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（概要）

＜公営企業等の経営の改革について＞

○委員
まず、資料１－ １、総務省の 公営企業の経 営改革につい て、２点、 質問をさせて いただ
く。
１点目は、１ペ ージの右下に 「外部の知見 の活用推進」 とあるが、 外部の知見と 言った
ときに、もちろん 外部の人のア ドバイスとい うこともある だろうけれ ども、外部の 人材、
例えば民間の優秀 な人材を取り 込むという話 もあると思う 。伺いした いのは、今、 公営企
業は全国で8,600あ ると理解して いるが 、実態として 、その うち管理者 を県の部長だ とか地
方公務員、そうい ったOBが兼ね ている公営企 業というのは どのくらい あるのか。そ ういう
データをお示しいただけないだろうかというのが質問である。
２点目、公立病 院についてだ が、２ページ に経営戦略の 策定率を上 げるというこ とが記
載されている。４ ページにはプ ランのフォロ ーアップとい うことで、 再編・ネット ワーク
化についてチェッ クするという お話があるが 、プランを策 定した後は 、それに沿っ て経営
の改善が図れてい るかどうかを 見ていくこと が必要なので はないかと思 う。そう考え ると、
実際の経営の改善 状況を見る指 標あるいは新 たなKPIが必 要になるので はないかと思 うが、
それについて御意見をいただきたいと思う。
次に、資料１－ ２で厚労省、 資料１－３－ ２で３省共通 の取組とい う話があり、 ここに
ついてお伺いした い。ここでの論点 は先ほど財務 省からも御説 明があったが、PP P/PFI、コ
ンセッションの活 用。その観点 から、１点目 、厚労省の水 道広域化検 討の手引きと いうも
のがあるが、この中 ではPPP/PFI に関してどの 程度記述され ているのか、あるいはPPP/ PFI、
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コンセッションを 活用するイン センティブが 何か組み込ま れているの かということ をお聞
きしたい。
２点目、資料１ －３－２の３ 省の取組は、 非常にいい取 組だと歓迎 するが、でき ればこ
こに内閣府も入れ ていただいて 、広域 化についてPPP /PFI、コンセッシ ョンも優先検 討課題
とするように制度 設計を検討い ただけないか ということを 提案させて いただきたい と思う。
最後、総務省、 厚労省、国交 省それぞれに お伺いしたい が、いわゆ る骨太2017で 将来予
測のための簡易支 援ツールの活 用や試算結果 の公表につい て書かせて いただいてい る。国
交省の資料１－３ －１の３ペー ジに推計モデ ルの記載があ るが、改め て簡易支援ツ ールの
活用とか試算結果 の公表につい てどのように 進められる予 定なのか、お 伺いしたいと 思う。

○総務省
１点目は管理者 についてのOB 含めての状況 だと思う。今 、手元に資 料を持ってい ないの
で、事務局と相談して後ほどお示しさせていただきたい。

○委員
それは公表いただけるものなのか。公表されているものか。

○総務省
戻って確認させていただきたい。
２点目について 、新公立病院 改革プランを 今、策定して いる。その 後のことも含 めて今
後どうやって進めていくのかだと思う。
私どもは今、新 公立病院改革 プランについ て30年度まで に策定とい うことで地方 に要請
しているが、この 策定が済んだ 後、きちんと フォローアッ プをしてい かないといけ ないと
思っている。現在 の策定の段階 でヒアリング を行っている が、ヒアリ ングなどやり ながら
フォローアップをしていきたいと思っている。
その後、どのよ うな形で経営 していくかも きちんと見て いかないと いけないわけ だが、
その際には経営面 もあれだが、 地域医療構想 と絡んで今回 、プランを つくっている ので、
その視点もきちんと置いた上で検討していかなければいけないと思って いる。
３点目の支援ツ ールだが、上 下水道につい ては私どもで はなく、例 えば水道だと 厚労省
の支援ツールを使 いながら、現 場で水道の経 営戦略をつく るに当たっ て後押しした りして
いるので、そういう状況で現場で使われているところである。
病院の関係につ いては、基本 的にはほかの 上水道などと 違って、機 器とかになる ので、
試算の仕方はもっ と簡単なとこ ろもあって、 必ずしもそれ を使う形に なっていない ところ
もある。ただ、公 共施設の更新 費用の試算ソ フトを総務省 のホームペ ージに公表し ている
ので、それ自体が病院事業の施設関係では使えるところである。
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○厚生労働省
広域化の手引き の中にPPP/PFI の活用につ いて書いてい るかというこ とについては 、書い
てはいない。別途 、私どものほ うで官民連携 の手引きとい うものを作 成していて、 その中
で対応を図ってい る。また、今 回、水道法の 改正の中に、 大きな柱の １つとして広 域化と
コンセッションを 位置づける内 容を含めてい るので、そう いった中で 水道の基盤強 化に努
めていきたいと考えているところである。
インセンティブ に関しては、 交付金の中で いろいろなメ ニューを考 えながらコン セッシ
ョンなどを進めるような取り組みを実施しているところである。
支援ツールに関 しては、アセ ットマネジメ ントの簡易支 援ツールを 公表していて 、それ
を各水道事業者が みずからのデ ータを入力す ることによっ て、将来の 推計を得るこ とがで
きる。また、公表 についても今 回の水道法の 改正の中で、 水道事業者 に収支の見通 しを公
表する努力義務を 課すこととし ており、そう いう中で見え る化を進めて きたと考えて いる。

○委員
水道広域化検討 の手引きの中 に、改めて官 民連携の趣旨 をつけ加え ていただいて 、充実
させていただくことはできるのか。

○厚生労働省
今、どこをどの ように対応す るかというの は申し上げら れないが、 今後検討させ ていた
だきたいと思う。

○委員
簡易支援ツール について、私 も拝見したの だが、例えば 20年後、30 年後まで見据 えて計
算をするという観点では作られていないように思うが、その辺はいかが か。

○厚生労働省
データは40年以上先まで入力できるようにはなっている。

○国土交通省
広域化の３省連 携に内閣府を 加える件だが 、これは３省 の他に総務 省も含めて検 討を進
めていることもあるので、調整を図りながら検討していきたいと思う。
下水道の簡易支 援ツールだが 、これは現在 まだ開発中で はあるが、 使っていただ いて、
それで結果がオー プンになれば 、いろいろな 企業の方が見 られるよう になるので、 これは
もちろん自治体の 御判断もあっ て勝手にはで きないけれど も、できる ように努力し たいと
考えている。
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○委員
上下水道の事業 の関係という ことで財務省 から出ている 資料に関係 して、今後の 上下水
道の料金のあり方 についてどの ように考えて いくかという ことを関係 する省庁の皆 さん方
にお聞きしたい。 先ほどの財務 省からの説明 で受益者負担 を原則にし て、という話 がある
のだが、現状にお いては、はっ きり申し上げ てそれが２～ ４割ぐらい という話も出 ていた
と思う。目標年に ついては10年 後を見据えて なのか、それ よりももっ と前なのか。 要する
にどういった形で そこに持って いくかという ことについて 、というこ となのだが、 スケジ
ュール、工程表は どうなるのか 。いきなり２ ～４割から例 えば10割に 持っていくと いうの
は幾ら何でも無理 だと思う。ど のような形で どういうこと をしていけ ばいいのか、 工程表
みたいなものを、どこで誰が考えているのかということを教えてほしい 。
自治体にあとは 任せると言わ れても、正直 これはなかな か大きな話 だと思う。ど ういっ
た形でこれを進め ていくかとい うことについ て、関係省庁 の中である 程度決めてい っても
らう必要があると私は思うが、そこはどうなのか。
徐々に上げてい くのであれば 、徐々に上げ ていくように みんな考え ていってくだ さいと
言うべき。

