査
を始めるようになっており、国交省が100地点についてサンプ ル調査を行った
ところ、最後の登記が50年以上前だった地点が20％近くを占めている。昨年、
農水省も全農地 について相 続未登記の 実態を調 査したとこ ろ、全国の 農地の
うち実に約２割 に相続未登 記のおそれ があると いう結果が 公表されて いる。
つまり台帳上の名義人が亡くなっているおそれがあるということである。
こうした傾 向がこのま ま続いてい くと、地域 の活力を削 ぐし、ある いはイ
ンフラを集約化 していこう とか、新た な土地利 用をしてい こうという ときの
基本的な段階で 、土地を確 保する段階 でつまず いてしまう おそれがあ る。こ
のように土地の 所有者がよ く分からな いという 実態につい て、まだ地 目を問
わ な い 全 国調 査 は行 わ れ てい な い。 そ こ で東 京 財団 で は全 市 町 村を 対 象 に
2014年度にアンケート調査を行い、888の市町村から回答を得た。これを本日
御報告したい。
所有者不明 についての 実態調査で あるが、定 義として、 所有者不明 とは何
かと言うと、行 政のどの台 帳を見ても 、所有者 の所在や生 きているの か亡く
なっているのか が直ちにわ からない状 態を我々は 所有者不明 と定義して いる。
台帳上には誰か の名前はあ る。しかし 、住所が もう変わっ ていたり、 亡くな
っていたりということが相続未登記の増加によって多々あるわけである。
これについ て、ここか らお手元の 資料の５ペ ージについ て御説明を 始めた
いと思う。所有 者不明化に よって問題 が発生し たことがあ るかという 問いに
対しては、888市 町村のう ち557市町村 が「あり」 と回答し た。ちなみ にこれ
は税務課に尋ね ている。な ぜ税務課に 尋ねたか というと、 税務課では 固定資
産課税台帳を扱 っているが 、現在、固 定資産課 税台帳が所 有者情報源 として
非常に重要視さ れるように なってきて いる。し かし、固定 資産課税台 帳は基
本的には不動産 登記簿の更 新情報を土 台として更 新をされて いくもので ある。
相続未登記で登 記簿が変わ らなければ 固定資産 課税台帳の 制度にも影 響が及
ぶメカニズムになっている。その関係で税務課に聞いている。そ して、557自
治体が所有者不明化による問題があると回答した。
次のページ で、具体的 にどういう 問題があっ たかという ことについ ては、
税務課に聞いたので当然かもしれないが、487自治体が、固定資産税の徴収が
難しくなったと の回答。そ して、それ に続いて 老朽化した 空き家の危 険家屋
化、空き家の家 屋の所有者 がわからな くて困っ た、あるい は土地が放 置され
て荒廃が進んだという回答が続いた。
７ページ、 死亡者課税 について聞 いた。これ は先ほど申 し上げたよ うに、
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不動産登記簿、 相続登記が きちんとさ れないが ゆえに、固 定資産課税 台帳の
更新が追いつか ない。本当 は現場で相 続人調査 をして、実 地域で相続 人を探
して課税をする というのが 本来の姿で あるが、 相続未登記 の増加によ って、
そうした地域で の相続人調 査が追いつ かない。 したがって 、やむなく 死亡者
の名義のまま課税を続けている。そういう死亡者課税の実態について「あり」
と答えたところ が16％の市 町村であっ た。納税 義務者に占 める死亡者 名義の
ままの課税の比 率は6.5％で ある。た だ、詳細は 省略するが 、我々とし ては、
これは少なくとも6.5％ということだと思っており、その後の ヒアリングなど
の感触からすると、１割近くは死亡者のままではないかと思っている。
８ページ、 今後こうし た死亡者の まま課税を せざるを得 ないケース が増え
ると思うかということに対しては、770の市町村が「増える」もしくは「どち
らかといえば増 える」と予 想すると回 答した。 なぜそうな るのかとい うこと
について、９ペ ージになる が、記述式 で回答を いただいた 。これは記 述して
書いてもらった ものを分類 したのだが 、最も多 かった回答 が、相続が 未登記
のままの件数が 減らないの ではないか というこ と。手間や コスト、任 意であ
ることなどを考 えると、東 京、大阪に 出て行っ てしまった 息子、娘が 使わな
い田舎の土地の 相続登記を わざわざす ることは ないのでは ないか、と いう回
答が一番多くあった。
その次に、 自治体外在 住者の死亡 が把握でき ない。これ は今の日本 の死亡
届の仕組みから 、不在地主 、すなわち その地域 に土地は持 っているけ れども
住民票は置いて いないとい う人の死亡 届は入ら ない仕組み になってい る。そ
のため所有者の生死が分からない。次に 、相続放棄・相続人不 存在が増える。
相続放棄という のは、能動 的に自分は この親の 財産はもら っても困る だけだ
から要りません というよう に相続放棄 をする件 数が、司法 統計でも過 去10年
ずっと増加傾向 にある。ま た、単身の まま一人 っ子で子ど ももいない 、そう
した方の場合に は親族が全 て亡くなっ てしまう と相続する 先がない、 という
こともこれから増える見込みがあるわけである。
11ページ、 そのように 所有者がよ く分からな いまま、課 税を続けて も滞納
になって不納欠 損処分をせ ざるを得な いことが どのぐらい あるかとい うこと
で、不納欠損処 分に占める 居所不明や 死亡者課 税に関する ものは、金 額ベー
スで18％という 回答を得た 。また、課 税を繰り 返しても滞 納になって 不納欠
損処分をすると いうことを ずっと繰り 返すこと もやってい られないの で、課
税自体をそもそも保留するという自治体も出てきている。そ れが12ページで、
200自治体がそういった課税保留をしていると。そして課税保 留の77％が所有
者所在不明関連であるという回答を得た。
今回の調査 から見えて きたことは 、所有者不 明の問題は 局所的な問 題では
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ない、一時的な 問題でもな いというこ とである 。相続登記 が行われる 前提に
立った現在の情 報制度のあ り方によっ て、相続 未登記が増 えることで 所有者
がよく分からないということが増えてきている。
今後どうし たらいいの かというこ とで、15ペ ージをご覧 頂きたい。 これは
ある自治体の方 の言葉であ るが、この 問題は公 共課題であ りながら、 個人の
権利に関する部 分が大きく 、行政が積 極的に動 きにくい。 しかもその 個人の
権利を必ずしも 個人が理解 していない 。どこか ら手をつけ ていいかわ からな
い。個人の財産 であり、し かし土地と いう公共 性の高いも のについて 、どこ
まで行政が関与 できるのか という難し い問題が あるわけで ある。これ を解決
するには、まず実態調査が必要であろうかと思っている。
16ページに 、どういう 実態調査が 必要かとい うことを書 いたが、な かなか
容易ではない。 そもそも任 意の登記情 報しか確 たる情報が ない。また 、今回
調査してみて思 ったのが、 固定資産税 の台帳シ ステムとい うものは様 式が統
一されておらず 、市町村ご とに項目も 微妙に違 っており、 所有者、登 記簿名
義人、納税義務 者、色々な 項目がある 。そうし た情報基盤 を今後マイ ナンバ
ーなどで、横並 びでつなげ ていく必要 もあろう かと思う。 そうした際 に、国
が情報の単位を 標準化して いないこと によって 、横につな げることが 難しく
なるのではないかということが見えてきた。
また、固定 資産課税に ついては、 税務課では 免税点以上 のところか らしっ
かりと税金を取 るというこ とが主眼で あるので 、免税点未 満の、税金 をかけ
る必要がない土 地について はきちんと 追ってい く必要がな いわけであ る。そ
うすると課税台 帳を見ても 、古い名義 のまま残 っているも のがかなり あるの
ではないかと思っている。
○石川委員

