ISSN：2187-1132

2020 No.７（2020 年 10 月号）

●レポート：政策論説

地方自治体の 2021 年度予算と経常的経費
宮脇 淳 （北海道大学法学研究科教授）

●レポート：政策シグナル

行革の本質
宮脇 淳 （北海道大学法学研究科教授）

●レポート：アジアリンク

インバウンドの回復力
宮脇 淳 （北海道大学法学研究科教授）

●レポート：事例研究

在宅医療・介護連携の推進に向けたマネジメント力向上と支援体制
の構築について
森川 岳大（株式会社富士通総研 行政経営グループ）

政策論説

地方自治体の 2021 年度予算と経常的経費
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳

１．はじめに
2021 年度予算編成への取組み議論が多くの地方自治体でスタートしており。財源不足への懸念が全
体的に深刻化している。2021 年度の地方財政計画等国の地方財政に対する姿勢の明確化は年明け以降
となるものの、地方自治体の 2021 年度予算編成は、高齢化の一層の進展等による社会福祉関係予算の
増額に加え、新型コロナウィルス感染拡大に伴う「経済活動自粛による税収減少」と「感染防止対策拡
大等による歳出増加」で財政収支ギャップが構造的に拡大する編成とならざるを得ない。すでに、東京
都が 2021 取組み編成に向けて、16 年ぶりに予め 300 億円前後の削減目標を掲げた編成を行うことは、
本フォーラムの「新地方自治ニュース」でも紹介した通りである。そこで、今回は「経常的経費見直し」
のあり方について改めて概観する。
２. 経常的経費の位置づけと性格
(1)位置づけ
経常的経費の状況について把握するための財政指標として活用される「経常経費比率」は、地方自治
体の財政構造の弾力性を判断するための重要な指標である。同指標は、周知の通り「人件費、扶助費、
公債費等毎年度経常的に支出される経費（経常的経費）に充当された一般財源の額」が、「地方税、普
通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源（経常一般財源）と減収補填債特例分及び臨
時財政対策債の合計額」に占める割合を示すもので、経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当さ
れているかを見るものである。すなわち、家計や企業に置き換えれば、日常的に支出が繰り返される経
費をどれだけ、日常的な収入によって賄っているかを示す数値である。この数値が高いほど当該地方自
治体の財政構造の硬直化が進んでいることを表す。したがって、地方税収等経常的収入が減少すれば、
歳出を見直さない限り「経常経費比率」は上昇する。地方交付税の交付団体はもちろんのこと、不交付
団体でも限界的影響は大きくならざるを得ない。
経常的経費の「経常」とは何か。国語的には、
「定期的なさま」、
「一定の間隔や頻度で発生するさま」
であり、
「必要不可欠」の意味とはならない。経常経費比率が 90%台であってもそれが必要不可欠な分
野で予算が埋まっていることを意味しない。経常的とは、継続的に支出が必要となることであり、そう
した支出の割合が拡大すれば、財政運営の自由度は低下する。しかし、財政運営の自由度を低下させて
いるのは、経常的経費を必要とする事務事業であり、その事務事業のすべてが優先度高くかつ必要不可
欠な存在とは言えない。したがって、経常的経費の見直しにおいては、その支出を生じさせている事務
事業の優先度や必要性を改めて議論することが求められる。その議論を今から地方議会においても展開
する必要がある。
(2)性格
経常的経費は、具体的には「人件費」
・
「公債費」・「物件費」・「補助費等」・「その他」・「公債費以外」
に分類されている。その詳細は、総務省あるいは各都道府県の HP から財政状況資料集に掲載されてお
り、それを活用することで都道府県・市町村別の状況と類似団体比較が可能となる。たとえば、東京都
西部の産業都市で住宅都市でもある立川市の経常経費構造を例に見ると(数値は、すべて 2018 年度決算
