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亀井委員

　まずは、この資料にもありますが、プライマリーバランスの黒字化、県債残高

の減少ということで何点かお聞きしていきたいと思います。

　県債管理目標です。県は、今年の２月に平成 30 年度までにプライマリーバラン

スの黒字化、平成 35 年度までに県債残高の減少という二つの県債管理目標を定め

て、今、その実現に向けて取り組んでいると承知しております。目標を定めたこ

とで、後年度負担の軽減に向けて第一歩を踏み出したわけですが、現実を見ると、

その達成は難しい面もあると考えられますので、それらを中心に何点か質問させ

ていただきたいと思います。

　まず、プライマリーバランスの赤字が続いていまして、県債残高は増加の一途

をたどっているということが状況としてありますが、今回の二つの目標を掲げた

ことは、なぜプライマリーバランスの黒字化を平成 30 年度、県債残高の減少を平

成 35 年度としたのかお伺いします。

資金・公営事業組合担当課長

　緊急財政対策の義務的経費推計、これは 10 月に出させていただきましたが、こ

の中でお示しいたしましたとおり、臨財債を含む県債 3,000 億円以上を発行し続

けた場合は、平成 30 年代前半には公債費を含む義務的経費が歳入総額を上回る状

況になって、正に危機的な財政状況を迎えます。こうした長期的展望の下に将来

世代に負担を先送りしない行財政基盤を築くためには、先ほども申し上げました

ように、臨財債を含む県債全体を対象といたしまして明確な目標を定めて取り組

んでいくことが必要であると考えてございます。

　そこで、先ほど申し上げました義務的経費が上回ってしまうという平成 30 年代

前半までの達成を目指すための目標といたしまして、まずは県債残高減少に向け

た第一歩といたしまして、５年以内のプライマリーバランスの黒字化、それから

黒字化した上で 10 年以内、つまり平成 30 年代前半最後になりますが、平成 35 年

度に県債全体の残高減少という目標を設定させていただきました。

亀井委員

　平成 30 年と平成 35 年ということで、５年間のタイムラグがあるんですけど、

何か意味がありますか。

資金・公営事業組合担当課長

　公債費につきましては、利払い経費を含んでおりますので、黒字化して、しば

らくしないと減少に向かわないという状況でございます。逆に平成 35 年度までに

県債残高を減少させるためには、平成 30 年度までには何とかプライマリーを黒字

化しないと、その内訳に乗れないということです。

亀井委員

　プライマリーバランスの黒字化を平成 30 年度までにということで、あと５年で



す。先ほどの質問と重複するかもしれませんけど、この５年で黒字化するために

は何をするのか、行政改革だと言われれば、それまでなんですけど、具体的にタ

イムスケジュールもあるでしょうけど、どういうことをするのか、もう一度お聞

きします。

資金・公営事業組合担当課長

　まずは施策・事業の見直しということで、これは徹底させていただきたいと考

えてございます。それから、今回、目標を定めるに当たっては、県民サービスを

極端に低下させないということもございまして、毎年度 50 億円から 100 億円とい

うようなことで設定させていただいています。これまでも本県では施策・事業の

見直しを 100 億円単位で出してきたという実績もございますし、また年度を通し

て、執行の工夫等に努めることによって、最終的には不用額も幾らか控えること

ができるというようなこともございますので、そういった面でいろいろな取組を

させていただきたいと考えてございます。

亀井委員

　プライマリーバランスを黒字化するめための一つの方策として、例えば人件費

を削減したりとか、基金を取り崩したりということも考えられます。県債管理基

金は今どのくらいありますか。そして、これを取り崩した方が、先ほどの利払い

の話じゃないですけど、利息を軽減できるのではないかと思うのですが、いかが

ですか。

資金・公営事業組合担当課長

　県債管理基金につきましては、公債管理特別会計で持っておりますのが平成 24

