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要約
わが国の財政赤字は拡大の一途をたどる。三位一体改革が推進されるなかで、特に地方政府
において負担が大きくなっている。
現に、夕張市の破綻など、財政状況が非常に悪化した地方都市が目立ち、その影響は国全体
に広がりつつある。本論文では、地方政府の負担を減らすための施策について検討する。
地方政府の財務会計のなかには様々なものがあり、これまで負担を軽減させるため公共投
資の効率性等について議論が多くされてきた。その一方で、地方政府に所属する地方公営企
業についてはあまり議論がされていないように思える。
地方公営企業は、住民の生活を担う重要な部分であるが、その経営の効率性には、甚だ疑
問の余地がある。
無駄な地方公営企業に対しても地方財政の負担はされるべきなのであろう
か。現在の地方財政状況からみて、答えは歴然としている。
国民に最低限度保障されるべきサービスである「ナショナルミニマム」内の事業について
は、地方政府も責任もって行うべきであり、採算性の悪い事業に対してはその経営効率を上
げるための対策が必要不可欠となってくる。
経営効率をあげる、とただ一口にいっても難しい。まずは、財政負担を減らすために「レ
ベニューボンド」を用いて民間資金を導入する仕組みを作る。「レベニューボンド」は、投
資対象の事業の採算性が、その債券価格に反映される。そのため、事業の経営状況に対して
投資家から監視が入ると同時に、経営努力が必要とされる。
債権市場のメカニズムを通して、
事業の効率性を誘因するのである。
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はじめに
日本は、財政赤字が膨らみ続ける一方であり、その負担は国、都道府県、市町村、いずれのレベ
ルの政府にも及び、財政支出の削減に努めざるをえない状況に置かれている。特に、三位一体改
革の推進により国からの補助金が削減され、地方政府において、その状況は厳しくなっている。地
方政府の負担、特に市町村の負担を減らすにはどうすればよいのか、議論が活発になっている。
地方財政の支出といっても様々なものがあり、特にそのなかでも地方公営企業に焦点を当てた議
論は少ないのではないだろうか。地方公営企業のなかに、本当に公で賄うべきものはどれほどある
のだろうか。
平成１８年度では、２４の市町村が赤字となっており、困難な状況にたっていると言える。本論文で
はそうした状況下にある地方自治体の財政負担を軽減するために、どのような政策を講じたらよい
のかについて考察をする。そして私たちは、市町村から公営企業へ支給される資金を減らすことに
よって軽減できるのではないかと考えた。まず本論文の第一章で、地方財政白書を参考にし、マ
クロ的視点から地方財政の現状の分析を行った。国と地方間における資金の流れと地方公共
団体の歳出・歳入の内訳、地方公営企業会計の項目について特に注目すべき点をまとめた。
続いて第二章では、地方公営企業の現状を全体像を把握することによって。第三章において
は、実質収支赤字２４団体の地方公営企業に焦点を当てた。クラスタ分析を用いて、「良い
企業」「悪い企業」に分類した。そして、代表的な事業に関して、利益率を上げる要因を回
帰分析を用いて分析した。第四章では、どこまで地方財政が公営企業を負担するのかといっ
た議論に必要な「ナショナルミニマム」を導入することによって、第三章で分類したものに
加え、さらに細かく、公営企業を分類した。最後に第五章では、「良い企業」にすべての地
方公営企業が成長するための政策、対策を、主に「レベニューボンド」を用いて講じた。
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第1章 資金の流れ

