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公共調達とイノベーション 

～経済成長・社会的課題の解決に資する 

戦略的調達への転換～ 

株式会社富士通総研 公共事業部 蛯子 准吏 
 

安部新政権では、就任後初の所信表明演説において、最大かつ喫緊の課題は経済の再生であるとし、

民間投資を喚起する成長戦略の「三本の矢」を示し、経済再生を推し進めるとしている。更に、成長戦

略については、財政出動のみならず民間の投資と消費が持続的に拡大することが重要であるとし、イノ

ベーションと制度改革が経済再生の原動力となるとしている。民間の創意工夫を生み出す取組が重要で

ある姿勢の表れであり、具体的な言及はないものの、イノベーションと制度改革が直結する公共調達制

度改革についても、今後、見直しが進められることが期待される。 
行政刷新会議公共サービス改革分科会が取りまとめた「公共サービス改革プログラム」の提言では、

従前からの調達改革の取組を「対処療法が中心で、問題の背景にある調達・契約制度や調達の実施体制

等には触れず、本質的な問題が解決されていない」との問題意識を示している。公共調達の目的は、「単

に予算の節減のために行うものではない」とし、「支払いに対して最も価値が高い財・サービスを購入

する」とし、価格以外の要素も含め、費用に対する価値の最大化を図る VFM（Value for Money）の考

えを示している。現在の調達・契約制度は、基本的枠組みは明治以来変わっていないとの指摘もある通

り、仕様が定型化できる財・サービスの調達を前提とした価格競争中心の会計制度の枠組みの中で運用

されている。提案時に入札金額と併せ提案内容を評価する総合評価方式があるものの、消耗品など調達

時に品質が確定し不具合があった場合に直ちに交換できる性質ものと、情報システムなど民間事業者の

創意工夫により品質が大きく変動し速やかな交換が困難な性質のものが、原則として調達時に１回で落

札者を決定する同じ制度の枠組みの中で運用されているため、想定より低い品質となり結果として高コ

ストとなる事態も常態化している。調達する財・サービスの特性に応じた適正な調達方式を選択できな

い会計制度がその根本原因としてあげられ、同分科会でも指摘している通り、「調達する事象に応じた

多様な契約方式の中から選択することを可能にする仕組みの構築」が求められている。 
経済協力開発機構（OECD）では、経済的課題に加え気候変動、保健医療等の社会的課題の解決に向

け、イノベーション主導型の政策が重要であるとしている。イノベーションを支援する公的投資の削減

は長期的な成長の土台を損なうと同時に、政府支出の効率改善と公共サービス提供のイノベーションに

は大きな余地が残されているとしている。我が国では、国や独立行政法人が当事者となる契約だけでも

10 兆円を超えるとされており、地方自治体の契約を含めると、日本全体で数十兆円規模に達すると想定

される。予算削減の観点が不可欠であることは論を待たないが、今後は、公共調達を経済成長に向けた

投資と捉え、民間事業者のイノベーションの創発を促進する視点も不可欠となろう。少子高齢化等、社

会的課題が深刻化する我が国においては、官民を通じたイノベーションによる解決が求められている。

その実現に向けた鍵は多様なネットワークによる協働であり、公共調達においても、民間事業者とのネ

ットワーク強化に資する制度改革が求められる。競争性・透明性を担保した上で、従来、制限されてき

た調達時における民間事業者との「対話」を前提としたイノベーションを促進する新たな時代にふさわ

しい公共調達制度が求められている。 

羅羅針針盤盤  
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地方自治体における産業連関表の活用（1） 

北海道大学公共政策大学院院長・教授 宮脇 淳 

 
1.はじめに 
 アベノミックスが示す「三本の矢」の中で、財政、金融政策の成果を決定づける最終的な要因と

なるのが「新産業創造による成長戦略」である（本号「政策シグナル」参照）。なぜならば、成長

戦略が機能することで日本経済社会の付加価値が高まり、経済と財政、そして金融の好循環が可能

となるからである。こうした点は、日本全体だけでなく地方自治体の地域政策にも密接に関係する。 
 グローバル化が進む中で、地方自治体が優遇措置等を展開し懸命に誘致し立地した企業が海外や

