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消費税税率引き上げ再延期と政策課題 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
はじめに 

2016 年６月１日、安倍総理の表明により、2017 年４月に予定されていた消費税率 10%への引上げが

2019 年 10 月まで再延期となることが実質的に決定した。この再延期の影響を財政・金融両政策面から概

観してみる。なぜならば、今回の再延期措置は、中長期的な日本経済・財政・金融の構造に大きな影響を

与えるリスク要因となる危険性があることによる。 
 
１. 社会保障・税の一体改革と財政 

10%への段階的な消費税率の引上げ方針は、2012 年の社会保障・税の一体改革を受けて国会で正式

に決定されており、同時に、①老齢基礎年金受給資格期間の短縮、②低所得年金受給者への福祉給付、

③介護保険第一号保険料の低所得者軽減強化などを柱とする公的年金制度等の改革の具体化も進めら

れてきた。 
①受給資格期間の短縮措置は、公的年金受給のための最低加入期間を 25 年間から 10 年間に短縮する

ものであり、本件については遡及適用となることから、加入期間が 25 年間に満たない場合も 10 年間以

上の加入期間があれば加入期間に比例した年金受給が可能な制度である。この制度見直しにより、全体

で 17 万人程度が無年金者ではなくなる見込みとなっている。必要財源は 300 億円程度と見込まれてお

り、本制度の開始時期については消費税率 10%への引上げが実現した時とされ、明確な確定日付となっ

ていない。また、②低所得の年金受給者への福祉給付については、約 790 万人程度と見込まれる老齢基

礎年金受給額満額約 78 万円以下の人で住民税が家族全員非課税である者を対象として、保険料納付月

数等に応じて最大月 5,000 円（年間６万円）の福祉給付を行う内容であり、その必要財源は約 5,600 億

円に達している。必要財源額が大きく、本制度についても開始時期は、消費税率 10%への引上げが実現

した時とされ明確な確定日付となっていない。なお、本制度については 2017 年度増税実施時の給付金

前倒し措置として、2015 年度補正措置で年３万円の支給が実施されている。この前倒し措置の延長等、

政策的判断が必要となる。このほか、2016 年 10 月からは短時間労働者への厚生年金適用開始など社会

保障・税の一体改革がセットされている。③介護保険第一号保険料の低所得者軽減強化策は、65 歳以上

の市町村民税非課税世帯を対象に、介護保険料を軽減する政策であり、2015 年度からとくに所得の低

い世帯を対象に先行実施してきた政策を完全実施に移行させるもので、財源所要額は 1,200 億円となっ

ている。以上の制度の本格実施について、消費税引上げが再度延期されたことによりその措置の方向性

が大きな争点となる。このほか、2016 年の年金改正法案は 2017 年４月の消費税 10%引上げを前提とし

ていることから、キャリーオーバー制度（低インフレ時代等にマクロ物価スライド制度が適用されなか

った部分の高インフレ時の精算適用）の取り扱いなども課題となる。 
今回の再延期が社会保障と税の一体改革に与える影響については、以上の社会保障政策を受けた歳出

要因に加え、税収面からの影響も勘案する必要がある。2014 年４月の消費税率８%への引上げを受けた

2015 年度税収では、景気減速の影響による法人税・所得税の税収が減収となったほか、消費税率１%ポ

イント当たり 2.7 兆円程度と見込まれていた消費税収は約６兆円程度（見込み通りであれば約８兆円）

の増収に止まったため、全体として税収は低迷する結果となっている。今回の再延期による消費税の減

収分は単年度で５兆円強程度となり、税率費引き上げ再延期による景気減速の回避を勘案した法人税・

所得税の税収を含めても全体で 3－4 兆円程度の減収は避けられないことになる。 
消費税税率 10%の初年度となる予定であった 2017 年度では、財政健全化へ６兆円、基礎年金国庫負

担割合 1/2 化へ 3.2 兆円、消費税増税による社会保障費の増加へ 0.6 兆円、社会保障の充実に 2.3 兆円

となっており、2018 年度は 10%消費税率平年度ベースとして、財政健全化へ 7.3 兆円、基礎年金国庫

負担割合 1/2 化へ 3.2 兆円、消費税増税による社会保障費の増加へ 0.8 兆円、社会保障の充実に 2.8 兆

円、そして最終的な消費税軽減税率導入後では、財政健全化へ 6.7 兆円、基礎年金国庫負担割合 1/2 化
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へ 3.2 兆円、消費税増税による社会保障費の増加へ 0.8 兆円、社会保障の充実に 2.8 兆円が使途として