こ の問題は全 国的に発生 している問 題であるが 、特に私が 感じる

のは、地方の小 都市である 。大都市で は、区画 整理を行う 時点で権利 関係が
ある程度分かっ たりするが 、古くから 発展した 中心市街地 で区画整理 を実施
していない入り 組んだ旧市 街地のよう なところ は、かなり 権利関係が 複雑に
なっており、全 然追えない ということ がある。 そうすると 、コンパク ト・プ
ラス・ネットワ ークの議論 があるが、 そのよう な地方の小 都市では、 中心地
に集約したい、 再編したい ということ があって も、誰が住 んでいるか という
ことや、所有者 が誰かとい うことが分 からない ので、コン パクト化が 進まな
いという問題がある。そのため所有の問題というのは 、コンパクト・プラス・
ネットワークの議論の中でも非常に大事な話であると思う。
○佐藤委員

固 定資産税の 免税点以下 のところが まだ把握で きていない という

のは確かにそう だと思う。 今回の一体 改革の中 において、 地方財政ワ ーキン
グ・グループに おいても地 方税におけ る徴収対 策の推進と いうものが 掲げら
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れており、ある 意味、固定 資産税の徴 収の適正 化というの は単に税金 を集め
るという意味だ けではなく 、誰のもの なのかを 確認すると いう１つの 公共情
報になると思う 。日本は税 務データの 活用が全 く遅れてい るというこ とを私
は政府税調でも 言っている のだが、例 えば所得 税の情報で も、個人の 貧困状
態なども把握で きる。似た ようなもの として、 固定資産税 の徴収の徹 底とい
うことを、所有 者の確認の ためのイン フラ整備 に関して行 うというの は１つ
ありかと思う。
○宇南山委員