他の地域に移動する事例が後を絶たない。あるいは、地元の雇用等の増加は限定的で、期待したほ

どの地域活性化に結び付かない事例もある。グローバル化、コスト競争が高まる中で、地域特性、

地域資源に根差さない企業誘致や地域産業政策の持続性の確保が難しい環境となっている。地域の

持続的発展を実現するための地域産業政策には、第 1 に自らの地域の特性を明確に検証すること、

そして第 2 にその特性に合った企業・産業の育成が不可欠となること、を踏まえる必要がある。こ

の地域特性、そして産業特性を把握する上で極めて有用な分析道具が産業連関表である。そこで、

地方自治体の産業連関表の活用について、総論と各論に分けて二回連載で取り上げる。第一回は、

総論として地方自治体における産業連関表活用の意義と産業連関表の基本構造について整理する。 
 
2.産業連関表を分析・活用する意義 
 国だけでなく都道府県、そして政令指定都市クラスでは概ね産業連関表の作成が行われている。

釧路市等一部の市においても作成されている。もちろん、東京特別区を含め多くの基礎自治体では

自前の産業連関表は有していない。しかし、広域自治体や政令指定都市等の産業連関表の活用、あ

るいは自ら簡易版を形成することは可能である。但し、多くの地方自治体では自ら作成した場合も

含め産業連関表の活用を十分に行っておらず、「一定の政策展開がどの程度の経済活動を生み出す

か」などの誘発効果の試算には一部活用するものの、政策創造や制度議論にはまだ十分に活用され

ていないのが現状である。地方分権そしてグローバル化が進む中で、産業政策は国の独占物ではな

く地方自治体が自らの課題として積極的に検討すると同時に、それを活用した制度設計を追求し、

政策議論の質を高める必要がある。 
 もちろん、地域の活性化はコミュニティーの再生等による地域づくりが原点となる。その原点の

取組によって発掘、形成された地域特性を産業化し地域内循環を厚くするためには、自らの地域の

特性を理解し、それに適した政策を展開することが不可欠である。 
 
（1）分析する意義・活用する意義 
産業連関表を活用し分析する意義として、まず柱となるのは経済面からの「地域そして地域産業

の特性」を明らかにすることにある。前述したように、地域特性に合った産業を誘致・育成しなけ

れば持続性を担保することが極めて難しい時代となっている。しかし、自らの地域の特性は漠然と

したイメージとしては認識しているものの、地域内の産業構造・相互の関連性、他の地域との所得

も含め関連性などについて多くの地方自治体では検証されていない。例えば、都市部、非都市部を
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問わず工場や本社機能等を誘致しても、そこで使用される原材料や製品、人材等が自らの地域外か

ら調達されたとすれば地域内に定着する所得は限定的となり、賑わっているようでも持続力が確保

できないなどの状況を誘発する。また、大都市部でも地域で生み出した付加価値（所得）の多くが

近隣の地方自治体に流出していたり、逆に流入していたり様々である。従って、地域内の資源や人

材を少しでも多く活用し内部循環を厚くする政策展開が不可欠であり、そのためには地域特性と産

業特性を把握する基礎となる産業連関表の活用が重要となる。 
加えて、経済社会活動が広域化する中で自らの地方自治体だけでなく周辺自治体との政策効果の

関連性等を検討することは、経済・財政の側面に限らず大都市制度やコミュニティーのあり方等地

方自治体の行政体系を如何に構築するかの問題にも関連する。 
  
3.産業連関表の基本構造と活用 
 
（1）投入係数・産出係数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      産業連関表は、W.W.レオンチェフがマクロ経済とミクロ経済の中間に位置する産業間の財とサービス

の取引関係を明らかにするために生み出した仕組みで、日本では 1955 年以降、国を中心に導入が進め

られ現在では都道府県、政令指定都市等の多くが 5 年ごとに作成している。 
 その基本構造は明確で「タテ・ヨコ」の理解、すなわちタテの投入係数とヨコの産出係数のふたつの

理解が基本となる。タテの投入係数は地域の各産業（一次・二次・三次等）が他の産業からどの程度、

原材料・中間財を調達すると共に労働力等を調達するかを示すもので、この流れから如何なる種類の産

業を育成すると地域に大きな効果をもたらすか調達面から検証することが可能となる。これに対して、

ヨコの産出係数は地域の各産業や需要がどこにどれだけ財やサービスを提供したかを示している。 
 すなわち、タテの投入係数が「地域の産業特性」を主に示しており、投入係数市内生産額=中間投入+
粗付加価値（雇用者所得、営業余剰等）で構成される。これに対してヨコの産出係数は「地域特性」を

主に示しており、産出係数市内生産額=中間投入+最終需要－移輸入で構成される。この両者の市内生産

額（都道府県、市町村を問わず「市内」・「市民」と便宜上、以下表現する）は最終的に一致し、この両

者を通じた相互構成が地域産業政策の効果を大きく左右する。なお、タテ、ヨコの関係でさらに一点留

意すべきは、他地域との「移輸出入」の関係である。投入係数に関する原材料・中間財さらには雇用等

の投入量の内地域外から調達する部分、産出係数の内、他の地域に供給する部分、他地域からの調達で

需要を補う部分などにより、地域活動の成果の帰着点が変動する。この点は、「市内」、「市民」の概念

として第二回の各論で細かく検証する。 

投
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数 
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中間投入 

 
粗付加価値 
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（2）基礎的活用 
平成 17 年度ベースの札幌市と川崎市の産業連関表を参考例に、まずマクロ的視点からの基礎的な活

用について整理する。なお、札幌市と川崎市を比較するのは、札幌市が周辺に類似の大都市がなく消費

型都市であるのに対して、川崎市は横浜市、東京都の大都市に隣接すると同時に工場が集積した製造業

型都市となっており、特性が対照的であることによる。 
 
①地域の産業特性=タテ系列投入係数 
 a.中間投入率=生産額に占める他産業からの調達割合。地域内の特定の産業の生産活動に使用す

る原材料、中間財、サービス等をどれだけ他産業から調達しているかを示す指標で

ある。中間投入率が低いほど粗付加価値率が高くなること、中間投入率が高い産業

に対して調達する当該特定産業が与える影響が高いこと、などの判断の基礎となる。 
        （例）         
                ○札幌市生産額 10 兆 6430 億円、川崎市生産額 11 兆 7657 億円。  
        ○中間投入率 札幌市=36.8%  川崎市=54.6% 

