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（概要）

＜地方交付税等について＞

○委員
今期の初回なの で、私から質 問、コメント と、それから データをい ただきたいと いう依
頼も含めてお話をさせていただきたい。
最初に、データ をいただき たいところだ が、２ペー ジ目。「要 求内容」の（１）と（２）
で、財源不足額の 推移について 、平成に入っ てからの財源 不足額とそ の補塡の内訳 がわか
るデータをいただ きたい。財務 省の財政審の 資料で引用さ れている財 源不足額との 比較が
できるようにお願いしたい。
８ページ、地方 交付税の基準 財政需要額の 算定の公開に 関連して、 交付税算定に 関し、
今年度分から人口 の算定基礎が2 010年国勢調 査から2015年 調査分に変 わったと聞い ている。
2010年と2015年で は多分、多く の自治体で人 口が減ったと 思うけれど も、基準財政 需要額
の算定において、 年齢別の人口 も含め、人口 を算定基礎と するものは 全体のうちど んな経
費、額にしてどの 程度の割合な のかというこ とを教えてい ただきたい 。それから、 それら
は人口減少をどのように反映しているのか。補正係数なども知りたい。
それから、同じ ８ページの「 見える化」に ついて、これ は依頼では なくてコメン トさせ
ていただきたい。 トップランナ ー方式の内容 をホームペー ジに公開と あるが、でき ればさ
らなる工夫を検討 いただけない か。前々から 申し上げてい るが、トッ プランナー方 式は先
進事例を横展開す るためのツー ルだと思う。 例えば庶務業 務の集約化 、これをどう やって
具体的にやるのか。例えば条件不 利地域の自 治体が類似団 体の先進事例 を知って応用 する。
そのためには何を すればいいの かということ を知る必要が あるわけで 、そういった ヒント
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になるのではない かと思う。た だ、今のホー ムページだと 、先進事例 があるのかど うかも
分からないわけで 、類似団体の 先進的取り組 みが具体的に 分かる情報 を公開してい ただく
ように工夫をお願いできないか。
９ページから11 ページ、トッ プランナーに ついて、デー タの依頼あ るいは質問だ が、ト
ップランナー方式 の対象経費に ついて、条件 不利地域につ いてはどう いった配慮が なされ
ているのか。トッ プランナー方 式対象16経費 の各自治体の 補正係数を トップランナ ー導入
３年前と導入後の２年分について、いただけないかということ。
それから、トッ プランナー方 式についての コメントだが 、13ページ 、最後の取り まとめ
のところで一番下 、「トップラ ンナー方式の 影響額の活用 の在り方及 び地方財政計 画上の
取扱いの明確化に ついて適切に 対応」とある 。ここは私ど ものワーキ ングあるいは 諮問会
議にとり、中間評 価に向けて大 変重要な課題 なので、ぜひ ここは一緒 に議論させて いただ
ければと思う。
14ページ、基金 の調査だが、 まず、取りま とめ次第、速 やかに公表 する予定との ことだ
が、当ワーキング で11月10日に 議論する予定 になっている と思う。そ の時点で議論 できる
ようにしていただ きたいという ことを申し上 げたい。次に 、28年度末 と18年度末の 残高と
あるけれども、こ れは２時点の みの公表では なくて、公表 するときに ある程度長期 での時
系列データでの公 表をお願いで きないか。最 後に、積み立 ての理由に ついて、ここ は自由
記述になるのか。 自治体の記述 内容が見られ るように公表 または提供 をお願いした いと思
う。
最後、16ページ の地方単独事 業について、 ここも11月10 日のワーキ ングで議論で きるよ
うにお願いしたい 。また、質問 になるが、「 地方単独事業 （ソフト） 」とあるが、 このソ
フトとはどういう 意味なのか。 諮問会議で今 年の春に問題 提起したと きには、地方 単独事
業28兆円、これは 多分、都道府 県と市町村の 重複があるも のだと思う が、これを純 計した
ものが出てくると 思ってよろし いのかどうか ということ。 それから、 骨太2017では 、この
地方単独事業につ いて、「民生 ・教育などの 行政サービス 水準の地域 差の状況も含 め」と
いうふうに書かれ ていたが、こ ういった点に ついてはどの ように調査 をするのか。 各省と
の連携はどうなっ ているのか。あ るいは子ど も医療費の無 償化や私立高 校の授業料無 償化、
こういった具体的 なサービスの 地域差などに ついても状況 がわかるよ うに設計が必 要なの
ではないかということを申し上げたい。

○委員
１つ質問は、積 立金は本来、 これから精査 ・分析という ことだが、 何を聞いたの かとい
う質問項目を教え ていただきた い。特に先ほ ど他の委員か らもあった が、例えば積 み立て
の理由のところは 一体どういう 記載になって いるのか。こ ちらが知り たいのは、理 由より
は、幾ら、どうい う理由で、い つ使うつもり で積み立てて いるのかだ と思う。だか ら、単
に「将来に備えて 積み立ててい ます」と言わ れても、どの ぐらいの積 み立てが必要 だと思
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っているのかとか 、どういう使 途を計画して いるのかとか 、具体的に 定量的なこと が分か
らないと、具体性 と定量性がな いと多分、分 析にはならな いと思う。 聞かれている のかも
しれないが、具体的な質問項目は何だったのかというのが最初の質問。
それから、トッ プランナー方 式について、 13ページ。地 方団体の行 財政改革によ り生み
出された財源云々 で、その改革 意欲を損なう ことのないよ うに還元す るというけれ ども、
どうやって還元す るのかと思っ ている。とい うのは、トッ プランナー 方式を活用す ること
によって 基準 財政需 要額は これぐ らい減 りま すよと いうの が、例 えば平 成29 年度な ら914
億円とか累積で、平成3 0年度なら1,3 87億円と、総額ベ ースでは出 てくるけれど も、仮にこ
の総額ベースで出 てきた基準財 政需要の圧縮 を、ほかの基 準財政需要 を総額で増や したと
しても、率先してトップランナー方式を入れたところが受け取れるとは 限らない。
だから、何を知 りたいかとい うと、個別自 治体でどれく らい基準財 政需要額が変 わって
いて、あるいは交 付税額が変わ っていて、そ の変化と各自 治体の努力 がどれくらい ちゃん
と対応しているか というのがわ からないと、制度としてあ ちらの基準財 政需要を減ら して、
こちらの基準財政 需要をふやす というのは総 額ベースでは できるけれ ども、末端で 何が起
きているのかとい うことは全然 分からないの で、個別自治 体で何が起 きるのかとい うのを
見ないと、本当に 改革意欲を損 ねていないこ とになるのか 、努力を還 元したことに なるの
か分からない。
あと、やはり気 になるのは、 この後、実は 水道事業にも かかわるが 、幾つか岩盤 と言わ
れる部分があって 、今回ト ップランナー 方式でよくわ かるのは 、文教施設だ と思う。特に、
初めから図書館管 理５業務につ いては云々と 言っているけ れども、そ の理由がよく わから
なくて、例えば司 書とか学芸員 がちょっと話 題になった。 「学芸員と かを直接自治 体で雇
用しなければだめ だよね」と書 いているけれ ども、例えば 病院などだ と、お医者さ んとか
看護師という専門 性の高い人た ちがいる病院 であっても、 もちろん独 法もあるけれ ども、
指定管理者制度も 進んでいるし、多摩総合医 療センターの ようにPFIを 入れていると ころも
ある。
だから、専門性 が高い、イコ ール、指定管 理者ができな いというこ とには多分な らない
と思う。契約の結 び方だし、ど こを指定管理 者に出すかの 問題でしか ないわけなの で、こ
この理屈づけがよ くわからない なと思う。こ こでうまく指 定管理者と か民間委託を 進めて
いくことができれ ば、ある意味 、ほかの分野 にも広げる余 地が出てく ると思うので 、自治
体が嫌がっている のはわかるけ れども、やは りここをちょ っと重点的 に改革として 取り組
んでいく必要があるのではないかというのがコメント。
もう一つ、最 後になのです けれども、単独事業の「見える化 」ですが 、ソフトとは 多分、
一般行政経費のこ と。前から言 われている交 付税のPDCAな のだけれど も、やはりつ ながっ
ていないのが地方 財政計画とマ クロの意味で の基準財政需 要と、それ から個々の自 治体の
基準財政需要と個 々の自治体の 単独事業。こ こで単独事業 の経費が出 ているけれど も、こ
れのうちどれくら いが基準財政 需要に対応し ているかは、 多分、つか めていなけれ ばなら
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ないと思う。だか ら、全体とし てつながって いない。紐づ けできてい ないというか 、地財
計画のところから 一番下の各自 治体の例えば 単独事業のと ころ。具体 的に言えば、 地財計
画で出てくる一般 行政経費の単 独、枠計上し ている部分と 、最終的に 各自治体がや ってい
る単独事業のとこ ろ。これが多 分、今のまま だと全然つな がらないと 思う。それだ とPDCA
が回らない。増や す、減らす以 前の問題とし て、お互いに 紐づけられ ていないとす れば、
効果の検証のしよ うもないとい うことになっ てしまうので 、ここは何ら かの工夫とい うか、
やはり精査・分析が必要かと思う。