見込まれていた。しかし、消費税率 10%が再延期となったことにより、とくに財政健全化そして社会保

障の充実の内容をどのように再構築するかが重要なポイントとなる。 
いずれにしても中期的な財政収支の問題としては財政赤字の拡大が避けられず、公的債務残高の拡大

による利払い費の増加は、日本財政の体質を弱め、財政リスクを拡大させる要因となる。消費税増税再

延期で景気減速を回避し経済成長を促すことで財政赤字を改善する政策プロセスは、同時に多くの公的

投資による財政政策を必要とすることなどから、政策効果のタイムラグ等も勘案すると厳しいシナリオ

となる。 
こうした実体経済の現状を金融政策で克服することにも限界がある。日本銀行のマイナス金利政策は、

短期金利だけでなく超長期金利の水準も低下させており、民間企業や家計の資金調達コストは大きく低

下し、景気拡大要因となっている。しかし、問題は①資金調達面でのプラス効果が設備投資や住宅投資

等の実体経済にプラス効果として結び付いていないこと、②為替相場が円高傾向を示しており、今後も

こうした動向が続けば輸入物価の下落等を通じて物価下落圧力が一段と強まる危険性があり、そのこと

は日本経済の減速を回避するための財政・金融政策を求める政治的流れをさらに強める結果となる。 
 
２. 再延期と金融市場 

他方で、今回の消費税率 10%引上げ再延期は、金融市場にも影響を与える。その中心は、日本国債の

格付け問題である。国債の格付け引き下げは、単に国の資金調達だけでなく企業の資金調達コスト、地

方の資金調達コスト、さらには保有円債の時価評価などにも直接・間接に影響を与える。日本国債は、

2009 年頃から日本財政の悪化等からこれまでも段階的に引き下げられ、現状では A 格水準となってい

る。G7 各国の中でイタリアの BBB 格に続いて低い水準である。さらに格下げとなれば、イタリア同様

の BBB 格水準となることも留意する水準にある。もちろん、日本国債への国際金融市場からの信頼は

高く、現状でも優良資産として位置づけられている。こうした位置づけの土台に構造的・長期的な影響

を与えるかが注意点となる。 
日本国債の優良資産としての位置付けは、国際的な市場変動要因の有無、すなわち外的ショックによ

っても大きく左右されるからである。６月 23 日の英国の EU 離脱問題、秋の米国大統領選挙の行方も

今後の国際情勢に大きな影響を与える。そうした、外的ショックに対して消費税率引上げが再延期とな

った日本国債がどれだけ市場において耐久力を持つか、政治リスクの面からも問われていくこととなる。

この問いかけは、最終的に日本国債の優良資産としての担保価値をベースとした国際的評価に影響を与

える。 
日本国債の不安定な状況は、金利上昇局面に置いて金融機関の保有円建て債の時価評価を大きく下落

させる要因ともなる。日本の金融機関の保有円債ベースで金利が上昇した場合、金融機関全体では 20
兆円前後の下落が見込まれるとしており、とくに長期円債の保有比率の高い地域銀行のリスクが高まる

可能性がある。こうした問題は、財政投融資にも影響を与える。政府・与党には低金利環境の財政投融

資を活用し、リニアや整備新幹線などをはじめとした官民合わせて 30 兆円規模の経済対策を検討する

流れがある。財政投融資自身は、直接的に基礎的財政収支の悪化に関係しないため、財投債を財源にし

た仕組みが政治的にも重要な選択肢となっている。しかし、長期にわたる経済の構造変化を見据えて、

基礎的財政収支だけに囚われないリスク認識が必要となる。 
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一次法情報の重要性 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 
国の統治機能、政策決定に実質的影響を与える情報として「一次法情報」がある。一次法情報とは、

