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岐路に立つ財政健全化への取組 

～行政効率化の限界と求められる増分主義からの脱却～ 

北海道大学公共政策大学院教授 蛯子 准吏 
 

財政健全化の道筋を示す「中期財政計画」が閣議了解された。持続的成長と財政健全化の双方の実現

に向け、国・地方を合わせた基礎的財政収支について、2015 年度までに半減、2020 年度までに黒字化

と目指すとの目標が盛り込まれている。歳入・歳出両面の取組の必要性とマクロの達成目標が示されて

いるものの、その実現に向けた取組については、「本年秋以降、経済財政と社会保障との相互連関を考

慮しながら、持続可能な財政と社会保障の構築に向けた取組について、経済財政諮問会議において検討

を行う」としている。決定を先送りしていると言わざるを得ない。 

歳出改革の取組は、従前より、「無駄な事業の廃止・縮小」、「業務の効率化」の観点から進められて

きた。「無駄な事業の廃止・縮小」は、民主党政権下において実施された事業仕分け、地方自治体で実

施されている事務事業評価等の行政内部の管理機能強化の取組である。そして「業務の効率化」は、NPM

（New Public Management）理論に基づく、業務改革、調達改革、PFI 等の民間の経営手法を活用し

た行政内部の事務執行の効率化の取組であり、いずれも最小のコストで最大の効果を目指す行政の効率

化を指向したものである。これらの取組により、行政の透明性は格段に向上し外部からの監視機能が強

化されるとともに、事務処理、物品等の調達を中心に行政コストの削減がはかられてきた。歳出削減に

一定程度寄与してきたと評価できよう。 

これら歳出改革の取組が進んでいる一方、我が国における国・地方の財政状況は悪化の一途を辿って

いる。リーマンショック後の財政危機、東日本大震災等、経済活動の停滞と歳出増の要因があったとは

言え、現在の歳出規模はそれだけでは説明できないほどに拡大している。もはや、行政の効率化に多く

を期待することはできないと判断することが妥当であろう。歳出改革の推進にあたっては、歳出拡大に

陥る根源的な問題に取組む必要があろう。それは、歳出拡大をもたらす増分主義の意思決定メカニズム

であり、行政内部のみならずの社会全体へと対象を拡大することが求められる問題であることを意味す

る。 

従前からの歳出改革における国民と行政との関係は、サービスの受益者たる国民が供給者である行政

を監視することを基本としており、同時期に高まった顧客至上主義的思考に根ざした、責任を一方に負

わせる思考がその根底にある。しかし、歳出改革は、行政に閉じた問題ではなく、意思決定のあり方に

係る政治的問題である。政治的問題とは、政治家に任せる問題を意味するものではなく、社会の一員で

ある我々が主体的に解決に取組む問題であることを意味している。財政健全化は、持続可能性を担保す

る取組であり、その視点はサイレントマジョリティたる次世代に向けられる。我々は、現役世代の権利

調整のみならず、将来世代の権利を踏まえ議論する必要がある。次世代の声の代弁機能たる市場の反応

が議論の土台となろう。時間的猶予は限られている。速やかに歳出改革に向けた実効性のある取組が具

現化することを切に願う。

羅羅針針盤盤  
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安倍政権と PPP 政策 

北海道大学公共政策大学院教授 宮脇 淳 

 

1.はじめに 

安倍政権は、7 月の参議院選挙前 6 月 14 日、「経済財政運営と改革の基本方針」いわゆる「骨太」を

閣議決定し、デフレ脱却・日本経済再生を目指すアベノミクス「三本の矢」の具体像を示した。このア

ベノミクスの成否を大きく左右するのが、三本目の矢である成長戦略である。この成長戦略において老

朽化が進む社会資本の再生と充実は、日本経済の持続的発展、そして国民生活の質的改善に向けた大き

な課題として位置づけられる。少子高齢化・成熟化が進む 21 世紀の日本では、社会資本整備の新規投

資・更新投資を財政中心に展開するには限界がある一方で、アジアを中心とするグローバル社会で日本

が有する社会資本の整備と運営に関するノウハウは、大きな成長資源として重要な位置づけとなる。こ

のため、資金面・機能面も含め民間主体の社会資本整備の領域を拡充し、民間活力を最大限に引き出し

た社会資本整備とその活用、すなわち PFI・PPP（以下、PFI 等）の手法の充実を図ることが重要とな

っている。安倍政権は、PFI 等の事業規模を政策的に拡大させると共に、その推進のための関係法令の

見直し、インフラファンドの形成等に取り組んでいる。 

一方で、PFI 法施行後 10 年間のこれまでの経緯を見ると、決して順調な状況とはいえない。とくに、

国と異なり大型事業ではなく地域密着の中小規模の事業が多い地方自治体の経緯を見ると、その活用は

都市部中心、そして給食センター、廃棄物処理施設等一部の領域に止まっており、近年はその事業件数

も制約的な傾向を強めている。そこでは、PFI 等の事業発注を通じた効率性だけでなく、地域政策とし

ての地元企業優先の視点をいかに実現するか等、地方自治体の苦悩が存在する。以下では、国と地方を

通じた成長戦略として PFI 等の可能性と課題を踏まえ、地域経済と住民生活に生かしていくための戦略

を考える。 

 