○総務省
まずはデータに ついて、平成 に入ってから の財源不足額 と補塡の内 訳は整理して お出し
できると思う。た だ、財務省が 出しているも のとの比較と いうのはち ょっと分らな い。当
然、財源不足額の 補塡のデータ はうちにも昔 からの分はあ るが、財務 省との比較と いうの
は、今ここではお約束しかねる。
2015年の国勢調 査の変動につ いては、当然 、国勢調査の 切りかえが あるので、ど んな経
費で、どういったものが国勢調査の人口で配分しているのかというのも 分かる。
基本的には国勢 調査が落ちた 分だけ落ちる が、一方では 激変緩和の 措置があり、 ５年間
かけて順次、国勢 調査の減少を 緩和する措置 もあるので、 そちらのほ うはお出しで きると
思う。
トップランナー 方式のホーム ページの公開 の横展開につ いて、トッ プランナー方 式自体
は基準財政需要額 の設定として の標準、地方 交付税上は標 準的な経費 を算定するこ とにな
っているので、標 準的な経費を 、例えば民間 委託という形 に設定した ということが トップ
ランナー方式。そ れが先進事例 云々というこ とになると、 これは交付 税の問題とし てやる
というよりは、自 治行政局のほ うで民間委託 等の実例等を 調査して、 それを公表し ている
ので、そちらと連携 することで十 分地方団体 のほうが把握 できる状況に なっていると 思う。
ただ、もし横展 開の部分で事 例がまだ不足 しているとい うことがあ れば、当方も 工夫す
る必要があるかもしれない。それは自治行政局とも相談したいと思う。
それから、９ペ ージ、10ペー ジの条件不利 地域への配慮 はあります 。ただ、その 後、ち
ょっと聞き取れな かったが、２ 年目、３年目 の状況、何と おっしゃっ たのかよくわ からな
くて。

○委員
トップランナー方式導入３年前と、導入後２年分の補正係数。

○総務省
個別団体の個別データか。
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○委員
その通り。

○総務省
もちろん条件不 利地域へ配慮 は補正係数で 行っており、 人口段階区 分ごとの影響 額は分
かるので、それ は出せる 。それでほと んどぶれな いと思うので 、それで よろしいかと 思う。
1,800団体全部やる ということに なると大変 なので、人口段 階区分別に どの程度の影 響があ
るかというのはある。
それから、活用 のあり方の明 確化の部分も きちんとやり たいと思う ので、それに ついて
は、もちろんこういう形でやらせていただくというのは報告させていた だきたい。
14ページの部分 は、11月10日に 議論できる ように、できる 限り努力し たいと思って いる。
残高については 、18年度と28 年度の２地点 で今、調査を している。 もちろん、金 額がど
うなっているかは 決算統計にあ るので、みん な分かるけれ ども、各々 の、例えば特 定目的
基金をある団体が ５個持ってい ると、その５ 個の基金がど のように時 系列として推 移した
のかというのは、 もう一回全部 調査し直さな い限りは分か らない。例 えば、国の指 定で、
景気対策等でつく ったり消えた りしているも のもたくさん ある。それ を全部追いか けるの
は、恐らく実務上 不可能ではな いか。頑張れ ば可能かもし れないが、 現時点でそれ をやる
のはやや難しいの で、まずは18 年度と28年度 の状況を見て いただいて 、その状況を 踏まえ
て、どうしても途 中経過が分か らないとこれ は分析上おか しいという 議論があれば 、その
時点で御指摘をいただければと思う。
積み立ての理由 については、 基本は選択制 にしている。 そうでない と集計ができ ないの
で、幾つかの選択 肢を用意して おり、それで 書き切れない 場合に自由 記載というの はある
けれども、基本は 選択式になっ ているので、 そちらのほう を我々とし ては分析して 、お出
ししたいと思っている。

○委員
そこは委員の御質問も踏まえていただいて。

○総務省
もちろん、どう いう調査をし たのかという のは隠すもの ではないの で、すぐお出 しでき
ると思うが、一方 で、先ほど委 員から、定量 的なものがな いとのこと であったが、 地方団
体によってそれは さまざま。も ちろん、例え ばいつ学校を 建設すると いうことをあ る程度
決めている場合は、それに向けて 一生懸命努 力して、建設す るときまで に積み立てて いく。
建設するときに取 り崩す。これ はもちろんあ ると思う。た だ、全ての 基金を全部調 査して
整理するというの は正直言って なかなか難し いと思う。も ちろん、我々 も積み立てが 将来、
中期的にどのよう な推移になる のかというの は聞いている ので、それ で集計したり してい
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るのもあるが、全 てが全て時系 列で計画的に 取り崩す、積 み立てると いう計画があ るわけ
ではないので、そ このところは 我々もできる 限り定量的な ものをお出 しできるよう に努力
するけれども、全 ての基金をう ちのほうで網 羅的に整理す るのはなか なか難しい部 分もあ
るので、可能な限り努力をしていきたい。
これは正直申し 上げて、財政 というのはそ んなに確定的 なものでは ない。税収だ って変
わるし、国だって どんどん財政 計画は変えて いくわけなの で、あらゆ る基金を、こ れから
先、いつ積み立て て、いつ取り 崩すかを全部 決めるなどと いうことは 到底無理なわ けで、
できないものもあるということは御理解をいただきたい。

