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（概要）

＜コンパクト・プラス・ネットワークの推進及び空き地・空き家の有効 活用につい て＞

○委員
まずコンパクト・プラス・ネットワ ークについて 、１ページ 、KPIを 見直して上方 修正し
ていただいて大変 ありがとうご ざいます。そ の上で市町村 の規模別に はわかるのか 。そう
いうデータはあるか。

○国土交通省
あるので後日提出させていただきたい。

○委員
では、それを後 でいただきた い。そのうえ でだが、立地 適正化計画 を作成する市 町村数
の目標値を300に上 方修正すると はいえ 、市町村の数 はまだまだ 多いので 、さらに増 やして
いく必要があるの ではないか。 特に人口が大 きく減る町ほ ど立地適正 化計画が必要 なので
はないかと思う。 例えば、人口 が２割以上減 る自治体でそ の計画策定 を促すという ことが
あるのではないかと思う。
たしか都市計画が あって、その 都市計画の範 囲内に立地適 正化計画をつ くると承知 して
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いるが、そうする と都市計画を つくっていな い自治体とい うのは、そ もそも立地適 正化計
画の対象にならな いということ になると思う が、それは法 律なのか。 そうではなく 、都市
計画がないところ でも、例えば 人口が２割以 上減るような 場合には立 地適正化計画 の対象
にするとか、あるいは地 域交通網形成 計画が328件あ るわけだか ら、こ ういう地域に ついて
は積極的に立地適 正化計画を組 み合わせなさ いみたいなこ とを言って いただいて増 やすと
か、さらに増やすようなことをお願いできないかということが第１点で ある。
それから、第２点 は府省庁横断 的な支援と いうことで、毎 回いろいろ 御報告を頂戴 して、
少しずつよくなっ ているのだと 思うが、それ でも本当に他 省庁の協力 が十分なのか 、国交
省から見て要望などがあれば聞かせていただきたい。今でなくてもいい 。
最後、第３点が 都市計画情報 のオープンデ ータ化なのだ が、これは 非常にやって いただ
きたいと思うが、 民間のデータ も含めて、ぜ ひとも局縦割 りでなくて 、国交省が推 進して
いるインフラデー タプラットフ ォームとも連 携をしていた だきたい。 さらに、他省 庁が進
めようとしている 施策には、語 弊があるかも しれないが、 これと似た ようなものも あるの
ではないかと思う 。例えば総務 省のデータ利 活用型スマー トシティー の中身を拝見 してい
ると結局、町のイ ンフラをピア に分けてデー タを活用でき るようなソ フト面での政 策を強
くしていこうとい うことだと思 うので、そう いう意味では 同じ方向を 向いているの ではな
いかという気がす る。だから都 市のスマート 化と言っても いいのかも しれないが、 インフ
ラデータプラット フォームを充 実させていく ような方向で 連携してい ただけないか と思う
が、いかがか。

○国土交通省
１点目に関して 申し上げると、ま ず都市計画区 域については、現 在、約1,700超の 市町村
があるが、そのうち約1 ,350の市町村 が都市計画 区域を持って いる。都市計画区 域は、都市
と呼ばれる概念の 場所をカバー しているはず なので、例え ば温泉地な ども含め、人 が集ま
るような場所はお おむねカバー できているの ではないかと 思っている 。そこから外 れるの
は過疎的、農村集 落的な場所で あり、これら の場所につい ては、コン パクトシティ 施策で
はなく、いわゆる 小さな拠点と 言われている 施策で対応す るべきと思 っている。よ って母
数としては現状でも十分であると認識している。
また、人口減少 が大きい市町 村ほど立地適 正化計画の策 定が必要と の指摘はその とおり
だと思うので、そ の視点も持っ て今後働きか けをしていき たいと考え ている。公共 交通と
の連携については 、省内におい ても重要事項 と認識してお り、立地適 正化計画と地 域交通
網形成計画の両方 に取り組む市 町村を増やす べく、一体と なって働き かけを行い、 更に裾
野を広げていきたいと思う。
2点目に関して 、他省庁 の協力は十分 なのかと言わ れると 、今後更に 取り組みたい ことが
あるのは事実だが 、現状におけ る最大限の協 力をいただい ていると思 っている。た だし、
現状に満足するこ となく関係省 庁、省内にお ける協力を仰 ぎ、様々な 施策を打ち出 してい
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きたいと考えてい る。この点に ついては、今 後も不断に努 力を重ねて いきたいと思 ってい
る。

○委員
そうしたら、相 手はやってく れていないが 、国交省とし てはこうい うことをやり たいと
いうリストがあればぜひお願いしたいのだが。

○国土交通省
わかった。その点については整理させていただきたい。
オープンデータ 化についての 具体的な取組 としては、土 地利用に関 する現況調査 と建物
の現況調査という ものを実施し ている。これ らは原則とし て５年に一 度実施してお り、一
つ一つの土地の面 積や利用状況 、建物の構造 ・高さ・用途 等について 調査をしてい る。こ
れらのデータをオ ープン化して いくことによ り、土地・建 物に関する 基礎的な情報 提供が
可能となり、イン フラデータプ ラットフォー ムや、総務省 が取り組ん でいるスマー トシテ
ィ等で活用いただけるのであれば、ぜひ連携をしていきたいと思う。

○委員
都市計画道路の 見直しについ てお聞きした いのだが、国 の方針に従 ってこうした 検討を
していただいてい ることに対し ては、本当に ありがたく思 っているが 、先ほどの空 き家の
ほうは結構実態が しっかりと明 らかになって 、それについ てどうする という対応が あった
けれども、この都 市計画道路に ついては例え ば何十年も着 手されてい ない、そうい ったも
のが一体全国地域 別にどのぐら いあるのか。 そして、一体 それのどの ぐらいが今、 見直し
の対象になってい るのかという データの把握 はどのぐらい されている のか教えても らえる
か。

○国土交通省
地域別での着手状況についてはデータによって把握している。

○委員
それでどのぐらいの見直しにかかっているのか。

○国土交通省
見直しについて は２つのデー タがあるが、 ガイドライン については 全都道府県・ 政令指
定都市でつくって いただいてお り、それを更 にブラッシュ アップして 第２版をつく ってい
る都道府県・政令 指定都市もあ る。また市町 村単位では約 ８割で見直 し自体は行わ れてお
り、残りの約２割が未実施という状況である。
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○委員
それは要するに 工程表的な管 理という意味 で、例えば向 こう何年間 でどのぐらい の見直
しを目標にするとか、そういったものまで考えてやっていくということ なのか。

○国土交通省
我々としては、 見直しという 行動を起こし ていないこと 自体、非常 に問題だと思 ってお
り、全ての市 町村におい て見直しを実 施、す なわち100％に したいとい うのが最終的 な目標
である。
また見直しにつ いては、質の 問題もある。 都市計画道路 を廃止すれ ばよいという もので
はないが、見直し の質を高める ためにも、今 回、第２版の ガイドライ ンを発出した いと考
えている。具体的 には、他の都 道府県・市町 村ではどのよ うな考え方 をもって廃止 したの
か、どのようなケ ースで幅員の 削減をしたの かなど、様々 な事例を積 み上げて、共 有でき
る部分をエッセンスとしてまとめたものにしたいと思っている。