○委員
関連するが、財 制審の資料に も出ているけ れども、下水 道のところ の負担がまだ 公費負
担が多い。下水道 の料金という のは自己負担 という形で上 げていかな いといけない と思う
ので、それを自治 体のほうで上 げてください というのはも ちろんなの だが、それを 引っ張
っていくために、 国はどのよう にすればいい のかという具 体策みたい なものは必要 かと。
返答はいいけれども、必要かと思う。
また、広域化をし ていくのもも っと加速して いけば、その 分、財政的な コストも助 かる
し、その後は包括的 な民間委託、さらにコンセ ッションとい う形になっ ていくとは思 うが、
包括的民間委託も 日本ではまだ 少ないところ が多いので、 それがどう して進んでい ないの
か、そこの要因分 析と、したと きの効果がど のぐらいある のかを見き わめて、その 効果に
見合うだけの補助 金は出しても いいのかなと 思う。さらに 、コンセッ ションは進め るとは
言っているけれど も、水道はな かなか進まな いのが現実で 、最終的に はガスとか電 気は自
由化されているわ けだが、水道 の料金を自由 に民間に決め させていい のか、そこに 対して
の国民的な納得感 みたいなもの がないと、な かなか実現し にくいし、 それが本当に いいの
かどうかとか、全 世界を見ても 水道の料金を 自由化してい るところは 少ないので、 そうだ
とするとコンセッションのやり方というのはどういう形が望ましいのか 。
浜松市もここで コンセッショ ンと書いてい ますけれども 、事実上は 包括民間委託 に極め
て近いような形で 、若干、民間 がリスクをと るというとこ ろがコンセ ッションの位 置づけ
ですが、コンセッ ションの本来 である価格の 自由設定によ るインセン ティブとか工 夫のあ
り方みたいなとこ ろはできてい ないわけなの で、それを水 道でやるべ きかどうか、 世界を
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見ればそこまでし ている例は少 ないと思う。 どういう形の コンセッシ ョンが包括民 間委託
から先でできるの かというとこ ろを、水道も 下水道も今後 考えていか ないといけな いのか
なと思った。特にコメントはなくてもいい。

○委員
２点あるが、ま ず１つは先ほ どの下水道に 関して、国交 省の資料の ２ページ目の 左側の
図を見ると、平均 と加重平均の 差を見る限り においては、 中小が非常 に厳しいとい うこと
が見てとれるのではないかと思う。
では中 小の 料金を 上げる のかと いうと 、こ れまた 結構厳 しい話 だなと 。で は中小 にPFI
をやるのかという と、これまた 厳しいなと。 そうすると中 小について どうするのか という
のは、この六百二 十幾つかやる という広域化 の中でも重点 的に見てい かないといけ ない話
なのかなと思う。 そういう問題 意識をお持ち だと思うが、 リソースを そういうとこ ろで割
くという方向があ るのか、また 、どのような 出口をお考え なのかとい うことを１つ 教えて
いただきたい。
２点目は総務省 に関して、公 営企業の経営 戦略の策定を 促している というのは、 まず自
分で考えるという 意味では重要 なことかなと 思うが、これ は策定した 内容について アドバ
イザーなり外部の 人が、精査と 言うか、もう 少しこのよう なやり方が あるのではな いかと
いう対話があって もいいのかな と。現在の所 は策定しない ところにア ドバイザーを 送る話
のような気がする が、でもこの ような中でい いものがあれ ば、それこ そ横展開する という
ことでもいいと思 うし、そこの あたりもう一 歩踏み込んだ 内容のこと というのは御 検討か
どうか教えていただければと思う。

○国土交通省
今、御指摘のと おり経費回収 率は全国平均 で出している が、中小だ けで見るとも っと低
い値になっている 。いろいろな 原因があるが 、中小の場合 、人口がど ちらかという とまば
らというのと、下 水道では経費 回収率は供用 を開始してか らだんだん 上がっていく 。どう
しても初期投資が 大きいので、 中小は事業着 手が遅かった という経緯 があって、ど うして
も中小のほうが厳しいということになる。
我々としても現 在でも中小市 町村のほうが 国の財政支援 のいろいろ な仕組みを手 厚くし
ているという現実 は一応ある。 ただ、今後人 口が減ってい くこともあ るので、改築 の時に
もちろん統廃合を 検討していた だくというの と、本当に下 水道がいい のか、場合に よって
は浄化槽のほうが いいのかとい うことをしっ かり考えてい ただくとい うことは進め ていき
たいと思っている し、統合のとき もハードで 統合、接続管で つなぐとい うだけではな くて、
ソフトの連携とい いますか、そ れは民間委託 が一番早いか もしれませ んけれども、 同じ人
が午前中こちらを 見たら午後は 違うところを 見るという仕 組みを考え ていきたいと 思いま
すし、料金が非常 に高くなって しまう場合は 総務省のほう の制度だが 、高資本費対 策とい
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うものがあるので、そういったことも活用させていただきたいと考えて いる。

○総務省
経営戦略につい ての御質問だ と思う。現在 、経営戦略を 策定してい て、その策定 の過程
でいろいろ知見が 足りないなど の話があって 、外部のアド バイザーな どを送ったり してい
るところである。 現場で苦労し ながら策定し ているところ である。も ちろん経営戦 略は策
定して終わりでは ないので、策 定したものの ローリングを する形にな っている。そ ういう
形で続く面がある 。また、策定 した後のフォ ローアップと いうことで 今後どうする か、私
どもも考えないといけないと思う。
フォローアップ のやり方とし てもちろんヒ アリングもあ るが、外部 の意見を入れ るかど
うか、いろいろな やり方がある かと思うので 、どのやり方 が有効なの かよく考えて 対応し
たいと思う。

○委員
総務省の資料の 中で、資料１ －１の２ペー ジ目に、公営 企業の経営 戦略の策定状 況と書
かれてあって、策 定済みという ところでそれ ぞれ把握され ているとい うことだが、 例えば
交通のような事業 だと、最近で すと土佐電鉄 が民間だった ものが三セ クになったと いうよ
うなことがある。 こういうこと を考えると、 例えば地方の 交通だとど んどんこれか ら経営
が厳しくなってく るから、救済 措置のような 手立てをとる のかとらな いのかという ことも
含めて、あらかじ め公営企業の 側から見たと きに、経営が 本当にちゃ んとしている のかど
うかすり合わせに 向けた目配り がきいている のか。三セク のところに 入ってきてか らいき
なりの議論とお考えなのか、その点についてお聞かせ頂きたい。