官報や判例も含めて国から発信される情報で、国から発信されなければ国民が手に入れることのできな

い法情報を意味する。一次法情報は実質的法治国家である以上、受け手の経済力などに関係なく国民が

平等に利用できるべき性格の情報である。しかし、従来の日本において官報公開のインターネットサー

ビスが 30 日間で終わり、また国が直接編纂刊行する法令集はなく、法令編纂が民間企業に委ねられて

いるため、法令を利用するには市販の六法や加除式法令集等紙媒体か電子媒体の利用を余儀なくされて

きた。このため、法令の内容や従来からの改正の経緯等を確認することは、受け手の経済力による格差

が生じると同時に一般国民にとっては難しい環境にあったと言える。こうした実態を改善するため、

2001 年４月に総務省行政管理局から法令情報がインターネットにより無償提供されるなど閲覧できる

ようになり、今日まで徐々に改善されてきている。 
ただし、法令情報のインターネット無償提供で一次法情報のアクセス権の問題が払拭されたわけでは

ない。法令の内容を実質的に機能させる従来の通達、通知等の内容を体系的に確認することは依然とし

て国民にとっては極めて難しく、加えて、地方自治体の条例や規則を体系的に認識することの困難性も

残されている。また、国や地方自治体等行政機関だけでなく裁判所の判例においては公刊されていない

未公刊判例が存在する。最高裁の場合、公的判例集への登載率は数％に過ぎず、私的判例集への登載率

でもやや増えるものの数％程度となっており、全ての重要な判例が網羅されている現状にはない。終審

裁判所でどのような判決が下されたかを知ることができないことは、日本国憲法第 82 条で規定される

裁判の公開という権利が正しく保障されているか具体化の課題にも繋がると同時に、最高裁判所判事へ

の国民審査に関連し、判例の情報を得て判断する機会も基本的に制約される結果となる。 
代表民主主義に基づいて制定された法令がいかなる内容であり、実質的立憲主義の下で最高法規であ

る憲法、そして基本的人権の保障などとどう関わっているかを国民が考え検証できる環境を整え充実さ

せることが民主主義の大前提となる。国民自ら情報にアクセスする権利が失われるあるいは十分ではな

い状況は、民主主義国家を充実させるための国民の意思が育たないことにも繋がる。民主主義の基本は、

国民が議論を尽くすことである。この点は、代表民主主義が大半を占める現代国家でもその重要性は変

わらない。最終的な判断は主権者たる国にあり、代表民主主義を補う仕組みとして国民投票等の直接民

主主義が存在する。代表民主主義は、主権者たる国民が代表者に全ての判断を委ねたわけではなく、最

終的な決定権は国民が持つ半代表制を基本とする。この意味からも、最終決定者である国民が情報アク

セス権、とくに実質的法治国家を担保する法令の存在と内容に平等にアクセスできることが極めて重要

となる。議論を通じて国民がその意思で国政を動かすためには、国が全ての情報を国民に対し公表して

いるのか、また、公表していない情報が存在しているのであればその情報の有無とどのような内容であ

るかを、国民が知りたいと考えた際に少なくとも認知と検証できる環境が担保される必要がある。 
一次法情報へのアクセス権の重要性は、民主主義の虚偽の側面からも重要となる。民主主義の虚偽と

は、代表民主主義の下で多数決によって決定した法令等の内容がベストとは限らず、常に少数意見にも

耳を傾け法令や政策の改善に努めるべきことを意味している。とくに、日本の法律は恒久法主義をとっ

ており、一度成立した法律に国民が関心をよせなければ、時代的変化に適応しない法令が残り続けると

いった事例はこれまでも存在する。また、法律からの委任を受けた政省令、さらには通知などの内容を

国民が共有できない中で変遷し、法律の実態の変質も生じる。時代とともに構造的に変化する国民の意

思や少数意見に耳を傾けるためには、常に国民に一次法情報を平等に提供し、常に認識し議論できる環

境を充実させる必要がある。 

政策シグナル 
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アジアの現状と地域連携政策 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（資料）各国政府統計より作成。 

 

アジアの NIEs、ASEAN 経済は、全体として 2016 年に入り低迷・減速傾向となっている。減速等の

主因は、中国経済の減速傾向が続いていることに加えて、2016 年に入り米国経済が弱含む動きを見せ

たことによる輸出の減少などによる。とくに、台湾経済がスマホ等情報通信機器を中心とする対中国輸

出の減少でマイナス成長が続いているほか、香港経済も 2016 年 1－3 月期で中国経済の減速の影響から

マイナス 1.8%成長と厳しい動向となっている。こうしたアジア経済の第１のリスクは米国の金利上昇

による、自国通貨安である。米国経済が加速することは輸出面ではプラス要因となるものの、当面、米

国の利上げが緩やかに続く場合、為替面ではアジア通貨安の構図が基本となる。こうした通貨安は、対

外債務の大きいベトナムなどの国では、債務返済力等にも影響を与える。第２のリスクは、中国経済の

構造改革進捗スピードと中国企業のディフォルト動向の強まりなどである。中国経済の付加価値力向上

を目的とする新常態政策の成果が進めば、台湾、韓国等のアジアにおける生産チェーンの位置づけと構

図が変わる一方で、その過程における中国企業のリストラはディフォルト等を通じてアジア経済に影響

を与える。 
アジア経済全体として不安定な要素を抱える中で、2015 年末の ASEAN 経済共同体（AEC）などア

ジア経済の連携が進んでいる。AEC は、関税や非関税障壁の撤廃に向けた単一市場と生産基地の視点

を柱に、競争力ある経済地域、公平な経済発展、グローバル経済への統合を目指している。加えて、2016
年２月には TPP（環太平洋経済連携協定）の署名、東アジア地域包括的経済連携の交渉なども進められ