○委員
コンパクトシティーで１つと空き家で１つ。
まず４ページの ところでモデ ル都市という のがあるが、 これは今、 取り組んでい るとい
うことだが、実際 に成果がどの ように出てい るのかという のは整理さ れたのはある のでし
ょうかというのが、コンパクトシティーのほうの質問である。
それに関連して いるが、今は コンパクトシ ティーなので 縮小した成 果は幾らかと か、事
例はというので取 り組みを調べ られていると 思うが、なか なか事例が 少ないし、成 果もま
だまだこれからだ というのがあ るので、逆に 過去例えば20 年、30年で どういうとこ ろが拡
大を防げたのかと か、いわゆる都 市計画決定 みたいなもの で防げたとか あると思うの だが、
少し拡大してしま ったところと 拡大を抑えた ところの違い みたいなも のから、拡大 を防げ
たのはどういう理 由だったのか 、この資料と は関係ない別 の視点だが 、そのような 分析を
するとまた違う視点があるのかなと思った。
実は最近、学会 でコンパクト シティーに関 連するという ことで、私 と別の研究者 で過去
何年かで膨らんで きたのがどう いう理由なの かという研究 もしている ので、またそ れもお
知らせするが、そ ういう別の視 点なんかもお もしろいかな と思った。 これはコメン トであ
る。
空き家対策のほ うだが、２ペ ージでの制度 が入ってきて 、財政支援 措置とか税制 措置な
どを入れていくこ とになると思 うが、５月施 行なのでまだ 成果は出て いないのかも しれな
いが、ことしこの 予算は活用さ れるような見 込みなのか。 それから、 税制措置も入 れて対
象から除外する、 固定資産税を 上げるという 部分だが、こ れは実際に どのぐらいの 件数こ
れに適用されて、 その結果、こ の対象から除 外されるなら もう少し有 効利用しよう と思う
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ような件数がどのくらいあるのかとか、想定はできているのか。

○国土交通省
コンパクトシティの成果について、わかりやすい具体例としては富山 市が挙げら れる。

○委員
具体的に成果と いうのは何で とられると、 みんながそう だと思える ところがある のか。
富山市はコンパク トの事例とし て名前はよく あげられてい るが、みん なそうだと思 ってい
るけれども、具体的な数値で言うと特に何をもって成功と。

○国土交通省
富山市は様々な 分析を行って いるが、誘導 したいと考え ているエリ アの人口割合 が実際
に増加しているほ か、そのよう なエリアでは 他のエリア・ 全体トレン ドに比べて地 価が下
がらず固定資産税 収が稼げてい るなどの成果 が出ている。また少し変わ った視点とし ては、
公共交通を使うこ とによって今 まで出会えな かった人と出 会い、社会 参画の機会が ふえる
といったソーシャ ルキャピタル の形成につな がるという成 果も出てい る。このよう に富山
市は様々なデータを整備し、成果について公表している。

○委員
それは多分そう だと思うが、こ の事例も同 じようなこと が出てくるだ ろうという想 定で、
これがモデルケースに選ばれているという理解でいいか。

○国土交通省
その通りである。例えば岐阜市 で言えば公 共交通のとこ ろで、平成32 年までに乗客 を10％
増やすことを目標 にしており、 そのためにバ ス路線や幹線 的な公共交 通網の周辺を 取り囲
むように居住誘導 の区域を設定 し、結果的に 市街化区域の 57％まで居 住エリアの絞 り込み
が図れている。また、それとあわせて公共交通網の見直しも実施してい る。

○委員
それがもう少し何年かたつと達成できれば成功したということになる わけか。

○国土交通省
そうである。き ちんとKPIを設 定している ので、そのKPI に沿って経 年で追ってい くこと
ができると思っている。

5

○国土交通省
空き家対策につ いて、どの程 度、各自治体 で取り組みが 進んでいる のかというご 質問と
理解した。各自治体 においては、空き家対策に ついて問題意 識のあると ころはかなり あり、
例えば、全国の空 き家対策推進 協議会という ことで、全国 の市町村、 都道府県が参 加した
協議会が今年の８ 月末に立ち上 がっており 、全国47 都道府県に加 えて、約980の市町 村が既
に参加し、取り組 みを進めてい ただいている 。その中で財 政支援につ いても、かな り市町
村からは手が挙がっている状況である。
税制についても 、かなり取り 組みは進んで いるという話 は聞いてい るが、数がど れぐら
いあるかという話 について手元 に数字がない ので、別途お 届けさせてい ただきたいと 思う。

○委員
まだ入ってから 少ししか時間 がたっていな いと思うが、 税制措置は 税金を取ろう と思っ
ているわけではな くて、それに よって促そう と思っている わけだから 、どのように 動いた
のかというのが大事かなと思う。
あと、これは蛇 足だが、空き 家とか空き地 の問題に関心 がすごく全 国的に高まっ ている
なという気がして いて、来月に 、これはこち らの話だが、 学生が政策 をこう変えた ほうが
いいという論文大 会みたいなも のがあるのだ が、例年、空き 家とかの研 究はないけれ ども、
ことしは５本ぐら い学生がそう いう論文も書 いていたりす るので、そ のように一般 の人に
も広がっているのかなと思った。