○総務省
経営戦略の中で 交通事業につ いての御指摘 だと思う。そ れぞれの交 通事業含めて 現場で
経営戦略をつくる に当たっては 、今後、持続 可能な経営形 態としてや っていけるの かどう
か、そういうこと も含めて、ま た、有効な経 営形態かどう かも含めて 御検討いただ き、そ
の中で投資の水準 をどうするか などを考えて いただいてい ることもあ る。今、御指 摘のあ
った点は、それぞ れの企業にお いてしっかり とお考えいた だくことに なる。特に交 通の事
業については、こ の資料の中で もあるが、私 ども昨年、公 営企業の経 営のあり方に 関する
研究会というもの があって、そ の報告書の中 で民営化廃止 なども含め ていろいろじ っくり
考える必要がある と書いている 。そのような ことも含めな がら、それ ぞれの企業で 十分に
御検討いただくことかと思う。

＜個別施設計画、公共施設等総合管理計画、国公有資産の最適利用につ いて＞
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○委員
まず、各省に共 通して提案あ るいは伺いた いことがある のだが、１ つ目、これか ら３年
間で長寿命化計画 を全部やり切 らなければい けないので、 膨大な作業 が必要だと思 うが、
やはり進捗管理が 必要なのでは ないかと思う 。市町村別に どの分野で は何割の個別 施設計
画が策定済みだと か、あるいは 何がどこまで 進んでいると か、そうい った横断的に 進捗を
一覧できる仕組み が必要なので はないかと思 う。マトリッ クスのイメー ジかもしれな いが、
そういったものをつくっていただけないだろうかということ。
加えて、これは 前半の議論と も絡むが、各 自治体は多様 な条件の中 で個別に集約 化、複
合化、PFI、長寿命化を選択 していると思 うが、そういった 手段をどの ような理由で 選択し
たのか。そういっ たことが比較 できるように すべきではな いかと思う 。各自治体の 個別施
設計画の主たる内 容を一覧でき るように、そ ういうことに 着手すべき ではないかと いうこ
とを提案させていただきたいと思う。
２つ目が、優良 事例あるいは 先進事例の横 展開について だが、ここ も前半のお話 に関連
するが、データと かエビデンス といったもの がそろってく るなかで、 計画策定とか 合意形
成にそれをどう活 用したのか。 そういったこ とについて把 握して、公 表して、横展 開に生
かすべきではないかと思うが、如何か。
３つ目、今後の 施設管理の方 針を決定する に当たって、 例えば長寿 命化、統廃合 、広域
化、いろいろな選 択肢があるが 、そういうこ とを決定する に当たって 参考となるよ うなベ
ンチマーク、水道 の給水人口だ とか、そうい った何かベン チマークの ようなものを 示して
はどうか。そういったことを提案させていただきたいと思う。
いずれにしても 個別施設計画 については、 自治体間とか 同一施設間 で維持管理、 更新費
を比較可能な仕組みとすることが必要ではないかと思う。
次に、これは資 料３でお伺い したいと思う 。総合管理計 画について 、中長期的な 経費見
込みを比較可能に する方策を検 討中という話 だが、中長期 的な維持更 新費の抑制に つなげ
ていくという意味 では、住民１ 人当たりの維 持管理、更新 費の見通し を比較可能に すべき
ではないかと思う 。具体的には 、４ページで 新潟、静岡、 浜松の例を 挙げていただ いてい
るが、これは１人 当たりの維持 管理更新費が 今後どのよう になってい くのかという 観点で
比較しようとする と、それはで きないわけで 、その辺の改 良をお願い したい。さら に、次
の５ページを拝見 すると、
「住民１人 当たり行政 コストの見え る化」と いうことがあ るが、
これは現状までで とどまってい るわけである 。やはりこの 平成27年の 後ろに、20年 後、30
年後の姿をプロッ トするという のが必要なの ではないかと 思うが、そ ういった検討 もいた
だけないかいうことを申し上げたい。

○委員
先ほどのお話の 続きになるが 、各個別施設 において受益 者負担とい うものをどの ように
考えるのか、もう少し明らかにしてもらう必要があるのかなという気が している。
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先ほどの上下水 道の話１つと っても 、PFI/PPPを進 めることで コスト削減を 図る一方 、受
益者負担のあり方 が実はこうい うふうになっ ていくんだと いうことを 中長期的に見 て明ら
かにすると、現実的な 話、PFI/PPPでコス ト削減をした けれども、実は 結果的には受 益者負
担を上げなければ いけないので 料金を値上げ していくとい うのは、と てもではない が、住
民の皆さんに説明 できないと思 う。PFI /PPPをやって おきながら 、実は 値上げしなけ ればい
けないというのは 現実的に非常 に厳しいだろ うと思う。つ まり、受益 者負担がどう いうふ
うであるべきかと いうものをち ゃんとはっき りしてもらわ ないと、こ れは現実問題 、進め
ることがなかなか難しくなるのではないかと私は思う。
もう一つは、そ うは言いなが らほかの施設 で受益者負担 というもの をもう少し突 っ込ん
で考えなければい けないものが あるのではな いかとも思っ ている。そ ういう意味で 環境省
のごみ処理につい て実態の状況 把握と説明さ れていたが、 ではどこの 自治体がごみ の有料
化をどの程度やっ ているのか。 それを優良事 例と捉えて横 展開すると いう考え方は ないの
かということだと思う。
つまりごみの処 理というのは 焼却しないほ うが環境には 絶対にいい はずで、そこ は違う
のか。例えばだが 。そうではな い、そんなの は有料化する べきではな いという話な のか。
実際、自治体の中 には、例えば 私のところで も一応ごみは 有料化して やっている。 例えば
どういう処理の仕 方がいいのか 、どれぐらい を受益者負担 にしていく べきなのかと いう議
論はされるべきで はないかと思 う。そういっ たことについ ての実態が どうなってい るかと
いうことは把握さ れているのか 。あるいはそ れに対してこ のようにし ていくべきだ という
ものがあるのかないのか。そのあたりについてのお話もできればお聞き したい。

○委員
まず国土交通省 の資料の中と か、ほかもそ うだが、長寿 命化計画が 策定されて、 いろい
ろ分野によって進 捗率が違うが 、この原因が 何なのか。そ こをどう分 析されている のか。
同じ進捗している ところとして いないところ で、これは総 務省になる かもしれない が、地
域間の自治体の事 情とか、どう いう事情が原 因でこの長寿 命化計画の 策定率に差が 出てい
るのか。そのあた りは全ての省 庁で分析され るともう少し 加速化の方 向があるのか なと思
う。
それから、総務 省のほうで老 朽化比率では なくて、新し い有形固定 資産減価償却 率が導
入されて、私も自 治体なんかに 行くと、これ を意識されて いるなとい うのはすごく 感じて
いて、これまでは 予算がないと どうしても老 朽化のところ を先送りし て、予算だけ とされ
ていたが、この指 標が出ること によって将来 負担比率との バランスみ たいなもので どう考
えればいいのかい うところを検 討されている ので、これは 良い傾向だ と思う。今後 どんど
ん多くの自治体が広がっていくと良いと思う。
委員もおっしゃ られたように 、減価償却比 率はそのまま 何もしなけ ればどのよう になる
のかという将来推 定みたいなも のは、相対的 に比較的しや すいかなと 。今の施設の まま置
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いておけば、それ を置いておく 場合と、今度 は新しくそこ のところの 何か取り組み みたい
なものをされたと きの差がどの ように出るの かとか、その あたりは将 来推計という か、何
らかのほかの省庁 の取り組みみ たいなものが 、どのように 施設計画の 変更でこの指 標に影
響を及ぼしたのか みたいなもの が、ここにど ういうふうに 集約されて いるのかとい うのが
見えてくると、も う少しそれぞ れどのように すればいいの かというの がわかるかな と思っ
た。