であり、川崎市の市民生産額の方が大きいものの、中間投入率では札幌市の中間投

入率が低く、粗付加価値率が川崎市より大きいことが推定される。 
  b.粗付加価値率=「1－中間投入率」=中間投入率が低いほど粗付加価値率は高い。中間投入率と

裏腹の比率であり、高いほど雇用者所得、営業余剰等に配分される比率が高いこと

になる。 
        （例） 
                ○粗付加価値率  札幌市=63.2%  川崎市=45.4% 
        ○札幌市粗付加価値額 6 兆 7256 億円、川崎市=5 兆 3411 億円。 
        粗付加価値率は消費型都市である札幌市が高く、額でも川崎市を上回っていること

が分かる。             
  c.ソフト化率=中間投入に占める第三次産業の割合。ソフト化率が高いほど第三次産業比率が高く、

消費型の地域特性を強くしやすい。 
       （例） 
        ○札幌市=80%、川崎市=30%  
        ○第三次産業=感応度が高く、影響力が小さい分野が多い。 
        札幌市と川崎市を比較した場合、札幌市のソフト化率が圧倒的に高く消費型の地域

特性にあることが分かる。ソフト化率が高い地域の産業は、他の地域の経済情勢に

影響されやすい（感応度が高い）一方で他の地域に与える影響は小さい（影響力）。

この意味から札幌市は他地域との連関性が低く、川崎市の方が連関性が高いことに

なる。   
 
②地域の特性=ヨコ系統産出係数 
  a.総供給額=市内生産額+移輸入額。市内に供給される財やサービスの総量を示す。全てが市内生

産ではなく他の地域から入ってくる移輸入分を含めた数値である。 
       （例）     
       ○札幌市=13 兆 9335 億円。・川崎市=18 兆 1177 億円。 
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        総供給額は、川崎市が札幌市の 1.4 倍の規模にある。 
  b.移輸出率=移輸出額が市内生産額に占める割合。市内生産は市内需要に回るだけでなく域外に

も供給される。その比率を表しており、移輸出額が多いと域外からの所得獲得に市

内生産がより多く寄与していることになる。 
       （例） 
       ○札幌市=35.4%、川崎市=51.7%。 
        札幌市の移輸出率は川崎市の 7 割程度であり、市内生産が他地域からの所得獲得に

寄与している割合が小さいことが分かる。  
  c.移輸入率=移輸入額が市内総需要に占める割合。市内に供給される財・サービスの中で他地域の

生産に依存している割合を示す。この割合が大きいほど他地域への所得移転率が大

きいことになる。 
       （例） 
       ○札幌市=32.8%、川崎市=54.2%。 
        移輸入率は川崎市が札幌市の約 1.5 倍であり、他地域への所得移転率が大きい。 
  d.域際収支=移輸出額－移輸入額。 
       （例） 
             ○札幌市=4834 億円黒字、川崎市=2662 億円赤字 
        移輸出率、移輸入率ともに札幌市は川崎市を大きく下回っており、他地域との関連

性が低い。一方で、域際収支、すなわち他の地域との財・サービスのやり取りで所

得獲得と所得移転ではどちらが大きいかの検証をすると、札幌市は移輸出による所

得獲得の方が多く、川崎市は移輸入による所得移転の方が多いことが分かる。 
 
 基礎的な産業連関表の分析をみると、札幌市はソフト化率が高く消費型の地域特性を有しており他

地域からの影響を受けやすく、他地域に与える影響力は限定的である。このため、他地域との生産活

動をベースとした結び付きは薄く、その結果、移輸入、移輸出の割合は小さい自己完結度の高い経済

となっている。これに対して川崎市はソフト化率が低く生産型地域であり他の地域との関係では影響

力が高く、その結果、移輸入、移輸出の割合が大きい開放型となっている。川崎市は、輸出等による

景気変動の波は製造業を中心とする地域の産業特性を通じて、他の地域にも影響を大きな与えること

を意味している。産業特性が同じ政令指定都市でも地域の特性には大きな違いがあり、そこでの政策

展開も異なるものとなる。 
 
 以上は各産業分野に落とし込まないマクロベースでの分析であること、生産活動をベースとするも

ので非生産活動による所得移転は含まれていないこと、などの限界がある。そこで次回では、各論と

して「市民と市内の概念」、「①市内生産額の大きな分野、②域際収支がプラスの分野、③特化係数が

1 より大きな分野」などセミマクロの視点からの整理を行う。 
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安倍政権、三本の矢の評価と課題 

                     北海道大学公共政策大学院院長・教授 宮脇 淳 

 