ている。こうした、連携は地域の経済力の充実を通じて、生産者余剰だけでなく消費者余剰の拡大をも

目指すものとなっている。もちろん、すべての国が均一で生産者余剰や消費者余剰を拡大できることは

ない。競争力の弱いあるいは改善が進まない国や業種は淘汰も含めた厳しい状況に陥るほか、各国の関

係法令の整合性や透明性の確保を含めたガバナンス体制の整合性の確保等さまざまな問題点が存在す

る。こうした問題を少しずつ克服し、域内全体の発展を図ることができる化、その中心的リーダシップ

を日本も含めた如何なる国が如何なる視点から実現できるかなど戦略的取組が必要となる。難民問題、

テロ等で EU が揺れ動く中で、新たな地域連携の姿を模索する取組が続く。 

アジアリンク 
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遠野市における木質バイオマス普及拡大の取組 
 株式会社富士通総研 公共事業部 池田 佳代子 

 

 

はじめに 

岩手県遠野市では、平成 26 年秋に林野庁事業の採択を受け、「木質バイオマスエネルギーを活用した

モデル地域づくり推進事業」を進めている。本事例研究平成 27 年４月号においても、これら取組のコ

ンセプトや進捗について紹介したところである。それから１年が経過し、本事業においては、導入を予

定されていた全て施設が整備された。本稿では、それら取組の状況や現在の課題について紹介する。 
 

１．本事業の全体像 

（１）本事業の背景 

岩手県遠野市は、人口 28,512 人（平成 28 年５月１日現在）、岩手県の

内陸部に位置し、周囲を山に囲まれた盆地に、静かな田園風景や市街地が

広がっている。市内には、遠野木材工業団地（木工団地）と呼ばれる森林

組合、木材加工事業者、住宅事業者が集積する場所があり、ここには遠野

の木を育て、加工し、木材に付加価値をつけて利用する、遠野地域木材総

合供給モデル基地が整備されている。 
林野庁事業は、これら遠野市の特色を踏まえて平成 26 年から開始した３

カ年予定の実証事業で、昨年度は２カ年目であった。この事業では、林地

残材や木材加工事業所から出る残材等を収集し、木質バイオマス燃料とし

て生産、さらに市内の熱需要施設（温浴施設等）に木質バイオマスボイラ

ーを導入して活用することで、地域外から化石燃料等を調達するのではなく、地域内の産業を活かした

燃料調達を図るものである。これまで市内において捨てられていた林地残材や工場残材を木質バイオマ

ス燃料として活用することで、地域内の資源及び経済の循環を図ることが本事業の大きな目的である。 
 

（２）事業の全体概要 

本実証事業においては、①木質バイオマス燃料となる材料を収集・生産する山側の仕組みの構築、②

工場残材であるバークを燃料とする大型バイオマスボイラーの導入、③使い勝手の良い小型バイオマス

ボイラーの導入を行い、木質バイオマスのサプライチェーンの構築を行うことが目的である。さらに、

これらの体制整備を契機として、市内における木質バイオマスの普及拡大を図っていくことを予定して

いる。実証事業の１カ年目には、木質バイオマスサプライチェーン構築に向けた、調査と体制づくりを

行い、導入する設備の規模の検討や選定を行った。また、この事業は３年間の実証事業を経て、それ以

降は地域において自立的な事業として実施することとなっている。このため、平成 27 年２月に地元を

中心とする関係事業者が出資する「遠野バイオエナジー株式会社」を設立した。この企業が本事業の中

核として、市内残材の収集から木質バイオマス燃料の生産・運搬、木質バイオマスボイラーのメンテナ

ンスを行うこととした。実証事業の２カ年目である昨年度には、予定していた全ての施設を導入した。 
 

事例研究 
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図表１ 実証事業における導入施設 

たかむろ水光園
（小型ボイラー）
※H27.9月導入済

木工団地

バイオマスセンター
※H27.11完成

大型ボイラー整備
※H28.2導入済

収
集
・生
産

バ
イ
オ
マ
ス
利
用

バ
イ
オ
マ
ス
利
用

遠野駅 チップ供給

バーク供給

市
内
か
ら

残
材
の
収
集

市内から

残材の収集

遠野市

 
 