2. 新たな仕組みへの進化・コンセション方式 

今日の社会資本整備では、復興・国土の強靭化を柱としつつ、①都市部・非都市部を問わず維持管理

をも含めたハード、ソフト両面での長寿化対策を展開すること、そして②アジアを中心とする新興国の

社会資本整備に戦略的に貢献していくことが成長戦略として必要となる。 

これまでの日本の社会資本整備は、財政資金に依存する形で単年度ごとにその事業は切り分けられ、

ハード（施設等の建設）とソフト（施設等の運用・活用）が分離する構造を持ってきた。このため、整

備し活用し更新するトータルなコスト、いわゆる「ライフサイクルコスト」（人間の一生にたとえて、

社会資本の整備から活用、そして更新・破棄に至るまでの費用）が把握できず、全体の効率性への認識

がそもそも難しいこと、機能面でも整備と活用が切り分けられ必ずしも利用者にとって使いやすいイン

フラとなっていないことなどの問題を生じさせてきた。 

こうした社会資本整備を巡る仕組みとその課題の存在が、ハード面で非常に質の高い整備、新規投資

を実現しても、コスト面やソフト面でトータルな社会資本として捉えた場合には必ずしも適切な水準と

ならず、国内的に官民を通じた投資効率を低下させる要因を強めてきた。一方で、日本の社会資本整備

のノウハウは質的には高くともコスト面や維持管理面を含めるとアジアでは必ずしも競争力が高くな
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い状況となっていた。このため、少子高齢化が進み資源制約が強まる中で社会資本整備の維持更新も含

めた投資効率とソフト面を中心とする質的改善を高めると同時に、グローバル社会でのトータルな競争

力を発揮するため、従来の PFI 等を進化させグローカルに展開できる仕組みにする必要がある。 

施行後 10 年を経過した日本の PFI 制度は、主にイギリスを中心とする英米系の法体系を基礎とする

制度であり、「官から民へ」の考え方に基づき「民間企業が資金調達し整備した社会資本を当該民間企

業が一定期間所有しながら運営すること」を基本としている。これに対してフランスでは、大陸法系の

下で社会資本の所有は国や地方自治体に残しつつ、その事業経営について一括して民間企業に委ねる方

法が主流であり、「所有と経営を分離する」ところに特色がある。コンセションと呼ばれる方法である。

社会資本の所有を国や地方自治体に残す理由は、公共サービスの持続性確保にある。経営を担った民間

事業者が仮に経営に失敗したとしても、社会資本自体は処分されることなく維持され、代替の経営会社

を見つけることにより公共サービスの持続性を確保することができるからである。 

コンセション方式は、社会資本の新規・追加・更新に関する投資も経営の中に含めて展開する形態で

あり、民間企業の投資で形成された社会資本部分についても最終的に国や地方自治体に無償譲渡等が行

われ社会資本としての一体性が確保される。資本投資についても民間の経営判断を生かすことで、より

一層、運営に関する一体的な事業展開のメリットを引き出すことが可能となっている。また、第三セク

ター事業、土地信託、さらには上下水道等の事業について債務整理や不採算部門を切り分けた後の受け

皿となる PFI モデルのひとつとしてコンセションの方式は重要な選択肢となる。指定管理等と異なる点

は、社会資本を活用した経営面での責任はすべて民間事業者が担う。そのため、民間事業者の経営上の

創意工夫は最大限に尊重する必要がある。こうしたコンセション方式は大型社会資本整備だけでなく、

公民館等の施設運営、道路の補修等規模の小さい事業でも応用可能である。もちろん、その際には個別

施設単位ではなく地域の施設を一括して展開する、あるいは施設ごとに NPO や地縁団体を活用するな

どの多様な発想は不可欠となる。 

 

3.地方空港へのコンセション方式の活用 

このコンセション方式を実現するため、大きな社会資本整備として国や地方自治体が管理する空港

（27 空港）への公共施設等運営権制度の導入を可能にする「民間能力を活用した国管理等空港の運営法」

（以下「民活空港運営法」）が 6 月 19 日の参院本会議で成立した。 

コンセションの運営権とは、空港、港湾など公共施設の所有権を国や地方自治体が保有したまま、一

定期間の経営権等を民間企業に売却することを意味する。2011 年の PFI 法改正で導入可能となってお

り、今回、空港について積極的に導入するための法整備が行われている。国管理空港の場合、具体的に

は国が土地を保有したままで民間組織が空港全体の一体的な経営を可能にする仕組みである。具体的案

件としては、宮城県の仙台空港のほか高松、広島などが検討されており、2014 年度中にも運営事業者

を公募し、事業者を決定する予定となっている。 

現在の国管理空港は、滑走路が国、空港ターミナルビルは第三セクター等各施設を別々の主体が管理

する委託方式を採用している。この委託契約が 2013 年度で全て期限切れとなることから、この機会に

新たな方式への転換を図るものである。具体的には、空港運営の基本方針は、所管省の国土交通省が作

成した上で民活空港運営法によって 30～50 年間の運営権を民間企業に売却し、一体運営を実現するこ

とで空港運営の効率化を図ることを目的とし、地方空港にも同様の運営方法の導入を可能としている。

民活空港運営法では、事業者が弾力的に利用料金を設定することなどを可能にしている。民活空港運営
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法に先立ち、2012 年に関空・伊丹統合法が成立し関空伊丹統合会社（新関西空港㈱）の設立委員会が

発足した。本株式会社は、当面、国 100％出資の形態でスタートしているものの、運営権を民間企業に

コンセッション契約に基づき売却することを意図している。もちろん、コンセション方式で受託する民

間企業は、複数の企業の連合体が中心となることが予想され、商業施設の運営等によって得る収益を活

用し着陸料の引き下げ、格安航空会社（LCC）の発着増等に結び付け利用客拡大を図ることなどが期待

される。なお、民活空港運営法に基づいても運営権に買い手がつかない場合、国の財政での維持、ある

いは廃港の政策選択肢が求められる。海外では空港運営権の民間売却はすでに広範に展開されており、

日本企業が関与した案件としてロンドン・シティー空港があり、日系の総合商社が出資するインフラフ

ァンドが運営権を保有している。 

財政面では、空港の維持、整備に要する費用の一部が民間の負担となるため、国の空港整備に関する

特別会計の勘定に対する一般会計からの繰入等の負担軽減の可能性がある。また、北海道のように新千

歳空港は収益性が高い一方で、それ以外の空港の収益性が悪く北海道全体として空港ネットワークを維

持するために、全体を連携させて今回の民活方法を活用することも一案となる。他方でターミナル会社

が民間上場企業となっている羽田空港をはじめとして権利関係が輻輳している場合や民有地が空港内

に存在する場合等は、運営権の売却に課題も大きく、コンセション方式の導入に壁となる可能性も少な

くない。いずれにせよ、関空伊丹統合会社も含めて制度的にスタートしたばかりの枠組みであり、収益

性、安全性、継続性を担保できる具体的なモデル形成が必要となる。 

 