年度末現在で 4,975 億円ございます。ただ、これは市場公募債の場合、一括償還

ですので、将来の償還に備えて、この積立てを行ってございます。そういった関

係で、償還金が減ったところで崩すこともできるんですが、償還前に崩すことに

なりますと、本県債の市場での評価に関わってきますので、なかなか難しいと考

えてございます。

亀井委員

　一括で返すということではなくて、例えば繰上返済ではないですけど、少しず

つ前倒ししていくということで利払いを減らしていく。一括でやっちゃったら、

神奈川県は大丈夫かと思われるかもしれませんが、少しずつやって、利払いを減

らしていった方がいいのではないかと思うんですが、その辺はいかがですか。

資金・公営事業組合担当課長

　例えば臨財債を 100 億円発行した場合に、償還期間は 30 年ですが、その中で 10

年ずつ借換えを行ってございます。今、考えてございますのは、最後まで持って

しまいますと、全然抑制になりませんので、借換えの時期に財源を見付けて抑制

していくといったことで、徐々に前倒し返済できるところから始めていこうと考

えてございます。

亀井委員

　借換えもありますから、30 年のスパンで起債したとしても、借換え、借換えで



やっていくわけですから、それをしっかりと見て、繰上返済じゃないですけど、

少しでも利払いを減らすような工夫もこれからは必要かなと思います。

　あと、プライマリーバランスは世代間の受益と負担の関係ですので、プライマ

リーバランス黒字化というのは、頂いた資料によると、平成３年からずっと赤字

になっていて、今までずっと赤字が続いておりまして、これから黒字化を目指し

て、皆さん頑張っていらっしゃって、平成 30 年度にはそれに達していくんだとい

う話なんですが、プライマリーバランスを黒字化できたとした場合、それ以降の

姿というか、それ以降の県としての展望はどう考えるのですか。

資金・公営事業組合担当課長

　御指摘のとおり、プライマリーバランスは世代間の負担と受益が関係しますの

で、これが赤字ということですと、現在世代が自ら負担する以上のサービスを享

受していく、県債残高は増加の方向に向かうということです。黒字ということに

なりますと、現在の世代が享受するサービス以上に借金を返済している状態です

が、県債残高は減少に向かう。まず、私どもとしては、まずはプライマリーバラ

ンスを黒字化いたしまして、黒字化後も 10 年後の平成 35 年度には県債残高の減

少を目指しておりますので、一定程度の黒字は維持しつつ、更なる臨財債を含め

た県債全体の発行抑制に取り組みたいと考えてございます。

亀井委員

　仮にプライマリーバランスがゼロになったとして、直近で起債した県債に関し

ては、先ほどの話じゃないですけど、利息が発生します。だから、黒字化できな

いと思いますが、いかがですか。

資金・公営事業組合担当課長

　完全均衡ということになりますと、利払い費の分だけ県債残高が減少しない、

少し増える要素になってきますので、最終的には均衡に近づけつつも、その分、

プライマリーについては安定的な享受を目指すべきかと考えています。

亀井委員

　そういうゼロに近づけながら黒字化を少しずつ維持していくということです。

もう少し質問しますけど、今、黒字化を目指すという話なんですけど、例えばプ

ライマリーバランスが本当にゼロに近づいた、要するにそこまで財政的にも均衡

がとれた状態でありながら、利払いの部分でマイナスになったときには、県とし

て具体的に利払いを埋めるために何かすることはありますか。

資金・公営事業組合担当課長

　公債費については、利払い費も含めて措置いたしますので、その分については

必ず支出はさせていただく。ただ、逆に県債発行の方で抑えることによって、プ

ライマリーが黒になることはございません。

亀井委員

　先ほど県債の起債の話で、県債発行期間に関して例えば 10 年、20 年、30 年と

いう期間があったとして、その管理は今までもやってこられたと思うのですが、

これから平成 30 年でプライマリーバランスを黒字化します、平成 35 年で県債残



高を全体的になくしますという話になりますと、県債発行期間の管理は改めて必

要になってくるのではないのかと思うのですが、これについてはどのように考え