２．導入施設 

実証事業は、「木質バイオマスのサプライチェーンの構築」を行うことが大きな目的であり、このた

めの設備の導入を行ってきた。具体的には次項（１）～（３）の施設・設備の導入を図ったものである。 
 

（１）バイオマスセンターの整備 

遠野市は市域面積の８割が森林であり、木質バイオマ

スの普及に向けては、林地残材や切り捨て間伐等の林地

に放置された未利用材の効率的な収集・運搬が必要とな

ってくる。このため、丸太等の未利用木材を粉砕するチ

ッパーを導入するとともに、これらの収集・生産拠点と

なるバイオマスセンターを木工団地に整備した。 
このチップヤードは、市内で発生する様々な残材を収

集する拠点で、チップ化して燃焼効率を高めるために、

一定期間風通しの良いチップヤードに保管して乾燥させている。このバイオマス燃料の生産拠点が整備

されたことで、市内未利用材の収集にも積極的に取り組んでいくことが可能となった。今後遠野市では、

市民が自伐等を行った丸太の受入なども行っていく予定であり、市内事業者だけでなく市民も含めた全

市的な取組としての発展を目指している。 
 

（２）大型ボイラーの整備 

現在、多くの製材工場等の頭を悩ませているのが、製材の原料となる丸太の樹皮（バーク）の処理で

ある。市内の製材所においても、バークが山積みされ、費用をかけてこれらの処理をしている。これま

でも、このバークを燃料とするボイラーはあったが、燃焼効率が悪く、バークをバイオマス燃料として

うまく活用できないものであった。今回の事業では、このバークをうまく燃焼させることのできる大型

ボイラーを導入している。木工団地内にコールバッハ製（オーストリア）の 1,500kW の大型ボイラー

写真 整備したバイオマスセンター 
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を整備し、市内製材所等で発生するバークを燃料として稼働させている。ここで発生する熱は今後、木

材乾燥に利用していく予定となっている。地域の資源を燃料として、地域の地場産業を支え、「資源と

経済の循環」を図る取組である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（３）小型ボイラーの整備 

平成 27 年４月号において触れたとおり、遠野市の施設である「たかむろ水光園」（入浴・宿泊施設）

に小型バイオマスボイラーを導入した。この施設では、重油を燃料とするボイラーを、給湯・加温、空

調の熱源として利用していたが、メインのボイラーとしてチップを燃料とするバイオマスボイラーを導

入した。過去の燃料使用量から無駄のない稼働とさせるために、120kW を２台導入することで、例え

ば夏の低需要時期には１台のみを稼働させる等のコンセプトで導入している。このボイラーは KWB（オ

ーストリア製）というメーカーの量産規格型の小型ボイラーであり、煤等はセルフクリーニングで施設

管理者にとって使い勝手の良いものである。また、稼働状況はパソコンや iPhone 等で遠隔でも確認す

ることが可能となっている。この小型ボイラーは日本の公共施設には初めての導入であり、機能面でも

優れたものとなっている。年に１～２回程度メンテナンスが必要になるが、これも地元事業者でできる

体制を構築した。バイオマスボイラーには、一定程度のチップを保管するサイロが必要となるため、ボ

イラー室にサイロを併設して設置した。 
たかむろ水光園の温浴施設は、市民に親しまれる施設であり、秋に開催したリニューアル式典には多

くの市民が見学に訪れ、関心の高さをうかがわせた。今年度はチップの水分量と燃焼効率のデータ収集

やコストの把握等を実証事業として行い、来年度からの本格事業化を図っていく予定である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 （左）整備された大型ボイラー、（右）大型ボイラーの燃料となるバーク（サイロ室内から撮影） 

写真左はコンクリート造の建物の左側がサイロ室、右側がボイラー室となっている。ボイラー室は写真中のように
2 台のボイラーが併設している（ボイラーの奥がサイロ室）。たかむろ水光園では高低差を利用して、サイロ室の
天井からチップを投入できるよう設計されている。 

写真 （左）ボイラー・サイロ室外観、（中）小型ボイラー、（右）チップ搬入の様子 
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３．今後に向けた課題 

昨年度で計画していた実証設備の導入が完了し、今年度は各設備を稼働させながら、燃料コストと木

質バイオマスサプライチェーンを運営するコストの把握、林地残材の切り出しから運搬・収集の取組等

の実証を行っていく予定となっている。今回の事業では、バイオマス燃料の生産から運搬・利用までの

基盤となるサプライチェーンの構築を行ったものであり、今後はこれを継続的な事業として運営させて

いく必要がある。 
それに向けた大きな課題の１つ目としてあげられるのが「熱需要施設の開拓」である。 
遠野市では、公共施設→民間施設→家庭への木質バイオマスの普及を目指しており、現在は公共率先

導入の段階である。このため、新たに建設される公共施設については木質バイオマスの積極的な導入を

進めており、今年着工された市役所本庁舎への導入も決定している。市の顔となる象徴的な市役所の熱

源として導入されることで、多くの市民や事業者に身近に感じられるものとなり、普及の広がりが期待

されている。 
他方、２つ目の課題となっているのが、既存施設の木質バイオオマスボイラーの切り替えである。 
市内公共施設には、熱源設備の老朽化が進み、更新時期を迎えている施設もある。木質バイオマスボ