○委員
全部で３点ある 。まず文科省 の資料だが、 個別施設計画 の進捗をこ れから進めて いかな
ければいけないと いうことだと 思うが、集約 化、複合化と いう観点で 言うと、社会 教育施
設のほうの御説明 はあったが、 実のところも しかすると重 要なのは、 学校とスポー ツ施設
とか、学校と社会教育施設をどう考えるのかという論点かなと思う。
事例として例え ば、愛知県半 田市の成岩中 学校はスポー ツクラブと 一緒にやって いると
いう事例があって 、そういうと ころの事例を もっと広げて いくことで 、ストック管 理とい
うか、マネジメン ト上、かなり 削減される部 分があるので はないかと いう考え方と いうの
はどうか。そもそ も学校はかな り閉ざされた 世界であるこ とはわかっ た上で申し上 げてい
るが、そのような 開かれた取り 組みも実際の ところ、地域 の住民の努 力の中である わけだ
から、そういうも のを行政が取 り上げて好事 例として広げ ていくとい うのは、それ なりの
意味があるのではないかと思うが、どうかというのが１点。
２点目は農水省 の資料。これ は質問になる が、２ページ 目に個別施 設で優良事例 として
取り上げられてい るものを御説 明いただいた わけだが、背 景としてあ るのは耕作可 能面積
が減少したということかどうかということを１つ教えていただければと 思う。
最後に総務省の 資料３、既に 委員の御意見 があったとこ ろとかぶる ところがある と思う
が、この次の段階 として公共施 設等管理計画 の見える化と いうか、比 較していく中 で、４
ページ目の参考資 料でいうと、 計画期間がま ちまちであっ たりとか、 それぞれの自 治体も
非常に努力されて つくられてい る部分がある と思うが、な かなかどう 見るのかなと 。比較
というのだったら、それは難しいと思う。
その理由という のは、固定資 産台帳と違っ てそもそも項 目がフォー マット化され ていな
いので、各自治体 でそれぞれ項 目をつくった というのが経 緯だと思う が、まずつく っても
らうことが重要だ ったと思うが、この先のス テップとして 項目のフォー マット化とい うか、
ある程度標準化し ていったらい いのではない かというのが １点と、努 力すればする ほど実
は要するに真剣に 考えた自治体 ほどコストが すごく高く出 てしまう可 能性があるの かなと
思っていて、そこ のあたりがも しあるのだと すると、ちょ っと気の毒 だなと。そう いうと
ころも多分やり方 の標準化みた いなことをや ったほうがい いのではな いかという感 じもす
るが、次のステッ プとしてどの ような展望を お持ちなのか ということ を教えていた だけれ
ばと思う。
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○委員
まず文科省につ いて、毎回言 っているよう で恐縮だが、 スポーツ施 設についてで ある。
特に野球場とかそ ういったよう なもの、体育 館とか、自治 体をまたが ったところで どうや
って統合していく のかというの は難しいと思 うが、どうい う形で協調 して統合を図 ってい
くのか。自治体を 越えたところ でどういうこ とを考えてお られるのか ということ。 これを
１点、お聞きしたい。
林野庁だが、林 業関係でイン フラ長寿命化 というのは必 要不可欠だ と思っている が、例
えば作業道みたい なものですと 、１回使うと 施業が終わり 、そんなに 長寿命化しな くても
いいではないかと いうこともあ ろうかと思う 。長寿命化の ネットワー ク上の重要度 によっ
ても当然考え方は 違っていると 思うので、こ のあたりにつ いてどれぐ らい詰めたお 考えで
実施しようとされているのか。これをお聞きしたい。
国土交通省にお いては、当然 道路のネット ワークだと国 道、県道、 市道、町道と いうふ
うにあるわけで、 複数の道路が 組み合わさっ てネットワー ク機能を発 現するという ことに
なるから、これら のそれぞれの 自治体あるい は国、県の道 路を横断的 にまたがった 形で、
どういう順番で長 寿命化を優先 的にやってい くのかといっ たような検 討をしていく ことは
必要不可欠だろう 。そうしたと ころに関して 横展開の調整 についてど のようにお考 えなの
かということをお聞きしたい。
最後、総務省 について 、この公共施 設等の総合 管理計画は最 も重要だと思 うが、こ こは、
横で情報が集まっ てくる。実際 には縦側のほ うに情報を戻 して、要す るに地公体の 中の教
育部門だとか、あ るいは都市整 備部門だとか 、そういうと ころに戻し て、お互いの 情報を
共有して、さらに 効率化を図っ ていくといっ たところにど うつなげて いくのかとい うとこ
ろが非常に重要か と思う。計画 情報を集めれ ば、計画を立 てたような 気にはなるが 、そこ
から一歩、二歩進 めていくとい うところに関 してどういっ た手立てを お考えなのか 、お聞
きしたい。

○委員
質問ではなく全 体を通じた意 見、コメント である。前半 の議題であ る先進・優良 事例の
展開促進という観 点から、さま ざまな取り組 みをしていた だいている ことは大変よ くわか
ったが、この委員会 が推進するミ ッションを 負っている改 革の原点に立 ち返って考え ると、
きょうのお話はイ ンプットの部 分がかなり多 い。公営企業 の経営比較 分析表の見え る化だ
とか、さまざまな 行政サービス の広域化・共 同化の事例集 だとか、文 科省からも文 教施設
に関係してくる学 校に関する適 正規模の手引 きだとか、農 水省からも マニュアル、 ガイド
ライン、手引きと いうお話がか なりあった。 いろいろな支 援ツールも 準備している という
お話だった。特に 事例集という のは、作成し て、ウエブに 載せて、周 知をして、場 合によ
っては研修会をや ってというお 話だが、改革 のインプット をアウトプ ット、アウト カムに
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結びつけていく段 階に徐々に入 っていかなけ ればいけない 。そういう ことを考える と、き
ょう一部にはこう いうよい事例 があるという アウトカム的 なお話もあ ったが、イン プット
とアウトプット・ アウトカムと の間が重要で ある。こうい う取り組み をしていただ いてい
る結果、それがど のように活用 されているの かや、現状の 改革手段が どのように使 われて
いて、どこに課題 があるのか。 そういう御説 明に今後シフ トしていっ ていただける と改革
が進んでいるかど うかの評価が 可能となり、次に何が必要 かという議論 に結びつくと 思う。
全体的にきょうはそういう感想を持ったので、コメントとして申し上げ たい。