第1節 国・地方自治体への資金の流れ
我々国民は、
国に対して税金を納めることで国が提供するサービスを受けている。
しかし、
国のみが我々に行政サービスを提供しているわけではなく、
福祉や教育などといった我々国
民の生活に密着した行政のほとんどは地方公共団体によって行われているのである。
そして
国民は、
それらの行政を賄うために地方行政政府に対しても税金を納付している。
一般的に、
国が課税する税金を国税、地方公共団体が課税する税金を地方税と呼んでいる。
平成 18 年度における租税収入の総額を見ると、約 90 兆円のうち、ほぼ六割が国税による
ものであり、残りの四割が地方税によって徴収されている。しかし、これらは地方交付税な
どにより国から地方へ再配分が行われるため、移転された後の実質的な配分割合は、国
37.1%、地方 62.9%となっている。
国から地方への税収の再配分は、主に①地方譲与税、②地方特例交付金、③地方交付税に
よって行われている。地方財政白書によるそれぞれの定義は以下の通りである。
①地方譲与税は、本来ならば地方税を課すべき税源に対して便宜上国税として徴収し、そ
のまま地方公共団体に譲与する税のことである。一般的には財政状況によらず一律的に配
分されている。同年度の地方譲与税の決算額は 3 兆 7,285 億円（歳入総額に占める割合は
4.1％）で、その内訳は自動車重量譲与税が 3,721 億円、地方道路譲与税が 3,049 億円、
航空機燃料譲与税が 164 億円、石油ガス譲与税が 141 億円、特別とん譲与税が 117 億円、
所得譲与税が 3 兆 94 億円であった。所得譲与税とは、三位一体の改革により所得税から
個人住民税への税源移譲を実施するまでの間の暫定措置として地方公共団体に譲与され
る税のことで、前年度比が 169.7％増となっている。このため、他税の前年度比較がいず

地方譲与税
所得譲与税(3兆94億円)
自動車重量譲与税(3,721億円)
地方道路譲与税(3,049億円)
航空機燃料譲与税(164億円)
石油ガス譲与税(141億円)
特別とん譲与税(117億円)
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れも微増・微減となっているが、地方譲与税全体としての決算額は前年度を大きく上回っ
た。
②同年度における地方特例交付金は、地方税の減収の一部を補てんするために交付する
「減税補てん特例交付金」と、児童手当の支給対象年齢の引き上げによる地方負担の増加
に対応するための「児童手当交付金」であった。決算額は 8,160 億円で歳入総額に占める
割合は 0.9％であった。前年度に比べると 46.2％の減尐であるが、これは「税源移譲予定
特例交付金」が国庫補助負担金の改革により、上述の所得譲与税として地方公共団体に与
えられることになり廃止されたためである。
③地方交付税は、財政力の地域間格差を調整するため、国税のうち所得税、法人税、酒税、
消費税及びたばこ税のそれぞれ一定割合の額を、国が財源不足に陥っている地方公共団体
に対して交付する税のことである。一定の算式により交付される「普通交付税」と災害等
特別の財政事情に応じて交付される「特別交付税」がある。平成 18 年度地方交付税の総
額は、15 兆 9,954 億円（歳入総額に占める割合は 17.5％）であった。
これら三つと地方税を合わせたものが、一般財源と呼ばれており、使途が特定されていな
いため、様々な経費として用いられている。この一般財源の決算額は約 57 兆であり、歳入
総額に占める割合は、62.3％となっている。
一般財源の他に、特定財源と呼ばれるものがある。それらには、①国庫支出金や②地方債、
繰入金及び公共施設の使用料・事務に要する手数料が含まれる。
①国庫支出金とは、地方が実施する特定の事務に対して国と地方の経費負担区分に基づき
国が地方公共団体に対して支出する負担金、国の事務を地方に委託する際に支払われる委
託費、特定の施策の奨励又は財政援助のための補助金等である。平成 16 年度から平成 18
年度にかけて、国庫補助負担金、地方交付税、税源移譲を含む税源配分の見直しに関する
「三位一体の改革」が行われ、その中で国庫補助負担金改革が進められた。決算額は、前
年度と比べると 11.4％減の 10 兆 5,307 億円となっており、歳入総額に占める割合は
11.4％。内訳をみると、普通建設事業費支出金が 3 兆 1,121 億円で最も大きな割合（国庫
支出金総額の 29.6％）を占め、以下、生活保護費負担金が 2 兆 48 億円（同 19.0％）、義
務教育費負担金が 1 兆 6,612 億円（同 15.8％）となっており、これらの支出金等で国庫
支出金総額の 64.4％を占めている。

国庫支出金の内訳
普通建設事業費支出金(3兆
1,121億円)
生活保護費負担金(2兆48億
円)