ていますか。

資金・公営事業組合担当課長

　現在も実は県債を調達するに当たっては、今、市場公募では 10 年が一般的に調

達しやすい年次なんですが、この他にも５年ですとか、20 年とか、組み合わせて

発行していまして、それぞれ発行ごとにきちんと管理させていただいてございま

す。それによって、借換えがいつ来るかということも管理しておりますので、現

在の管理状況を今後ともしっかりさせていただくことによって、それについては

平準化が図られると思います。

亀井委員

　今のトレンドからいうと、長期金利が上昇しそうだという話もあるので、長め

の期間で借りた方がいいということです。ですから、そういうことも踏まえてや

っていただけるのでしょうけど、そういうことも踏まえて、しっかりと管理して

いただきたいと思います。

　あと、国庫補助負担金とか、地方交付税に関しては、国庫を経由して県の方へ

入ってくるということですけど、国の財政と地方財政というのは切り離せないと

いうことが言える一つの部分です。今までは、地方交付税がどのくらい来るかと

いうのが分からない。だから、長期的なスパンで計画なんか出せないんだという

ことを皆さんは言ってこられたと思うのですが、今回は平成 30 年とか、平成 35

年という形で設定されているじゃないですか。国から経由される補助金とか、地

方交付税はどのように考えて設定されるのですか。

財政課長

　先般、昨年 10 月にお示しいたしました緊急財政対策ですが、確かに委員お話し

のとおり、地方交付税、国庫補助負担金等々の歳入については、なかなか税収も

含めまして、将来を見通すのが難しいです。したがいまして、基本的には国庫補

助負担金、さらには地方交付税、一定の規模が歳入に入ってくるという前提の下、

推計値としてお示ししたというところです。

亀井委員

　次の質問ですが、例の中央高速の笹子トンネルの事故ではないですが、今、国

民、県民が一番気にしているのは防災とか、減災だと思うんです。道路とか、公

共施設の耐用年数が近づいてきているとか、耐震化しなければいけないというこ

とになると、これはしっかりお金をかけて、何とかしなければいけないというの

が今の政府の方針でもありますし、今のトレンドでないかと思うんです。そうす

ると、県債の発行を抑制して、その分、県民サービスを低下させてしまう懸念が

あるのではないかと思うのですが、現在のトレンドとは逆だと思うのですが、そ

の辺はいかがですか。

財政課長

　委員御指摘のとおり、これからはリペアの時代といいますか、既存の公共施設



等について、新たに造るのではなくて、これをいかに長もちさせていくか、いか

に効率的に予算を投じていくかということが重要なポイントだと思っております。

その中で県債が活用されるわけです。しかしながら、その県債も将来にわたって

世代間の公平につながる県債の発行であれば、決して悪いものではない。ルール

上、通常本来活用してしかるべき県債だと思ってございます。したがって、その

分まで減らしていく、ゼロにしていくという立場をとっていないところです。し

たがいまして、必要な県債は必要な事業に応じて使いながらも、しかしながら、

できるだけ無駄を省く中で県債全体をできるだけ縮小していく。その中で必要な

県債に限って、発行していく。こういった財政運営を努めていくべきだと考えて

いるところです。

亀井委員

　公共施設の耐用年数は、大体の物が建ってから 40 年、50 年たっていて、コンク

リートの寿命も大体 50 年ぐらいと言われているんです。今、本当にお金がかかる

時期かなと思うんです。建設公債もどんどん発行して、景気の回復も含めた形で

やっていかければいけない時期に、非常に難しい目標設定だなと思いますが、い

かがですか。

財政課長

　御案内のとおり、確かにこれは難しい問題だと思ってございます。先般来、県

債管理目標を達成するために、極力県民サービスに影響を及ぼさないようにとい

う言い方をさせていただいてございます。公共施設、50 年なり、そういった耐用

年数を迎えてきているものについては、道路にしても、施設にしても、当然何ら

かの形で修理して、長寿命化を図っていくことが必要になろうと思います。あと、