ベース)、財政力指数は 1.18 で不交付団体である。前年度に比べても 0.01 ポイント上昇し、法人市民税
が企業集積によって潤沢となり改善傾向を続けてきた。しかし、法人市民税依存が高いことから新型コ
ロナウィルス感染拡大による税収減への影響は大きく、かつ、国による法人市民税の一部交付税化やふ
るさと納税による個人市民税の減収傾向も加わり、2021 年度に向けた財政環境は極めて厳しい。経常
収支比率は、2015 年度 87.9%から逐年悪化し 18 年度では 91.1%となり、2021 年度はさらに数値が上
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昇することが避けられない。しかし、立川市の経常的経費の拡大は、新型コロナウィルス感染拡大の影
響だけでなく、それ以前の政策や投資によって組み込まれた財政体質にある。
一方で、東京のベットタウン的位置づけにある千葉県鎌ケ谷市は交付税依存の高い交付団体であるが、
経常経費比率が 2014 年度では 90.1%であったものが逐年上昇し、2019 年度では 97.9%にまで上昇して
いる。この背景には、学校の冷房施設の整備、施設の耐震化を集中的に行ったことによる公債費等の増
加がある。このため、他の要因が変わらなければ、一定の期間経過後経常経費は落ち着く動きとなる。
いずれにせよ、足元の経常経費の増加は、過去の財政政策の結果となっている。
(3)共通要因
地方自治体の経常経費拡大の共通的要因の第 1 は、扶助費の増加にある。私立保育園施設型給付費、
義務教育就学児医療費助成、生活保護費等の増加などである。超少子高齢化時代となり社会福祉関係等
で経常的な歳出が増加することは避けられないものの、たとえば前述の立川市の場合は類似団体比較に
おいて 3%ポイント上回る状況がある。どこまでエビデンス的に根拠づけられるか、政策的特性も含め
精査が求められる。こうした点が、国民健康保険、介護保険事業会計等への繰出し金の増加と同時並行
的に生じている場合、財政をさらに硬直化させる要因となる。扶助費関係の拡大に時間的ズレはあって
も、いずれの地方自治体で生じる課題であり、単なる高齢化問題として捉えるだけでなく、類似団体比
較を行い類似点・相違点を明確にして行く必要がある。
第 2 は、公共施設の老朽化に伴う更新投資や維持管理コストの増加、さらには施設の機能強化などが
ある。ほとんどの地方自治体で共通する課題であるものの、更新投資のあり方、すなわち統合等の積極
的検討、そして基金等による積み立てを行い計画的に実施するか否か、老朽化により廃止する施設の優
先順位等エビデンスに基づき議論する体制の充実が必要となる。
第 3 は、人件費+物件費の構図の固定化である。定員管理の強化等により人件費を抑えても、民間化
等の推進の中で人件費抑制の代替として物件費が増加し、両経費が横ばい以上の推移となり類似団体を
上回る状況になるなどのケースがある。この要因のひとつは、民間化の方法ではなく、民間化に移行す
る事業の必要性がどこまで議論され改廃等見直しがどこまで実施されているか、単に人件費削減の視点
で行われた場合は物件費の固定化を生じさせ経常的支出を硬直化させる要因となるだけでなく、最終的
に民間化による事業継続自体を困難にする要因ともなる。この点は、補助金の見直しが進まず零細補助
金が固定的に残存する構図でも見られる点である。
以上は、程度の差はあってもほとんどの地方自治体で抱える問題であり、対処として①「経常的経費
の拡大=必要不可欠な拡大」と一義的に捉えることは不適切であり、その前段にある実態を認識し議論
すること、②経常的経費の動向は、政策的経費の結果としての側面を持っており政策議論をエビデンス
に基づき適切に行う環境が必要であること、③基金の取り崩しの良し悪しを単年度の視野で議論するの
ではなく、将来の状況を示しつつ議論することが重要となる。
政策的財政規模が拡大すれば、結果として経常的経費も拡大する傾向を強める。経常的経費の議論は、
常に政策議論と一体であることを議会議論でもより一層認識することが求められる。
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政策シグナル