成長、企業、投資活動を重視するアベノミックスの実態が予算編成、国会論戦を通じて少しずつ明ら

かとなっている。その中で、公共事業予算の増額転換は、非都市部を中心に地方自治体の財政状況が悪

化する中で、国の公共事業予算の長期削減による生活基盤インフラ等の劣化に対する歯止めとして大き

な意義を持つ。もちろん、防災等を含めた新規投資、維持更新ともに「あれもこれも」ではなく、日本

の持続的発展に向けた事業の取捨選択、優先順位の明確化が必要なことは言うまでもない。日本の社会

資本整備は、国、地方を含め維持更新投資の時代を迎えており、経済規模に対して毎年度 3%程度、す

なわち 15 兆円強の更新投資を必要とする。政府与党が示す強靭国土形成のための 10 年間 200 兆円の予

算規模は、防災等への投資を含め毎年度 20 兆円規模であり、従来の削減水準から比較すると大きな増

加となるものの、本来の必要額と比べると決して巨額な拡大ではない。それだけに、効率的、効果的な

インフラ整備が今まで以上に必要となる。 
アベノミックスの三本の矢のうち、金融、財政に関する議論は多い。しかし、矢が的を射抜く大きな

カギは新産業創造にある。なぜならば、新産業そして新需要の創造がなければ、日本経済のステージ変

化は困難であり、新たな需要が生まれない中での円安によるコストプッシュインフレ、すなわちスタグ

フレーションに陥る危険性があることを常に認識しなければならないからである。加えて、従来同様の

基金や補助金を中心とする国の画一的財政支援策だけでは新産業と需要を生み出すことには限界があ

る。新産業創造のカギは、地域資源に根差す地域特性に合った生産活動の創造にある。そのため、国の

財政支援に加え地域主体の政策展開、地域に則した緩和・強化両面を含む規制改革の推進が不可欠であ

る。地域特性と異なる生産活動誘致の持続性は低いこと、地域特性に則した生産活動の創造が生みだす

サービス業への波及効果が高いことを踏まえる必要がある。 
例えば、2000 年代以降、特性を生かしきれず北海道経済は概ね縮小を続けて来た。縮小脱却のカギ

の第 1 は、製造業の 4 割を占める食品加工の高付加価値化にある。農業、水産、酪農等食糧生産は北海

道の貴重な特性である。しかし、食品加工の高付加価値化投資が長期わたり低迷し、地域特性全体の劣

化が進んでいる。高付加価値投資の推進で新たな生産活動を創造することで、流通、観光等サービス業

の新たな活動が誘発される。 
第 2 は、再生可能エネルギーの産業化である。天然ガスや原油、ウランの活用にも当然限界がある。

再生可能エネルギー生産を年 5%以上で拡大し、日本のエネルギー供給の柱にする必要がある。北海道

がひとつの供給基地となることである。その際に、安倍政権でも今後大きな課題となる発送電分離問題

は、単に電力業界の問題ではなく、日本のエネルギーの流通チャネルへの接続とガバナンスへの改革議

論となることを忘れてはならない。 
地域特性に則した政策展開には、地方分権、緩和・強化両面を含む規制改革の推進が必要となる。地

域特性を生かすためには、画一的政策ばかりでなく地域毎に政策形成と実施が敏速に展開できる体制を

創造し「グローカル」な体力を日本全体として生み出すことである。安倍政権では、地方分権等の方向

性は示しつつ、まだその推進体制・工程は未知数となっている。同時に、今後の日本の進路を左右する

TPP、社会保障などは、参議院選挙後の具体的議論となる。

政策シグナル 
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中国経済の構造課題 

北海道大学公共政策大学院院長・教授  宮脇 淳 

 
2012 歴年ベースの中国実質成長率は 7.8%にとどまり、1999 年以来 13 年ぶりに 8%を下回る成長と

なった。しかし、足元の動向を見ると実質 GDP 四半期ベースでは 2012 年 10-12 月期には前期比プラ

ス成長となり、ミクロの経済指標においても改善する動きが見られることなどから減速に歯止めがかか

り、今後の動向に関して底入れ判断が広がりつつある。前期比でプラスとなり底入れ感が広がっている

主因は、内需の拡大にある。外需は欧米を中心に依然として低迷しているものの固定資本投資を中心に

増加傾向を内需が示している。固定資本投資の中心は鉄道建設であり、高速鉄道の事故を受けて一時停

止していた鉄道関連公共投資の再開に依存する部分が少なくない。しかし、前政権による政策効果から

内需が拡大する効果も浸透し始めており、中国のいわゆる「早期警戒指数」は改善方向となり景況感全

体は明るさを増している。加えて、世界経済の流動性が高まる中で欧州財政金融危機の懸念後退等が反

映し、中国経済への短期資金を主体とする投資活動も増加している。 
こうした中で長期的視野に立った中国経済の持続的成長の実現には、固定投資中心の経済構造の変革

が必要となる。2000 年代に入り中国経済は個人消費が経済全体に占める比率を低下させており、代わ

りに固定投資が比率を上昇させてきた。こうした背景には、外国資本による合弁会社等の活動が急速に

拡大する中で、その生産・流通等を支えるインフラ整備が急がれたことに対応した面が大きい。急速な

経済成長において生活インフラ以上に生産、流通等経済活動に関するインフラ整備が優先し易いことは、

日本経済の高度成長期においても生じた課題である。 
この課題を克服するためには、生活インフラの整備、社会保障制度の充実等を図り、将来生活不安の

払しょくも含め個人消費を取り囲む環境を改善する政策展開が必要となる。中国経済では都市部、非都

市部間の所得格差が拡大するだけでなく、都市部内においても所得格差は拡大の一途にある。加えて、

社会保障制度が未成熟状態にあることを反映した長期的な視野での消費意欲の抑制などの存在が、本格

的な消費拡大に向かいづらい環境を形成している。賃金上昇圧力が高まり中期的に中国経済の国際競争

力の低下が不可避な中で、中国経済の個人消費を軸とした内需拡大を進めることは全体の持続的成長を

維持するためにも大きな課題となる。 
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本格的な地方分権改革時代の総合計画のあり方 
（問われる地方自治体の覚悟） 