○委員
資料１－１と資料１－２それぞれについて質問とコメントを申し上げ る。
１つ、コンパク ト・プラス・ ネットワーク の推進に関し て、宇野課 長が冒頭、お っしゃ
っていたが、民間 事業者を巻き 込んだ取り組 みというのは 非常に重要 であると私も 思う。
そういう観点で言 うと、コンパ クト形成支援 チームの中に ユニバーサ ルサービスを 義務づ
けているインフラ 事業をきちん と取り込む必 要があるのか なと。具体 的に言うとエ ネルギ
ーと通信がそれに 当たるわけだ が、これらも きちんとコン パクト・プ ラス・ネット ワーク
の計画の中で落と してやると、 かなりインフ ラコストは下 がるはずで 、国民全体の 社会コ
ストの低減に非常 につながるな という感じが するので、他 部局なので 恐縮だが、引 き込ん
でいただければなと思う。
２点目は、公共 交通に関して 。交通事業者 の中に前向き のところも あると思うが 、中に
は地域のニーズに も合わせられ なくて、経営 状態が非常に 厳しい事業 者もいると思 う。そ
うした事業者に対 してもきちん と後押しをし てやるような 取り組みと いうのは必要 だし、
また、今回データ プラットフォ ームの話をし ていただきま したが、そ ういうところ に交通
データも実はきち んと入れ込ん でいくべきな のかなと思い ます。一定 程度判断をデ ータに
基づいて行うこと には、いろい ろな厳しい判 断にも至り得 ると思うが 、そうするこ とが結
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局、住民の理解を得ることにもなるのかなという感じがする。
そういう意味で 、ここの交通 データのとこ ろもしっかり 取り組んで いっていただ ければ
なと思う。収集と分析がそれに相当すると思う。それが資料１－１に関 してである 。
資料１－２に関 してだが、今 回この空き地 ・空き家とい うタイトル の中で既存住 宅の流
通促進についても お話をいただ いた。既存住 宅の流通促進 については 、恐らく空き 地・空
き家のコンテキス トでも論じら れると思うが 、そうでない コンテキス トも当然ある のだと
思う。
また、こうした 取り組みはコ ンパクト・プ ラス・ネット ワークにお いて誘導区域 に移行
を進めるという意味でも、非常に重要な取り組みだと思う。
これまでいろい ろ整備してき た施策で不足 していること を検証する というのが、 まず１
つ重要なことなの かなと思う。 この流通促進 に関して恐ら く問題点に は２つの視点 があっ
て、１つは情報の 非対称性をど う解消するの か。２点目は 、それを担 保する仕組み をどう
するのかという２点があるのではないかと思う。それに基づいて２つ申 し上げる。
１つは、以前、 国交省からイ ンスペクショ ンと瑕疵保険 の重要性に ついて、今回 も資料
に出ているわけだ が、御説明を いただいた。 インスペクシ ョンと瑕疵 保険は非常に 重要だ
と思う。これが情 報の非対称性 を解消する１ つのツールで あることは 間違いない。 ただ、
売り主サイドにこ れを証明させ るためのイン センティブが あるのでは ないかという ことで
多分、制度を始め られたのだと 思うが、なか なか普及が促 進されない 。売り主側が それほ
どインセンティブを持っていなということなのかなと思っている。
実は買い手の立 場からすると 、インスペク ションと瑕疵 保険はあっ たほうがいい とほと
んどの人は言うの だと思う。そ ういう意味で 言うと、売り 主側と買い 主側の意識が すごく
ギャップがあって 、これの普及 を売り主側に 任せていると ころに問題 があるのかな という
感じがする。
ぜひこの瑕疵保 険あるいはイ ンスペクショ ン促進に関し ては、国が 主導して引っ 張って
いっていただけれ ばなと思うし 、また、瑕疵 保険の事後評 価、事故と かいろいろあ るのだ
と思うが、そうし たものも一体 どのようなと ころで起きて いるのかと いうことも含 めて、
ぜひ現状の制度の 問題点があれ ばそこをきち んと見直して いただくよ うな体制をつ くって
いただくとありがたいなと思う。それが１点。
２点目は、情報 の非対称性と いう観点で言 うと、プラッ トフォーム の話にもあっ たが、
データというのは 非常に重要だ と思う。国主 導でやられて いる土地総 合情報システ ムみた
いなものはローデ ータだが、比 較的きちんと 運用されてい るのかなと 思うが、他方 で民間
主体でやられてい る例えばレイ ンズみたいな ものを考えて みると 、APIもない し、あ とレイ
ンズをロボットで 巡回させよう とすると違反 だ、目的に反 していると かいう記載の ウエブ
サイトがあるわけ だが、ほかの システムと連 携もできない 。今、ビッ グデータとかA Iとか
IoTが成長の１つの 起爆剤になる といって、フ ィンテックと かもいろい ろブームにな ってい
るが、不動産テッ クというのも 本来あるはず で、海外では あるが、な かなかここの 部分、
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データのところがわが国ではボトルネックになっているのではないかと いう感じが する。
ここのあたりを 解消すると、 既存住宅の流 通促進で先ほ どの２点を あわせて考え れば、
その情報の非対称 性の解消とい うことは非常 に大きく貢献 するし、ま た、買い手の 立場に
立った施策も非常に進めやすくなるのかなと思う。
以上の観点から 、ぜひ空き 地・空き家対策の一環と して、ある いはコンパ クト・プラス・
ネットワークの推 進の一環とし て、ぜひとも 既存住宅の流 通促進に向 けて、これま で整備
された施策で不足していることの検証をやっていただければと思う。

○委員
ごく簡単にお話 したいと思う が、まず１つ はコンパクト ・プラス・ ネットワーク の話で
す。年度末で170市町村 が公表予定で、今 後、更に上方修正 していくこ とは非常にい いこと
だと思う。しかし、そうは 言ってもまだ1 ,000以上のと ころが計画 を策定してい ない。この
要因についての分 析をされてい るか。もう一 つは、都市計 画は時間が かかるものな ので、
すぐ数値に現れる ような効果が 出ないことは わかるが、計 画を作った 後の進捗の管 理だと
か、体制というも のが大事にな ると思う。そ ういったとこ ろがうまく 動いていると ころの
市町村をしっかりチェックしていただくといいかなと思う。

○国土交通省
作成しない理由 は大きく２点 考えられ、１ 点目はまだ人 口がふえて いる市町村が 、立地
適正化計画をつくる必要性を感じていないというケースである。
２点目は、立地 適正化計画の 作成をどのよ うに行えばよ いかわから ず、まだ手を つけら
れていないケース であると思う 。その点につ いては、モデ ル都市の横 展開を含め、 我々と
してきめ細かくコ ンサルティン グを実施して いるが、更な るフォロー の充実という 形で対
応が必要であると思っている。
KPIは全ての計画 で設定してい ただいてい るが、先ほど申 し上げたと おり関係省庁 を巻き
込んだ支援チーム をつくってい るので、その チーム全体で 進捗を管理す る体制として いる。
うまく進んでいな いところは、 どこがうまく 進んでいない のかという ことを分析し て、各
省庁の役割分担の中でフォローをするという形で進めていきたいと思っ ている。

○委員
立地適正化計画 のKPI倍増だが 、誘導 区域内施設割 合増加市町 村や、居住人口の割 合増加
市町村と いう アウト プット ないし アウト カム のKPIも リニア に倍増 され ると考 えてよ いの
かという確認が１ 点。それから 、住宅金融支 援機構の話が あったが、 金利引き下げ のコス
トは誰がどこでどう負担することになるのか、教えていただきたいと思 う。

○国土交通省
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第２階層のKPIに ついてもあわ せて見直し たいと思って おり、先ほど ご説明の資料 にもそ
の旨を記載させて いただいてい る。現 在、計 画作成の目標 市町村数150 に対して第２ 階層の
KPIを100市町村と 設定している が、それを目 標市町村数30 0に上げたと きに200市町 村まで
持っていけるのか という点につ いては、現状 を検証してか ら設定させ ていただきた いと思
っている。
金利引き下げのコストは、JHFの自助努力の中でその部分を生み出す と聞いている 。

＜マイナンバー制度について＞

○委員
３点、申し上げる。
まず第１点だが 、マイナンバ ーカードにつ いて保険医療 、介護分野 でもデータヘ ルスな
どを進めるため、20 20年度に向け てマイナン バーとひもづ けされた医療 等IDを活用し た「保
健医療データプラ ットフォーム 」の導入を厚 労省が進めて いると思う けれども、マ イナン
バーカードの普及 率が低い場合 でも、マイナ ンバーさえあ れば厚労省 の考えている ことを
進めていく上で支障がないのかどうか。
２点目が、今も ロードマップ ということを 資料２－１と 資料２－２ 、両方で御紹 介いた
だきましたけれど も、マイナン バーの国民へ の浸透とカー ドの普及に 関して各省を 巻き込
んで何をどうやっ て動かしてい くのか、一括 して見える工 程表とカード 普及のKPIが 必要で
はないかと思うが、いかがでしょうか。
３点目が、最後 に御説明があ ったマイナン バーカードの 普及促進に 向けて進捗状 況の点
検評価というお話 だが、この懇 談会での検討 状況、指標と か取り組み の方向性をお 伺いし
たい。

○総務省
まず１点目の保 険医療IDにつ きましては、 詳細はこちら で把握して いないが、保 険証利
用で私どももお話 を伺っている 。直接のひも づけがマイナ ンバーでは なくカードの 普及率
が低い場合、どう するかという ことだと思う のですけれど も、マイナ ンバーカード そのも
のは申請すればと れるものであ るので、こう いった制度が 入っていく ことでカード の普及
率は上がっていく ものだと思う ので、普及率 が低いと支障 があるとい う問題ではな いので
はないかと考えている。
ロードマップの 各省を巻き込 んだ形という ことについて 、今、行わ れている取り 組みを
全体的にまさに網 羅的につくっ たものがこの ロードマップ で、工程表 としての意味 合いと
しては、こちらをしっかりとやっていくというところかと考えている。
KPIの設定につき ましては、ど ちらかという と施策として できるかど うかというと ころが
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中心なので、こちらをし っかりとチェ ックしていく ということで あるかと思う 。KPI の設定
になじむもの、な じまないもの があると思う ので、基本的 にはこれに 基づき出せる ものは
出しているところ があると思う ので、こちら に基づいて進 めていくと いうところで やって
いきたいと思う。
点検評価につい て、この懇談 会での点検評 価の状況であ るが、まだ これはロード マップ
をつくったところ でもあるので 、直接こちら で報告はして いないけれ ども、懇談会 、一番
上の親会だが、昨 年で言うと３ 回ほど開催さ れており、こ の中に進捗 状況等の報告 を行っ
ている。施策とし てできるでき ないの部分の 検討状況とか 、予算措置 の状況等を報 告させ
ていただいている ので、こ の下にワーキ ング・グループ等もあ り、そち らもあわせて 今後、
随時報告をしていくことで進めたいと考えている。