○文部科学省
個別施設計画の 策定率につい ては、文教施 設は非常に小 さい値であ り、急がなけ ればい
けないと考えている。
これまで27年度 を目途に、特 に安心・安全 という観点で 耐震化を進 めてきたとい う観点
があって、特に構 造的な耐震化 を進めてきた 結果、老朽化 が残ってい るという状況 で、そ
ういうことがあっ たために公共 施設の総合管 理計画は28年 度までとい うことで、そ れもぎ
りぎりになって、 その後、今年 度から個別施 設計画が進め られている というのが現 状であ
る。
やはり施設数が 非常に多い。 公立小中学校 だけでも３万 校程度ある ので、その中 で施設
の数はさらにその 数倍あるので 、そうい った中、それから、児童生徒数 が減っている 中で、
学校としては地域 の核となるコ ミュニティー であるとか、 ９割以上が 避難所に指定 されて
いることもあって 、なかなか将 来的にどうす るか地域の合 意が得られ ないような状 況があ
って、この個別施 設計画という のが遅れてい る状況である 。ただし、 先ほど申し上 げたよ
うに、ソフトもつ くって配布し て、それで各 都道府県の担 当の方に研 修を進めたり という
ことも積極的にや っているので 、当然 、平成3 2年度までに1 00％という 目標で頑張っ ていき
たいと思う。出て きたものがま だ４％なので 、それをどの ように分析 するかといっ たこと
については、まずはつくっていただくのが先決かなと考えている。
複合化について は、これも実 際に実例とい うものが出て きている。 特に文教施設 の中で
言うと社会教育施 設、公民館で あるとか、そ ういうものと 学校との複 合というのは 、これ
からはある程度一 般的とは言わ ないけれども 、事例として は非常に増 えてくるので はない
か。実際にもある 。それから、 今回解説書と いうものをつ くったけれ ども、その中 でも複
合化の事例という のは載せてお りますので、 そういったこ とも含めて 公立学校、社 会教育
施設、それぞれの 個別施設計画 というよりは 、市町村の全 体の公共施 設、それは文 科省だ
けではなくて他省 庁も含めてだ と思うが、そ れを全体のコ ストとして どう考えてい くかと
いうことを考えないといけないと思う。
文科省としても 長寿命化計画 というのは特 に今、力を入 れていて、 これまでだと 改築を
する建物であった ものを、構造 体も含めた全 体の改修をし て長期間持 たせようとす ること
によって維持管理 コストが低く 抑えられると いう観点なの で、それと 複合化も含め て維持
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管理、ライフサイクルコストの削減に取り組んでいきたいと考えている ところであ る。

○文部科学省
まず個別施設計 画の中で今の 答えとも若干 かぶるが、学 校とスポー ツ施設につい て一体
的に考えるべきで はないかとい う御指摘をい ただいた。私 どももスポ ーツ施設のス トック
適正化ガイドライ ンでは、２段階 に分けて個 別施設計画を つくるという 構成を示して いて、
まず１次評価につ いては個別の 施設について 現況の評価、 どれくらい の安全性、機 能性、
経済性と評価する が、その次と してスポーツ 施設の環境評 価を行い、 人口動態を踏 まえた
地域全体の総合的 な方針を定め ることにして いる。このと きには、も う一つの質問 とも共
通するが、スポ ーツ施設は 、学校体育 施設が６割 を占めており 、これら の関連も踏ま えて、
２次評価を行って 、そちらも利 用できるかど うかも踏まえ た上で個別 施設計画をつ くるこ
ととしている。そのようなガイドラインになっている。
もちろん同じ地 域の中に市の 施設、県の施 設、国の施設 、民間の施 設、隣の市町 村に同
じような野球場が ある場合があ る。こちらも ２次評価であ わせて検討 していく。場 合によ
っては情報共有の 場を設けるな どして計画を 立てるように 、無駄のな い計画を立て るよう
にというガイドラインにさせていただいている。

○厚生労働省
まず個別施設計 画について、 市町村で横並 びを揃えると いうことだ が、水道事業 者毎に
水道事業ビジョン という給水区 域全体含めた 将来のあり方 をデザイン した計画を作 成いた
だいており、こう いったものを 全ての水道事 業者で横並び をみるとい うことは、な かなか
難しいと思われる 。水道事業ビ ジョンのアウ トプットとし て区域の統 合や、施設の ダウン
サイジング・統合 といったもの が出てくるが 、そのアウト プットを地 域懇談会だと か、情
報共有のプラット フォームの中 で紹介しなが ら加速化を図 っていく形 をとっている ところ
である。
また、今後の施 設の管理に関 するベンチマ ークについて 、水道事業 は、それぞれ の地域
毎に長い間、水を 求めて今の形 が成り立って きたというこ とで、これ が今、一概に どのく
らいの数まで統合 するだとか、 そういうこと を、申し上げ るのはなか なか難しいと ころで
ある。ただ、水道 法の改正の中 で適切な資産 管理を行うこ とや、都道 府県主導によ る広域
連携の枠組みを整 理しているの で、こういっ た取り組みを 通じながら この課題に対 して取
り組んでいきたいと考えている。

○農林水産省
農業水利施設について説明する。
まず個別施設計 画の進捗につ いて、対象と している基幹 水利施設と いうのは国あ るいは
県が中心につくっ ており、私ど もは都道府県 単位で進捗を 把握してい る。進んでい るとこ
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ろとそうでないと ころがあって 、個別施設計 画の策定が進 んでいるの は県のみなら ず、土
地改良区あるいは 市町村といっ たところが全 県的な組織を つくってい る。その一方 で、遅
れているのは施設 数がかなりた くさんあって 、マンパワー 的に厳しい というものが あるの
で、先駆的な事例をより広く紹介していくことで底上げができたらと考 えている。
個別施設計画を 分析等々して いくというこ とだが、私ど も行政がつ くった農業水 利施設
は、基本的に受益 農家が土地改 良区を組織し て、受益農家 の負担をも って管理して いくこ
とがあって、PFI等々につ いてはほかの 事業とは違う のかなと思 っているし 、水のつ ながり
がないところが合 併というと難 しいことがあ る。ただ、私 ども施設の 統合は行って いるの
で、こういうもの はしっかり事 例紹介してい きたいと思っ ているし、 個別施設計画 につい
ては、長寿命化に よってコスト がどれだけ削 減されるかと いうところ をしっかり調 べてい
ければと思っている。
それと委員から ２ページの事 例について、 農地面積の減 少が契機か ということだ が、確
かに一部、若干変 動はあるが、 ここの事業化 の契機は、見 づらいのだ が、小さな頭 首工が
あって河川の流況 が不安定でな かなか安定的 に水がとれな い。あるい はポンプ場は 維持管
理費がかかるとい うことがあっ て、古くなっ たので水も安 定し、コスト 縮減が図れる よう、
上流に水源をつくり、合わせたという経緯で、農地面積では必ずしもな い。
あと、個別施設 計画をつくっ て、アウトカ ムはどうなの かというと 、農業水利施 設につ
いては事業化とい う過程がある 。私ども個別 施設計画をつ くって非常 に緊急的な整 備が必
要ということにつ いては、土地 改良長期計画 でもその実施 率を定めて 更新しており 、事業
化を進めていきたいと考えている。

○農林水産省
治山施設と林道 施設の個別施 設計画策定の 進捗状況につ いては、国 直轄で管理し ている
ところの進捗率は 高いが、都道 府県、市町村 は低位なので 、そういう ところは指導 や人材
育成を行いながら、2020年までにはきちんと仕上げたいと思っている。
それから、作業 道についての 御質問があっ たが、作業道 は一時的な 施設というこ とで、
個別施設計画の対象としていない。
ただし、作設に当 たっては林地 保全の観点か らできるだけ 地形に沿い作 設するなど 、壊
れない丈夫な道づ くりを心がけ ており、そう いったつくり 方についての 技術基準の作 成や、
都道府県や市町村への技術的な指導を行っている。