この先については、県民全体の議論になりますが、新しい事業なり、新しい施設

なり、新しい設備なりを我々はどう考えていくのか。むしろ今後はそういった施

設を改修していくのに経費は投じていく。新しい事業は、ある程度抑えていかな

ければいけないのではないかといった議論も、県民全体として、していかなけれ

ばいけないのではないかと考えているところです。

亀井委員

　新しい事業と言っているわけではなくて、メンテナンスでもそれだけのばく大

なものがかかるのではないかと思うのですが、大丈夫ですか。

財政課長

　確かに今の土木施設なり、設備を維持していくだけでも、相当の金額はかかろ

うと考えてございます。正直申し上げて、将来にわたって、どの程度リペアの経

費がかかるかどうか、現段階ではなかなか把握するのが難しゅうございますが、

恐らく将来にわたって、かなり増加していくだろうと考えてございます。これに

つきましては、他のサービスなどとのバランスも考えながら、必要なところには

必要な金額を投じていくことは、私どもの財政運営としては必要なことだと考え

ているところです。



亀井委員

　将来を見据えて、国民、県民の議論が必要で、これからどうなっていくか、ま

だ見通しも分からない状態です。そこで平成 30 年、平成 35 年の設定というのは

非常に難しいことだと改めてもう一回申し上げます。

　先ほど申し上げたように、今のトレンドは、公共事業をしっかりとメンテナン

スしていきましょう、橋でも、トンネルでも、道路でもそうだし、メンテナンス

していかなければいけない、既存の施設をしっかり安全・安心を提供できるもの

にしていかなければいけない。新しい建物を建てろというわけじゃないですよ。

そういうものにしていかなければいけない。そうでないと、例の笹子トンネルの

話ではないけど、人命をしっかりと守ることができないというところまで来てい

ますよという話なんですが、今のトレンドは、公共事業を増やす。どんどん安全・

安心、防災・減災対策をしっかりやっていこうというトレンドになっていて、そ

れであれば、今回の目標設定というのは時期尚早ではないかと言う人がいてもお

かしくないと思うんです。

　景気がもっと良くなってから、目標設定すればいいのではないか。景気が良く

なれば、例えば借金もするかもしれませんが、起債して、それを使って景気を良

くして、税収がアップしたところで、例えば臨財債なんかが逆に自然に減ってい

く中で、プライマリーバランスのことも考えていけばいいのではないかという、

今のトレンドに合ったような考え方を持っている方もいらっしゃると思いますが、

それについてはいかがですか。

財政課長

　おっしゃるとおり、今後見通すべき公債費負担などは、どんどん増すうしてい

くが、一方で、それについては景気の動向に任せていこうではないかという考え

も一つあろうかと思います。ただ、昨年お示しいたしました緊急財政対策の中で

は、平成 30 年代前半には全ての歳入をもってしても義務的経費すら賄えなくなる

可能性があるといった厳然たる数字も出ているところです。したがいまして、確

かにこれからそういった行政ニーズも増えてくるのは間違いないかと思います。

一方で、歳入についても、なかなか見通せないところです。しかしながら、現段

階でたどるべき本来の道筋なりは、まずは設定した上で、それにどこまで沿って

いけるかどうかという努力を積み重ねることが、今後の財政運営の在り方として

必要なことではないかと考えているところです。

亀井委員

　このプライマリーバランスの推移を見て思うのですが、県債の発行額が非常に

最近多いです。御承知のとおり、プライマリーバランスに関しては、公債費から

県債を引いて、それがプラスになっていれば黒字だし、マイナスになっていれば

赤字ということですが、今現在の県債の残高から見て、細かく計算できるわけで

はないのですが、そうすると例えば何もしなくても公債費が増えて、県債は、極

端な話、何もしなくても今の状態であったとしても、平成 30 年度ぐらいにはプラ

イマリーバランスはもしかしたら黒字化できるのではないか。公債残高に関して



も、目標としていることが達成できるのではないかということが考えられるとし

た場合に、その時点でのプライマリーバランスの黒字化は皆さんの目指している