○委員
前回の窓 口業 務のと ころで お話さ せてい ただ いた、 コンビ ニ交付 の発行 コス トの話 で、
それに伴う自治体 の悩みについ て意見書を出 させていただ いた。それ に対して御回 答をい
ただいているので 、基本的なと ころについて は、またぜひ 今後も引き 続きの御検討 をお願
いしたいということを申し上げる。

○委員
マイナンバーカ ードの普及促 進に関して、 余り普及促進 されていな いというとこ ろが現
状だという見方な のだと思うが 、この原因が 何なのかとい うことを調 査されたこと がある
のかというのが１ 点と、２点目 はそれに関連 するかもしれ ないが、仮 にカードを紛 失した
場合にどうなるの か。例えば盗 まれたりした らどうなるの かというこ とについて、 わかっ
たら教えていただきたい。

○総務省
カードの普及促 進について、 カードの普及 促進が進まな い原因とい うことである が、こ
ちらのほうで調べ たことはない 。伺う声とし ては申請をし て取りに行 くのが手間だ とか、
あるいは使う場面 が余りないと いうことは伺 っている。し たがって、 これは使う場 面を増
やしていくというのが一番基本だろうと考えている。
また、カードを 紛失した場合 について、こ ちらは失効処 理がすぐで きる。あるい はマイ
ナンバーが流出し て不安だとい う場合であれ ばマイナンバ ーの変更も できるので、 まずは
電話をしていただ き、電子的な 部分等々につ いてはすぐそ こで失効処 理ができるの で、失
効処理をしていた だいて、あるい は番号が不 安な方は変更 される方もい らっしゃる。また、
再発行などは市役所の窓口で行うことができる。
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＜地方公共団体の基金の増加の背景・要因の把握・分析について＞
＜地方単独事業の実態把握及び地方公共団体間の財政力格差の調整状況 について＞

○委員
コメントもこれ に重ねて、ま た後で質問す るが、これは 10月31日の 財政制度審議 会に提
出させていただい た地方財政の 議論の説明だ が、初めにポ イントとし て２つほど挙 げてい
る。１つ目が実態 把握をしまし ょうというこ とで、どのよ うな自治体 で、どのよう な理由
でということで、 今、説明して いただいたよ うな理由でと いう部分や 、また、政令 指定都
市とか市町村の分 けはあったが 、本当にどの ような特徴を 持っている のかというの がまだ
十分ではないので 、そういうと ころは必要か なということ である。ポ イントの２番 目は今
回も財政調整基金 、特定目 的基金、減 債基金はあ るけれども 、満期一括 向けの積立金 とか、
実際にどのぐらい 積んでおくと ころで積んで いないのか。 積み立てが 足りないので 積んで
いるのか、それと も足りている けれども、積 んでいるのか みたいなと ころももう少 しわか
ったほうがいいのではないか。
最後の下のとこ ろは、どのよ うな自治体が 基金を積み増 ししている のかが重要だ と思っ
ていまして、実際 にとれるデー タから分析し たものを学会 で先月ぐら いに発表させ ていた
だいたけれども、 簡単に言うと 、積めていな いところは積 まないとい けないだろう 。それ
から、借金返済圧 力がなくて、 これは余裕が あると見るの かもしれな いが、実質公 債費率
で見たときに低い ところは積ん でいる傾向と か、あとは交 付税に依存 しているとこ ろほど
交付税が減らされ る将来不安な どから積んで いる傾向。そ れから、社 会保障に関し ては将
来不安も高いかと 思ったのです けれども、実 際に社会保障 に振り回さ れているとい うか、
今、大変なところ は積めていな くて、ある程 度社会保障で 安定してい るところは積 んでい
るという傾向も見 られる。この 分析はまだま だ粗いけれど も、そうい うものを見て いくこ
とも大事かなということでの資料である。

○委員
まず基金に関してコメントを１点、それから、リクエスト、質問を申 し上げる。
まず非常に多大 な労力を使っ て調査をいた だいたことに 感謝申し上 げたい。その 上でコ
メントだが、今回 の調査で公共 施設老朽化へ の不安とか、 社会保障関 係費増大への 不安、
こういったものを 基金の増加の 大きな理由と 挙げている自 治体が多い わけで、不安 解消に
向けて基金をどん どん増やすと いうのではな くて、まさに 今まで各ワ ーキングでや ってい
るように、公共施 設の長寿命化 の計画を具体 的に個別施設 まできちん と落とし込ん で作成
するとか、あるい は社会保障費 を抑制するさ まざまな歳出 改革を実行 するとか、そ ういう
具体的な歳出改革 をやることに よって逆に将 来不安、漠然 とした不安 がなくなって いく。
結果的に基金をど んどん増やす 必要がなくな ってくるので はないかと 感じた。どの ような
自治体がどのよう な理由で積み 立てているの か、あるいは 過不足があ るのか。そう いうと
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ころを明らかにすることが重要なのかと思う。
以上がコメント で、その上で リクエストだ が、今回の調 査結果に即 して申し上げ るなら
ば、自治体の回答 の状況を加工 しない形でオ ープンに分析 できるよう に提供いただ けない
か。そうすると回 答ごとのクロ スの分析ある いは財政状況 等の他の要 素とクロスし ての分
析が可能になるわけで、より状況がわかってくると思う。これはリクエ スト。
質問だが、今回 の調査は、骨 太2017を契機 に、増加の背 景を２時点 間、平成18年 度と直
近で比較して総務 省の設定した 選択肢で回答 をいただいた ものと理解 している。本 来は各
自治体が住民に対 してどのよう な理由で基金 を積み立てて いるのかと いう水準の話 、ある
いは今年はどうい った理由で取 り崩しをした のかという変 化の話、あ るいは今後の 方針、
中長期、こういっ たものを合わ せて説明、公 表すべきだと 思うけれど も、そういう 仕組み
としてどのようなものが考えられるかというのが１点。
もう１点、12ペ ージに中期的 な見込みとあ るけれども、 ３～５年の 見込みがわか らない
という自治体が半 分あるわけだ が、総務省と してはこのこ とについて どう解釈して おられ
るのか。
それから、単独 事業のほうで ２点、質問さ せていただき たい。まず 、資料３－２ －１の
４ページで示唆さ れていると思 うけれども、 この図を見る と近隣市町 村の動向を見 て、給
付拡大競争が起き るということ なのではない か。こういう ことについ て厚労省はど のよう
に評価をしておら れるのか。子 ども医療費を 上乗せするこ とで医療費 が増大する可 能性が
あると思うけれど も、その分析と 対策につい てどうお考え なのか、厚労 省にお聞きし たい。
次に、６ページ 以降は私立高 校の授業料支 援についての 分析だが、 授業料支援の 目的と
成果ということで 分析すべきで はないかと思 う。子供の割 合というの は確かに少子 化対策
が目的であれば意 味があると思 うけれども、 各自治体がど のような目 的で、幾らの 予算で
私立高校授業料支 援を実施して 、何を成果と して検証して いるのか、 かつ、それが 他の政
策と比べて有効な のか。そうい うことを検証 する必要があ るのでない かと思う。先 ほどの
御説明で、支援額 にはばらつき があるが、私 立の平均授業 料との兼ね 合いではない かとい
うことを一応、類 推でおっしゃ ったけれども 、改めてその 目的と成果 という観点か らより
深く検証する必要があるのではないかと思うが、いかがかということを 申し上げた い。