○委員
多分そこがポイ ントで、でき ている自治体 、あるいはで きている基 金については 、その
積み立てについて はそんなに悪 い話ではない と思う。つま り、もともと 計画している から。
一番分からない のは、「何と なく」という もの。これが 一番問題視 するべき積立 金なの
で、むしろ私が実 はおもしろい と思うのは、 明確な理由が あって、か つ明確な金額 やある
程度の計画があっ た積立金をや っている自治 体と、明確な 計画はない けれども、漠 然とし
た不安感、今の家 計みたいなも ので、漠然と した不安感で 積み立てて いる自治体は 、やは
り積立金の意味が 全然違うと思 う。制度的な 対応、つまり 我々がやる べき対応も多 分違う
と思うので、もし 精査して分析 したときに、 その辺の濃淡 が出てくる と、総務省自 身も含
めて今後の対応が見えてくると思う。

○総務省
もちろんそうい った面もある かもしれない 。ただ、これ も自治体の 首長にいろい ろ聞い
ているが、完全に 将来の目的を 持って積んで いるものはす ばらしいが 、そうでない 自治体
はやや問題がある とまで我々は 、なかなか判 断できないと 思う。とい うのは、やは り財政
運営の中でいろい ろ行革をしな がら、その年 度に積める金 額は自ずと 限界がある。 それは
毎年度違うはず。
なので、我々は もちろん、地 方団体にどう いう形で、ど んな理由で 積み立ててい るのか
お聞きするけれど も、それを「 漠然と積み立 てているだろ う」という 形で指摘をし ていく
のは、正直そう簡 単ではないと 思う。もちろ ん地方団体の ほうはいろ いろな行革を しなが
ら、あるいは税収 が自然増にな る場合もある と思う。そう いうものを できるだけ工 夫して
積み立てていると 思うが、具体性 がない限り はおかしいと いうような議 論は、ちょっ と我々
は承服しかねるところもある。
単独事業のソフ トの件だが、 今までの決算 は、もともと 投資はほと んど事業ごと に分か
れている。御指摘 があったのは 恐らくソフト の経費のこと だと思う。 今まで御説明 してい
たものも全部ソフ トの話として 御説明してい るので、そこ は御心配な いかと、お互 いの認
識は一致していると思う。
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地域差の状況で 、教育とか福 祉、これは厚 労省とか文科 省とも今、 議論をしてお り、そ
この中で、各省で 把握できるも のを我々のほ うできちんと 把握して、 どういう分析 をする
のかはちょっと悩 ましいと思っ ているけれど も、それにつ いては各省 の御意見もよ く聞い
た上で整理をしていくと思っている。
委員の積立金の 件は、今、申 し上げたが、 トップランナ ー方式につ いては、我々 と認識
が違っていたら申 し訳ないが、 トップランナ ー方式自体は 標準のとり 方を、例えば 民間委
託が進んでいる場 合は民間委託 の平均的なも のに置きかえ るというこ と。したがっ て、全
ての団体が民間委託の水準で計算をされることになる。
それで民間委託 を行っておら ずに、直営方 式で仮にその 経費水準よ り高ければ、 その分
は地方団体として は不利益を被 ると言ったら ちょっと言葉 がおかしい けれども、マ イナス
になっているし、 交付税自体は 中立な制度な ので、そこで 我々は完結 していると思 ってい
る。したがって、 個別団体で行 革を行ってい る、つまり今 のケースで 申し上げると 民間委
託を行っている、 あるいはクラ ウド化でもい いが、そうい った経費を 行っている団 体が交
付税上プラスにな って、そうで はない団体が マイナスにな るというの はもともと意 図して
いないし、そのよ うな制度設計 でもないので 、そこのとこ ろは個別団 体ごとに見て も、も
ともとクラウド化 している団体 もしていない 団体も、クラ ウド化した 前提の経費に なって
いるわけなので、 そこで差が生 じることはな いという制度 設計。そこ のところはど のよう
に個別の団体を比 較するという ことなのか、 ちょっと我々 、先ほどの 御指摘の部分 は対応
しづらい部分があるなというのが正直なところ。
それから、文教 施設のところ の理由がよく 分からないと いうことだ が、地方団体 からは
いろいろ御意見を いただいてい て、これは各 省もそうだが、専門性が高 い部分という のは、
ある程度、人材育 成にも時間が かかるし、そ ういった専門 性のある、 あるいは政策 的な部
門を担う人は直営 で育成しなが らやりたいと いうニーズが 実態として はある。これ は我々
もトップランナー 方式でやると いうことにな ると、そうい う地方団体 の意見が強く て、な
かなか現実として 進んでいない 状況の中で、 これを交付税 の標準に置 く、しかも、 各省の
理解も得られてい ない中で標準 に置くという ことになると 、これはな かなか難しい のでは
ないかという判断のもとに、こちらのほうは見送りをさせていただいた 。
単独の「見える 化」について 、PDCAでつな がっていない という御指 摘をいただい た。こ
れは、基準財政需 要額自体は、 我々の考え方 としては、い ろいろな経 費があるが、 それが
どのような指標で 算定するのが 最も公平、妥 当性があるか という考え方 で算定をして いる。
一方では、決算統 計というのは 過去からの継 続性も重要な ので、ある 程度昔から同 じ枠組
みでずっと比較し ている。また 、交付税の基 準財政需要額 はもともと 諮問会議でも 複雑過
ぎるという議論も あり、どんど ん整理・統合 して、いろい ろなものを 合算して算定 してい
るので、必ずしも今、決算の項目と一致していない状況にある。
これをどのよう にやるかとい うのはいろい ろな議論があ り得るので 、また我々の ほうも
よく検討するが、そう簡単ではないということは御理解いただきたい。
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○委員
トップランナー 方式で平成29 年度から公立 大学運営が入 ってきたと いうことだが 、この
導入状況と、どう して理科系学 部と保健系学 部だけで、ほ かに学部が ないのかを教 えてい
ただきたい。

○総務省
ほかにも学部は ある。ただ、 我々の実態調 査を踏まえた ときに、独 立行政法人で 行って
いる団体の経費水 準と今の交付 税の単価で、 実態のほうが 低くて、交 付税単価のほ うが高
いというのが、この２つの学部であったということに基づいている。
導入率は、独法 化率は７割ち ょっとだった と思う。地方 団体全体と して70から80 の間く
らい。

○委員
短目に、12ペー ジ目のところ で、他の委員 からの質問に 対する回答 で、よく考え られて
やっているという のはわかった が、例えば図 書館の指定管 理等で、確 かに継続的に 雇用す
ることできちんと したサービス ができるとい うのはわかる 。一方で、 相当数の自治 体が既
に指定管理のよう なことをやっ ているのだか ら、逆にこう いうジャッ ジを総務省が してし
まうことで副作用 というか、既 にやっていて 頑張っている ところが、 逆に戻してし まうよ
うな作用が出てし まうと、財政 的に問題が、 逆の副作用が 起こるので はないか。吟 味した
上でこういうことに多分なっていると思うが、そのあたりについてはい かがか。