義務教育費負担金(1兆6,612
億円)
その他
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②地方財政法第 5 条によると、地方債をもって財源に充てることができるのは以下の場合
と定義している。
・事業収入によって起債の償還が賄われる公営企業に要する経費
・出資金および貸付金
・地方債の借り換えのために要する経費
・災害に対する事業費
・公共施設の建設事業費
地方債を発行する目的は、地方団体に計画的・効率的な財政運営を促すことの他に、世代
間の負担の不公平を解消する目的もある。(例えば学校や道路のように、事業の効果が後世
にまで及ぶものの財源を租税で調達しようとすると、現世代だけが負担し後世代は負担せず
に利用できることになり、世代間の不公平が生じてしまう。そこで地方債を発行して財源を
賄い、後世代への課税によって返済していけば、彼らにも負担を求めることができる。)
地方団体は毎年度総務省から発行される地方債計画に基づき、大臣や知事との協議制によ
り起債を決定する。実際の地方債の内訳や借入先については次節で触れる。

第2節 地方自治体における資金の流れ
地方公共団体の経理区分は一般会計と特別会計に分けられ、後者はさらに一般行政部門
（普通会計）と水道、交通、病院等の企業活動部門（地方公営事業会計）に分けられる。地
方公共団体の普通会計の純計決算額は、歳入 91 兆 5,283 億円（前年度 92 兆 9,365 億円）
、
歳出 89 兆 2,106 億円（同 90 兆 6,973 億円）で、歳入、歳出いずれも 7 年連続して減尐して
いる。本節では、歳入と歳出の詳しい内訳について述べていく。
① 歳入について
歳入の内訳は以下の表の通りである。

区分

地方税
地方譲与
税
地方特例
交付金
地方交付
税
小計(一般
財源)
国庫支出
金
地方債
その他
合計

H18決算 H17決算
H18構成 H17構成 H18増減 H17増減
増減額
額
額
比
比
率
率
(億
(億
(億円)
円)
円)
(%)
(%)
(%)
(%)
365062
348044
17018
39.9
37.4
4.9
3.8
37285

18490

18796

4.1

2

101.7

58.8

8160

15180

△7020

0.9

1.5

△46.2

37.4

159954

169587

△9634

17.5

18.2

△5.7

△0.4

570460

551301

19159

62.3

59.3

3.5

4.1

105307

118889

△13583

11.5

12.8

△11.4

△4.6

96223
143293
915283

103763
155413
929365

△7541
△12119
△14081

10.5
15.7
100

11.2
16.7
100

△7.3
△7.8
△1.5

△16.2
△1.5
△0.5

(平成 20 年度地方財政白書をもとに作成)
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地方税は、法人関係二税（法人住民税、法人事業税）、個人住民税の増加などにより前年
度に比べると 1 兆 7,018 億円増加している。地方譲与税は、所得税から個人住民税への本格
的な税源移譲を実施するまでの間の暫定措置として都道府県及び市町村に対して譲与され
る所得譲与税の増加等により増加している。地方特例交付金は、税源移譲予定特例交付金の
廃止等により、減尐している。地方交付税は、前年度に引き続き減尐。国庫支出金は、公共
事業関係の国庫補助負担金の削減による普通建設事業費支出金の減尐、三位一体の改革によ
る義務教育費国庫負担金の一般財源化等により減尐している。地方債は、臨時財政対策債の
減尐、普通建設事業費の減尐等により減尐している。
② 歳出について
歳出は目的別分類と性質別分類に分けて考えることができ、
前者は行政目的による経費の
分類、後者は経済的性質による経費の分類のことで各経費の割合を比較することによって地
方公共団体の財政の健全性や弾力性を測ることができる。後者は義務的経費、投資的経費及
びその他の経費に大別される。
まずは目的別分類による内訳を以下に示す。