株式会社富士通総研 公共事業部 佐々木 央 

 

はじめに 
 日本の地方分権は、地方分権一括法（2000 年 4 月施行）までの第一次地方分権改革の後、地方分権

改革推進法（2007 年 4 月施行）に基づき始まった第二次地方分権改革は、政権交代の影響を受けなが

らも、2011 年には、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律」（第１次・第２次一括法）の公布や地方自治法改正として結実した。これを受け、各地

方自治体は、自己決定・自己責任による経営の確立が急務である。 
 しかし、地方分権改革の主たる担い手である地方自治体は、地方分権改革の意義やその推進にあたっ

て果たすべき責任や役割をどこまで自覚し、実践しているのだろうか。本稿では、「地方自治法の一部

を改正する法律（平成 23 年法律第 35 号）」（平成 23 年 8 月 1 日施行）で「市町村基本構想の策定義務」

が廃止された後の総合計画に関する動向を検証し、本格的な地方分権改革時代における総合計画を起点

とする行政経営のあり方を論じる。 
 
１．なぜ地方分権改革が必要なのか、なぜ地方分権改革は国民の支持が小さいのか（おさらい） 
 今さらの感はあるが、地方分権改革の意義を簡単におさらいする。内閣府・地方分権改革推進委員会

がまとめた「地方分権改革推進にあたっての基本的な考え方（平成 19 年 5 月 30 日）」では、地方分権

改革の目指すべき方向性として、「分権型社会への転換」や「自己決定・自己責任、受益と負担の明確

化」などが示されている。これは、グローバル化、超高齢社会、本格的な人口減少、悪化を続ける財政

状況などが同時に進展する中、旧来の中央集権型システムが機能不全を起こしていることに起因する。

今後の社会経済環境に迅速かつ適切に対応し地方の活力を維持・向上させるためには、国と地方の役

割・責任を抜本的に見直し、住民に最も身近な基礎的自治体が地域の特性・課題に応じて最適な施策・

事業を決定・実行していくことが望ましいとする「補完性の原理」や「基礎的自治体優先の原則」に則

った地方分権改革の推進が必要不可欠である。 
 しかし、一般の国民には、地方分権改革の必要性があまり理解されていない。その理由は、地方分権

改革がシステム（制度や仕組み、フレーム）を対象としているためであり、「地方分権改革によるメリ

ットが分からない」という多くの国民の意見は、そのとおりであろう。地方分権改革という制度や仕組

み、フレームを生かすも殺すも、担い手である基礎的自治体の取り組み次第である。すなわち、第１次・

第２次一括法などの法令によって整備された制度や仕組み、フレームを最大限に活用し、地域の特性と

課題を踏まえた効率的・効果的な施策を立案・実施することができるか否かが、各自治体に問われてい

る状況である。これは、「自己決定・自己責任、受益と負担の明確化」に代表されるとおり、自治体の

担い手である住民・首長・議会及び自治体の職員が、抜本的な意識改革と能力開発を行い、信念と責任

を持って取り組まなければ、目に見える成果・メリットを獲得することは困難であることを意味する。

義務付け・枠付けに代表される国が規定した基準や体制などに基づき事務事業を執行する姿勢から、自

ら自主性・自立性をもって基準や体制などの企画立案から執行・管理までに責任を持って取り組む姿勢

事事例例研研究究  
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に変革することで、初めて住民は地方分権改革の成果やメリットを享受し実感することが可能となる。