○総務省
図書館も含めて 指定管理者制 度の導入につ いてちゃんと 検討してく ださいという のは、
もともと総務省と しても話をし ている。実際 問題として、 それをどの ようにしてい るのか
というのは個別団 体ごとに把握 をして、全部 ホームページ も公開して いる。ただ、 それを
交付税上の、地方 団体の行政水 準の標準に置 くかどうかと いうことに なると、それ なりの
導入が進んでいて 、地方団体の 納得が得られ て、あるいは 各省の納得 が得られるも のでな
いとなかなか交付 税法に基づく 単位費用の標 準として置き づらいとい うことがある 。我々
も民間委託なり指 定管理者制度 自体はこれか らも推進をし ていこうと 思っているし 、確か
に御指摘の部分も あるかもしれ ないので、そ の辺の誤解が 生じないよ うに行革への 意識に
ついては徹底をしていきたい。

＜地方創生推進交付金、国及び地方の業務改革・情報システム改革等に ついて＞
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○委員
まず、資料２、 まち・ひと・ しごと創生本 部事務局にお 伺いするが 、１ページで 赤の点
線枠の中で、2016 年度の交付金 の効果検証結 果がどうなっ ているかと いうこと。４ ページ
には、交付金にお けるPDCAサイ クルの基本的 な考え方とし て、検証の 上、次年度以 降の交
付に反映となって いるが、2016 年度の検証結 果を踏まえて 2017年度の 交付に反映さ れたと
いうことなのか。それは具体的にはどこを見ればわかるのか。
次に、資料 ３－１ 、IT総合戦略 室。確 認だが 、政府情報シ ステム改革 で運用コスト を2021
年度までに３割削 減という目標 に対して、赤 字で約29％の 削減見込み とあるが、こ れは現
時点で29％という ことでよろし いか。実績と してというこ とでいいの かどうか。そ れはイ
エス・ノーでお答 えいただきた い。それから 、最後の２ペ ージで、官 民データ活用 推進の
司令塔と、各主体に どのように具 体的に動き を促していく のかというこ とをお聞きし たい。
それから、資料 ３－３、マイ ナンバーカー ドで、やはり 普及を考え たときに、取 得数の
目標とか時期を明 確に掲げて、 例えば取得の 義務化とかそ ういったこ とも視野に入 れるべ
きではないか。要 するに、抜本 的に取り組ま ないといけな いのではな いかというこ とを諮
問会議でも提起し ているが 、KPIの設定 とか義務化を 視野に入れ ることについ て、現 大臣は
どのようにお考えなのか、お聞かせいただきたい。
最後に、資料３ －４、クラウ ドで、導入業 務を増やすと いうことも 重要なのでは ないか
と思うけれども、 クラウド対象 業務について 自治体別に公 表すべきで はないかと思 うが、
いかがか。

○内閣府地方創生推進事務局
１ページの下の 欄、2016年度 の加速化交付 金の効果検証 事業につい ては、前回、 ４月26
日のワーキング・ グループのと きにも資料と してお示しし ているが、 平成28年度の 補正予
算で措置されたも のであり、平 成29年度にか けて事業を実 施すること としている。 まさに
現在、実施をさせ ていただいて いるところで 、その結果に ついては、 今年度中に報 告をさ
せていただくことになろうかと思う。

○委員
つまり、2016年 度の効果検証 の結果は2017 年度の交付に は反映され ていないとい うこと
か。

○内閣府地方創生推進事務局
結果としてはそういうことになる。

○内閣官房IT総合戦略室
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システム削減の 効果のところ で、2021年度 を目途に３割 ということ になっており 、この
1,000億円 につい ては202 1年度 段階 までに システ ム更 改をし ながら やって いく という こと
で、現状の実績としては、300億円程度の実績となっているところ。
システム更改に ついては、時 間がかかるの で、そこを見 据えて効果 を算出させて いただ
く。

○委員
要するに、約29％という数字は現時点の実績ではないということか。

○内閣官房IT総合戦略室
その通り。1,000億円は現時点ではない。現時点で見込んでいる数字 ということ。

○委員
では、これから 先どのように 推移していく と見込まれる のか、その 辺を教えてい ただき
たい。

○内閣官房IT総合戦略室
これから先の推 移の中で1,000 億円と書い ているけれど も、2021年ま でにシステム 更改や、
業務改善というこ とを各省に実 施していただ いた上で、こ の額になっ ていく。そこ は見込
みとして積み上がっている。
そのため、実績 としてシステ ム更改をして 、運用経費と して300億円 、400億円の 削減は
出ているけれども 、1,000 億円について は、20 21年段階でこ のぐらいの 運用経費が削 減でき
ることを試算しているところ。

○委員
その試算状況に ついて教えて いただくこと 、具体的に見 せていただく ことはできる のか。

○内閣官房IT総合戦略室
各省ごととか、システムごとにということか。

○委員
各省ごとではな くてもいいが 、要は先ほど おっしゃった ように具体 的に積み上が ってい
くところについての計画というか見込みについて。

○内閣官房IT総合戦略室
大きなシステムとかについてはまとめているので、そのあたりは提出 できる。
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○内閣官房IT総合戦略室
もう一点の御質 問は地方への 展開というこ とだと理解。 資料３－１ 、後ろから２ ページ
目に官民データ活 用推進基本計 画に関し、国 と地方の施策 の整合性と いう部分があ る。基
本的に法律の中で 官民データ計 画、国がつく ったものと同 様のものを 都道府県には つくり
なさいという義務 規定がある。ま た、基礎自治 体については 同計画策定 の努力義務が ある。
なかなか国とすぐ に同じものが できるとは言 いがたいと思 うが、でき るだけオンラ イン化
やオープンデータ 化、情報シス テム改革等を まとめたパッ ケージにし た自治体版の 官民デ
ータ計画ができるよう、今後、我々も協力しながらそれを進めていきた いと思って いる。

○委員
質問は、そうい うことに関し てどこが司令 塔になって各 自治体なり に促している のかと
いうこと。

○内閣官房IT総合戦略室
それは私どもIT室と総務省と協働で進めていきたいと思っている。

○委員
進めていきたいというお話か、おられるのか、どちらか。

○内閣官房IT総合戦略室
進めていく。

○総務省
マイナンバーカ ードについて 、現大臣、野 田大臣から、 カードにつ いて、目標と かそう
いった部分につい て、直接考え を伺ったこと はない。マイ ナンバーに ついては、ま ずは制
度の定着が大事で あるというこ と、それから 、カードの利 便性を高め るというよう なこと
を伺ったことはある。