4.グローカル戦略 

PFI 等の実践は、地域とグローバル化を融合させたグローカル戦略展開にとって重要である。世界経

済の成長の核が欧米の先進国から中国、インド等の新興国、資源国に移行する中で、日本を含めた先進

国の社会資本整備事業に関する輸出競争が激化していることに加え、今後、高齢化を進めるアジア地域

にとって日本の高齢化に伴う地域の様々な PFI を含めたノウハウは大きな資源となる。社会資本整備事

業の輸出は、新幹線や発電所等の巨大インフラだけでなく地域づくりや中小インフラにも拡大する。そ

の意味では、地域の官民連携による事業展開ノウハウを生かしていく活路として位置づけられる。 

オーストラリア等のアジア太平洋諸国では官民連携によるインフラ整備が進んでおり、そこに展開す

る民間企業側にも連携のノウハウが強く求められる。日本では PFI 等の歴史が浅くまた制度充実も十分

に進んでいない。PFI 法等が 2000 年代に入り整備され本格活用に入ったものの、そこでも財政依存型

の体質から脱却しておらず、とくに市場リスクをいかに配分するかのモデル構築はまだ形成段階にあ

る。この意味からより積極的にアジア諸国の PFI の展開を修得し対応して行くことも重要となる。その

中では、インフラの整備に関して設計・建設・資金調達・運営に関して民間事業者が 25-30 年間責任を

負担するモデルが一般的であり、日本のモデルに比べるとアジア等の国々ではより長期に民間の責任範

囲が高度化している。また、グローバルな競争激化に対して韓国では高速鉄道等の経済基盤整備に PFI
（韓国では「PPI（Private Participation in Infrastructure）」）を中心とする仕組みを積極的に展開、

充実に国家単位で取り組んでいる。 

PFI 等の国内における充実を含め、推進には課題が依然として少なくない。地方自治体の事業におけ

る地元優先の政策に対する対応だけでなく、民間資金の借り入れに加え債券発行等による資金調達の多

様化、小規模事業への活用の推進などであり、法令や規制なども含め多面的な検討が必要となる。加え

て、民間企業との連携に加えコミュニティーや NPO 等地域との連携を中心とする官民連携は、地域の
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活性化に不可欠な課題である。国の大規模事業への PFI 等の活用と同時に、地方自治体等のコミュニテ

ィー単位での活用に対する制度設計も忘れてはならない。そして、PFI 等の活用は長期間のリスクを踏

まえ、官民で配分することを基本とする。長期間にわたるリスクは経済変動だけではない。PFI 等にと

って政治リスクが極めて大きな制約となることも忘れてはならない。 
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実質 GNP と消費税税率引上げ問題 

                     北海道大学公共政策大学院教授 宮脇 淳 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（資料）内閣府 

2013 年 4-6 月期の日本経済の実質 GDP 成長率は、足元での回復スピードを示す前期比で 0.6%（年

率 2.6%）となり、1-3 月期の 0.9%（同 3.8%）より減速する結果となった。また、名目 GDP は前期比

0.7%（同 2.8%）となった。2013 年 4-6 月期迄の日本経済の動向は、消費税率の引上げに向けて 9 月に

安倍政権がその方向性を決定する際の重要な判断材料となる。既に、消費税率引き上げの条件として、

景気条項が消費税の増税法において、名目成長率 3%、実質成長率 2%の達成を目指すことが掲げている

ことから足元の景気動向は、今後の経済・財政政策に大きな影響を与える。4-6 月の名目 GDP の前年

比は 0.5%、実質 GDP は同 0.9%となっている。 
経済の足元のスピードが減速した大きな要因は、民需が個人消費は堅調な推移を示したものの、住宅

投資・設備投資を中心に期待より低い伸びにとどまったことにある。前期比ベースで住宅投資が 1-3 月

期の 1.9%増から 4-6 月期は▲0.2%と大きく減速したこと、設備投資も減速幅は小さくなったものの同

▲0.1%とマイナス圏での推移となったことである。従来から輸出関連及び住宅関連の分野での景気回復

感は指摘されたものの、地方、中小企業等の景況感の改善は遅く消費税率引き上げに対する慎重な意見

も指摘されてきたところである。このため、安倍政権も消費税率引上げの影響の試算を政府に指示する

など検証作業を進めている。 
但し、統計数値的には在庫投資の数値（4-6 月期▲0.3%）が統計上の仮の数値となっており、消費税

引上げの是非を判断する材料となる在庫の数値を確定させた二次推計では上方修正され、実質 GDP 前

期比 0.7-0.8%程度となり、年率換算では 3%を超える可能性もある。また、住宅投資に関しても今後の

先行指標となる住宅着工統計は堅調な動きを続けており、統計面からは消費税率引き上げの支障になる

要因は少ない。しかし、新産業創造のための設備投資が引続き弱いこと、雇用所得環境の改善が遅れて

いること、米国経済の減速、ユーロ経済の財政金融危機の不安定な状況等懸念材料もあり、消費税率引

き上げのプロセスを含め政策議論の対象となる。また、こうした懸念材料に対して、2013 年度第二次

補正で実体経済へのテコ入れを図ることも政策手段として議論されており、住宅投資の前倒し需要の反

動等政策判断の面から景気動向にプラス・マイナスの撹乱要因が生じることに留意する必要がある。 

政策シグナル 
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人口ボーナスとアジア 

北海道大学公共政策大学院教授 宮脇 淳 

 