○国土交通省
まず初めに個別 施設計画の策 定状況のばら つきだが、施 設ごとで県 が多く持って いると
ころとか、市町村 が多く持って いる施設とか 、いろいろば らつきがあ る。特に市町 村のほ
うは技術者が少な い。逆に施設 は広範囲に計 画をつくらな いとだめだ ということで 、そう
いう体力的なとこ ろもあるのか なと。さらに は施設ごとで 点検するに しても、その 点検の
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技術に大分難易度 があるものと か、軽微なも のでできるも のという違 いもあろうか と思っ
ている。ただ、押 しなべて我々 国のほうでし っかり支援を して、32年 までにできる だけ早
く策定できるようにしていきたいと考えている。
そういう形なの で、個別施設 計画について の策定状況を 市町村別で ということで 進捗管
理というのは我々 も必要だと思 っているし、 さらに単につ くったとい うわけではな くて、
個別施設計画は26 年からつくり 始めているの で、初めのこ ろは本当に 点検計画みた いなも
のだったが、近年におい てはLCCの考え 方とか 、我々として もいろいろ な考え方をま とめて
きているので、直 轄でのそうい う考え方をち ゃんと市町村 にお伝えす る中で、より 充実し
たようなものがつくれるように我々としても支援をしていきたいと考え ている。
そうした中でベ ンチマークと か横展開とい うお話もあっ たが、廃止 ・統合のベン チマー
クというのは非常 に難しいかと 思うが、さま ざまな面でい い事例をよ り積極的に伝 える中
でレベルを上げていきたいと考えている。
委員から御指摘 があった、特 に道路のネッ トワークのお 話であるが 、確かに道路 は国、
県、市という形で 管理者がまた がっているの で、連携が必 要だと思っ ている。ただ 、国、
県、市それぞれ求 められる機能 が若干違うの で、その機能 を認識した 中で、ただ、 その道
路については各県 ごとぐらいで しっかり施設 管理者で議論 する場があ るので、そう いうと
ころで長寿命化の 計画の策定支 援だけではな くて、いろい ろな幅広い 業務をしてい く中で
問題を解決していきたいと考えている。

○環境省
まず個別施設計 画の策定状況 である。廃棄 物処理施設に ついては、 大体30年ぐら い皆さ
ん、施設を維持さ せていて、一 方で平成１桁 台から平成15 年ぐらいに かけて一時期 、非常
に更新需要があっ た。ダイオキ シン問題が発 生し、処理施 設をダイオ キシン問題に 対応し
た新しい処理施設 にしたいとい うことで更新 をした時期が あり、ちょ うどそこから2 0年ほ
どがたち、新しい 更新時期にあ る。この５年 間は、やはり 広域化、集 約化を私ども として
も進めたいので、 どういった形 でそういった 30年もつよう な施設につ いて、個別施 設計画
で長寿命化あるい は広域化とい う形をとって いくのかとい うことを少 し工夫して考 えたい
と思っている。
先ほどの横展開 、ベンチマー クに関しても 同様で、ほか の施設と違 って自分で言 うのも
あれだが、典型的 な迷惑施設な ので、どこか の市と比較し て全く同じ ようなことが できる
かというと、違う と言われると ころがある。 さはさりなが ら、いろい ろな市町村で さまざ
まな廃棄物処理施 設を分担しな がらやってい くというよう なこと、そ ういったこと を優良
事例として広めていくことができればと思っている。
ベンチマークと して１つある のは、私ども 国のほうは市 町村がつく る廃棄物施設 に関し
て交付金という形 で財政支援を している。そ の財政支援の メルクマー ル、ベンチマ ークの
１つが人口５万人 以上で、こう いう要件をか けている。人 口減少の中 、人口５万人 を割る
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ようなケースにつ いては、国か らの財政支援 が必要という ふうに考え れば、隣の市 町村と
一緒にやっていくということを考えざるを得ないようなシステムという のは１つあ る。
それから、委員 からちょうど ごみについて 特に御質問を いただいた 。恐らく委員 のおっ
しゃった有料化と いうのは、ご みの手数料で はないかと思 う。ごみ処 理に関しまし てはほ
とんどの市町村が これを一般財 源で行ってい て、受益者負 担という形 で整理するこ とは非
常にこれまでも難 しかった。た だ、手数料を とっている自 治体はほぼ ８割ある。あ るいは
事業系のレストランなどから出る場合について、ほぼ９割これをとって いる。
この有料化は何 のためにやる かということ だが、全体と しての廃棄 物量の減少に ついて
は、これは非常に 有効な手だて だと思ってい て、私どもの 廃棄物処理 法に基づく基 本方針
においても、昨年 、市町村の計 画の策定指針 の中に、有効 な手段なの でとってほし いとい
うことを非常に前向きに書かせていただいた。
さまざまな手だ てを講じて広 域化、集約化 を図っていき たいという 気持ちは、先 ほど委
員からおっしゃら れた温暖化対 策というもの でもある。焼 却処理とい うのは、1990 年代は
日本あるいはスイ スといった非 常に国土が狭 小な地域、国 に限られて いたが、21世 紀にな
って欧州各国も、 焼却処理をす るものはする ということで 転換を図っ ている。これ はなぜ
かというと、焼却処理をしないと生ごみをそのまま埋め立てることにな るからであ る。

○委員
それはいい。そ れはわかって いるから。要 はリサイクル に回すよう なインセンテ ィブを
働かせるためには 、焼却ごみを なるべく減ら したほうがい いでしょう という意味で さっき
申し上げた話だから。今は、根本的な話は結構である。

○環境省
基本的にはまず リサイクルに 回し、リサイ クルに回せな いものを焼 却処理すると いう努
力を続けている。こ ういった努力 もまた広域 化、集約化につ ながるもの と思っている ので、
御指導いただければと思う。

○委員
だから埋め立て ごみになって しまうと、先 ほどの最終処 分場もなか なか見つけに くい中
で、それをなるべ く長寿命化さ せるという意 味から言って も、燃やせ るものは燃や せるよ
うにしようというのは当然だと思う。

○総務省
まず１人当たり のインフラ維 持管理、更新 費の見通しに ついてとい う御指摘だっ た。少
し見にくいかもし れないが、こ の主たる記載 内容を一覧表 にしたもの に各団体の総 人口の
見通しと維持管理 、修繕、更新 等にかかる経 費の見込みは 一応、記載 をされている ので、
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地方公共団体なり 第三者の方が 、それらを用 いて機械的に 一人当たり の維持管理等 にかか
る経費の見込みを算出することは可能となっている。
ただ、私どもと しては推計の 前提条件が異 なるというこ と、それか ら、現段階の 計画な
ので、策定の段階 で把握可能な 公共施設の状 況等を踏まえ た策定とい う状況である ので、
この見込みについ てまだ大まか な推計値であ るところが多 いように思 っている。な ので、
現時点で単純に比較することは適切ではないと認識している。
委員からの御質 問とも重なっ ているので一 緒にお話する と、では今 後、計画本体 をもう
少し標準化すべき ではないかと いう御指摘が あった。計画 本体につい ては、地方公 共団体
が保有する施設の 種類とか、状 況がかなりさ まざまである し、また、 この計画その ものが
地域の実情に応じ て自立的に、 自主的に定め ていただくも のであるの で、これを完 全に標
準化するというのは困難だと思っている。
では具体的にイ ンフラ維持管 理、更新費の 見通しの比較 可能性を高 めるって何を するん
だということだと 思うが、私ど もが今考えて いるのは、先 ほど、御説 明した経費の 見込み
の精緻化という流 れを推し進め るとともに、 今後、地方公 共団体が総 合管理計画を 改訂す
る際に、そもそも 彼らが判断で 決めた中長期 的な維持管理 、更新費の 見込みとは別 に、例
えば当面の一定期 間、10年なのか 20年なのか、それは今後検 討させてい ただこうと思 うが、
区切った中長期的 な経費の見込 みも記載する ということ、 あるいはそ れをもう少し 比較可
能にするために、 例えば公共建 築物とインフ ラ施設とか、 普通会計と 公営企業会計 とか、
基本的な区分は分 けて整理をし てもらえない か要請するこ とによって 、具体的な経 費をき
ちんと把握して、 比較可能性を 高めることは できないかと いうのを今 、検討しよう と思っ
ているところである。
次の減価償却比 率の老朽化の 比率の御指摘 があった。長 寿命化のほ かの対策の効 果がど
のように反映されるのかというのを研究してはどうかというお話もあっ たが。