そのための一つの重要な手段が総合計画である。 
 
２．基本構想の策定義務撤廃に対して自治体が問われていること 
 旧地方自治法では、総合的かつ計画的に行政を運営するため、地方議会の議決に基づく基本構想の策

定を市町村に対して義務づけていた。一般的に各自治体では、この基本構想と基本計画及び実施計画を

一体で総合計画として策定し、市町村行政の最上位計画として施策や行政サービスを執行する根拠とし

て位置づけていた。しかし、第二期地方分権改革の重要事項である「国から自治体に対する義務付け・

枠付けの見直し」の一貫として、地方自治法の改正（平成 23 年 8 月 1 日施行）に伴い、基本構想の策

定義務が撤廃された。その理由は、基本構想の形骸化にある。多くの自治体では、職員や住民などの多

大な労力と経費を費やして総合計画を策定したにもかかわらず、特に基本構想や基本計画はほとんど機

能が発揮されていなかった。「綺麗に印刷された計画書が山積み」「多くの自治体職員が読んだことが無

い」「多くの住民は存在すら知らない」など、総合計画の形骸化を現す多くの揶揄が囁かれている。 
 総合計画が形骸化する代表的な要因は、以下に示すとおりである。 
 
【計画の内容や策定手続きに関する形骸化の要因（概要）】 

・議会の議決要件のため、多くの議会議員（さらに議員の背後に居る有権者）の様々な要求・要望を

反映させる必要性 

・首長の意向を踏まえ、住民や事業者など多種多様な利害関係者の要求・要望を反映させる必要性 
・議会答弁に代表される行政特有の抽象的な文書による計画内容の記述 

【計画から施策・事業への実効性に関する形骸化の要因】 

・厳しい財政状況の中で計画内容の推進に必要な財源の不足 

・政策企画部門と予算編成部門の縦割りによる計画と予算の不一致 
【計画のモニタリングに関する形骸化の要因】 

・計画の進捗状況や目的・目標の達成状況をモニタリングする仕組み・制度が不十分 

・モニタリング結果に基づき計画を見直す仕組み・制度が不十分 
 
 では、各自治体が形骸化しているにもかかわらず総合計画を最上位計画として位置づけ、策定を続け

た理由は何か。最も大きな理由は、旧地方自治法で基本構想の策定が義務づけられていたからである。

それでは、基本構想の策定義務の撤廃は何を意味しているのであろうか。それは、各自治体が「自己決

定・自己責任」に基づき、基本構想を策定するか否かを自ら決めることにある。すなわち、各自治体が、

基本構想を含む総合計画を策定する必要性を検討し、必要と考えれば策定し、不要と考えれば策定しな

いことを自らの判断で決定することにある。必要性の検討にあたっては、従来の総合計画を構成してい

た基本構想・基本計画・実施計画の各々について、改めて役割や機能を十分に検討することが重要であ

る。各自治体が検討するべき主な内容は以下のとおりと考える。 
 
【総合計画について各自治体が検討するべき主な内容】 

・今後のまちづくりや地域経営、行政経営の中で、基本構想・基本計画・実施計画をどの様に位置づ

け、どの様な役割や機能を担わせるのか 

・位置づけや担う役割、機能に応じてどの様な内容をどの様な手続きや進め方で策定するのか 
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・位置づけや担う役割、機能に応じてどの様に経営資源配分などの実効性を担保するのか 
・位置づけや担う役割、機能に応じてどの様にモニタリングするのか 

 
 自治体の最上位計画に位置づけられながら形骸化していた総合計画について、基本構想の策定義務の

撤廃を契機に、これらの内容を検討することは、各自治体が地方分権改革をどの様にとらえ活用しよう

としているのか、義務付け・枠付けの撤廃を受け自由度が拡大した政策立案や制度設計に自らの責任に

おいてどこまで取り組もうとしているのかを推し量る絶好の機会といえる。まさに、本格的な地方分権

改革時代における各自治体の自覚と経営能力が試されているものと考える。 
 

図表 総合計画の形骸化要因と今後の総合計画のあり方 

【今後の総合計画】
n 各自治体が策定の必要性や位置づけ、担うべき役割や機能、策定方法やその手続きなどを
自らの考えのもとに決める

本格的な地方分権改革時代における

各自治体の自覚と経営能力が試されている！

【総合計画が形骸化する主な要因】
n 基本構想：（地方自治法改正前）議会の議決が必要、10年以上の長期計画
l多くの利害関係者の意向を組み入れる ⇒ 網羅的
lいろいろな解釈が出来るようにしておく ⇒ 抽象的

n 基本計画：５年程度の中期計画
l抽象的な内容で目的・目標が不明確 ⇒ 進捗状況・達成状況の測定が困難
lそもそもモニタリング制度が欠落 ⇒ つくりっぱなし
l基本計画に則った行政経営が確立していない ⇒ つくりっぱなし

n 実施計画：３年程度の短期計画
l予算編成との整合が図られていない ⇒ 経営（政策企画と財政）の不一致

地方自治法改正：基本構想策定義務の撤廃（H23.8.1施行）

 

 
３．基本構想策定義務撤廃に対する自治体の動向と評価 
 ここでは、基本構想の策定義務撤廃に伴う各自治体の動向を整理する。なお、今後の総合計画に関す

る方針で最低限明らかにするべきポイントは、「２．基本構想の策定義務撤廃に対して自治体が問われ

ていること」の【総合計画について各自治体が検討するべき主な内容】に示すとおりである。これらの

ポイントの中で、地方自治法改正の趣旨を踏まえると、各自治体は特に「そもそも基本構想などの総合

計画を策定するのか否か」と「策定する場合の議会の議決要件の有無」について自らの責任で決める必

要がある。 
 基本構想等の策定や議会の議決要件に関する自治体の動向は、以下のとおりとなっている。 
 
① 議会基本条例に基づく事例 
 議会基本条例で、地方自治法第 96 条第 2 項に基づき議決事件の対象としている事例である。この事

例では、地方自治法改正による基本構想策定義務の撤廃の前に条例が制定されていた場合と、地方自治

法改正後に条例が制定された場合に分かれる。前者の場合は、多くの自治体で基本構想以外に基本計画

も議決事件の対象としている。後者の場合は、基本構想のみを対象としている場合と、基本構想と基本
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計画の両者を対象としている場合に分かれる。 
 