○総務省
クラウドの業務 内容について 、増やすこと が重要だとい う御指摘。 御指摘のとお り、ク
ラウドを進めてい く中で、基本 的にはクラウ ドを導入する ことにより 、パッケージ ソフト
を導入していると いうことにな ると、い わゆる基幹系 業務と呼ばれ る住民情報 、税、国保、
年金、福祉と言わ れるものが普 通は入ってい くことになる 。それが大 宗だと理解し ている
が、委員御指摘のよ うな業務の質 ということ についても把 握することは 大切だと思う ので、
その方向等については検討してまいりたい。
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○委員
ITの関係の話で お聞きしたい 。サイバーセ キュリティー のセキュリ ティーと仕事 の効率
化という関係で、 自治体に対し てモニタリン グをかけてい るかどうか ということ。 基本的
にはここに書いて あるように、 システムを導 入することに よって運用 コストの削減 という
ことがあるけれど も、ここにサ イバーセキュ リティーの対 策をどうす るかという話 を加え
たときに、必ずしも 使い勝手が向 上するとい うことになら ない状況も当 地では起きて いる。
ほかのところも実 際に新しいシ ステムを入れ 、セキュリテ ィーを強く すると多分そ うなる
と思うが、すごく 使い勝手が悪 くなっている 。全体的に見 ると効率化 の観点から相 当落ち
ているという感覚 を持つ。そう いったことを モニタリング して、それ に対する対策 をどう
考えるかというようなPDCAを回しているのかどうか。そのあたりをお聞 きしたい。

○総務省
今、委員からご ざいました、 ネットワーク 分離を自治体 の現場で、 年金機構の問 題も踏
まえてやっていた だいたところ 。やはりセキ ュリティーの 水準を上げ ることと運用 手順と
いうものは、どう してもトレー ドオフになる というところ は御指摘の とおり。各県 単位で
インターネットの セキュリティ ークラウドを 構築していた だいたり、LG WANとインタ ーネッ
トを分けるという ことは団体ご とでやってい ただいたりし ているが、 私どもも今ま で、具
体的には補助金の 執行状況に合 わせて御意見 等を伺わせて いただいて いたところ。 今いた
だいたような意見 もあることは 承知している 。また、いず れかの時点 で評価をする ことな
どを検討したい。 セキュリティ ー対策には終 わりはないと よく言われ ることがある ので、
そういった問題意識を持ってやってもらいたいと考えている。

＜インフラ維持管 理・更新分野 の研究開発や インフラ・デ ータプラッ トフォームに 構築に
ついて＞

○委員
まず、資料４－１ だが、ちょっ と辛辣な物言 いになるかも しれないが、 私はやはり 省庁
の連携が非常に重 要だと、偏り を排しなくて はいけないと 思うので、 あえて聞かせ ていた
だくが、例えば５ ページの重点 化・重複排除 について。先 ほどのお話 だと、各関係 府省が
参加して報告する ということだ が、参加して 報告するだけ で終わって いるのか、報 告を受
けて具体的な調整を行っているのか、その辺をお聞きしたい。
似たような話だ が、６ページに インフラメ ンテナンス国 民会議との連 携とあるけれ ども、
ここで書かれてい るのは 、SIPは何をす るという言い 方で書かれ ているわけで 、具体 的にイ
ンフラメンテナン ス国民会議と どういう形で 、どういう連 携をしてい るのか。新技 術を開
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発するとか、具体 的な、単なる 役割分担では なくて、どの ように連携 しているのか をお聞
きしたい。
次に、資料４－ ２、国交省だ が、私は非常 に、インフラ メンテナン ス国民会議も そうで
あるし、社会資本 情報プラット フォームも大 変精力的にや っていただ いていると思 ってい
る。そういう前提 でお聞きする が、２ページ で、インフラ メンテナン ス国民会議の 成果を
全国に波及してい くということ が必要だと思 うが、行政の 参加者が152 とあるのは少 な過ぎ
ないかということを申し上げたい。
あとは非常に成 果が上がって きているので 、これを全国 展開という ことで、例え ば資料
の８ページで新庄 市の例がある が、約２割の 人件費削減と いうのは大変 大きな成果で ある。
これをもし全国の 下水処理で広 げていけば大 変な効果にな るのではな いかと思うが 、その
辺の試算はやられていないのかどうかということをお聞きしたい。
11ページの社会 資本情報プラ ットフォーム だが、この辺 が、例えば 公共施設だと か他省
庁の分野でも同じ ように情報プ ラットフォー ムができれば 、公共施設 管理計画やコ ストの
見える化などが非常に進展するのではないかと思うが、その点、どうお 考えになる か。
それから、12ペ ージで、この マトリックス を埋めていく 必要がある と思うが、自 治体の
データ登録を呼び かけるとある が、今どのぐ らい登録が進 んでいるの かということ をお聞
きしたい。
最後、資料４－ ３、厚労省に お聞きするが 、水道事業に ついて、こ れからベンダ ーロッ
クインを外すため にということ でいろいろデ ータの「見え る化」、IT 化等々のお話 を伺っ
たが、一方で、国 交省の社会資 本情報プラッ トフォームが 先ほどお話 があったよう に進ん
でいくわけだが、 そういったと ころと連携し たらいいので はないかと 私は思うが、 その辺
についてはいかがか。

○内閣府科学技術・イノベーション担当
１つ目の５ペー ジのところで 御質問があっ たが、ここで 記載してい るのは、全体 を一堂
に会してという場 であって、当 然ながらこの 間に調整があ る。その調 整は何かとい うこと
なのだが、各省庁 との関係は、 まず技術開発 者としての立 場が一つあ る。もう一つ は、そ
れを使う側の立場 というのが両 面あって、特 にこの後者、 使う立場と してどういう ものに
していかなければ 使えないのか というところ を研究テーマ 単位ではし ょっちゅう意 見交換
しながらやってい くということ 。ただ、それ ばかりやって いると関係 する省庁だけ になっ
てしまうので、こ のように全体 を通して共有 していただく 場所を年に 数回設けてい く。こ
ういう考え方でやっている。
もう一つの御質 問であった国 民会議のとこ ろであるが、 どちらかと いうと、国民 会議と
いうのは、より現 場に近づいた 、どのように 進めていけば いいのとい うのを課題共 有した
グループだと思っ ている。一方、SIPで地 域拠点にして いる大学、地域 大学を中心と してい
るのだが、こちら はむしろどの ように進めて いけばいいの か。そのや り方について 新技術
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を紹介するだけで はなくて、点 検結果をどう 使うのかも含 めて御指導 していくとい うよう
なかかわり方を持っている。
したがって、実 際のところの 対応について は、新技術は こんなもの がありますよ という
よりは、先ほどの 進め方とかや り方、ノウハ ウというもの を伝えてい くところで国 民会議
と連携している状況である。