行革の本質
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳

本政策論説で見たように経常的経費とは「定期的」、あるいは「一定の間隔や頻度で発生する」経費
であり、必要不可欠な経費の意味ではない。一方で、政治的・既得権的にも硬直性が高いことも事実で
ある。こうした経常的経費の見直しに取り組む際に留意すべきは、
「X 非効率の掘り起こし」である。X
非効率の掘り起こしなく、人件費の削減等を行っても行政職員としての仕事の展開は苦しくなるばかり
であり、最終的に行財政は劣化の一途をたどる。人件費や物品費等取り組みやすい部分から経費節減を
行うことは、表面的な即効性があり単年度の予算編成や行革を容易にする。しかし、そのことは深層的
に組織体力を劣化させ、足元の問題をより深刻化させるだけの結果となりやすい。
Ｘ非効率見直しの取組みを地方自治体の組織自体で自覚的に推進することが、まず重要となる。米国
での労働災害の実証分析から整理されたマネジメントに関する原則、いわゆる「1：29：300 の法則」
と呼ばれる「ハインリッヒの原則」がある。特定の組織内でひとつの課題が生じた場合、背後には 29
の組織内で認識できる問題点があり、29 の認識できる問題点の背後には 300 の組織内の視点では認識
が難しい問題点（見えない非効率）が存在していることを示唆する。
日常的に、組織自らは発掘が困難な問題点を外部の視点や他組織との比較などを取り入れつつ、継続
的にモニタリング等を通じて発掘し問題を見直している組織は「300」の問題点も減少し、結果として
組織全体の効率化が少しずつでも進む。とくに、情報化による経済社会活動の相互連関性の高まりは、
従来にも増して見えない非効率の発生とハインリッヒの法則の重要性を示唆する結果となっている。自
覚的フィードバックの目的は、
「見えない非効率(X 非効率)」の発掘にある。
多くの地方自治体では、これまで職員数や歳出削減による組織・業務のスリム化に努力してきた。し
かし、職員数や予算額など表面的な数値のみに依存したスリム化は、業務の多様化や複雑化、そして組
織の新たな情報蓄積や伝達移転の仕組みづくりによる人間行動とは連動せず、行政組織の効率化や地域
の持続性に対して大きなリスク要因とならざるを得ない。行政組織の中の意思決定や行動の中には、無
意識化している「見えない非効率」がある。それを残しながらスリム化が進行するため、リスク、行政
活動の阻害要因を見えない中で拡大させるからである。見えない非効率の中に、将来に向けたリスクを
抱え込む非合理な意思決定や人間行動を生む組織体質が存在する。予算額や人員などを削減しても、従
来展開してきた意思決定や行政活動に潜む「見えない非効率」を温存し続ければ、行き着く結果は行政
内の非効率の比率を拡大させ「努力しても報われない実態」である。このため、まず行政組織における
日常業務の棚卸を行い、どのような業務が如何なるフローの行動で展開されているかをその実態を把握
する必要がある。とくに地方自治体では国等からの新たな業務の発生も多く、自ら業務量をコントロー
ルしづらい厳しい環境にある。そのため、一度にすべての部署で行うことが困難な場合は、間接部門を
中心にまず行い、そこでの掘り起こし事例の改善を広げて行くことも有益となる。
以上の取組みで重要な点は、
「能率性と効率性の違い」である。能率性とは一定の時間内に実施でき
る作業量を拡大させることであり、従来のプロセスを基本的に維持しつつ機械化や自動化などを進める
ことが主な手段となる。これに対して、効率化とは単に作業量を増やすだけではなく、そこから生み出
す価値(費用対便益の関係)、すなわち付加価値を高めることを意味する。したがって、従来のプロセス
の機械化や自動化ではなく、従来のプロセス自体を見直す視点が必要となり、その際に大きな役割を果
たすのが「Ｘ非効率の見直し」の視点となる。
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アジアリンク

インバウンドの回復力
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳

消費額割合(%)

その他
29%

米国
7%

香港
7%

中国
37%

韓国
9%

台湾
11%

(資料)観光庁「訪日外国人旅行消費額調査」より作成。
総務省「家計調査」によると日本経済の消費活動が極めて緩やかではあるものの、改善する傾向を 5-8
月にかけて示している。その背景には、経済社会活動自粛の緩和が徐々に進んだことに加え、給付金支
給等の政策展開による可処分所得の増加が大きく貢献している。しかし、7-8 月と可処分所得の改善は
減速しており、
「GO TO キャンペーン」効果が経済統計として本格化する時期まで消費活動が弱まる動き
となっている。7 月以降、所得に占める消費の割合を示す消費性向が上昇しているものの、この傾向が
単に可処分所得の減少によるものか、それとも昨年来続いている低迷する消費行動に基本的変化が生じ
ているのか「GO TO キャンペーン」の政策効果が一巡した後についても、同様の点を精査する必要があ
る。新型コロナウィルス感染拡大に対する政策は、一過性の消費拡大に止まらず新たな経済社会活動へ
の変化に合わせた消費構造の恒常的構築にあることによる。加えて、日本全体の消費活動は政策的に回
復できても、地域によってもその姿は異なる。観光地、オフィス街等人間行動の構造的変化が生じてい
るからである。
一方で、国内全体の消費活動は政策的に下支える要因となっても、インバウンド消費の回復について
は未知数の部分が多く、航空、鉄道、宿泊、百貨店等関係業界の見方も不透明感を強めている。たとえ
ば、当然ではあるものの航空業界では国内線の回復も緩慢である上に、国際線旅客の回復には早くても
4-5 年間を要するとする見方があり、鉄道業界でもインバウンドの回復には長期間を要するとする見方
も強い。また、百貨店全体での売上高に対するインバウンド消費の比率は数%であるものの、国内観光
客の減少も加わり東京等に比べ北海道や九州の落ち込みが大きい。とくに、お土産品としての菓子類の
落ち込みが目立つ状況にある。
インバウンドの国内消費額は 2019 年で 5 兆円近くに達している。
その 6 割以上が近隣のアジア諸国、
中国、台湾、韓国、香港であり同時に国際的な政治課題も抱える状況にある。今後の国際情勢も踏まえ
ながら、慎重な判断が必要となっている。
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事例研究