② 自治基本条例に基づく事例 
 自治基本条例で、総合計画を執行機関の最上位の行政計画として位置づけたり、地方自治法第 96 条

第 2 項に基づき議決事件の対象としている事例である。この事例では、住民、議会、執行機関などの関

係・役割分担などの中で、執行機関が主体となる総合計画の位置づけを明確にすることが主眼となって

いる場合が多い。また条例の制定時期が、地方自治法改正による基本構想策定義務の撤廃の前後に分か

れるのは議会基本条例と同様であるが、議決事件の対象を基本構想のみとするのか基本構想・基本計画

の両者とするのかは、制定時期にあまり関係性がみられない。 
 
③ 総合計画条例・総合計画策定条例に基づく事例 
 地方自治法改正に併せて、新たに総合計画に特化した条例を制定し、その位置づけや議決事件の対象

範囲、策定方法などを設定している場合である。改正地方自治法の施行日と併せて条例を施行した自治

体もみられる。 
 
 このように各自治体では、基本構想・基本計画の位置づけや、議会の議決を要件とする場合の議決事

件の対象を何らかの条例で規定する動きが活発化している。これらの動向は、今後も引き続き総合計画

に基づく計画行政を進めるためには、必要な取り組みである。 
 しかし、条例での規定以前に、より重要なのは、前述した基本構想の策定義務撤廃の背景にもなって

いる「計画の形骸化」への十分な対策ではないか。地方分権改革の一連の取り組みの中で基本構想の策

定義務が撤廃されたことを踏まえると、単に基本構想や基本計画を策定する・しない、それらを議決対

象にする・しないという議論以前に、各自治体には、今後の行政経営のあり方を真剣に検討することが

期待されているものと考える。すなわち、どの様に行政を経営していくのか、そのために総合計画は必

要なのか不要なのか、必要となった場合に行政経営に資する総合計画はどの様な内容であるべきなのか、

策定された総合計画に基づき効率的・効果的に行政が経営されるためにはどの様な制度や仕組みが必要

であるのかなどについて、地方自治の主体である住民・議会・行政執行部の各々が果たすべき役割や権

限、責任を踏まえながら検討することが非常に重要と考える。これらが十分に検討された結果として、

各自治体の置かれている状況に適した行政経営の仕組みや制度が整備・運用され、行政経営が有効に機

能するための起点となる総合計画のあり方が明確になるはずである。 
 これらの検討が十分に行われた結果として、各自治体が条例で基本構想・基本計画の位置づけなどを

規定しているのであれば問題は無いが、特段の検討もされずに条例が制定・改正された場合には、将来

に向けて禍根を残す可能性がある。自治体における行政経営の重要性が認識されて久しいが、効率的・

効果的な行政経営が実践されている自治体は決して多くはないと思う。筆者は、その大きな要因として、

経営の起点となる総合計画の形骸化が解消されていないことにあると考えている。 
 
４．地方分権改革時代の行政経営の起点となる総合計画のあり方（Ａ自治体における検討事例） 
 基本構想の策定義務撤廃後の総合計画のあり方は、どうあるべきか。それは、前述のとおり、効率的・

効果的な行政経営の起点として有効な機能する（形骸化しない）総合計画だと考える。効率的・効果的

な行政経営を実現するためには、Plan-Do-Check-Act（あるいは Plan-Do-See）に基づくマネジメント

サイクル（ＰＤＣＡサイクル）の整備と実効性の高い運用が不可欠であることは、あまり異論が無いと
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思う。財源や職員などの行政活動に必要な経営資源の制約が厳しくなる中、多様化・複雑化する行政課

題や時代の変化に合わせて新たに発生する行政課題などに適切に対応するためには、選択と集中に基づ

く効率的・効果的な行政経営が必要である。そのためには、Plan（計画、計画に基づく経営資源の最適

化）⇒Do（経営資源が確保された計画内容を施策・事業として実施）⇒Check（実施された施策・事業

の分析・評価）⇒Act（評価結果に基づく改善・見直し）⇒Plan（見直された計画、計画に基づく経営

資源の最適化）・・・と継続的に効率性・有効性が向上する行政活動を目指さなければならない。これ

らが実現する事で、初めて、地方分権改革が目指している「自ら自主性・自立性をもって基準や体制な

どの企画立案から執行・管理までに責任を持って取り組む」地方自治を推進するための経営基盤が整う

ものと考える。 
 筆者は、全国の自治体から総合計画の策定に関する相談を受けるが、近年増えているのが、総合計画

の策定の前提として、十分に機能していないＰＤＣＡサイクルを機能させることと、その起点としての

総合計画のあり方に関するものである。特に首長や総合計画を所管する管理監督職員の意識が高い自治

体ほど、基本構想の策定義務撤廃後の総合計画のあり方について、総合計画単独ではなく、ＰＤＣＡサ

イクルに関する現状の問題点やあるべき姿と併せて検討する必要があるとの課題認識を持っている。こ

こでは、富士通総研が支援しているＡ自治体の取り組みの概要を紹介する。 
 
【Ａ自治体における総合計画を起点とした行政経営のあり方の検討状況】 

 自治体を取り巻く環境が将来に向けて厳しくなる中、Ａ自治体では、長期的視点に基づいた戦略的・

計画的な市政を運営するため、本格的な自治体経営の確立を目指している。この取り組みの中、基本構

想の策定義務の撤廃に併せ、戦略的・計画的な行政運営に資する総合計画のあり方を検討している。 

 具体的には、以下に示す段階的な検討を進めている。 
 

図表 Ａ自治体における今後の総合計画等のあり方検討の進め方 

検討段階 検討項目 

第１段階 
・自治体を取り巻く環境の将来動向 

・今後の自治体経営の将来像 

第２段階 
・民意の政策等への反映方法 

・「マニフェスト」の「総合計画など」への反映方法 

第３段階 
・地方分権改革時代における今後の総合計画の位置づけや構成 

・総合計画と自治基本条例などの関係 

第４段階 ・今後の総合計画の内容のあり方 

第５段階 
・総合計画の達成に向けた組織・職員のあり方 

・総合計画及び組織の目標の達成に向けたＰＤＣＡサイクル 

 