○総務省
まずリクエスト の件について 、個別団体の 個表は、現時 点で申し上 げると第三者 に提供
する前提で調査を していないが 、この中身に つきまして事 実関係に当 たるもの、具 体的な
残高とか積立理由 とか使途とか 、そういうと ころは地方公 共団体に一 言断れば御提 供でき
るかと思う。
それと一部、考 え方に当たる 部分があるの で、それは少 し慎重に地 方公共団体と 調整を
した上で了解が得 られる範囲で は御提供した いと思うので 、そこはお時 間をいただき たい。
質問のほうで、 まず地方公共 団体の基金で 、全て地方自 治法に基づ き条例でその 目的な
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り使い方なりが規 定をされると いうことで、 ここは議会で きちんと議 論をした上で 設置を
されているという こと。それか ら、取り崩す にしても、積 み立てるに しても予算化 するこ
とで実行するので 、その議会の 中での議論と いうのはきち んとしてい ただいている という
ことで、こういう ことを住民に 対してもきち んと御説明を していただ くというのが 必要か
なと思う。
それから、３～ ５年の中期的 な見込みがわ からないとい うところが 多いことをど う考え
るかということに ついて、特定 目的基金はさ まざまであり 、地方公共 団体が地域の 実情に
応じていろいろな 目的で設置を しているので 、中身によっ てはわから ないものが出 てくる
のはやむを得ないと思っている。
例えば災害など の予想できな いものに対応 するような特 定の基金な どもあるので 、この
ようなものは決し て取崩しがい つになるかみ たいなことは わからない とか、そうい う意味
で言うと既に確定 したスケジュ ールがあって 、直近の２～ ３年後に何 かの建物をや ります
というのが決まっ て、オープン しますという のが決まって いれば、そ こは見えるの だと思
うが、それ以外の さまざまな例 えば公共施設 の老朽化の関 係で言って も必要額は先 ほど座
長から御指摘があ ったとおり、 総合管理計画 とか個別施設 計画を立て る中で全体像 が見え
てきて、具体的な 計画がまだ立 っていないよ うなものにつ いて現時点 でなかなかど のタイ
ミングでどう動く かというのが わからない部 分はあるかと 思うし、ま た、財政状況 がその
時々でどうなるか という予測が 完全にできる わけではない し、国の財 政計画もいろ いろ変
わる中で、なかな か将来が完全 に３年後、５ 年後と言えど もわからな いというのが このぐ
らいあるのはやむを得ないかなと思っている。

○厚生労働省
子ども医療費に 係る地域差の 分析について は、先ほど総 務省からお 話があったと おり、
市区町村において 少子化対策と か人口減少の 状況など、必 要に応じて 助成対象年齢 という
のは判断されているということかと思う。
今後の対策とい う話があった けれども、ま ず私の所管は 母子保健課 ということで 、医療
保険のところは担 当していない が、地方自治 体からもこの 件について はさまざまな 要望と
いうのは厚生労働 省にもいただ いている。そ ういった御意 見はしっか りお聞きして いきた
いと思うし、毎年 、今回もその 分析のもとに なった調査は 、私どもで 実施している ので、
こういった調査については引き続きやっていきたいと思う。

○文部科学省
目的と成果とい う御指摘があ った。地方自 治体がそれぞ れどのよう な目的や成果 を掲げ
られているかとい うことは把握 できていない が、少なくと も国が高校 就学支援金を 行って
いる目的というと 、法律では高 等学校におけ る教育に係る 経済的負担 の軽減を図り 、もっ
て教育の機会均等 に寄与するこ ととなってい る。 何を成 果とするかと いう点につい ては、
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よく国のほうで出 しているデー タとしては、 例えば経済的 理由によっ て高校を中退 する数
はどのように減少 したかとか、 経済的理由に よる長期欠席 者はどれぐ らい減ったか 、この
ような数を関連データとしてお示しすることが多い。

○委員
若干コメントさ せていただき ますが、そう すると国でそ のようにお っしゃってい る目的
と自治体の目的とは全然合っていないということか。

○文部科学省
今回、どれぐら いの支援をさ れているかと いう調査はし たが、それ がどういう目 的かと
いうことまでは調 べなかった。 ただし、基本 的には国がや っている支 援に上乗せし ている
ものであり、国の目的とそう大きくずれていないのではないかと推測す る。

○委員
今回の結果を見 ての感想めい た話にもなっ てくるけれど も、内閣府の 地方創生本部 で今、
KPIの検証にも参加 させていただ いていて、そ の中で一番議 論している のは一極集中 是正を
どうするかという ことである。 本当に一極集 中のマグネッ トが非常に 強くて、それ をどの
ように地方創生と して捉えてい くかというこ とが大きな課 題になって いる。今回の 結果を
見ても改めてマグ ネットの強さ にため息が出 る。こんなに 強いのかと いう感じであ る。何
しろ不交付団体の 基金残高の増 加が2.7兆円 で、そのうち の東京都と特 別区の増加が 2.5兆
円。こんなに大き いので、これ は地方税の偏 在と言っても いいのでは ないかという ぐらい
の都市税財政の課題という感を持った。
こういったこと をどのように 総務省として 捉えていらっ しゃるのか 。ちょっと大 きな話
だが、一方でそう いった一極集 中是正の議論 もしているの で、そこの 見解について お聞か
せいただければ。 いずれにしろ 一方で行革を 進めて何とか 将来の老朽 化施設対策等 を進め
ようと、地道な努 力をしている 地方の団体も ある中で、こ れだけの基 金を増加させ ている
東京都や特別区が あるというこ とをどのよう に考えていけ ばいいのか 。これを見た 正直な
ところを総務省としてはどのようにお考えか、お聞きさせていただきた い。

○総務省
なかなか難しい お題だが、今 回の基金の結 果自体はプレ ーンに見て おり、交付・ 不交付
は分けて要因ごと に整理をして ということで やったときに 見えてきた のが不交付団 体で大
体３分の１ぐらい 、ほとん ど東京都と特 別区だが 、その基金残 高の増加とい うこと。また、
最後の資料にもつ けているが、 東京都と特別 区を除いたケ ースと除か ないケースの 日本全
体の残高比較を見 ていくと、東 京都と特別区 を除くと大体 今、平成に 入って平均ぐ らいの
水準だが、入れた 場合と入れて いない場合と で日本全体で も多少の違 いが見られる という
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ことから考えても、そういう結果が導き出されているというのは思って いる。
税制を偏在性の できるだけな い税体系、安 定的な税体系 にするとい う目標のもと に、こ
れまでもいろいろ 努力をしてき ているので、 引き続きそう いう税制と いうものをど のよう
に構築していくの かという税制 の構造面をし っかりしてい くというの が総務省とし ての立
場になろうかと思っている。