区分
教育費
民生費
土木費
公債費
総務費
衛生費
商工費
農林水産
業費
警察費
消防費
労働費
その他

H18決算 H17決算
H18構成 H17構成
増減額
増減率
額
額
比
比
(億円)
(億円)
(億円)
(%)
(%)
(%)
164724
139635
△1054
18.5
15.4
△0.6
162585
156937
5658
18.2
17.3
3.6
138534
144174
△5639
15.5
15.9
△3.9
132832
139635
△6803
14.9
15.4
△4.9
86177
87372
△1194
9.7
9.6
△1.4
55102
57067
△1964
6.2
6.3
△3.4
47505
46260
△1216
5.3
5.1
2.7
37531

39783

△2252

4.2

4.4

△5.7

33538
18116
2961
12498

33176
18243
3170
15388

△362
△127
△205
△2890

3.8
2
0.3
1.4

3.7
2
0.3
1.7

1.1
△0.7
△6.5
18.8

(平成 20 年度地方財政白書をもとに作成)
教育費のウェートが高いのは、
公立小中高等学校の教職員に支払われる給与費が含まれる
からである。 民生費(社会福祉を目的に支出される費用)は、特に市町村において群を抜い
て大きくなっているが、三位一体の改革や児童手当の支給対象年齢の引き上げなどによって
さらに増加している。土木費は、道路や河川などの整備に要する費用が大きいため、ウェー
トが高くなっているが、平成 17 年度から 18 年度にかけては事業自体の減尐により、減尐し
ている。公債費は、近年の地方債発行増を反映してやはり大きくなっている。前年度と比べ
ると 4.9％減となっているが、兵庫県及び神戸市において、阪神・淡路大震災の復興事業に
関わる地方債の償還を行った特殊要因を除くと、臨時財政対策債の償還等により前年度と比
べて 1.7％増となっている。総務費(公務員の給与等に使われる費用)は、選挙費及び統計調
査費の減により、減尐している。
次に性質別分類による内訳を示す。
義務的経費、投資的経費及びその他の経費に大別される。
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区分
義務的経
費
人件費
公債費
扶助費
投資的経
費
普通建設
事業費
災害復旧
事業費
失業対策
事業費
その他の
経費
合計

H18決算
額
(億円)

H17決算
額
(億円)

(億円)

H18構成
比
(%)

H17構成
比
(%)

461756

468553

△6797

51.8

51.7

△1.5

251353
132511
77892

252643
139233
76678

△1289
△6722
1214

28.2
14.9
8.7

27.9
15.4
8.5

△0.5
△4.8
1.6

147975

158289

△10314

16.6

17.5

△6.5

142829

154043

△8214

16

16.7

△5.4

4906

7081

△2174

0.5

0.8

△30.7

239

165

74

0

0

44.8

282375

280131

2244

31.6

30.8

0.8

892106

906973

増減額

増減率
(%)

△14867
100
100
△1.6
(平成 20 年度地方財政白書をもとに作成)

義務的経費は任意には削減できない支出で、これが増加すると財政構造が硬直化されてし
まう。この中に含まれる人件費が全体として最大の支出項目になっているが、平成 17 年度
から 18 年度にかけては人件費の削減が図られたため、減尐している。また、投資的経費(社
会資本ストックの形成に向けられるため、支出の効果は長期間に及ぶ)は道路、橋りょう、
公園、公営住宅、学校の建設等に要する普通建設事業費のほか、災害復旧事業費及び失業対
策事業費からなっており、そのうち普通建設事業費が大半を占める。前年度決算額は下回っ
ている。
また、その他の経費の中では、表中にはないのだが「補助費等」の項目が注目に値する。
例年、地方公営企業への負担金や各種団体への補助金として大きな資金が充てられているの
である。補助費等は、比較的地方公共団体の裁量によって任される余地が大きく、財政の運
営状況を判断する際の適材とみることができる。
③ 地方公共団体の財政状況について
歳入から歳出を差し引いた額を「形式収支」といい、これからさらに翌年度に繰り越すべ
き財源を控除した額を「実質収支」という。地方公共団体の平成 18 年度の実質収支は 1 兆
5,245 億円の黒字で、昭和 31 年度以降黒字が続いている。しかしながら、地方公共団体を
個別に見ると厳しい財政状況となっているところは多い。都道府県において赤字額が標準財
政規模の 5%、市町村において赤字額が同 20%を超えた団体(企業でいう倒産である)は「財政
再建団体」に指定され、国の指導のもとで予算編成や歳入・歳出のチェックが行われること
になる。よって、自治体の裁量に基づいた自由な財政運営は大幅に制限されてしまう。平成
18 年度にこれに指定された団体や実質収支が赤字であった団体は以下の 24 団体であった。