 Ａ自治体の検討で重視しているのが、ＰＤＣＡサイクルに基づく行財政の効率性・有効性の継続的な

改善・向上にある。また、ＰＤＣＡサイクルの起点となる総合計画のあるべき姿についても、徹底的に

議論している。具体的には、従来の基本構想や基本計画などを問題点として、総合計画が形骸化する要

因を分析し、その要因を解消する方策を検討している。さらに、総合計画を起点とするＰＤＣＡサイク

ルが十分に効果を上げない要因も分析している。 
 総合計画が形骸化する代表的な要因の概要は、前述のとおりである。特にＰＤＣＡサイクルとの関係

から補足すると、計画に基づく施策・事業の Check（分析・評価）を実施するにあたって、計画の内容
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が Check（分析・評価）を実施できる水準の具体性を備えていないために、総合計画は形骸化する。で

は、適切に Check（分析・評価）が実施できる水準の具体性とは何か。不可欠な要素は、到達状況（達

成状況）の Check（分析・評価）が可能な施策・事務事業の目的・目標の具体性と、Check（分析・評

価）の結果に基づき経営資源の配分の見直しの基本となる重要度や優先度（メリハリ、選択と集中）が

示されていることである。 
 一方、過去 10 数年の総合計画の策定では、ワークショップなどの住民参画手法が多様化し、より多

くの住民参画による意見の収集が活発化している。しかし、経営資源の制約や施策の制度背景等を熟知

していない住民の安易な参画による計画内容に対する提案機会の拡大は、実態としては、総合計画の形

骸化要因のひとつである多種多様な利害関係者の要求・要望を反映させることに他ならない。また、一

部の住民が参画したワークショップ等からの提言は、代表性の視点からは大きな問題を含んでいる。さ

らには、ワークショップ等に参画した住民から「自分の提言が総合計画に反映されていない」「自分が

策定に参画した総合計画を勝手に見直すことは許さない」などの異論が出てくる状況にまで達している。 
 この様な状況の中で、Ａ自治体では、権限と責任が整合しない計画の策定及び推進体制が、総合計画

を形骸化させ、適切な自治体経営を阻む根本要因であることを明確にした。その上で、首長が経営トッ

プの行政執行部と議会及び住民について、日本の地方自治における二元代表制に基づき各々の権限と責

任を整理のうえ、権限・責任に裏づけられた総合計画の位置づけやあり方を検討している。 
 

図表 二元代表制における総合計画の策定・運用に関する権限と責任 
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 権限・責任の整理や整合性の確保は、総合計画の策定はもちろん、総合計画を起点とした実効性・有

効性の高いＰＤＣＡサイクルを実施するために必要である。また、行政経営を担うＰＤＣＡサイクルと
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するためには、特に Check（実施された施策・事業の分析・評価）⇒Act（評価結果に基づく改善・見

直し）⇒Plan（見直された計画、計画に基づく経営資源の最適化）の一連の流れが非常に重要である。

適切に Check⇒Act⇒Plan を運用する権限と責任が明確でなければ、痛みを伴う重要な問題点ほど、改

善の見通しが立たなくなるからである。さらには、権限や責任が裏づけられた組織運営や管理監督職の

人事評価等の制度の導入・運用も必要となる。 
 

図表 Ａ自治体が目指す自治体経営の全体像（主な検討範囲） 

組
織
目
標
管
理

Plan 計画策定・運用

総合計画

事務事業

施策

政策

Plan 経営資源の最適化

予算編成・定数管理
・公共施設管理

職員 予算・財源 公共施設

企画・行革・財政・人企画・行革・財政・人
事の経営管理部門事の経営管理部門
が一体で事務局とが一体で事務局と
なり全庁で推進なり全庁で推進

Check
分析・評価

行政評価

Do
透明性の高い
適正な行政活動

人事評価・人事制度・人材育成
すべての組織・すべての職員が責任を持って推進

施策評価

事務事業評価

Act
改善・改革の実践

実効性の確保が
極めて重要

首長マニフェスト

業務点検

 

 
最後に 
 将来の地域社会を取り巻く厳しい環境を見とおすと、補完性の原理や基礎的自治体優先の原則に則っ

た地方分権改革を推進し、各自治体が自己決定・自己責任の下、地域の実情に応じた効率的・効果的な

行政運営を実現することは不可避な状況である。しかし、地方分権改革の受け皿となる自治体は、その

重要性をどこまで自覚しているのか不明である。 
 今回、基本構想の策定義務の撤廃を受けて、自治体の最上位計画である総合計画の今後の位置づけ等

に関する動向や、Ａ自治体など多くの自治体で検討が始まっている行政経営の起点となる総合計画のあ

り方を論じた。これは、自らの最上位計画である総合計画のあり方を各自治体がどこまで真剣に検討し

ているのかにより、地方分権改革に対する自治体の覚悟の度合いを推し量ることができるものと考えた

からである。権限と責任を整理し、事後の分析・評価が可能な具体的な総合計画を策定し、実効性の高

いＰＤＣＡサイクルに基づく行政経営は、その中心的な担い手である首長や行政執行部に大きな緊張感

を与える取り組みでもある。しかし、限られた経営資源のもと、より効率的・効果的な行政サービスを

提供し、地域活力の維持・向上を実現するためには、避けて通ってはいけない道であると考える。 
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