○委員
３点ぐらい。ま ず１つ目はデ ータの公表と いうことで、 今どれぐら い公表できる のかと
いうのをこれから とおっしゃら れたが、実際 に基金はどの ぐらい積ん でいるのか。 減債、
満期一括、積立不 足とか、そう いうデータは 事実として出 せると思う ので、そうい うもの
を整理していただければと思う。
次は、そのデー タをどのよう に分析するの かということ で、今回の 分析はメモに も書い
たけれども、まだ 主観的なレベ ルで終わって いるので、実 際にどうい う客観的な特 徴を持
っているようなと ころが積んで いるのか。将 来に向けて積 んでいるこ とに対し、聞 いた理
由と、実際に客観 的な指標から 得られる理由 とでは異なる ので、どう いう特徴を持 ってい
るところがどうい うふうに積ん でいるのかと いうことをぜ ひ分析して いただきたい ですし、
データを公表していただければ私たちのほうでも分析できればと思いま す。
実際にそういう ものがわかっ てくると、そ れぞれの自治 体で個別の 事情があると 思うけ
れども、交付税の 配分という意 味では、将来 不安をなくす ための改革 を促すような 形でも
う少し配分方法を 変えるとか、 何かそのよう な形の配分の あり方みた いなことも、 そこの
結果から考えるこ とができるし 、基金が将来 の備えである ということ であれば、何 か将来
起きた場合にはそ の基金を有効 的に活用して いただくとい う意味で、 まだ配分をデ ザイン
することもできるかもしれないので、そういう点にもつながると思う。
最後、もう一点 はマクロ的な お話だが、現 在、実際に地 方財政計画 の段階で財源 不足が
生じていて、国と 地方で折半し て臨財債を発 行している。 ミクロ的に 自治体側では 臨財債
というのは将来の 交付税で見て くれるという ことで、なか なか負担の 意識というの は小さ
い。実際のところ マクロで見れ ば新規の臨財 債というのは 将来の交付 税財源を食う ような
形で、それで返済 しなければい けないので、 実際の借金に なっている 。臨財債は、 マクロ
的に見れば、過去 に発行した臨 財債の借金返 済のためにさ らに臨財債 も発行してい るわけ
なので、基金を積 むよりも臨財 債の新しい発 行を抑えるほ うが優先さ れると考える のが自
然ではないか。そ ういう考えを ミクロレベル でも意識を持 つという形 で、もう少し マクロ
全体の構造を各自治体にも認識してもらうような取り組みも重要かと思 った。

○委員
これまでコメン トなされてい ないところで １点だけ。資 料３－２－ １の私立高校 の授業
料のお話を御説明 いただいた中 で、最後に平 均授業料の話 を例にデー タの解説をし ていた
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だいたが、授業料 が高いから支 援額が高いと いう感じの説 明をされた が、実はこれ を見て
いるだけではわか らない。もし かするとうが った見方かも しれないが 、支援額があ る程度
高いものだから授 業料が上がっ ているような ことというの は仮にでも あるのかとい うとこ
ろも、恐らく可能性としてはなくはないのではないかと感じている。

○総務省
マクロにも反映 させたらいい のではないか という御指摘 だが、我々 は基金の残高 を根拠
に歳出を減らすこ とは今、考え ていない。地 方団体が個別 の歳出抑制 努力で積み立 てたも
のを根拠に歳出総 額を減らして 交付税を減ら すことになる と、地方団 体の財政運営 上は大
きな混乱を来すと我々は思っている。
地方団体のいろ いろな財政運 営、個別の財 政運営に対し て国のほう で制裁を科す みたい
なやり方というの は、賢くない と思っている 。同時に今、 直近はほぼ 交付団体ベー スでは
基金の残高はふえ ていない。現 実問題として 合併団体の算 定替が激変 緩和期を迎え ている
ので、これから多く の地方団体が 基金を増や していく状況 には基本的に ないと思って おり、
そういう中で我々 が地方団体に 対して基金を 積み立ててい るから何か を減らすとか 増やす
とか、臨財債を増やすとか減らすとかいうことは、考えていない。

○委員
おっしゃるとお り。努力は、 しっかりと見 ないといけな いと思うけ れども、どう いう特
徴かということを 整理していく ことで、こう 言うと失礼が あるかもし れないが、努 力の部
分と、努力以外の 地域特性みた いなものによ り余裕が出て いるような 部分をうまく 、なか
なか切り分けるの は難しいと思 うけれども、 調査すること で、努力じ ゃないという 部分を
もう少し、新たに マクロの総額 を減らすとい う意味ではな くて、配分 を変えること で何か
を促していくことはできないかなと思った。

○文科省
御指摘のような 面がもしかし たらあるかも しれないけれ ども、都道 府県の支援と 都道府
県ごとの授業料平 均の分析がで きていないの で、そういう ものがある かどうかはこ の場で
は申し上げられな い。ただ、一般 的な話として 国のほうが就 学支援制度 を導入する際 には、
授業料設定は私学 の自由ではあ るけれども、 合理性のない 値上げは慎 んでほしいと いうこ
とは申し上げている。

＜地方団体からのヒアリング＞

○委員
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まず全国知事会 にお伺いした いが、鳥取県 は国の行革努 力を上回る ような行革努 力をさ
れていらっしゃる と思う。そう いう意味では 自治体の中で も大変な先 進事例だと思 う。け
れども、やはり私 が拝見してい ると、自治体 によって改革 努力にもや や差はあるの ではな
いかと思っており 、知事のとこ ろのような改 革努力をほか の県なり地 域に広げてい くとい
う観点に立ったと きに、もちろ ん知事のリー ダーシップは 大きいと思 うけれども、 それ以
外に国としてどういう工夫ができるのか、何かお聞かせいただければと いうのが１ 点。
もう一点は基金 について。先 ほどの資料の 中で貯金を減 らさず、借 金を増やさず という
お話があったが、 基金の調査、 私どもは別に 基金がふえて いるから地 方交付税云々 という
短絡的なことは全 く考えていな いが、ただ、 今回の調査結 果で結構多 くの自治体が 将来不
安とか、社会保障 費が増大する という不安、 そういう理由 で基金を積 んでおられる という
お話が出てきたけ れども、ただ 、鳥取県の場 合は基金を増 やしておら れないという お話が
あった。そういう 観点に立つと いろいろなと ころで改革を 進めれば、 むやみやたら と基金
を増やす必要はな くなってくる のではないか という気がす るけれども 、今、多くの 自治体
はいわば貯蓄、貯 金を増やすこ とでいろいろ 対処しようと されている ように見える が、そ
の辺はどのようにお考えなのかということをお聞きしたい。
もう一点、これ は全国市長会 、全国町村会 の２人にお伺 いしたいが 、基金のこと は少し
置いておいて、い ろいろな自治 体のいろいろ な先進事例が あるけれど も、他の自治 体のよ
い事例を知りたい というときに 、どのように されているの か。先進事 例の普及に関 して、
もし各省なり国ができることがあればお聞かせいただきたい。