○委員
27～30は将来に 向けた推計を 入れていくの か。先まで入 っているけ れども、だと すると
もっとこの図を延ばすとか、そういうことか。

○総務省
まだストック情 報が整ってい ないのでイメ ージだけで書 いているの で、少しミス リード
な表現になってい るかもしれな い。将来を書 くというより は現在の状 況を書くとい うのが
基本である。

○委員
でもこれはある 程度将来まで 、今のまま置 いておけば幾 らになるか 、ある程度見 通せる
のでは。ほかの指標よりも。そうではないか。
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○総務省
数字的には不可能ではないかと思う。

○委員
皆さんの省庁の 取り組みが反 映されて、実 際はこうだっ たけれども 、今回頑張っ て下が
りましたみたいなものが見えるといいかなと思っている。

○総務省
そこは少し検討 させていただ くが、減価償 却比率そのも のの性格が 、どうしても 減価償
却という会計上の 仕組みの中で 成り立つもの であるから、 必ずしも長 寿命化でうま く使え
るということが、 この比率に反 映されるかど うかというの は私の時点 でどうかなと いう疑
問もあって、そこは研究させていただく。

○委員
長寿命化すると 減価償却が減 るというイメ ージになるの ではないか 。会計上その あたり
のリンクもまた検討していただきたいと思う。

○総務省
もう一つが地方 公共団体の庁 内の体制の御 指摘について 、各分野の 取り組みを情 報共有
して、個別施設計 画の状況も含 めて総合管理 計画とリンク させて、改 訂もきちんと してい
くというような取り組みをすることは非常に重要だと思っている。
私どもが示して いる指針の中 でも、全庁的 な取り組み体 制をきちん とやってほし いとい
うことも示してい るところであ る。ただ、必 ずしもそうな っていない 地方公共団体 もある
かと思うので、き ちんとやって いる団体の事 例等も把握を して、うま く情報展開で きるよ
うに、横展開できないかというのは検討していきたいと思う。

（説明者入れかえ）

＜先進的な業務改 革の取組等及 び歳出効率化 効果等の改革 工程表の沿 った定量的な 把握に
ついて＞

○委員
まずクラウドだが、歳出効率化効果というところでお伺いしたい。歳 出効率化の 成果に
関するKPIの把握について、定量的な把握をどのように進めていくのか というのが１ 点。
２点目が、単独クラウド・自治体クラウド別、あるいはクラウド導入 対象業務の 数とか
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範囲別に、どのように歳出効率化効果が違うのかというところをお示し いただけな いかと
いうことである。
次に、窓口業務の民間委託についてだが、ここも歳出効率化効果が非 常に気にな る。例
えば、９ページ で、モデ ルプロジェク トの実施団体 ごとに「歳 出効率化効 果を把握・公表」
とあるが、ここは金額ベースで把握して公表していただけるのか。それ から、10ペ ージも
そうだが、歳出効率化効果の定量的な把握というのはどのように進めら れていくの かとい
うことをお伺いしたい。
それから、少し違う観点で、13ページで地方独法に窓口業務を行わせ ることがで きる仕
組みが来年度から開始ということだが、具体的にどの程度の自治体が準 備を進めて いるの
か。それから、総コストが抑制できるような仕組みになっているのかど うか、その 辺をお
伺いしたい。

○総務省
自治体クラウドの関係では、２点あり、１点目、歳出効率化のKPIの把 握をどう進め て
いくかということについては、工程表で今年度内に自治体クラウドを構 成している5 6グル
ープにおける歳出の効率化の成果の測定方法の検討結果の公表というこ とが書いて あるの
で、このことについて現在、検討を進めさせていただいている。
その検討に当た っては、例えば 複数の団体 が順次共同化 するというパ ターンもある ので、
そのときに基準年度をどうとるかといった観点だとか、比較に用いる前 後の年度の とり方
で過去の実績を対象とするのか、もしくは旧システムを今後も使い方次 第で使って みた場
合にどれくらいの費用なのかという、そういったことも含めて今、検討 を進めてい るとこ
ろであるので、工程表にのっとりこの結果の公表はやらせていただきた いと考えて いる。
２点目の、共同か単独か、もしくは業務別で歳出効率化の効果を見ら れないかと いうこ
とだが、まず業務別ということで申し上げると、業務別に契約をしてい るわけでは なく、
パッケージで入れているということもあるので、なかなかそこを切り分 けるのは難 しいと
考えている。例えば、今申し上げた56グループの構成団体数だとか、人 口だとか、 そうい
ったことはわかるので、そういった横の分析もあわせてできないかとい うことは検 討して
みたいと考えている。

○委員
単独かどうかというのは。

○総務省
工程表のほうで私 どもの対応と して書いてい るのは、56グ ループの歳出 効率化の効 果で
あるので、まずは共同のところの歳出効率化の測定方法の公表を行いた いと考えて いる。
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○総務省
窓口業務の関係で 、モデルプロ ジェクトにつ いての歳出効 率化効果につ いて、金額 ベー
スのものが出るの かというお尋 ねであるが、 それぞれBPR をやっていた だいている団 体は、
歳出についてもどういった効率化が出るかということをもちろん考えた 上で、お取 り組み
いただいている。ただ、目標はそれだけではなくて、待ち時間を減らし たりとか、 満足度
をふやしたりといったことも含めてそれぞれでやっていただいていると いうことで 、金額
ベースのものも含めて、ただ、金額ベースの意味合いが団体によってそ れぞれ違っ ている
ものがあるが、いずれ何らかのものは基本的には出していただくようお 願いしたい と思っ
ている。
それから、地方独法の関係である。付属資料で参考資料の13ページ、 最後のペー ジにつ
けさせていただいたが、この６月の通常国会で地方独立行政法人法を改 正して、こ れまで
病院だとか大学といったものを別の法人に持っていくというようなこと で使われて きた地
方独立行政法人について、窓口関連業務もできるようにするという法改 正をして、 しかも
一番下の○に書いているが、連携中枢都市等の大きな都市が周りの小さ な団体の窓 口業務
も含め、全ての団体が設立団体にならなくてもまとめて外の法人に出せ るというよ うなこ
とも可能にした。
必ずしも小さな団体では民間委託というのが簡単に進みにくいという 部分がある ので、
そういったものを補える部分と、あと、上に書いているが、審査決定の 部分は自治 体職員
がやらなければいけないという民間委託にはそういった部分があるので 、そこの部 分をま
とめて自治体が出資しているこの法人だったら全てできるので、効率化 を図れる部 分があ
るだろうと考えている。
どの程度の自治体がということだが、６月に法律が通ったばかりとい うこともあ り、い
ろいろなブロックでの説明会だとか、我々としてはこの制度をよく知っ ていただい て、働
きかけ等を今やっているところであり、数として把握できている状況で はない。
総コストについても、例えばこれは地方独立行政法人になると、必ず しも給与レ ベルに
関しても、今までの自治体と全く同じにする必要はない。公務員型、非 公務員型が あるけ
れども、非公務員型というのが基本的には通常のパターンであるので、 そういう意 味では
柔軟な雇用体系を工夫いただけるものではあると考えている。