ものとは違うと思うのですが、それはどのように考えますか。

財政課長

　確かにプライマリーバランスだけをとりますと、お話のようなことになります。

要するに公債費さえ増え、県債の発行を抑えれば、自然とプライマリーバランス

は黒字になるわけですから、それ単独を取り出すのでは全く意味がないというこ

ともございますので、私どもといたしましては、それに県債の残高を減少させる。

この二つを合わせた形でお示しして、県債管理目標を設定させていただいたとこ

ろです。

亀井委員

　プライマリーバランスだけを考えるのではなくて、さっきから言っているよう

に、県民サービスの低下ということも話していて、資金繰りのことも問題だと思

うわけです。そういう部分で県債を減らしたことによって、プライマリーバラン

スを黒字化することに関してはナンセンスかなと思うのですが、いかがですか。

財政部長

　確かに亀井委員おっしゃられるように、このまま続けていっても、どんどん雪

だるまのように県債の残高が増えていきますから、自然に今のレベルの発行を続

けて抑えていけば、いつかの段階では県債残高が減ってくるということになろう

かと思います。ただ、私どもの目指しているのは、そういうことよりも、やはり

前倒しでそれを進めたいということで、長期の推計をお示ししたときに、歳出は

一定の推計をいたしましたが、歳入はなかなか見込めないということで、現行の

レベルでずっとそのまま継続する、ただ消費税の税負担の分だけ見込んだという

形ですが、地方財政制度がある限りは、本来そこで税収が足りなければ、交付税

ないしは臨財債が増えるということですから、歳出が歳入を上回るということは、

地方財政制度の世界の中ではあり得ません。

　ただ、そうしますと臨財債が更に膨れ上がっていくというような形で、今、国、

地方を合わせて 1,000 兆円を超える債務残高がございますから、いずれにいたし

ましても、バブルがはじけたように今の制度がそのまま続くということは、常識

的に考えて、あり得ないと思います。日本自体も国際的に財政の健全化という部

分を求められておりますので、そういった取組が必要だと思っておりまして、先

ほどから更新事業という話もありまして、これは本当に重要なことです。

　特に私どものような大都会は、地方から昭和 30 年代、40 年代にこちらに来られ

て、そのときにいろいろな公共施設を整備いたしました。それから、一斉に更新

事業が参る。そういったものにしっかり対応していかなければなりませんが、今

の国・地方を通じた全体の財政状況を考えた場合、そういったものにどうやって

対応していくかということは、行政サービスの水準をどこにするのか、更新すべ

きものでも、全て更新するのか、やっぱり我慢するときもあるのか、あるいはそ

こを落とさないとすれば、増税する、さらには委員おっしゃいましたように、経



済成長することによって、増収を図る。

　多分一つで解は出ないと思うんです。三つをバランスよく対応していかなけれ

ばいけない非常に難しい道のりではございますが、そういった視点を持ちまして、

私どもが今できることを少しでも前倒しでできないかということで、余り県民サ

ービスを低下させない、無理のないところで、例えば毎年毎年、先ほど資金・公

営事業組合担当課長も答弁いたしましたが、施策・事業の見直し、毎年一定の数

字が出てまいります。また、歳出というのは、例えば入札をかける事業であって

も、入札の予定の価格はきちんと歳出を組まなければいけませんが、入札の結果、

若干入札残が出てくることもございます。そういったものもうまく活用しながら、

毎年の財政運営の中で判断していかなければいけないと思っておりますが、でき

るだけそういった長期的な視点を持って、財政構造の改善に努められればと考え

ております。

亀井委員

　皆さん方は本当にやる気があるので、私が言っていることも考え過ぎだと思わ

れるかもしれませんが、例えば公債費がぐんと膨らんで、それによって県債残高

が減ったので、プライマリーバランスは黒字ですよね、これが平成 30 年にできま

したというのではなくて、もっと言えば、公債残高が増えて、ばく大な数字にな

って、元金部分が県債残高を超えちゃったので、県債残高の目標も平成 35 年まで