○全国知事会
まず１点目に、ベ ストプラクテ ィスを広げて いく。これは 我々知事会で もそういう ベス
トプラクティス制 度というもの を入れ、これ は実はナショ ナル・ガバ ナンス・アソ シエー
ションというアメ リカ全米知事 会がやってい るものを我々 も輸入した けれども、い ろいろ
な改革努力を多岐 にわたって広 げていこうと いうことで進 めている。 そんなことを また国
のほうでも考えていただくというのも１つのアイデアなのかなと思う。
実は改革努力をす ることは、ト ップリーダー を務めさせて いただいてい る私ども首 長に
とっては、住民か ら評価される ことになる。 もちろん厳し い面もある が、ただ、全 体とし
て私も実現してき た。そ れまで毎年100 億円ずつ基金 を切り崩さ ざるを得なか った。それに
何とか歯どめをか けることがで きた。これが やはり行政に 対する信頼 と将来に対す る安心
につながったとい うことがあり 、評価されて いるわけだが 、改革努力 というのは実 はそう
いう意味で自治体 にとっても欲 しい知恵。そ こを何か例え ばお金で誘 導するとかい うこと
以上に、むしろ住 民の評価を得 られるという そちらのほう に着目をし て引っ張って いき、
その中でおのずか ら適正化され てきたところ で今、申し上 げたとおり 結局、消費税 の引き
上げ時期であるか ら、この時期 にどのように 将来に向けた 制度をビル トインするか 。その
視点が大事なのではないかと私は感じている。
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また、基金につ いてなぜこの ように積み上 がったように 見えるかと いうことであ るが、
多分、奥多摩町の ところと私ど もとは事情が 違うのかもし れない。鳥 取県内でもた しかそ
のようなタイプの 自治体もある けれども、決 して多くない が、決まっ て合併団体。 合併特
例というものがあ り、将来的に は交付税がご っそり減ると いう図柄を 見せられてい る。そ
の間にいろいろと 努力をしなけ ればいけない 。節約できる ところも節 約したり、人 員を抑
制したり、また、 公共施設をま とめていった り、こんな努 力をしてい るうちにだん だんと
実は余剰ができた としても、将 来、交付税が 少なくなると みんな思っ ているので、 ある程
度予備をつくって おかなければ いけない。そ れに備えると いう意味の 、そうした基 金のタ
イプもあると思う。
もう一つ、私ど ものようなど ちらかという と地方の立地 から拝見す ると、税制と この国
の実情がそぐわな くなってきて いる面がある 。シャウプ勧 告のときの ような理想形 が必ず
しもなくなってき ている。特に 法人所得課税 が都道府県の 場合、大き なシェアを占 める。
これについては企 業の資本関係 の整理があり 、ホールディ ングスの中 央の会社に利 益が集
中する。地方の支 店的なところ が全部分社化 されて、そこ には利益は 保留されない 。そう
するとますます一極集中型で法人所得税が出てくるようになる。
また、通信販売 も悪さをして おり、消費税 については地 方消費税の 配分で一部修 正があ
ったけれども、ただ、こ れは海外でも あてはまる 。アメリカ でも例えば セールスタッ クス、
小売消費税、小売 売上税でああ いうものの課 税なんかもよ く問題にな るけれども、 大手通
信販売業者が、集 中して売り上 げを取ってし まう。そうす ると地方で の売り上げが 立たな
くなる。これが果 たして実相に 合うかという ことに今なり 始めている 。だから恐ら く交付
税制度などの財源 保障の制度と あわせて地方 税制度をもう 一度考えて いく必要があ り、そ
の辺が税の理論と の関係で難し いけれども、 正面からそろ そろ議論す べき時代に入 ってい
るのではないかと思っている。

○全国町村会
うちの今、一番の 課題は少子高 齢化と過疎 化。これが現在 の段階だと6 5歳の高齢者 が48％。
消滅団体が出たと きから、これ では将来に向 かって相対的 に人口があ る程度減るの はいい
けれども、誰が私 たちの先輩が 地域で住む、 安全・安心を 守っていく かということ を真剣
に考えてきた。少 子化対策とし て今、若者住 宅をつくり、 それから、 若い人たちが 住んだ
ときに教育にかか るお金を15項 目にわたって 子育て支援を やっている 。そのような ことを
するときに財源を どうしていく かというのが 一番問題で、 私自身が13 年前から、当 時は年
間予算の先ほど申 し上げたよう に借金返しが ６億ぐらいあ り、さらに 投資的な事業 をやら
ないと地域の道路 を含めた環境 ができないの で、そういう ものにでき るだけ借金を するの
をやめよう、借金 をしなくなる と同時に行政 改革をして、 その余剰分 を積み立てよ うとい
うことで、平成27年度までの10年間に下水道事業を10年間で完成した。
これはこれから 大きな元利償 還金を払って いかなければ ならないの で、下水道債 と過疎
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債で交付税で若干 見ているので 、それにかつ 今、行革をや った部分で1 3億円ほど減 債基金
を積み立てた。あ と３億円ほど 減債金を積み 立てると、元 利償還金だ けは基金を取 り崩す
ことによって払っ ていけるとい う体制が出て きた。実はこ こまで13年 もかかってい るので
す。行革をし、い ろいろなこと をして13年も かかって減債 基金を積み 立てる。それ 以外の
公共施設もあるけ れども、これも 若干先ほど 申し上げまし た庁舎には借 金もできない ので、
昨年から１億円ず つ積み立てを 始めた。そう いう将来的な 部分を見越 しながら、片 方では
行革し、将来に向 かってどうし ていくかとい うことを、も ちろん橋が 多いです。う ちの場
合には小さな町だ が、川がある ので橋が、そ ういう公共施 設の計画も 含めてみんな 持って
いるので、それか ら、町営住宅 の老朽化の問 題もある。そ れはどうし て、どういう 部分が
あるかということ だが、本当に 全国を回ると もっと我々よ り血のにじ むような努力 をして
いるところがある ので、そうい うところの事 例を見つけて みずから行 く、あるいは 職員に
行かして勉強させるということをやっている。
その中のうちで 使える部分、 全部使えない ので、うちに とって何が 使えるかとい うこと
を職員と一緒にな って立ち上げ たのが若者定 住対策室。こ れは３年ほど 前から立ち上 げた。
専従職員が課長職 と職員１名 。これは 定住対策を２ 人で取り組ん で447の空き 家対策 。そう
したらいいことが 起き、将来に わたって親戚 が地元の人で 出てしまっ たので、土地 と住宅
を寄附してくれる という物件が 出てきて、そ れが10件ほど 寄附をして もらい、そこ に15年
住んでいただけれ ば無償でやり ますというこ とを今、始め ている。い ろいろなこと をやっ
ていると、いろい ろなアイデア が浮かび、そ ういうものを ほかの自治 体の部分で参 考にし
ながら、それにア レンジをして 、うちにとっ て何が必要な のかという ことをアレン ジしな
がら、職員と一緒になって取り組んでいる。

○全国市長会
先ほど私から申 し上げた御意 見の中で、優 良事例の紹介 の際には分 析を加えると いうこ
とは申し上げた。 それを加えて 標準的な地方 公共団体にお ける活用方 法、そういっ たもの
も例示していただ きたい。そう いうことが我 々地方公共団 体での活用 に、かなり有 益にな
るのではないかと感じている。
簡単な一例で申 し上げると、 私ども立川市 は多摩26市の 中で生活保 護の保護率が ２番目
に高い。28.3‰とい うのが28年度 末の数値だ が、直接これは かかるとい うわけではな いが、
平成27年度から生 活困窮者自立 支援法が施行 され、要は生 活困窮の方 たちの支援と いうも
のが市町村に義務 化された。モ デル事業でや っている先進 自治体など の例などを御 紹介い
ただいた上で取り 組みをという ことになって いるところだ が、それが 例えば私ども どちら
かといえば都市部 の自治体にお いてそのやり 方が果たして 妥当なのか どうか、それ をやる
ことによって、ど ういう人たち がどのくらい 程度の支援に つながった か、そういっ た成果
というものも具体 的にお示しい ただければ、私どもにとっ ては非常に有 益だと感じて いる。
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○委員
全国町村会の思 いをお聞かせ いただきたい けれども、東 京都と特別 区は、先ほど 申し上
げたように基金の 増加額が2.5兆 円と、はっきり言っ てすごいボ リュームで 、ため息 が出る
と申し上げた。その東京都の中での地方という課題があるのは私も承知 している。
町長の立場から 見て、東京都の 役割って一 体何なのでし ょうというこ とをお聞きし たい。