 （資料）総務省統計局地図資料に加筆。 
 20 世紀の世界経済、そして日本経済は、米国を中心とする北米経済の牽引によって成長してきた。日

本より一人当たりの所得が高い米国に、財・サービスを提供することで日本経済も成長してきたのであ

る。しかし、その世界経済の核に構造的な変化が生じている。それは、「人口ボーナスの移動」である。 
 20 世紀の米国経済は世界から人口が集まり、巨額の消費と投資が繰り返され世界の財等を吸収する中

で、世界経済の核となる流れを生みだしてきた。日本経済も近代化の流れの中で、明治時代の 4000 万

人前後の人口が増加を続け 1 億 3000 万人弱の人口規模に達し、大きな国内経済を生み出してきた。 
 こうした基本的構図が大きく変化している。経済社会の近代化に伴う世界経済の人口増加の核が、中

国に移行したことによる変化である。この変化は単に経済規模の問題ではなく、日本経済にとっては一

人当たりの所得が相対的に低い（中国は経済規模では日本を上回り世界第二位であるものの、人口が 10
倍以上であることから一人当たりの所得は 1/10 以下となる）国が成長の核となることで、安価な製造

コストを背景に、日本経済に対するデフレ圧力を長期的・構造的な構図としている。もちろん、中国の

人口が増加し続ける期間は今後 15 年程度であり、その後は少子高齢化と共に人口減の局面に入る。但

し、日本が約 100 年かけて人口が今後 1/3 程度に減少するのに対して、中国では現在の 14 億人程度か

ら 10 億人に減少するにすぎず、世界経済に与える存在感は引き続き大きい。 
 中国の次に人口ボーナスとして 21 世紀中、大きなインパクトを持つのはインド経済である。しかし、

インドに成長の核が移行する前段で、フィリピン、インドネシア、マレーシア等の東南アジア諸国が現

在の中国に次ぐ世界経済の成長核の地域として浮上する。世界の製造業のひとつの核が製造コストに加

え、東南アジア、ASEAN 各国は中国・インドの両者に接する地勢学的優位性を高めることになる。 

アアジジアアリリンンクク  
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人口減少・少子高齢化を見据えた広域連携のあり方 

株式会社富士通総研 公共事業部 若生 幸也 

 

はじめに 

人口減少・少子高齢化・グローバル化などの社会経済環境の構造的変化は、基礎自治体の経営環境

に大きな影響を及ぼす。特に自治体財政に対しては、税収減少・財政支出増加等のマイナスの影響が

大きく、効率性の高い自治体経営を確立するため、様々な取組みを進める必要がある。 

このような社会経済環境の構造的変化を踏まえ、2013 年 6 月 25 日に、第 30 次地方制度調査会が「大

都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」を安倍総理に提出した。答申

は「集約とネットワーク化」と「都道府県による市町村に対する補完」による基礎自治体のサービス

提供体制の確立を目指すべき 1としており、基礎自治体間の「水平連携」と都道府県と基礎自治体の

「垂直連携」のさらなる推進を地方制度調査会が求めていると解される。 

そこで本稿では、基礎自治体を取り巻く環境が大きく変化していることに対応した広域連携のあり

方を模索すべきであるという問題意識から、まず人口の観点から、基礎自治体の取り巻く環境の変化

を整理する。次に、既存の広域連携手法の類型を概観する。最後に、広域連携手法の先進事例等も踏

まえつつ、人口減少・少子高齢化を見据えた広域連携のあり方について考察を行う。なお本稿におけ

る広域連携とは、「2 つ以上の自治体にまたがる行政課題に対し、2 つ以上の自治体が共同して対応す

る仕組み」2と定義する。 

 
１．基礎自治体を取り巻く環境 

 基礎自治体を取り巻く環境は、年々厳しくなることが予想される。特に、自治体経営に大きな影響

を及ぼす社会経済環境の変化が、人口減少・少子高齢化の進展である。これらの変化を前提とした自

治体経営が求められる。 

 

（１）人口減少・少子高齢化の基礎自治体に対する影響 

人口減少・少子高齢化は基礎自治体に大きな影響を及ぼす。総人口・年少人口・生産年齢人口・老

年/75 歳以上人口の減少は、自治体財政等に以下の影響を与える（図表１参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 第 30 次地方制度調査会「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」2013 年 6 月 25 日、

18-20 ページ。 
2 佐々木信夫『現代地方自治』学陽書房、2009 年、303 ページ。 

事事例例研研究究  
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図表１ 人口減少・少子高齢化の基礎自治体に対する影響 

総人口

年少人口
（14歳以下）
生産年齢人口
（15-64歳）
老年/75歳以上人口
（65/75歳以上）

主に域内消費量・支出と関連
基本は減少傾向
主に子育て・教育支出と関連
基本は減少傾向
主に域内生産量・税収と関連
基本は減少傾向
主に高齢者福祉・介護支出と関連
基本は増加傾向だがピーク時期がポイント

①

②

③

④
 

以上のように税収の基礎となる③生産年齢人口は減少傾向、高齢者福祉・介護支出の基礎となる④

老年/75 歳以上人口は増加傾向となる。しかし多くの基礎自治体では、④老年/75 歳以上人口は今後 20

年以内にピークを迎える。そのピーク以降、老年/75 歳以上人口は横ばいから減少へと転化する。 

 
（２）モザイク状に進展する人口減少・少子高齢化 
このような自治体財政に大きな影響を与える人口減少・少子高齢化は、各自治体それぞれ異なる速

度で進展する。人口減少・少子高齢化は、以下の 3 パターンで進行すると予想される 3。 

（ａ）生産年齢人口横ばい後減少・老年人口増加（例：岐阜県美濃加茂市） 

雇用力が高く、継続的に人口の社会増が見込まれる基礎自治体に起こりうるパターンである。生産

年齢人口を税収の代理変数とすると、自治体の固有財源による税収は一定程度確保されるものの、老

年人口/75 歳以上人口が増加するため、高齢化対応施設等の容量確保（高齢者数が減少傾向にある自

治体との広域連携等）や扶助費増加等、高齢化対応が継続的に必要となる。 

 