クリアしましたよということにはならないように、しっかり手を打っていただき

たいんです。

　さらに、そのときには、先ほどいろいろな事例を出して申し上げましたけど、

県民サービスを低下させてはまずいと思うんです。人がトンネルで何人も死んじ

ゃう、橋が落橋して死んじゃうということがないようにしてもらわなきゃいけな

い。これは一例ですけど、そういうことも踏まえた上で、取組を推進していくこ

とを要望しておきます。

　次の質問ですが、地方分権改革の推進について何点かお聞きしていきたいと思

います。

　これは第１次、第２次、第３次の一括法に関して、全体的にも含むんですけど、

地方分権改革ということに関しては、これは皆さん方は何回か聞かれていると思

いますけど、何のためにやるのか、確認の意味でお聞きしたい。

広域連携課長

　第１次から第３次までの一括法の目的ですが、これは国による義務付け・枠付

けを見直すことによりまして地方が自らの責任で施策を展開していく、あるいは

地域の実情に応じたサービスを提供できることになりますので、こうしたことが

目的だと考えています。

亀井委員

　先ほどの質疑でも、これに関して問題があるような質疑があったようなんです

けど、何かありますか。



広域連携課長

　１次から３次までの一括法の問題点ですが、私どもとして問題と思っている点

は大きく２点ございます。

　まず平成 20 年に地方分権推進委員会から勧告されたのが、約 4,000 条項の見直

しということだったんですが、３次までで 1,000 条項弱しかまだ見直しは行われ

ていないということで、そういった改革の速度の面で非常に不十分なのではない

かというのが１点。

　それから、もう１点は、義務付け・枠付けを見直した際、つまり今まで国が基

準なりをつくっていたものを新たに条例で定めることになったために、国の方で

新たな基準をつくっている例が結構ありまして、それは２種類ありまして、一つ

は従うべき基準ということで、義務的に条例で定めなさいということ。それから、

もう一つが参酌すべき基準ということで、それを参考にして、地方で自主的に条

例をつくりなさい。

　大きくこの２種類がございまして、私ども後者の方は、当然それは一つの規制

なりをする際、全国的な視点から何らかの基準は必要な場合はあると思いますの

で、参酌すべき基準の設定については当然だと思っておりますが、従うべき基準

という形で義務的に条例でこの数値のとおり決めろとされますと、これは事実上、

枠付けを一回見直しんだが、復活させたのと同じになりますので、これについて

は是非撤廃していただきたいと考えています。大きくはこの２点が問題かなと考

えています。

亀井委員

　今、従うべき基準と参酌すべき基準とおっしゃっていましたが、どのくらいの

割合なんですか。

広域連携課長

　これまで一括法で見直された条項の中で、こういった基準を設けたりしている

ものが全体で 70 数条項ございます。そのうちの見直しした後にさらに従うべき基

準が設定されたのは、約半数が枠付けが復活したような形になっています。

亀井委員

　例えば仮に県から市の方に権限移譲するときに、県の方が従うべき基準だよと

いうことで渡すのでは、国に物も言えないと思うんですけど、そういうことはあ

りますか。

広域連携課長

　県から市町村に権限移譲を行う際にそのような義務付け・枠付けのようなもの

を設定していることはございません。

亀井委員

　県から市町村への権限移譲に関して、県から市は、今は従うべき基準とかはな

しにしても、県として権限移譲をやっていると。国から県に関してはやっていな

いと、さっきの答弁でもそうなんですけど、夏ぐらいにはそういうこともあるや

に聞いているのですが、それはどのくらいのボリュームであると思われるのです



か。

広域連携課長

　現在、４月から地方分権改革推進本部の下に地方分権改革有識者会議というも

のが設置されておりまして、そちらで国から地方への権限移譲に向けて議論され

ていますが、その対象となっておりますのが、まず平成 20 年に工程表が一度作ら

れたことがございまして、そのときにそ上に上がったもの、それから平成 22 年度