○委員
私は質問という より思いなの だが、ここに 来られている 皆様とか、 多くの自治体 で努力
をされていること は本当に理解 しているし、 私も視察に行 かせていた だいて、いろ いろな
事例を見ている 。しかし 、実際、努 力だけでこう なっているの か、100 ％この基金に 積んで
いるとか、いろい ろなことが努 力のものだけ なのかという と、どうな のかなと思う ところ
もある。
例えば臨財債も 発行して基金 も積んでいる 。臨財債も実 際は交付税 で将来見てく れると
言いながらも、実 質的には幾ら 発行しても交 付税は一定な ので、そう いう意味では 臨財債
を発行すればする ほど借金返済 もふえるとい うことになる 。そういう こともきちん と説明
した上で、臨財債 を発行してで も基金を積む ほうがいいと いうことを きちんと住民 に説明
されて、その意味 がきちんと説 明されている ということが 重要だと思 う。全自治体 で、臨
財債を発行しながら基金も積むということへの説明責任というのは必要 だと思いま す。
それから、100％努力 なのかという ところで、例えば 客観的な特 性で、地理的条件 とかい
ろいろな環境のも とで、ある程 度基金が積み 上がっている ような場合 には、何か算 定のと
ころで優位になる ような社会的 状況にあり、 交付税算定が そこに追い ついていなく て、全
体的にそこに少し 余裕が出るよ うな形になっ ているのかな という疑問 も出てきてし まうの
で、そういうとこ ろは財務調査 課も含めても う少し分析し ていただい て確かめると 、より
基金の中身がわかるのではないかと思う。

○委員
基金の話があっ たが、総務省 の資料３－１ の最後の方に 基金残高の 高い上位30団 体とい
うことで、ここに ほとんど人口 規模の小さな 町村が並ぶの は当然だと 思う。という のも、
この要因として公 共施設の老朽 化対策があり 、これはそも そもお金の かかる事業な ので、
そういうものに対 しての比率で 考えると、規 模の小さい町 村が高くな るのは当然だ ろう。
要因として大きい のは公共施設 等の老朽化対 策のために基 金を積んで いくというこ となの
だと思うけれども 、やはりこれ はすごくお金 のかかること なので、こ の額をなるべ く削減
するための自治体 の努力という のは、具体的 にどういうこ とがされて いるか少し聞 かせて
いただければと思 う。削減が難 しいとしたら 、その理由を 思いも含め てお聞かせい ただけ
ればと思う。
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○全国町村会
委員から先ほど も持論があっ た一極集中の 問題について 、都あるい は区、これは 本当に
額が違うというの は感じている 。感じている が、片方では 23区、26市 、13の町村は 東京都
の中の１つの自治 体なので、そ ういう点で先 ほど申し上げ たように非 常に差がある 。市は
そこそこだけれど も、島を含め た東京都に13 の町村がある が、内陸部 には４町村、 あとは
９つが島。そうい う島で、現実 的には島の問 題というのは 我々にとっ ても非常に同 じ仲間
として大変だなと 思う部分がい っぱいある。 我々が考えら れないよう な災害があっ たとき
に非常に大きなお 金がかかる。 あるいは台風 や時化があっ たらほとん ど出てこられ ない。
そういうことを含 めながらやっ ている部分を 一生懸命やっ ているとき に、このとこ ろにも
っとお金をつぎ込 んでもいいの ではないかと いう予算運用 を現実にや っています。 だから
ヘリコプターでコ ミュニティー のヘリコミを やってもらっ たり、ほか の町村とレベ ルの差
がないようにやっ てもらう。そ ういう政策を 東京都の町村 会として要 望してやる。 それに
はたくさんお金が かかるので、 逆に言うと、 東京都のお金 がほかに行 ったら困るな という
のが我々の切実な願い。

○委員
実際に東京都の お金が、東京 都の中の格差 是正にどれく らい使われ ているかとい う話で
はないか。

○全国町村会
相当額使われて いると思いま す。今それを もっと増やし てほしいと いう、先ほど 申し上
げましたけれども 、投資的需要 の問題あるい はそれ以外の 問題も含め て若干今やっ てもら
っている。
例えば今回の環 境税の問題も 含めて今、東 京都は独自の 間伐事業、 枝打ち事業。 これは
今うちの町だけで ６億ぐらいや っている。そ れがある意味 では雇用対 策になり、地 域の活
性化になっている ことも事実だ が、まだまだ 都内というか 、そういう ところに投資 する額
に比べれば少なく 、不便であり 、その格差是 正をしてもら いたいとい うのが今、一 生懸命
やっているところ で、全 部23区、都の全体的 ないろいろな 部分で6,000 億ぐらい召し 上げら
れたようだが、そ れには私ども の東京都に所 属する自治体 としては、 一定の法律の ルール
に基づいてやって いる部分を変 えるときには 、真剣な議論 をしてほしい なというのが 実態。
それから、基金の 問題は確かに 小さい自治 体にとっては 本当に一時的 にどうしてい くか。
私は先ほど下水道 の減債基金の お話をしたけ れども、そう しないと借 金をして５億 ないし
６億払って、起債 の償還額が18 ％になったら ほとんど住民 の言ってい ることなんか できな
くなってしまう。 ただ単に日常 の行政運営を しているだけ 。住民票を 出して、その 中でや
っていくという話 になってしま うので、うち の今、言って いる少子高 齢化対策をど うして
いこうかというと ころにお金が 回せない。そ のためにもど うしても一 定の部分につ いては
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きちんと期限を持 ちながら、将 来的な不安を その部分でな くしていく 。それでも下 水道に
ついて、どこの市 町村でもそう だと思うけれ ども、下水道 の使用料だ けでは現実に 賄い切
れないから、これは一般財源からやらなければいけないという問題もあ る。
もう一つは、委 員のおっしゃ られたように 、大きな枠組 みの中で東 京都はやって いるこ
とがある。それは 消防行政。消 防行政は今、 26市23区の中 で東京消防 庁に委託して いない
のは稲城市だけ。 私どもでは小 さな消防署が ある。ほとん ど東京都、 基準財政需要 額を出
しただけで丸抱えでやってもらっている。
もう一つは、数 年前だが、水 道の一元化を やってきた。 水道の一元 化も毎年私ど もの町
では、一般会 計から5,000 万ずつ出して 水道事業を運 営していた が、そ れを東京都の 水道に
してもらって、そ れが一元化に なっている。 そういう事業 もあるので 、まだまだ先 ほど言
ったトンネルにバ スが通れない ということが あっていいの かという運 動を始めてい るので、
それには相当のお 金がかかると 思うので、そ ういうことを やっていき たいと思って いる。
おっしゃる意味は 何となくわか るけれども、 それは賛成と いう話では なくて、その ように
私たちは考えている。
基金は委員がお っしゃるよう に、本当は臨 財債がないほ うがいい。 交付税で算入 されて
も臨財債を払わな ければいけな いので。しか し、臨財債を 受けないと 予算を実際に 組めな
い。毎年だけれど も、うちの町 で62億ぐらい の予算を組む のに実際に 概算要求との 差額で
切らなければいけ ない部分が毎 年４億から５ 億出てくる。 だから住民 の要望、ニー ズと比
べて予算が組み切 れていないと いうのが実態 なので、そう いう点では そういうもの を活用
していく。

○委員
ただ、臨財債を 発行しながら 基金も積んで いるというこ となので、 そのあたりの 説明は
必要かと思う。もちろん臨財債を発行しないと回らないというのは理解 している。
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