イラーの導入には、重油や灯油を燃料とする既存のボイラーの燃料タンク同様に、チップ等を格納する

サイロが必要となる。また、サイロまでの動線の確保も必要となる。市内施設への木質バイオマス導入

に向けては、関係者（建物設計事務所、設備施工事業者、施設管理者等）の木質バイオマスへの理解と

ともに、設備導入に向けた調査なども必要となってくる。燃料転換により、燃料コストは下がるものの、

バイオマスボイラーの切り替えに必要となるこれらの設備導入のハードルをいかに低くするかが問わ

れることとなる。 
遠野市では木質バイオマスの普及へ向けて新たなステージに立つこととなり、引き続き取組の推進を

図っていく予定である。 
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RESAS の活用普及を機とした地方自治体における 
  オープンデータの取組拡大に向けて（１） 

 株式会社富士通総研 公共事業部 今川 世詩子 

 

はじめに 

2016 年３月５日、政府機関や地方自治体が保有するデータ（以下、「公共データ」とする。）のオー

プンデータ 1化及び利活用を推進するイベント「International Open Data Day2」が世界各地で開催

され、４回目の開催となる日本では、イベント開催都市数が１カ国当たり世界最多となる 67 都市とな

った。また、学生や親子連れ等多様な市民の参加が見られるようになるなど、専門的な知識・スキル

を有するエンジニアやクリエイターが中心であったオープンデータの取組は、徐々にその裾野を広げ

つつある。 
一方、地方自治体におけるオープンデータの取組状況をみると、2014 年版情報通信白書によれば、

全体の 34.9%がオープンデータに「関心はなく、取組も行っていない」という。また、「関心はあるが、

特段の取組は行っていない」地方公共団体は 40.2%にのぼり、データを保有する側の取組は進んでい

ないというのが実情である。 
こうした状況の中、「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、全ての地方自治体に対する努力義務と

された地方版総合戦略の策定において、国は、地方自治体のデータ分析を支援することを目的に、「地

域経済分析システム（RESAS）」を提供し、普及を進めている。RESAS 上のデータは一部を除いてオ

ープンデータとされており、地方公共団体にとっては、オープンデータの利活用の機会ともいえる。 
この機会を、単なる RESAS の操作普及、RESAS で提供されるデータの利活用で終わらせるのでは

なく、データに基づく政策立案及び政策効果検証の定着化、オープンデータ化も含めた公共データの

流通・活用促進につなげていくことが重要だと考える。 
 

１．地方自治体におけるオープンデータに関する取組の現状と課題 

国は、地方自治体にとって保有するデータのオープンデータ化及び活用が、地域課題解決の有効な

いち手段であり、行政の効率化、官民協働につながるとして、オープンデータ化に関する基本的な考

え方、取組方法や手順等をまとめたガイドライン 3と手引書 4を公開し、取組の普及拡大を図っている。

しかし、自治体におけるオープンデータ化及び活用については、鯖江市や横浜市、千葉市、福岡市な

どが先進的に取り組んでいるものの、全体でみると、取組自治体数は 2015 年 12 月の時点で約１割 5に

とどまっており、特に基礎自治体での取組が進んでいない状況である 6。 
地域の課題解決や行政の効率化、官民協働につながるとして、国が取組の普及拡大を図っているオ

ープンデータだが、地方自治体が保有データのオープンデータ化及び利活用を進めていく上では、様々

                                                   
 

1 機械判読に適したデータ形式で、二次利用可能な利用ルールの下に公開されたデータのこと 
2 各地で市民が集まり、オープンデータを活用してアプリケーションを開発したり、データを発掘して公開したり、デー

タを分かりやすく可視化したり、分析してその結果を公表したりするイベントで、カナダ在住の政策立案家、David 
Eavesの呼びかけにより、2011年に始まる。世界的にはイギリスに拠点を置く NPO組織 Open Knowledge Foundation
（以下、OKF）がサポートしている。 
日本では、OKF の趣旨に賛同するメンバーからなる一般社団法人オープン・ナレッジ・ファウンデーション・ジャパ

ン（以下、OKFJ）が開催の呼びかけと支援を行っている。原則１イベント／１地域とされており、事前にエントリー

した主催者が、行政や市民などの協力を得て、自主的に開催することとなっている。 
3 「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」（内閣官房 IT 総合戦略室）2015 年 2 月 12 日公表 
4 「オープンデータをはじめよう～地方公共団体のための最初の手引書～」（内閣官房 IT 総合戦略室）2015 年 2 月 12
日公表 

5 公式サイトにオープンデータを推進している旨を掲載している地方自治体を取組団体としてみた場合による。 
取組団体数は、「日本のオープンデータ都市一覧」（http://linkdata.org/work/rdf1s127i/OPENDATA_Japan.html）に基づく 