(北海道)
(青森県)
(千葉県)
(京都府)
(大阪府)

小樽市・夕張市・赤平市・歌志内市
黒石市・五所川原市・むつ市・深浦町
千葉市
大山崎町
藤井寺市・四条畷市・守口市・忠岡町
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(奈良県) 大和高田市・大和郡山市・御所市・高取町・平群町・上牧町
(和歌山県) 湯浅町
(鳥取県) 日野町
(徳島県) 小松島市
(福岡県) 大牟田市
そして、地方公共団体の財政状況を見る際には、単年度の収支状況のみでなく、①地方債、
②債務負担行為等のように将来にわたって財政負担となるものや、③積立金のように年度間
の財源調整を図り将来における弾力的な財政運営のために財源を確保するものの状況につ
いても、合わせて総合的に把握する必要がある。これらの状況は、次のとおりである。
① 地方債
平成 18 年度末における地方債現在高は 139 兆 596 億円であった。地方債現在高の借
入先別の構成比は政府資金（41.6％）、市中銀行資金（25.4％）、市場公募債（19.8％）、
公営企業金融公庫資金（5.4％）の順となっている。また、地方債現在高の目的別構
成は一般単独事業債（35.2%）、財源対策債（13.9%）、臨時財政対策債（12.9%）、
一般公共事業債（8.7％）の順となっている。

地方債現在高の借入先
政府資金(41.6%)
市中銀行資金（25.4%)
市場公募債（19.8%)

公営企業金融公庫資金
(5.4%)
その他

②債務負担行為
地方公共団体は、将来の支出を約束するために、債務負担行為を行うことができる。この
債務負担行為は、数年度にわたる建設工事、土地の購入等の場合のように翌年度以降の経
費支出が予定されているものと、債務保証又は損失補償のように債務不履行等の一定の事
実が発生したときに支出されるものとに大別することができる。
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地方債現在高の目的別構成

一般単独事業債（35.2%）
財源対策債（13.9%）
臨時財政対策債（12.9%）
一般公共事業債（8.7％）
その他

これらの債務負担行為に基づく翌年度以降支出予定額をみると、平成 18 年度末では 12
兆 3,245 億円である。
③積立金
平成 18 年度末における積立金現在高は 13 兆 5,993 億円で、
内訳は年度間の財源調整を行
うために積み立てられている財政調整基金が 18.8%、地方債の将来の償還費に充てるため
に積み立てられている減債基金が 27.6%、将来の特定の財政需要に備えて積み立てられて
いるその他特定目的基金が 53.6%となっている。

第3節 地方公営企業の会計について
前節では、地方自治体の支出の内訳などを見てきた。本節では、市町村が補助金を与えて
いる公営企業について詳しく見ていきたい。
地方財政法施行令第 37 条に規定されている公営企業は次の 13 事業である。
（１）水道事業、
（２）工業用水道事業、（３）交通事業、（４）電気事業、（５）ガス事業、
（６）簡易水道事業、
（７）港湾整備事業、
（８）病院事業、
（９）市場事業、(10）と畜事
業、(11)観光施設事業、(12）宅地造成事業、(13)公共下水道事業
地方公営事業会計は独立採算性を基本にしており、会計項目も事業により異なってくる。
総務省が発表している「地方公営企業年鑑」で主な事業について市町村ごとの会計を見るこ
とができるので、参照されたい。そしてこの際、注意すべき点は地方公営企業法の適用を受
ける「法適用企業」と適用を受けない「法非適用企業」があり、会計方式が異なってくると
いう点である。法非適用企業では、現金の収入及び支出の事実のみに着目して記帳する官庁
会計方式を採用しており、民間企業のように損益計算書（P/L）や貸借対照表（B/S）などの
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財務諸表 を作成することができない。一方、法の適用を受けるようになると民間企業に準
じた公営企業会計方式（複式簿記）により、財務諸表を作成し公表できるようになる。両者
の割合は事業ごとに異なるが、後者のほうが資産や経営状況が明確化し、職員の経営意識を
向上させることができるとされる。
この他に、公営企業ではないのだが公営事業会計に含まれ、財政が大きな負担を背負って
いる事業として国民健康保険事業、老人保健医療事業、介護保険事業をとりあげ、次章以降
で分析を進めていきたいと考えている。
一例として、以下に（１）水道事業、（６）簡易水道事業、(13)公共下水道事業、国民健
康保険事業、
老人保健医療事業および介護保険事業について地方公共団体全体としての損益
を表にまとめた。
① 適用公営企業の会計