図表２ 将来推計人口の推移（岐阜県美濃加茂市） 

8,477 8,569 8,336 7,879 7,483 7,303 7,186

35,526 35,072 35,045 35,256 35,096 34,269
32,580

10,727
12,642 13,621 14,235 14,884 15,734 17,108

5436 6242 7040 8377 8948 9183 9468

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

0～14歳

15～64歳

65歳以上

75歳以上

 
参照：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）」より筆者

作成 

 
（ｂ）生産年齢人口減少・老年人口増加（例：岐阜県岐阜市） 

特殊要因に恵まれた基礎自治体以外の大都市及び周辺部の基礎自治体に起こりうるパターンであ

る。生産年齢人口が減少するため、自治体の固有財源による税収が減少するのに対して、老年人口が

                                                   
3 将来推計人口は、国立社会保障・人口問題研究所ウェブサイト「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）」

で確認することができる。http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson13/t-page.asp （2013 年 8 月 25 日アクセス） 

http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson13/t-page.asp
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増加するため、高齢化対応施設等の容量確保や扶助費増加等、高齢化対応が継続的に必要となる。こ

れから最も厳しい財政状況となる可能性の高い基礎自治体である。 

 

図表３ 将来推計人口の推移（例：岐阜県岐阜市） 

55,736 51,595 46,539 42,054 38,093 35,719 33,981

258,351
243,767 235,432 227,732

216,862
202,037

183,570

99,049
111,363 114,817 114,000 114,030 115,462 119,292

46,382 53,846 61,047 68,748 68,864 66,340 65,874

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

0～14歳

15～64歳

65歳以上

75歳以上

 
参照：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）」より筆者

作成 

 
（ｃ）生産年齢人口減少・老年人口増加後減少（例：岐阜県美濃市） 

多くの地方圏の基礎自治体で発生するパターンであり、生産年齢人口が減少傾向にあるため、自治

体の固有財源による税収は継続的に減少する。また老年人口も減少傾向にあるため、高齢化対応の必

要性も徐々に減少し、一定の扶助費の軽減が見込まれる。高齢化対応の必要性が減少するため、高齢

者数が増加する基礎自治体との広域連携を活用した施設共有方策の検討や施設の用途転換・減築等、

多様な施設のあり方を模索する必要がある。 

 

図表４ 将来推計人口の推移（岐阜県美濃市） 

2,600 2,296 2,051 1,824 1,644 1,514 1,394

13,789
12,471

11,278
10,459

9,706
8,986

8,115

6,240
6,864 7,248 7,201 7,020 6,706 6,459

3,523 3,600 3,682 4,178 4,501 4,414 4,149

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

0～14歳

15～64歳

65歳以上

75歳以上

 
参照：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）」より筆者

作成 

 
以上で見てきたように、人口減少・少子高齢化パターンは、基礎自治体によって異なる速度で進展

する。特に高齢化対応は、各自治体における老年/75 歳以上人口が増加傾向から減少傾向へ変化する

時期を見据えた上で、計画的に実施する必要がある。各自治体の変化時期の差異が広域連携を構築す

るための基礎となり、需要が供給を上回る自治体と供給が需要を上回る自治体とが連携することで需
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給バランスの平準化を図ることが期待できる。 

 
２．既存の広域連携手法の概要 

広域連携は、事務特性に応じて①広域事務と②持ち寄り事務に類型化できる 4。①広域事務は、市

町村の区域にまたがる面的な処理が必要な事務であり、具体的には工業用地、工業・農業用水、林野

管理、道路、河川等の事務が挙げられる。②持ち寄り事務は単独でも処理可能な事務であるが、効率

性や安定性を踏まえ共同処理する事務であり、具体的にはごみ処理、学校、病院・福祉施設、公営競

技、消防、共済、計算事務等の事務が挙げられる。日常生活圏域の拡大に伴って生じる①広域事務は

依然として重要であるものの、市町村合併が進展し、広域事務と市町村単位の事務と近似する場合も

ある。そのため、人口減少・少子高齢化社会に向けては、事務の効率化や安定化に向けた②持ち寄り

事務の拡充が基本となると考えられる。 

広域連携手法の類型と概要は、図表５のように整理できる 5。 

 

図表５ 既存の広域連携手法の類型と概要 

一部事務組合

広域連合

事務の委託

協議会

・純粋な事務処理共同を目的とした制度
・各構成自治体に意思決定権が残存

・事務処理共同に加え、長と議会の公選や各構成自治体への勧告権、
国・都道府県からの権限委譲が特徴だが、公選や勧告権は実現例なし

・自治体間協議により規約を締結し特定事務の執行委託する制度
・受託自治体の規則等が適用され、委託自治体の意向は反映されにくい

・連絡事務や計画策定事務等の簡素化と合理化を目的とした制度
・実際の執行は各自治体の長等の名で実施

①

②

①

②

機関等の共同設置

内部組織の
共同設置

職員の派遣

公の施設の区域外設置と
他の団体の公の施設の利用

・委員会、審議会・審査会等を共同で設置する制度
（例）公平委員会、介護認定審査会、教育指導主事等

・特別地方公共団体の設置手続のハードルの高さと①事務の委託における
サービスの不安定性などの解消を目的とした内部組織の共同設置制度

・他の自治体から職員の派遣を求めることができる制度
（例）一部事務組合や広域連合への派遣、被災地派遣等

・施設を自治体区域外に設置できる制度
・協議によって自治体施設を他自治体の住民が利用できるようにする制度

③

④

⑤

⑥

個別法に基づく仕組み

府省の要綱・通知に基づく仕組み

自治体独自の
仕組み

・個別法に基づく広域連携制度
（例）消防組織法に基づく「相互応援協定」

・府省要綱・通知に基づく広域連携制度
（例）定住自立圏構想推進要綱（2008年）等

・各自治体職員の相互併任による任意組織を設け事務処理を行う仕組み
（例）地方税の滞納整理等での活用例

特別地方公共団体

機能的協力

特別地方公共団体を
設置しない連携手法

職員の相互併任による
任意組織による事務処理

民事上の委託契約

任意協議会・協定

①

②

③

・民事上の委託契約によって他の自治体に対して業務委託
・民間委託と同種であり、契約は事実行為に限定

・自治体が自主的に設置する協議会・協定
（例）市町村合併の任意協議会、姉妹都市協定等

(a)