○委員
まず、歳出効率化 効果について 、10ページで 、プロジェク ト実施団体以 外の自治体 につ
いても、窓口業務改革実施後の実績ベースで把握できる歳出効率化効果 については 公表す
る、と最後の一文にあるが、ここも金額、定量的な把握という理解でよ ろしいか。

○総務省
そういったものを含めたものを出していただきたいと考えているので 、それぞれ 自治体
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によって、繰り返しになるが、数字の意味合いは相当異なっていると思 うけれども 、何か
しらの効率化効果について、ほかの効果も含めてお聞きできればと考え ている。

○委員
それから、独法だが、常識的に考えれば総コストが抑制できるからこ そやるのだ ろうと
思うが、そこは特に仕組みとして入っているわけではない。総コストを 抑制するよ うにと
いうことが仕組みとして入れられているとか、規定されているというこ とではない 。こう
いう理解でよろしいか。

○総務省
地独法の仕組みの中に入り込んでいるということではなくて、あくま でも行革の 一環と
してそれぞれ自治体としてその制度を使うということであるので、もち ろんコスト の面も
意識してやられると思う。それは当然のこととして我々は考えている。

○委員
今の話に関連して、悩みみたいな話で恐縮だが、例えばコンビニにお ける住民票 交付み
たいなことをみんなで進めるか進めないかというような話で考えたとき に、本当に これが
コスト削減につながっているかどうかというところが、なかなか見えに くいような 気もす
る。ある程度そういったところに行く人のロットがあれば、もちろんそ のスケール メリッ
トが働くというのはあるが、果たしてそのようになるかどうかという将 来的な見通 しをど
のように持ったらいいのか。正直言って、窓口で普通に住民票を交付す るよりも、 コンビ
ニ交付のほうがはるかに１枚当たりの交付コストが高くなってしまうこ とが現実に あると
思う。そういうもの はどのように 考えていっ たらいいのか というところ が目下悩みで ある。
それについて何かお考えがあれば教えてほしい。

○総務省
コンビニ交付そのものについてお答えするのは難しいが、一般論とし て、できる だけ電
子化を進めていったり、手続にかかる人件費を減らしていくことは方向 性としては もちろ
んあろうかと思う。ただ、その中で必ずしも全ての団体ができるわけで はないとい うのが
さまざまな分野においてあると思うが、いずれ遠い将来というか、近い 将来かもし れない
が、一定の期間の後にはあるべき姿に持っていく、その中間段階として は実際に例 えば民
間委託する際にも、すぐに効率化するわけではなくて、何年かすると現 実にメリッ トが出
てくるということも聞いている。途中段階ではある程度コストがふえる 部分がある けれど
も、長期で見ればコストは減っていくことがあろうと考えている。

○委員
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まさにそういったことを見える化して、自治体に横展開して、これは 進めたほう がいい
よということであれば、そういう情報を流してもらえればどうかと思う 。

○総務省
モデルプロジェ クトも含め、実 際に最初にB PRでこういっ た効果が出 ると思ったと しても、
そのとおり必ずしも出るわけではない。しかもその中途段階ではコスト がふえる部 分、予
期していなかったコストがふえる部分もあるという御苦労は多分あると 思うので、 個別の
団体の悩みをほかのいろいろな団体に共有してもらうということを進め ていきたい と思っ
ている。

○委員
２点あるのだけれども、１つは業務の関係で、随分進められているが 、研究者と いうか
アカデミックな人を入れて、委託しても大したお金はかからないと思う 。どのよう な効果
があったのかということをシステムの実際に設計する段階からかませて あげて、調 査させ
ると結構効果推計は真面目に彼らはやるのではないかと思う。そのよう なことを全 部のプ
ロジェクトにやるかどうかは別にして、既に進められているわけだから 、次、新規 に始ま
るものについて入れてみるとおもしろいのではないかと思うのだが、そ ういうアイ デアは
どうなのかというのが１点。
２点目だが、資料５でいただいた国庫支出金のパフォーマンス評価は 重要だと思 う。新
たに創設されたものについて特に力を入れてやっていくというのも重要 だと思うが 、これ
までの議論を踏まえると、要綱の段階からきちんと見ていったほうがい いのではな いか。
要綱の段階からデータをとるようなことをしつつ、自治体にどのような ことをやっ ている
のか調査したほうがよいというのは、多分これまでの議論の経緯で出て きた議論だ と思っ
ている。そういう意味でもぜひこれまでを踏まえて次のステップに進め るといいと 思う。

○委員
クラウドは本当にいい取り組みで、やらない理由がわからないぐらい の感じだが 、導入
市区町村数というのは高止まりしている感じなのか。まだもっとふえた ほうがいい と思っ
ているが、そのあたりはどうなのか、一方でセキュリティーも気にはな るのだが、 これが
大丈夫だとすると 、あと はクラウド2.0 というわけで はないが 、データ が標準化され ている
ので、AIを使ったような業務のミドルウエアというか効率化、自動化と いうところ で、さ
らに市区町村の財政効果を高めることも可能かと思う。こういったとこ ろの検討は 進んで
いるのか、この２点をお願いする。

○総務省
業務効率化について、アカデミックの方に入っていただいてというお 話であるが 、もち
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ろんそれぞれの団体、このモデルプロジェクトの中で団体だけでやって いるわけで はなく
て、専門家の方々、民間企 業なんかでBPR をやってきた 方々に入っ ていただいて、一 緒にな
って考えているので、そういう意味では効率化をどのように見ていくの かというこ とにつ
いても、その人たちの意見をかなり入れて、いい数字を出していくこと はやってい る。

○委員
そうすると、定量的な数字はかなり出せるはず。

○総務省
一定の仮定ではあるが、それに基づいてこういった条件のもとにこう いった数字 である
ということは出せる。

○内閣府
パフォーマンス指標の関係、委員からいただいた御指摘を踏まえて検 討したい。

○総務省
クラウドの数については、増やしていくという方向で取り組んでいる 。
２点目のAI等を使ったデータを活用した歳出効率化ということだが、 私の室では そこま
では取り組んでいないが、いわゆるオープンデータの流れだとか、デー タ標準とか が進ん
でいくので、クラウド化が進む中においてオープンデータの活用なども しやすくな る環境
が整うのではないか。各省においていろいろ行政分野ごとのオープンデ ータの施策 が進ん
でいるので、そういったところと軌を一にして、こういったクラウドも 進めていく ことに
なるかなと思っている。

○委員
これだけ自治体が入っているから、もう一歩進めてもいいのではない かという気 は率直
にした。
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