○国土交通省
初めに、２ペー ジのインフラ メンテナンス 国民会議の行 政の数だが 、昨年11月に 設立し
て、昨年はどちら かというと全 体の進め方も 含めて東京で いろいろ意 識の高い方が 集まっ
てやっていただい たということ で、地方の市 町村からする とちょっと遠 いところもあ って、
まだちょっと親身 に考えていた だけなかった ところがある のかなと。 ただ、お話し したと
おり、今年度、地 方フォーラム を各ブロック でやるので、 そこの中に 意識を高くし て入っ
ていただけるよう にということ でこれから期 待をしている し、我々と しても積極的 に声を
かけていきたいと思っている。
８ページの下水 の話だが、全 国ですればと いう試算は今 は持ち合わ せていない。 ただ、
下水に限らずメン テナンスにつ いては、その ほかの分野も 含めて地方 自治体の技術 者不足
ということで包括 的委託という 形で、いろい ろな維持管理 の体制があ るのではない かとい
うことで、今まで の国交省の委 員会の中でも 提言いただい たりという ことで示して いて、
そういうもののフ ォローアップ もしているの で、引き続き そういうと ころで、いろ いろな
ところで効果を出 して、全国的に この効果が 波及するよう に努めていき たいと考えて いる。

○国土交通省
社会資本情報プラ ットフォーム だが、12ペー ジにあるよう に、国土交通 省の中の各 施設
について、今、デ ータベース化 を図っている ところである 。これから 他省庁も含め てお声
がけしながら、も しこのシステ ムで、そんな に複雑なシス テムにはな っていないの で、活
用できるところがあれば、活用できるようにお声がけをしていきたいと 思っている 。
それから、自治 体であるが、 これは11ペー ジにあるよう に、我々は それぞれの道 路は道
路、河川は河川の データベース から吸い上げ るということ をやってい るので、例え ば道路
の地方公共団体で あれば点検を している団体 は全て入って いる。だか ら、ここに地 方公共
団体施設で「○」 がついている ところは、点 検をしている ところであ れば全て入っ ている
ということで御理解いただいても構わないと思っている。

○厚生労働省
ただいま国土交 通省からお答 えのあった社 会資本情報プ ラットフォ ームの中の他 省庁の
一つが私どもだと 思っているの で、うまく連 携が図れない か、よく検 討させていた だきた
いと思っている。
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○委員
では、２点ほど。
１つは厚労省に 質問だが、先 ほどの地方公 共団体におけ るクラウド の導入ともち ょっと
関連することにな るかもしれな いが、４ペー ジで御説明い ただいたデ ータ流通、い わゆる
ベンダーフリーと いうか、ベン ダーロックを 解消していき ましょうと いうのはよく わかる
が、どういうタイミ ングで将来像 につなげて いくのかとい うデータ流通 のルールとい うか、
こういう形で広域 向けのアプリ ケーションを 入れていくの か。これは 各現場での、 例えば
システムの更新時 期をタイミン グとするのか 、あるいは今 のシステム を前提にして その上
に乗せる形で新し い広域向けア プリケーショ ンを構築して いくのか。 どういう導入 のプロ
セスを考えているのかということを伺えれば。
それから、SI Pだが、趣 旨を理解させ ていただきた い。大き な目標として は、アセ ットマ
ネジメント技術の 普及というこ とはわかるが 、それをなぜ 地域ごとに やっていると いうこ
とは、それぞれの 地域ごとに独 自のアセット マネジメント 技術が発展 していくとい うプロ
セスなのか。とい うのは、この 種の技術は、 ある意味、発 展していけ ば国際展開も 可能な
輸出産業にもなり 得るものであ る。だ から、これは地域レ ベルでとどめ ていくのがSI Pの狙
いなのか。地域で いろいろ展開 させていって 、その中から 一番いいも のを優良事例 として
横展開を図りなが ら、ある意味 、将来的には 国際展開とい うか、国際 的に売れる技 術にし
ていく。そこまでのビ ジョンを持っ ているのか。まさ に出口である けれども、SIPの 出口は
どういう構想になっているのかということを伺えればと思う。

○事務局
まずは質問だけにしていただきたい。

○委員
全部で３点ある 。１つは今あ ったSIPの話 だが、これは 委託している のかわからな いが、
地域の大学が主体 になっている と思うが、実 装とかと考え ると、地域 の大学から出 てくる
技術がそのまま実 装されるとは なかなか考え づらいかなと 思っていて 、そうすると 実際問
題として、ゼネコ ンとかいろい ろ事業主体が 入ってこない と難しいの ではないか。 認証の
取得が目的みたい な感じの書か れ方をしてい るが、実際に は利用拡大 というか、実 装の拡
大が重要だと思う が、そのあた りをどのよう にご覧になっ ているのか を教えていた だけれ
ばというのが１点目。
２点目は、資料 ４－２の９ペ ージ目である 。2018年度の 予算要求の ところで新技 術の導
入促進費を乗せる ということだ が、新技術を どう選択する のかという ところにお考 えがあ
れば、教えていただけ ないか。仮にもSIP だから乗せる とか、そのよう な形になって いるの
か、あるいはもう 少しオープン な形で新技術 というものを 競争させつ つ入れていく のか、
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そのあたりを教えていただければと。
３点目、最後に なるが、水道 事業において 、ベンダーロ ックインの 解消というの は水道
事業だけではなく て下水道とか ほかにも多分 あると思うが 、そこの説 明がデータ流 通のと
ころだけにフォー カスされてい るような気が する。現実問 題としては 、データ流通 以外に
もベンダーロック インはあるの ではないかな と。そのあた りは、平成3 0年度目途で 解消さ
れるのかどうかというところも教えていただければと。

○委員
一点目はSIPだが 、SIPのほう は戦略的イノ ベーション創 造プログラ ムということ で、研
究開発の司令塔機 能ということ だろうと思う が、私も他の 委員と同じ ように、８ペ ージの
地図を見ていて、 例えば競争的 な研究環境を ちゃんと用意 するとか、 あるいはイン フラの
ことなので、円借 款であるとかJ ICAというこ とを考えると 、早いタイ ミングで海外 の大学
を入れ込んで、一緒 の国際戦略を この時点で 試行していく といったこと も考えられる はず。
この流れだけ聞い ていると、硬 直的と言うと ちょっと言い 過ぎかもし れないが、手 堅過ぎ
るのではないか。 研究開発とし ての競争的な 環境と国際的 な環境をど のように戦略 的に用
意しようとしているのか、御説明頂きたい。
もう一点目は、 資料４－２の1 2ページ目で ある。これは 他の委員の お話と同じで 、社会
資本情報プラット フォームの進 捗がかなり進 んできている ようなので 、官庁施設等 も含め
て、こういうとこ ろに、予算の 使い方として 、ほかの社会 基盤のもの をどうやって 乗せて
いくのか、つなぎ のところを担 うような形の 仕事の立て方 をされたほ うが、より進 んでい
くのではないだろ うか。その中 にはもちろん 、厚生労働省 のような既 によくできた 仕組み
との接続もあるが 、さらに民間 側の社会基盤 、特に鉄道の ようなもの は、老朽化し ている
し、それが連鎖す る形で災害時 に被害が拡大 することがあ り得る。民 間系の社会基 盤のデ
ータ、鉄道などが まだなかなか 乗っかり切っ ていない。そ ういうとこ ろに御配慮い ただく
ようなことがあってもいいかと思ったので、もしお考えなら伺いたい。