必要な情報 というのは 、例えばマ イナンバー を土地に関 連付け

るなどのことで 十分なのか 、あるいは 土地につ いての新た なデータベ ースを
作成しようといったアイデアなのか、教えていただければと思う。
○吉原研究員

新たなもの をゼロから つくるので はなく、今 のある仕組 みを最

大限使うのがよ いと思う。 そのため現 在、関係 者から色々 な声が出て きてい
る中では、不動 産登記簿に マイナンバ ーを関連 付けるのが よいのでは という
提案をされてい る方もいる し、自治体 の方々か らは固定資 産課税台帳 にマイ
ナンバーを使えるようにしてほしいという声を多く聞く。
ただし、デ ータベース がきちんと 作成できて も、そこに 入れるべき 情報を
整えることが大 前提である 。民法上の 法定相続 人が増えて しまうと、 厳密な
意味での権利者 というのは 法定相続人 全員にな る。そのよ うに法定相 続人が
増えてしまった 土地につい て、現所有 者をどの ように確定 させるのか 。それ
は民法の問題に なる。情報 基盤をクラ ウド化し ネットワー クを作るに しろ、
入れるべき情報 の輪郭をき ちんとする という意 味では、民 法上の手続 の問題
とは切り離せな い問題であ る。情報基 盤の問題 は、相続登 記の促進と 、増え
てしまった法定 相続人をど のように現 所有者に きちんと集 約化して権 利を整
えていくかということと併せて考える必要があると思っている。
○伊藤由希子委 員

以前、 地方行財政 ワーキング ・グループ で同様の話 をお聞

きした際、法務 省の担当者 が、任意で ある登記 を義務化す ることはで きない
と明言していたので驚いた。
別の観点だ が、個人 情報に抵 触しな い形で整 備を進め られる ものの１ つと
して公図が あると思 っている 。公図は 法務局に 置いて あり、唯 一のオフ ィシ
ャルな地図 として使 われてい るが、明 治時代に 作られ た地図で 、現在家 が建
っていると ころに川 が流れて いるなど 、実体と かけ離 れた図に なってい る。
それをいま だに公図 として使 っていて 、現在の 地形と の照らし 合わせが でき
ていないと いうの が信じら れない 。誰でもGoogle Mapを 持ち歩 いている よう
な時代に、 法務局が いまだに 公図に書 いてある 地番と 実測のの 地籍を対 照で
きておらず、そこで行政コストが発生しているというのは非常に問 題である。
たとえ所有 者が分か らなかっ たとして も、少な くとも 法務局で 、現況通 りの
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地図を使っ て、どの 土地に所 有者がい ないのか という ことだけ でも明ら かに
するするこ とはでき ると思わ れるので 、このあ たりは 対応して いただき たい
課題であると思っている。

○西川次官

内 閣府では現 在、官房長 官、および 山本大臣の もとで、統 計改革

推進会議を実施 している。 そこでは統 計改革だ けでなく、 証拠に基づ く政策
推進のための枠 組み作りに ついて議論 している 。伊藤元重 主査にも議 員とし
て参加していただいており、先週14日に中間報告を取りまと めていただいた。
その中では経済 財政諮問会 議や、この 評価・分 析ワーキン グ・グルー プも含
めた経済財政一 体改革推 進委員会に おける作業 も、証拠に 基づく政 策、EBPM
推進の一環として位置づけられるような形になっている。
当ワーキング・グループあるいは経済・財政一体改革推 進委員会の作業は、
経済財政改革の 推進だけで なく、内閣 における より実証的 な政策の企 画や見
直しという意味 も明確に加 わっている ので、委 員の皆様方 にはよろし くお願
い申し上げる。
○越智副大臣

委員の皆様 方にはいつ も熱心な御 議論を頂き 感謝申し上 げる。

また本日は日本 政策投資銀 行の地下様 と足立様 、東京財団 の吉原様に 、貴重
な分析事例の御紹介をいただき、感謝申し上げたい。
本日も大変 興味深い御 指摘ばかり であったと 思う。水道 事業の経営 改革に
ついては、日本 政策投資銀 行から色々 なご提案 を頂いた。 公共インフ ラにつ
いては、電気、 水道、ガス 、電話など ある中が 、水道だけ はずっと公 営であ
る。人口減少の 中、固定費 が大きな産 業につい ては積極的 な改革が求 められ
る中で、広域化 や官民連携 のお話など をいただ いたわけで あり、しっ かり取
り組んでいかなければいけないと改めて思った。
公共サービ スのソフト 化は、今ま での「公設 民営」とは 逆の「民設 公営」
のような話であ り、まだこ れからの議 論である とは思うが 、ぜひ深め ていき
たいと思ったと ころである 。小中学校 について は、面積が 大きいとい うこと
に加え、どの年 代層からも 身近な施設 なので、 これらの利 活用につい てはし
っかりと考えな ければいけ ないと思う 。病院に ついては複 数の先生方 からも
御指摘があった が、介護や 在宅とどう 連携する のか、ある いはトータ ルのイ
ンフラとの関係 などの議論 もあった。 各地域の 医療需要に 対してどの ような
サービスを提供 するのかと いう基準需 要とコス トの問題が 重要になっ てくる
と思う。
インフラ更 新の費用は ９兆円とい う巨費であ ることに鑑 みると、こ れにつ
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いては高橋委員 も懸命に取 り組んでお られるが 、これから も進めてい かなけ
ればいけない。
登記簿につ いては、今 まで権利関 係を主張す るための登 記だったと いうこ
とが、問題の根 源であると 思う。この 問題は今 後深刻化す る一方だと 思うの
で、しっかり取り組んでいかなければいけないと思う。
委員の先生 方におかれ ては、ぜひ 引き続き熱 心な御議論 をお願いし て、御
挨拶とさせて頂く。
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