6 「2014 年版情報通信白書」（総務省） 

事例研究 
 

http://linkdata.org/work/rdf1s127i/OPENDATA_Japan.html
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な阻害要因が想定される。地方自治体に共通する要因としては、おおむね以下の６点に集約できるで

あろう。［図表２］ 
 

図表２ 自治体のオープンデータ化及び利活用の主な阻害要因 

No. 取組段階 地方自治体に共通する取組の阻害要因 

(1) 企画段階  地方自治体が取組みによるメリット・期待される効果に納得感を持つことができていない 

(2) データ作成  必要な情報と実際にオープンデータ化されている情報に乖離がある 

 データ作成にかかる作業負担が職員の取組参加に対する障壁となっている 

(3) データ公開  データの改ざん、悪用等に対する懸念が先行し、データの内容や期待する活用方法に応

じた利用ルールの設定ができていない 

(4) データ活用  取組の多くがイベントや実証事業等での一時的な活用にとどまっている 

 データを活用したサービス、アプリが利用者に普及しない 

 

特に、オープンデータに取組むことによるメリットや期待される効果に対し、地方自治体自身が納

得感を得られてないという点は、今後、公共データのオープンデータ化及び利活用を進めていく上で

最初にぶつかる障壁であり、対策が重要と考えられる。 
各地方自治体にとって、保有データのオープンデータ化には、個人情報をはじめ公開に適さない情

報の洗い出し・秘匿化、データのファイル形式の変換、利用ルールの作成・適用、データを公開する

環境の整備等、多くの作業を通常業務に加えて行う必要がある。一方で、その利活用という点では、

民間事業者のビジネス創出・拡大、住民の利便性向上に対する取組に注力されており、例えば、人口

増加による税収の増加や地域の活力向上といった、地方自治体にとってのメリットという視点は後回

しになりがちである。ガイドラインや手引書、先進自治体の取組に対する調査等によって、オープン

データを推進する上で必要な作業及び手順が整理されていても、データを保有する地方自治体にとっ

て、オープンデータ化にかかる労力に見合うメリットがあることを納得できなければ、公共データの

オープンデータ化の拡大は期待しづらいだろう。 
公共データのオープンデータ化及び利活用の意義については、国の「電子行政オープンデータ戦略 7」

やガイドライン、先行する各報告書によるとおおむね次の３点にまとめられる。［図表３］ 
今後、特に取組の進んでいない基礎自治体において、保有情報のオープンデータ化及び利活用が推

進されるためには、オープンデータの意義を、特に基礎自治体自身が得られる効果という観点から見

直し、基礎自治体が納得感を持って取組目標とできるよう、再整理することが重要と考える。再整理

の方向性としては、それぞれ、①地方自治体のプロモーション、②広域連携の促進／行政事務の高度

化、③地域の活力向上、まちづくりにつながる新ビジネスの創出が考えられる。［図表３］ 
 

                                                   
 

7 平成 24 年 7 月 4 日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定 
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図表３ オープンデータの意義と基礎自治体の取組目標とするための再整理の方向性 

No オープンデータの意義 再整理の方向性 

①  行政の透
明 性 ・ 信
頼性の向
上 

公共データが二次利用可能な形で提供され
ることにより、国民が自ら又は民間のサービス
を通じて、政府の政策等に関して十分な分
析、判断を行うことが可能となる。それにより、
行政の透明性が高まり、行政への国民からの
信頼を高めることができる。 

【地方自治体のプロモーション】 
 自治体が独自に市民や民間事業者等

にアピールしたい情報を優先的にオー
プンデータ化 

 プロモーションの目的やターゲットに応じ
てより効果的な広告媒体に利用される
ためのデータづくり、データ提供 

②  業務の効
率化 

公共データを二次利用可能な形で提供する
ことにより、データの編集、加工、分析等の各
段階を通じて、企業活動の効率化等が促さ
れる。自治体においても、部門間での情報共
有や二重業務の削減等により、業務の効率
化が図られる。 

【広域連携の促進／行政事務の高度化】 
 地方自治体間でお互いにデータを共

有・活用できる環境とすることで、自治
体間の業務連携を促進 

 他自治体との比較等も含めたデータ分
析に基づく政策立案、政策評価による、
行政事務の高度化 

③  新サービ
ス 、 新 ビ
ジ ネ スの
創出 

広範な主体による公共データの活用が進展
し、官民の情報共有が図られることにより、官
民の協働による公共サービスの提供、さらに
は行政が提供した情報による民間サービスの
創出が促進される。これにより、創意工夫を
活かした多様な公共サービスが迅速かつ効
率的に提供され、厳しい財政状況、諸活動に
おけるニーズや価値観の多様化、情報通信
技術の高度化等我が国を取り巻く諸状況にも
適切に対応することができる。 