在宅医療・介護連携の推進に向けたマネジメント力向上と
支援体制の構築について
株式会社富士通総研 行政経営グループ 森川岳大

はじめに
我が国の 65 歳以上の人口は 3000 万人を超え、2042 年に約 3900 万人でピークを迎えた後も 75 歳以上
の人口割合は増加し続けることが予想されている。この様な状況の中、団塊の世代（約 800 万人）が 75
歳以上となる 2025 年を目途に、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続ける
ことができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステム
の構築の実現に向けた取組が進められている。その取り組みの一つとして、平成 26 年に介護保険法が
改正され、平成 27 年度から市町村が行う事業として、地域支援事業に在宅医療・介護連携推進事業が
位置づけられた。
在宅医療・介護連携推進事業は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で、
自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するため
に、医療機関と介護事業所等の関係者との協働・連携を推進することを目的とする（図表 1）。事業開始
から数年が経過し、現在では（ア）地域の医療・介護の資源の把握、（イ）在宅医療・介護連携の課題
の抽出と対応策の検討、
（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進、
（エ）医療・介
護関係者の情報共有の支援、
（オ）在宅医療・介護関係者に関する相談支援、
（カ）医療・介護関係者の
研修、
（キ）地域住民への普及啓発、
（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携、の計 8 つ
の事業項目以外にも、認知症や災害に関する取組と合わせて実施されるなど、地域の実情を踏まえた在
宅医療・介護連携の取組が実施されつつある。一方、事業のあるべき姿がイメージできない、評価が難
しい等の課題や、8 つの事業項目を行うこと自体が目的になっているという指摘もある。
以上のような状況を踏まえ、地域の実情に応じ、取組内容の充実を図りつつ PDCA サイクルに沿った
取組を継続的に行うことによって本事業でめざす姿の実現がなされるよう、令和 2 年 9 月に「在宅医療・
介護連携推進事業の手引き（以下「手引き」と略）」が改訂された。本稿では、弊社が厚生労働省から
受託した調査等を基に、改訂された手引きの重要ポイントの解説と合わせ、今後の在宅医療・介護連携
の推進に向けた取組の方向性について考察する。
図表 1 在宅医療・介護連携の推進について

出典）厚生労働省「在宅医療・介護連携推進事業の手引き Ver3」
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１．市町村の今後の取組について
在宅医療・介護連携推進事業は介護保険の地域支援事業に位置付けられ、市町村が主体となり、医療・
介護の関係者と共に取り組むことが求められている。全国の自治体は、それぞれが設定した目指す姿を
着実に実現できる様、自律的で実効性のある在宅医療・介護連携の推進体制が必要になる。自律的な取
組とは、市町村、医療・介護の関係者が、在宅医療・介護の連携によって実現しようとする姿を共有し、
各々が自らの役割を理解しながらその実現に取り組むことである。その際、市町村は方針の決定や体制
の設計、医療・介護関係者等への働きかけ、推進していくための環境整備などに、PDCA サイクルに沿っ
て取り組むことが重視され、医療・介護関係者等は専門性を活かしながら事業に取り組んでいくことが
重要になる。そのため、自治体には各取組をつなぐ力、取組に参加する様々な主体に推進を働きかける
力を用いて、事業者との関係性を築き、在宅医療・介護連携推進事業は国における制度の見直しととも
に、あらためて自治体と医療・介護関係者が共に目指す姿を意識した取組が求められている。
一方、昨年度弊社が厚生労働省から受託した「令和元年度在宅医療・介護連携推進支援事業に係る調
査等一式」における実施状況調査（以下「実施状況調査」と略）によると、取組改善（PDCA の運用）を
実施していないと回答した自治体が約 7 割を占め、目指す姿の設定、事業計画の策定を実施している自
治体が約 5 割、目標の策定が約 4 割であり、評価方法の策定している自治体は約 2 割に留まる。この様
な状況を踏まえ、令和 2 年 9 月の手引きの改訂では、これまでの 8 つの事業項目を踏まえつつも、次の
ステップに向け、市町村が地域のあるべき姿を意識しながら主体的に課題解決が図れるよう、また、最
近の動向を踏まえ、地域の実情に応じ取組内容の充実を図りつつ PDCA サイクルに沿った取組を更に進
められるよう、事業構成が見直された（図表 2）
。
図表 2 ８つの事業項目の見直しイメージ