に国の各省庁の方で検討して、これは移譲してもいいとしたもの、それから全国

知事会から特に移譲してもらいたいと要望があったものをミックスしまして、現

在 126 項目の事務と権限について議論していると承知しております。

亀井委員

　国から基礎自治体に対して権限移譲なりするときに、例えば国の出先機関があ

って、資料にも書いてありますけど、県のできることまでやっているよというこ

とも問題になっていますが、それに対しては県はどういうふうに対応しています

か。先ほど要望を出しているというのは分かるんですけど、その他に何かありま

すか。

広域連携課長

　まずは、先ほど申しましたように、国に対して毎年度強く要望しているところ

ですが、それ以外の取組としまして、一例を申しますと、今回の報告の中でも触

れさせていただいていますが、例えばハローワークにつきましては県と労働局独

自に協定を定めまして、先行的に、一部ですが、県の方でワンストップサービス

をやるというような取組を行っていますし、それからこれは本県の例でないんで

すが、ハローワークについて言いますと、例えば佐賀県なんかでは特区制度を活

用して、先行的に県の方に権限移譲するというやり方をとっているケースもござ

います。

亀井委員

　引き続き要望していただきながら、例の基準に関して、二重の基準があるとい

うことなので、片方の基準に関しては非常に私も腹立たしい思いがありますので、

それをしっかりと要望していただきたいと思います。

　あと、道州制のことに関して数点お聞きするのですが、道州制に関して、そも

そも県民にとってのメリット、県民にとってのデメリットはどういうものがあり

ますか。

広域連携課長

　一言で申しますと、県民にとってのメリットは、身近な行政事務は身近なとこ

ろで行うと、地方でできることは地方で行う。端的に申しますと、今、国の出先

機関は、地方ができることを相当程度やっていますので、逆にいえば、国の出先

機関がやっている事務のうち、相当程度は都道府県ができるという状況がござい

ますので、それは身近な自治体でやった方が、より県民の目線できめ細かい行政

サービスができるのではないかというのが一番のメリット。

　デメリットということでいいますと、道州制を推進する立場からしますと、デ



メリットは非常に言いにくい部分なんですが、道州制に反対されている自治体の

意見としてよくございますのが、道州制を導入しますと、複数の都道府県が統合

することを想定しますと、その中で例えば政令市があるような県のところに一極

集中するのではないか。今でも一極集中しているのに、さらに一極集中が進むの

ではないかというデメリットを主張されている場合がございます。

亀井委員

　メリットの中にも、例えば東京の一極集中の是正みたいなことが書かれていま

す。さらには国の出先機関に関しても、道州制にすることによって、少しずつか

もしれませんけど、緩和していって、結局は州の仕事にしていきましょうという

話なんですけど、これに関しては具体的にどんな感じでメリットを生かしてでき

ると思いますか。

広域連携課長

　一言で道州制と申しましても、実際に語っている人によって、いろいろなパタ

ーンがありまして、一概に言えないんですが、少なくとも私どもが目指している

道州制ということで申しますと、現在の国の出先機関がやっている業務は基本的

に全て州がやるべきという考え方ですので、地方でできることは全て地方でやる

という考え方の道州制です。それによってメリットが出せると思っています。

亀井委員

　東京の一極集中の是正もメリットの部分として言われた場合、どういうことで

改善できますか。

広域連携課長

　先ほどデメリットを主張する場合の論拠として、一つ、新たに一極集中という

ことを言いましたが、私どもとしましては、道州制になることによって、逆に東

京の一極集中は解消される面もあると考えていますので、そこはいろいろ議論が

あると思いますが、一概に道州制を導入したら、更に東京の一極集中が進むとは

考えておりません。

亀井委員

　道州制に関しては、しっかりと研究していただいて、庶民の側に立った形で、

それがメリットにしっかりとつながる部分の割合を大きくしながら進めていって

いただくことを要望して、質問を終わります。