○委員
インフラ・データ プラットフォ ームの構築と いうことにも 関連すると思 うのだが、 より
メンテナンスがか からないよう な社会資本整 備をどのよう な形で全国 に普及してい くかと
いうことについて は、地方にお けるさまざま な工夫を取り 入れて、そ れを横展開し ていく
という考え方をベ ースに置いた ときに、こう いう大まかな 話だけでは なくて、個別 のさま
ざまな政策もあり得るかなと。
例えば、私ども が今やってい るラウンドア バウトの事業 促進は、そ れまで信号機 を使っ
ていた四つ角をラ ウンドアバウ トにして、も っとメンテナ ンスがかか らないように 、ある
いは災害対策にち ゃんと機能す るような交差 点をという考 え方で、今 、全国に普及 できな
いかということを やっているけ れども、はっ きり言って、 地域で呼び かけてやるの には限
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界があるというか 、なかなかそ んなにお仲間 は簡単にふえ ていかない という実情が ある。
むしろもっと、こ こに書いてあ る国民運動的 というのであ れば、そう いったものの 普及も
はっきりと明示し てはどうか、 別にラウンド アバウトだけ ではなくて 、まだほかに もある
と思う。そういっ たメンテナン スがなるべく かからずにい ろいろなメ リットがある ような
社会基盤インフラ をどういう形 で全国普及さ せていくか。 そういった 視点は私はあ ってい
いと思う。そういったことに対してどう考えているかをお聞きしたい。

○厚生労働省
まず、委員から御 指摘のあった ベンダーロッ クインを解消 するための標 準化の導入 のタ
イミングというこ とだが、お話 の中にあった ように、シス テムを更新 するというよ うな時
期が一つの重要な タイミングに なるかなと考 えている。た だ、それ以 外にも、今、 重点的
に取り組もうとし ているのは、 広域化のタイ ミングで、例 えて言うと 、現在、香川 県内に
おいては16市町に 分かれている 水道事業を統 合して、来年 ４月から一 つにして運営 しよう
ということがほぼ 決定されてい る。そういっ たタイミング で、システム を統一化する とか、
やりかえることが 必要になって いくので、そ ういうタイミ ングをつか まえて普及を 進めて
いきたいと思っている。
もう一点、ベン ダーロックイ ンの解消はデ ータ流通以外 の部分につ いても何かそ の対応
を考えているのか という御指摘 だが、大変恐 縮だが、今回 の経産省事 業の中で実施 してい
るのは、流通の際 の標準化とい うことであり 、ベンダーロ ックイン全 体の解決策を 見出す
というところまで視野に入っているわけではない。

○内閣府科学技術・イノベーション担当
幾つかいただいて いるが、まず は出口のイメ ージという御 質問について は、大変恐 縮だ
が、資料４－１の ２ページをご らんいただき たいが、青い 模式図があ って、大きく 研究開
発項目は５つある 。真ん中にあ るのはアセッ トマネジメン ト技術、つ まり予防保全 をしな
がら、適時適切に 補修をしてい こうという取 り組みである 。これを支 えるものとし て、点
検技術であるとか 、材料技術で あるとか、ロ ボット技術を 使っていこ うというたて つけに
なっていて、この アセットマネ ジメント技術 を全国に波及 していかな いといけない 。特に
自治体の仕組みに入れ込んでいかなくてはいけないというのが１つある 。
その中で２つ目 に、地域大学 というような 御質問と、地 域の人たち が入っている のかと
いう御質問だが、 まさに地域拠 点大学におい ては、県と市 を巻き込ん で、その県と 市との
議論の中でアセッ トマネジメン ト技術を供給 していく。た だし、アセ ットマネジメ ント技
術を教えてという ような県と市 は、なかなか 奇特な自治体 で、なかなか いないものだ から、
具体的に直面して いる課題、悩 みをお聞きし て、その中で アセットマ ネジメント技 術を伝
授していくというような考えである。
特に地域ごとに 悩みというの は違っていて 、雪が降ると ころと雪が 降らないとこ ろは悩
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みが全然違う。そ れから、海が 近いところ、 また山の中、 全然違う。 そういったそ れぞれ
の地域の悩みごと に対応してい くということ であって、地 域のブロッ ク拠点に大学 を位置
づけていくというようなことをやっている。
３つ目に、新技 術の活用促進 というキーワ ードについて 御質問があ ったが、どの 技術を
優先させていくか というよりは 、今回培って きた技術を実 際に使う側 が躊躇しない で使っ
ていただく必要が ある。ややも すると、新し い技術は使っ ていいのか どうかわから ないと
いうような悩みが 実際現場にあ って、そうい う悩みを払拭 するために も、あらかじ め認証
とか新技術基準な どをつくって 、それで悩み を持った県や 市が選んで いただくとい うよう
なことをしていくための施策として、今、進めているということである 。
最後に、海外技 術の展開とい うのがあった が、これにつ いては、ち ょっと甘いと いうと
ころは確かにその 部分は否めな いが、まずは 、先ほど申し 上げたよう に地域ごとの 課題を
解決するための技 術開発を優先 していて、似 たような悩み を持つ世界 のそれぞれの 地域、
お国柄に応じた技 術提供はでき るだろうと。 今月になるが 、JICAと協 定を結ぶ。こ ういう
技術をJICAのODAな どの取り組み にあわて、ど んどんと技術 輸出してい けるような取 り組み
をこれから進めて いくというこ とで、国際化 についても海 外展開につ いても頑張っ ていき
たいと思っている。

○国土交通省
まず、委員から御 指摘があった 新技術導入促 進費だが、こ れについては 、科学技術 基本
計画にある科学技 術関係予算のG DP１％とい う目標に達す るために、公 共事業の中で もイノ
ベーション転換を 図っていくべ きではないか という御指摘 があって、 全額、科学技 術とい
うものにはなじま ないわけであ るが、それぞ れの工事の中 で新技術を 導入すること によっ
て、出口として公共 事業も科学技 術関係予算 になれるので はないかとい うことで、来 年度、
要求をしているところである。
具体的にはまだ 特にこういう 技術というの は決まってい ないが、個 々にAIである とかロ
ボットということ も対象にした いと思うし、 逆に、例えば データベー スであるとか 、ある
いは三次元データ の流通が図れ るような仕組 みであるとか 、こういう ことを入れる ことに
よって工事全体が 新しい技術を 使えるように なる。こうい うことでシ ステムをつく ってい
きたいと考えている。
それから、委員 からあった社 会資本情報プ ラットフォー ムだが、我 々としては、 やっと
ここまでという感 じもある。ま ずは国土交通 省の所管と言 うとあれだ が、民間企業 のうち
NEXCOは御協力いた だいたが 、JRからは まだなので 、引き続 き御協力を 得られるよう に進め
ていきたいと思っ ている。また 、他省庁の方 にも利用でき るような形 をと思うけれ ども、
最終的に16ページ のような分析 モデルを世の 中に出せると いったよう なところが見 えれば
協力もしやすいの かと思うので 、一つ一つこ ういうところ も取り組ん でいきたいと 思って
いる。
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○国土交通省
最後の委員の御質 問だが、最近 は余り使わな いけれども、 メンテナンス フリーとい うの
は何年か前に言葉 としては相当 はやって、現 段階では蓄積 されたスト ックをどれだ けメン
テナンスするかと いうところに 重心を置いて やっているが 、逆に設計 の段階から維 持管理
がやりやすい、も しくは老朽化 しにくい、も しくは点検と かするにし ても補修しや すい施
設ということで、 そちらのほう が実は古くか ら検討してき ていて、表 立って検討会 とかで
議論しているよう な場は少ない と思うが、さ まざまな設計 とかの基準 書に反映され てきて
いる。ラウンドア バウトについ ては私もちょ っと承知して いないが、 その意味で、 設計段
階から本当に施設 の設備を設計 する段階まで 、さまざまな 思想は現在 、導入してき てはい
ると考えている。