【地域の活力向上、まちづくりにつながる新ビ
ジネスの創出】 
 地方自治体から保有情報及び活用ア

イデアを民間事業者に積極的に提案す
ることで、地方自治体にとってもメリットの
ある実ビジネスにつながる公共データを
明確化 

 必要な公共データを優先的にオープン
データ化することで、地方自治体の負
担を抑えつつ、効率的にビジネス創出
を実現 

※「電子行政オープンデータ戦略」を基に弊社加筆修正。「今後取組が考えられる方向性」は弊社作成。 

 
２．RESAS の普及を機とした地方自治体のオープンデータ化促進に向けて 

国は、今年度、地方創生の取組の中で、各都道府県における RESAS 普及促進事業として、都道府

県及び市町村職員に対する RESAS 研修事業の実施や、RESAS 活用の専門人材の育成を進めるとして

いる 8。地方自治体においては、これを、RESAS のメニューを使えるようになるための取組に終わら

せるのではなく、データに基づく政策立案、政策評価のスキル育成の好機と捉え、業務におけるデー

タ活用の定着化を進めることで、オープンデータの意義再整理の方向性のひとつとして挙げた②広域

連携の促進／行政事務の高度化につなげていくことができると考える。 
RESAS で扱っているデータは、産業（農林水産業、観光含む）、地域経済、人口、労働環境、地方

財政分野における地方自治体の変化を概観するデータが中心であり、データに基づく政策立案等を行

う上では、RESAS のデータに加えて、社会経済動向や各地方自治体の施策・事業の状況等を確認する

ための基礎データや、地方自治体の計画や計画策定時の調査データ等、分析の目的に合わせて、幅広

くデータを収集する必要が出てくる。特に、各地方自治体が保有する、独自統計や計画及び計画策定

時の調査データ等については、地方自治体間での共有、活用を促進するという点でオープンデータ化

するという方法が有効手段のひとつとして挙げられる。 
データに基づく政策立案・政策効果検証のプロセスにおいて、職員のデータに対するニーズ、デー

タ活用の利便性向上に対するニーズを創出することで、保有情報のオープンデータ化に対する職員の

動機付けにもつながり、国や民間事業者等の外部からの指示・要望ではなく、地方自治体側のニーズ

を起点とすることによるオープンデータ化及びオープンデータ利活用の取組拡大を促すきっかけとな

                                                   
 

8 「RESAS の今後の展開について」内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 内閣地方創生推進室により 2016 年 1
月 14 日公表 
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り得るのではないか。［図表４］ 
 

図表４ データに基づく政策立案・政策効果検証のプロセスにおける、オープンデータ化促進の概略図 

基礎データの分析

効果検証

仮説設定 仮説検証
政策立案
事業企画

施策・事業の
実施

仮説設定のためには
どのようなデータの分析が
必要か／効果検証には

どのようなデータが必要か

仮説検証のためには
どのようなデータが必要か

データに基づく政策立案など業務に必要なデータ（一例）

データに対する
職員ニーズ

個別統計
計画、計画策定
時の調査データ

インフラ・サー
ビスのデータ

RESASの
地域経済データ

各自治体が保有する情報の相互利用
の利便性向上に対するニーズ

社会動向
データ

各自治体が保有する情報

地方自治体相互で保有情報を活用し合うためのオープンデータ化

 
 

 

まとめ 

全国的な人口の減少、少子高齢化が今後も進展し、地方自治体の財政状況が一層厳しくなると想定さ

れる中で、地域が抱える課題の解決や多様化する住民ニーズへの対応、公共サービスの質の維持・向上

に向けては、限りある財源や人員を有効に活用するための業務の効率化や民間事業者等との協働、自治

体間の連携がますます求められることになり、業務効率化や協働、連携のツールとして、公共データの

一層のオープンデータ化が求められると考えられる。 
しかし、社会的なニーズが高まる一方で、公共データを保有する自治体においては、職員が自身の業

務における活用方法、活用のメリットを十分に見出せていないことから、データ整備等の作業負荷が発

生しても取り組む必要があるという動機付けが重要である。 
地方創生の推進に向け、国が進めている RESAS 普及促進の取組において、地域の現状を把握し、取

り組むべき課題の明確化を行うためのひとつのツールとしての RESAS 活用を通じて、地方自治体の職

員がデータに基づく政策立案等に必要な知識・スキルを身につけ、定着化させていくことが、ひいては

職員のニーズに基づく公共データのオープンデータ化を含めた流通・活用促進にもつながると考えられ

る。地方自治体におけるオープンデータの取組阻害要因の解決策、解決策の中での RESAS 活用の観点

については、次稿のテーマとしたい。 
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