(b)

(a)

(b)

(c)

（
１
）
地
方
自
治
法
に
よ
る
仕
組
み

（
２
）
地
方
自
治
法
に
よ
ら
な
い
仕
組
み  

参照：森裕亮「基礎自治体間の事務処理連携とその課題」を参考に筆者作成 

 
（１）地方自治法による仕組み 

                                                   
4 小原隆治・長野県地方自治研究センター編『平成の大合併と広域連合―長野県広域行政の実証分析』公人社、2007 年、

186 ページ。 
5 森裕亮「基礎自治体間の事務処理連携とその課題」真山達志編『ローカルガバメント論―地方行政のルネサンス』ミネ

ルヴァ書房、2012 年、210-216 ページ。を参考に整理している。 
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（ａ）特別地方公共団体 

特別地方公共団体による広域連携手法は、①一部事務組合と②広域連合に大別される 6。①一部事

務組合は、純粋な事務処理の共同を目的としており、構成自治体とは独立した機関として設置される

ため、一部事務組合の意思決定が直接的に事務執行等につながる運営が可能となる。ただし、長や議

会の直接公選制は制度化されておらず、住民の意向反映は難しい。また、各構成自治体の意思決定権

が残されているため、意思決定速度が遅く事務処理の責任の所在が不明確である点が課題として整理

できる。 

②広域連合では、一部事務組合の課題を解決するため、連合長や連合議会の直接公選制が認められ

ており、住民意向反映が可能である。また、広域連合決定は各構成自治体に勧告を行うことが可能で

あり意思決定速度の改善が期待できる。さらに、国や都道府県からの権限委譲も認められている。し

かし、実質的には持ち寄り事務処理機構としての側面が強く、直接選挙や長の勧告権の実施例はない。 

 

（ｂ）機能的協力（特別地方公共団体を設立しない連携手法） 

機能的協力による広域連携手法は、①事務の委託、②協議会、③機関等の共同設置、④内部組織の

共同設置、⑤職員の派遣、⑥公の施設の区域外設置と他の団体の公の施設の利用が挙げられる。①事

務の委託は、自治体間協議により規約を締結し、特定事務を執行委託する制度である。連絡会議等で

受委託自治体の事務の管理執行調整は実施される機会があるものの、受託自治体の条例・規則等が適

用され、委託自治体の意向は反映されにくいため、サービス提供方法として不安定な仕組みである。 

この課題に対応した仕組みとして、2011 年の地方自治法改正により④内部組織の共同設置が制度化

された。この仕組みは、特別地方公共団体の設置手続の煩雑さと事務の委託におけるサービス提供方

法の不安定性等の課題を解消するため、③機関等の共同設置の制度拡充により実現した。人口減少・

少子高齢化による財政難の基礎自治体にあっては、新たな組織の設置を前提とせず事務の共同化と迅

速化が期待できる③機関等の共同設置や④内部組織の共同設置等の利用拡大が必要となる。 

また「１．基礎自治体を取り巻く環境」で見たように、高齢者数等の人口動向によって公共施設等

の広域利用は不可欠であり、⑥公の施設の区域外設置と他の団体の公の施設の利用を活用することが

期待される。 

 
（２）地方自治法によらない取組み 

（ａ）個別法に基づく仕組み 

個別法に基づく広域連携手法として、地方拠点都市法に基づく「地方拠点都市地域整備推進協議会」

や消防組織法や災害対策基本法に基づく「相互応援協定」がある。 

 

（ｂ）府省の要綱・通知に基づく仕組み 

府省の要綱・通知に基づく仕組みとして「定住自立圏構想推進要綱」（2008 年）等がある。定住自

立圏構想とは、「市町村の主体的取組として、『中心市』の都市機能と『周辺市町村』の農林水産業、

自然環境、歴史、文化など、それぞれの魅力を活用して、NPOや企業といった民間の担い手を含め、

相互に役割分担し、連携・協力することにより、地域住民のいのちと暮らしを守るため圏域全体で必

要な生活機能を確保し、地方圏への人口定住を促進する政策」7である。取組み手順は、中心市が「中

                                                   
6 地方開発事業団は、2011 年に地方自治法から規定が削除されているため、本稿では対象外とする。 
7 総務省ウェブサイト「定住自立圏構想」http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/teizyu/ （2013 年 8 月 25 日アクセス） 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/teizyu/
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心市宣言」を行った上で、周辺自治体と「定住自立圏形成協定」を締結し、「定住自立圏共生ビジョ

ン」を策定し、具体的取組みを展開する。この定住自立圏の構成自治体は、府省の財政措置（特別交

付金措置や補助金優先採択等）が受けられる。 

定住自立圏構想は、人口減少・少子高齢化を見据えた基礎自治体間の機能分担を促す政策として、

さらなる有効活用が求められる。 

 