○委員
ラウンドアバウト を承知してい ないというの は、要するに 交差点政策は 警察庁だか ら警
察庁がと、そうい うふうにも聞 こえないこと もないと思う が、むしろ 、だからこそ 省庁間
の連携をもって、 まさにメンテ ナンスが余り かからないよ うな政策を 全国的に展開 するよ
うな方向性をいか に打ち出して いくか。それ を自治体にし っかりと示 して、自治体 と一緒
にそのようにやっ ていきましょ うということ は、やはり私 は言い続け る必要がある と思っ
ていて、ぜひそういった方向性を検証していっていただければと思って いる。

○委員
今の点に関連して だが、結局、 国交省の中も 、あるいは他 省庁も含めて 、公共事業 でも
道路とか橋という 縦割りではな くて、やはり ここは都市経 営という観 点で考えれば 、レイ
ヤーごとに分ける のではなくて、それをどう つなぐかとい う話ともかか わってくると 思う。
きょうの場ではこ の議論は余り 進まないかも しれないけれ ども、実は ものすごく大 事だと
思うので、またコ ンパクトシテ ィ・プラス・ ネットワーク とかがある から、そうい うとこ
ろでこの議論はさせていただければと思う。
それから、やは り自治体のや っていること なので、国交 省の直轄で ないとなかな か吸い
上げにくいのかも しれないが、 都市経営とい う観点に立て ば吸い上げ られると思う ので、
そういうところでまた議論させていただきたいと思う。

＜ＰＰＰ／ＰＦＩの推進について＞

○委員
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１点だけ 。３ ページ 、PPP/PF Iの専 門家派 遣だ が、平 成29年 度９ 月末時 点で31 件と ある
が、これは多いの か少ないのか よくわからな い。去年より 増えている のか、この件 数自体
そもそもどうお考えなのか。

○内閣府PFI推進室
例年と同様の件数 で、引 き続きPPP/PFI 、特に 優先的検討の 規程策定とい うのもあっ て、
問合せが増えてい て、予算の制 約、それから コンサルタン トのマンパ ワーの関係も あるの
で、例年と同様で はあるが、し っかり各自治 体で検討が進 んできてい るなというの を感じ
ている。

○委員
このPPP/PF Iの横 展開の 話で 、地域 的にど うい った特 徴があ るの か。偏 りがあ るの か、
ないのか、あるい はあるとすれ ばそういった ところで、導 入がなかな か進まない原 因は何
なのかという分析ができているのであれば、教えてほしい。

○内閣府PFI推進室
偏りという意味で は、最近は、 特に28年度に ついては、い ろいろな分野 に広がりを 見せ
てきている。その 他というのは 御紹介してい ないが、今ま でに出てき ていないよう なもの
も観光関係の施設 だとか、そう いういろいろ なものが出て きている。 全般的に言え ること
なのだが、PFIは従来型 の手法とまた 違うやり方 になるので、食わ ず嫌いという か、最初は
特に事業部局では やはり面倒く さいというの があるが、優 先的検討規 程も作るとい う動き
になって、そこに ついてはだい ぶ現場レベル ではじわじわ と進んでき ているなとい う話を
伺っている。

○委員
地域的な偏りはないのか。

○内閣府PFI推進室
地域的には、やは り大都市圏が 多いが、最近 は地方都市で のいろいろな 問合せも多 くな
ってきている。

○委員
いろいろな自治 体、特に人口2 0万人以下の ところにお聞 きすると、P PPとかPFIは わから
ない、やったこと がないのでと いうところが 多くて、そう いうまだや ったことがな いとこ
ろに対してどうい う支援ができ るのかが、一番重 要ではないか。そ の中で、PPP/PFI の専門
家派遣という制度 が設けられて いるようだが 、もう少し何 か運動論的 にブロック単 位で定
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期的な情報共有を図るであるとか、一歩踏み込んだ支援体制は考えてい ないのか。

○内閣府PFI推進室
おっしゃるとおり で、まさに人 口20万人未満 の自治体にも 導入すべく、 またそうい った
自治体も非常に意 識が高くなっ ていて、進ん でいる自治体 に派遣して もらったり、 我々の
ほうからコンサル を派遣すると いうのもある 。それから、 ブロック単 位ですと国交 省の取
組とか、地域総合 整備財団、ふ るさと財団と 呼んでいる財 団であると か、あるいは 日本政
策投資銀行がPPP/P FIに熱心に取 り組んでい るが、そういっ たところで もいろいろな セミナ
ーとかをブロック 単位でやって いて、いろい ろな自治体も 参加をして きていて、私 が講師
で行くこともある が、そういっ た形でいろい ろなブロック の地域に出 かけていって 、人口
20万人未満の自治 体の方ともお 話をしてきて はいるところ 。これから もしっかりや ってい
きたいと思う。

○委員
単なる事例紹介で はないと思う が、恐らく20 万人以下のと ころこそ人口 減少が進ん でい
るので、施設をどん どん変えてい く、それを有 効活用でPPP/ PFIというこ とで必要性が 高い。
具体的なコンサル ティングで、 これをやった らどうかとい う提案まで 含めて、踏み 込んで
やってみるというようなことがあってもいいのではないか。

○内閣府PFI推進室
おっしゃるとおり で、そういう 話もまさに出 てきている。 民間事業者に どうサウン ディ
ングしたらいいか、そういう話も含めてしっかりやっていきたいと思う 。

○委員
１点簡単 にだ が、運 用上の 課題と かいろ いろ アンケ ートと かヒア リング をさ れる中 で、
これはなかなか難 しいなとか、要 するにPPP/P FIになじまな いなという ような感じの ところ
とか、あるいはも う大体全ての ものはいける のか、そのあ たりの感触 があれば教え ていた
だければと思う。

○内閣府PFI推進室
おっしゃるとおり 、これはやは り、まず規模 というのがあ ると思う。規 模が小さい とみ
んながウィン・ウ ィンという形 に利益を出す のはなかなか 難しくなっ てくるし、私 自身も
３月まで民間企業 に出向してい て、実際に投 資する側の立 場だった。 やはり民間企 業とし
ては、当然、社長 とか会長まで 説明し、常務 以上の会議で 了解をもら わないと、そ のため
には単年度黒字は 何年で達成す るとか、累積 赤字は何年で 解消します という話も含 めて説
明しないといけな いので、民間 が投資しよう と思えるよう なものに作 り上げていく 。そう
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いう意味で、民間 事業者とはよ く話をしなが ら、投資しや すい内容に 仕立てていく という
のが大事なのかと思う。
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