出典）厚生労働省「在宅医療・介護連携推進事業の手引き Ver3」
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見直し後の事業構成では、並列されていた(ア)～(ク)の事業項目が、それぞれの取組の趣旨を明確化
し PDCA サイクルに沿って整理された他、地域の実情に応じた事業選択が可能になった。また、最近の
動向（看取りや認知症への取組の強化）の観点を踏まえることや都道府県による市町村支援の重要性（医
師会等の関係機関との調整、情報発信、人材育成等）が明記され（図表 3）
、第 7 期介護保険事業計画期
間までの 8 つの事業項目を踏まえた上で、第 8 期介護保険事業計画期間において PDCA に沿って事業を
マネジメントすることが求められている。
図表 3 第 8 期介護保険事業計画期間からの在宅医療・介護連携推進事業の在り方

出典）厚生労働省「在宅医療・介護連携推進事業の手引き Ver3」

２．都道府県の今後の取組について
地域における在宅医療と介護の連携を推進するためには、上記の通り市町村の積極的な取組が不可欠
であるが、これまで医療提供体制の確保等に係る各般の地域医療政策は、都道府県が中心となり主に二
次・三次医療圏を対象としてきたため、一般的に市町村には医療政策の実績や経験が少なく、在宅医療
と介護の連携に係る取組についてのノウハウの蓄積は、市町村の実情により様々である。そのため、市
町村支援を行う都道府県には、改めて広域行政としての情報共有のネットワーク構築、必要なデータの
分析・活用支援、市町村の事業マネジメント力強化等の人材育成支援、市町村個々の課題に寄り添う伴
走型支援等が期待され、その支援にあたっては、都道府県医師会をはじめとする関係団体、大学等とも
連携をとり、取り組んでいく体制を強化していくことが求められている。
一方、実施状況調査では、市町村支援を実施する上での都道府県の課題として、多数の小規模自治体
を支援するだけの専門職の人材確保が難しいことや、郡市医師会との調整や庁内連携、自治体間の連携
等の支援体制の構築に関するノウハウが少ないこと、等が挙げられた。
上記の状況を踏まえ、手引きの改訂では、以前から弊社が提言していた都道府県の市町村支援体制（図
表 4）等が新たに明記された。
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図表 4 都道府県の市町村支援体制（例）

出典）都道府県個別支援型在宅医療・介護連携等推進調査研究事業（平成 30 年度老人保健事業推進費等補助金
老人保健健康増進等事業 株式会社富士通総研）の「図表-3 都道府県の推進支援体制（例）の状況」を一部改変

市町村への支援体制として、都道府県は保健所を含む重層的な支援体制を構築し、二次医療圏単位で
の支援、複数市町村による取組等、市町村の実情や地域の社会資源の状況、課題に応じた支援や広域的
な連携が必要な事項についての検討を行うことが明記され、推進の度合いに応じ、併走支援そして後方
支援へ移行できるよう、段階に応じた支援が求められている。また、地域医療介護総合確保基金等を活
用した都道府県の主導による医療人材の確保・育成や地域資源の偏在の解消、都道府県の介護部局・医
療部局の緊密な連携、住宅部局ははじめとした関係部局との連携による市町村の現状や課題に応じた支
援が求められている。また、都道府県は人的リソースの面から全ての市町村への支援は難しいため、庁
内部局の連携は勿論の事、保健所や郡市医師会等を巻き込んだ支援体制の構築が求められる。
おわりに
上記の通り、手引きにより市町村や都道府県に必要な取組が示されたが、手引きのみでは具体的なマ
ネジメント手法、支援体制の構築方法等の理解が不足する恐れがあるため、今年度弊社は、市町村・都
道府県の実際の取組み例から自分たちのまちでも活かせる視点・ポイントを見出してもらえるよう、厚
生労働省からの委託により在宅医療･介護連携推進に向けた研修会と都道府県担当者会議を開催した。
弊社ウェブサイトに掲載の取組み例の資料・講義動画を事業推進に役立てていただけると幸いである。
・令和 2 年度在宅医療・介護連携推進支援事業「在宅医療･介護連携推進に向けた研修会」
https://www.fujitsu.com/jp/group/fri/report/elderly-health/2020homecareseminar1a.html
・令和 2 年度在宅医療・介護連携推進支援事業「都道府県担当者会議」
https://www.fujitsu.com/jp/group/fri/report/elderly-health/2020homecareseminar2a.html
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