（ｃ）自治体独自の仕組み 

自治体独自の仕組みとして、①職員の相互併任による任意組織による事務処理や②民事上の委託契

約、③任意協議会・協定がある。②民事上の委託契約は、民間委託と同種であり、契約は事実行為に

限られる。また③任意協議会・協定は、民間企業や各種団体などの多様な主体を巻き込む必要のある

事務において有効性を発揮する。しかし、決定事項を各自治体が個別対応することになり実効性が低

下する懸念があること、法人格を有しないため職員管理・財産管理等の主体となりづらい点が課題で

ある。 
 

３．人口減少・少子高齢化を見据えた広域連携のあり方 

（１）目指すべき広域連携と基礎自治体との関係 

人口減少・少子高齢化を見据えた広域連携のあり方を考察する前提として、目指すべき広域連携と

基礎自治体との関係を整理する。人口減少・少子高齢化を見据えた広域連携にあっては、「簡素で効

率的な広域連携の確立・拡大」が求められる。広域連携が意思決定の遅延や事務組織設置・運営コス

トの増加に結びつく場合、広域連携の導入は望ましくない。 
簡素で効率的な広域連携の確立・拡大が実現する場合、事務・組織運営費用や人員等の資源に余剰

が生まれると想定される。この余剰資源は、各基礎自治体において有効活用すべきである。特に各基

礎自治体の経営改革には、一定の資源が必要となることから、簡素で効率的な広域連携による余剰資

源を活用した各自治体の効率化等を図ることが望まれる（図表６参照）。 
 

図表６ 広域連携と基礎自治体との目指すべき関係 

各自治体の効率化・自治体内での余剰資源の有効活用

a
自治体

フィードバック

フィードバック

b
自治体

c
自治体

d
自治体

e
自治体

簡素で効率的な広域連携の確立・拡大
 

（２）広域連携の対象となる事務類型の展開方法 

広域連携の対象となる事務類型は、図表７のとおりである。まず、①自治体ごとの事務の差異が比

較的少なく共通性があり定型的な業務を対象として、広域連携を実施することが想定される。具体的

には、図書館事務などの施設利用の共同化、戸籍広域交付等が対象となる。これらは部分的に外部委

託も可能な事務であり、広域連携と併せた外部委託も検討の余地がある。なお、施設利用の共同化に

あたっては、「１．基礎自治体を取り巻く環境」を踏まえつつ、地方自治法上の「公の施設の区域外



  

 

14 政策研究 2013 No.5 

設置と他の団体の公の施設の利用」を活用することが可能である。 

 

図表７ 広域連携の対象となる事務類型 

単独自治体
・中核業務

単独自治体
・外部委託

①複数自治体
・広域連携
・外部委託

②複数自治体
・広域連携

非定型

共通性

定型

独自性

 

さらに持続可能な自治体経営に向けた取組みを図るためには、今まで広域連携の活用が進んでいな

い、②共通性があり非定型的な業務を連携事務として位置づけることが重要である。具体的には、税

務部門、監査委員・監査委員事務局、保健福祉部門（地域保健センター）、消費生活センターなどの

共通化が挙げられる。これらは地方自治法上の「機関等の共同設置」や「内部組織の共同設置」によ

り実現することができ、一部事務組合等と異なり組織体の創設を前提としないため、簡素で効率的な

広域連携の基盤となりうる。 

 
（３）少子高齢化・人口減少を見据えた広域連携のあり方 

 少子高齢化・人口減少を見据えた場合の自治体統合の類型は、図表８のとおりである。 

 

図表８ 自治体統合の類型 

a b

c

dʼ

a b

c

事務 事務

事務

事務d

a b

c

事務 事務

事務

A
事務

（ａ）完全統合 （ｂ）一部統合
①連携組織による
水平連携

②基礎自治体の
水平連携

③広域自治体との
垂直連携

a
事務

①合併

 
（ａ）完全統合 

①合併 

少子高齢化・人口減少を見据えた場合、完全統合となる合併もひとつの選択肢である。特に大都市
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周辺部では、財政力の高さ等から市町村合併が進まず、狭域に複数の基礎自治体が存在している。し

かし今後、大都市周辺の基礎自治体では、生産年齢人口の減少と 75 歳以上人口の増加が急速に進展

し、財政悪化のおそれがある。例えば東京都国立市では、2010 年の生産年齢人口と 75 歳以上人口を

100 とした場合、2040 年には生産年齢人口が 79、75 歳以上人口は 200 となる。広域連携等の基盤を

既に有している場合、自治体財政の悪化を見据え、日常生活圏域の拡大に合わせた市町村合併の進展

を図る必要があろう。 

平成の大合併で合併を進めた市町村は、日常生活圏域以上の区域を有する場合も多く、基礎自治体

内での区域の役割分担の明確化を図った上で、「集約とネットワーク化」を図る必要がある。 

 
（ｂ）一部統合 

①連携組織による水平連携 

連携組織による水平連携は、一部事務組合や広域連合等の仕組みがあるものの、新たな組織を設立

することから、意思決定の遅延や事務組織設置・運営コストの増加を招くおそれがある。そのため、

連携組織による水平連携で「簡素で効率的な広域連携の確立・拡大」を目指す場合、制度化されてい

ないものの、第 23 次地方制度調査会の成田私案が参考になる 8。 
成田私案における広域連携は、意思決定のスピード担保と確実な収入確保を目的としている。意思

決定のスピード担保に向けては、広範な意思決定権限を広域連携マネージャーへ授権し、構成自治体

首長等により構成される評議会による限定的な（制限列挙による）意思決定方式を採用する。また収

入確保に向けては、独自課税を認めることが想定される。もちろん、広域連携マネージャーと評議会

との関係整理や独自課税等のさらなる検討が必要であるが、連携組織による水平連携で「簡素で効率

的な広域連携の確立・拡大」を目指す場合、参考となる案である。 
 

②基礎自治体のみによる水平連携 

「簡素で効率的な広域連携の確立・拡大」を目指すにあたって、基礎自治体のみによる水平連携は、

新たな組織設立を前提としないことから有効な取組みとなる。（２）広域連携の対象となる事務類型

の展開方法で整理したように、公共施設の共同利用にあたっては、「公の施設の区域外設置と他の団

体の公の施設の利用」を活用することが可能である。また税務部門、監査委員・監査委員事務局、保

健福祉部門（地域保健センター）、消費生活センターなどの共通化に向けて「機関等の共同設置」や

「内部組織の共同設置」を活用することが可能である。 

内部組織の共同設置の先進事例として、池田市・箕面市・豊能町・能勢町における共同処理センタ

ーの共同設置が挙げられる（概要は図表９参照）9。この事例では、大阪府から委譲を受けた事務を分

担処理と集中処理に分けて処理している。分担処理は池田市と箕面市が幹事市となり、それぞれ広域

/持ち寄り事務を実施し、集中処理は箕面市が幹事市となり持ち寄り事務を実施している。本事例では、

年間約 14 人分・約 1 億 2,000 万円の人件費削減効果を生み出しており、「簡素で効率的な広域連携」

事例として参考になる。 

 

図表９ 池田市・箕面市・豊能町・能勢町における共同処理センターの共同設置の概要 

                                                   
8 小原前掲書、213 ページ。 
9 2 市 2 町広域連携研究会「池田市・箕面市・豊能町・能勢町における共同処理センターの運営について」

http://www.city.minoh.lg.jp/soumu/kengenijyou/documents/kenkyukai.pdf （2013 年 8 月 25 日アクセス） 

http://www.city.minoh.lg.jp/soumu/kengenijyou/documents/kenkyukai.pdf
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連携事務 池田市・箕面市・豊能町・能勢町における共同処理センターの共同設置
構成自治体 大阪府池田市・箕面市・豊能町・能勢町

概要

分担処理と集中処理の分離
（分担処理）
池田市分担：広域環境・広域まちづくり・広域交通総務
箕面市分担：広域商工観光、広域人権国際、広域公園みどり、広域幼児育成、広域子育て支援
（集中処理）広域福祉

形態 内部組織の共同設置（全国初）
規約 池田市箕面市豊能町能勢町における共同処理センターの共同設置に関する規約

人事・組織 分担処理はそれぞれの市職員で担当し、集中処理は2市2町の職員が担当
資金

（予算・財産）
・予算は幹事市で計上
・経費負担は各自治体で案分

ガバナンス
（議会等関係）

・幹事市以外の市町は、関連する事務を所管する次長以上で対応
・幹事市の常任委員会のみ出席（幹事市以外の市町は出席不要）

メリット 年間1億2000万円の人件費削減
デメリット 特になし  

参照：2市 2町広域連携研究会「池田市・箕面市・豊能町・能勢町における 

共同処理センターの運営について」を参考に筆者作成 

 

③広域自治体との垂直連携 

「簡素で効率的な広域連携の確立・拡大」を目指すことが望ましいが、第 30 次地方制度調査会の

答申でも示されたように、拠点都市からの距離が相当程度離れている場合など、広域連携による効率

化が期待できない基礎自治体もある。このような基礎自治体の場合、人口減少・少子高齢化の程度も

激しいことが予想され、広域自治体との垂直連携を検討すべき段階に来ている。 

広域自治体との垂直連携を検討するにあたって参考となる先進事例は、2008 年から奈良県と県内市

町村で「県と市町村の役割分担のあり方」をテーマに実施されている「奈良モデル」の検討である。

2013 年度は「水道運営の連携」、「市町村国民健康保険のあり方」、「市町村公営住宅等の管理の共同化」、

「南和地域における一次救急医療体制の確保」、「市町村管理の道路施設補修工事の支援」について検

討を行った 10。また、市町村管理トンネルの点検業務を 9 つの市町村から県が受託して一括発注した 11。 

今後、広域自治体との垂直連携を進めるためには、第 30 次地方制度調査会の答申を踏まえ、広域

自治体と基礎自治体との事務の関連性を検討する必要がある。全くノウハウを持たない基礎自治体の

事務を、広域自治体が垂直連携で実施することは難しいと想定される。また、基礎自治体の事務を、

広域自治体との垂直連携で実施する場合の費用負担（広域自治体への財政的支援等）も検討する必要

があろう。 

 
おわりに 

以上で整理したように、今後の少子高齢化・人口減少を見据えた場合、簡素で効率的な広域連携の

確立・拡大を目指すことが望ましいと論じた。まず各基礎自治体で広域連携の導入を図る際に重要と

なるのは、広域連携を検討する基礎自治体を取り巻く環境を正確に認識することである。次に、広域

連携の対象となる事務類型から、広域連携対象事務を定める必要がある。さらに、対象事務を定めた

                                                   
10 奈良県市町村長サミット「平成 25 年度『奈良モデル』検討会課題提案」http://www.pref.nara.jp/secure/100131/siryou3.pdf 
（2013 年 8 月 25 日アクセス） 
11 奈良県報道資料「市町村管理トンネルの点検を垂直補完により県と市町村が協力して実施します。」

http://www.pref.nara.jp/secure/94860/130502%20houdou.pdf （2013 年 8 月 25 日アクセス） 

http://www.pref.nara.jp/secure/100131/siryou3.pdf
http://www.pref.nara.jp/secure/94860/130502%20houdou.pdf
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上で、自治体統合の類型を踏まえ、広域連携手法を選択する。最後に、手法ごとに異なる論点（人事

面・資金面・情報面・ガバナンス面等）を検討・整理し、広域連携を生み出すことができる。 

なお、基礎自治体を取り巻く環境を正確に認識するための手法として、「みのかも定住自立圏地域

力分析ブック」12が参考になる。この分析ブックは、地域における「強み」と「弱み」、定住自立圏構

想推進のための地域課題を明確にして、その解決方法を検討・提案する基本データ集である（図表 10

参照）。 

 

図表１０ みのかも定住自立圏地域力分析ブックのイメージ 

 
参照：みのかも定住自立圏「みのかも定住自立圏地域力分析ブック」より引用 

 

2012 年度には、財政問題・医療のあり方・通勤圏の特徴が分析対象となり、2011 年度には、将来

人口・雇用産業・公共施設管理が分析対象となっている。 

このように、関係自治体の地域力を分析し、現状を正確に認識することから、人口減少・少子高齢

化を見据えた広域連携のあり方を構想することが望まれる。 

 

                                                   
12 みのかも定住自立圏「みのかも定住自立圏地域力分析ブック」2013 年 3 月。

http://wikii.jp/kamomaru/lib/exe/fetch.php?media=vision:analysisbook:201306_analysis_book.pdf （2013 年 8 月 25 日アクセス） 

http://wikii.jp/kamomaru/lib/exe/fetch.php?media=vision:analysisbook:201306_analysis_book.pdf
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