上水道お
よび法適
用の簡易
水道事業
3兆1754
総収益
億円
2兆9330
総費用
億円
純損益
2424億円
3兆1591
経常収益
億円
2兆9162
経常費用
億円
経常損益 2429億円

法適用の
下水道事
業
1兆4437
億円
1兆4049
億円
387億円
1兆4409
億円
1兆4028
億円
381億円

(上水道事業は全ての事業団体が法適用企業である)
②法非適用公営企業の会計
・法非適用の簡易水道事業の実質収支をみると、黒字事業が 849 事業で 89 億円の黒字、
赤字事業が 16 事業で 9 億円の赤字となっており、差引 80 億円の黒字であった。
・法非適用企業の下水道事業の実質収支をみると、黒字事業が 3,247 事業で 884 億円の黒
字、赤字事業が 86 事業で 377 億円の赤字となり、差引 506 億円の黒字であった。
③保険等の公営事業会計
国民健康 老人保健 介護保険
保険事業 医療事業 事業
うち介護
うち保険
サービス
事業勘定
事業勘定
12兆1254 10兆4728 6兆5936
歳入
267億円
億円
億円
億円
11兆9852 10兆4560 6兆3635
歳出
261億円
億円
億円
億円
△147億
実質収支 1348億円
2247億円 5億円
円
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前節でも述べたように、これらの公営企業に市町村は補助金などの形で資金を与えてい
る。そこで私たちは、地方公共団体がこの公営企業に与えている資金を削減することができ
たならば、地方財政全体としての負担軽減につながるのではないかと考えた。先行論文など
では、一般会計から地方財政負担を減らすアプローチはあったが、公営企業会計へ視点を当
てたものはなかなか見当たらず、私たちの提案は地方財政をいかにして削減するかという従
来からの取り組みに新しい視点を与えられるものと考えている。
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第2章 地方公営企業の現状

第1節 地方公営企業の全体像
前章では、地方財政が逼迫されている状況を俯瞰し、なかでも実質収支 24 団体の財務状況
に焦点を当てた。本論文では、地方政府、とりわけ市町村の財政負担を減らすことを目的と
しており、なかでも公営事業会計に注目している。本章では、第一節で地方公営企業の全体
像を把握し、第二節では実質収支赤字 24 団体に所属する地方公営事業に焦点を絞る。実質
収支赤字 24 団体は、市町村自体の財政状況が悪いという点で同じであるが、なかでも経営
状況の良い企業と悪い企業がある。その理由を分析することを目的としている。
本節では、地方公 営企業の全体像を把握することを目的とする。まず、事業の概況を述
べたあとで、代表的な事業について尐し掘り下げてみる。
a.事業数
平成 18 年度末時点で地方公営企業を経営している団体は 1870 団体であり、その内訳は
47 都道府県、15 大都市、1808 市町村である。これらの団体が経営している地方公営企業の
事業数は 9,317 事業である。下水道事業が最も大きい割合を占め、以下水道事業（簡易水道
事業含む）、介護サービス事業の順となっている。
b.全体の経営状況
黒字事業数は全体の 86.0％、赤字事業数は 14.0％で、全体としては 1,933 億円の黒字で
ある。
c.料金収入
料金収入は 9 兆 4,592 億円で、前年度と比べると 5,430 億円減尐（5.4％減）している。
事業別にみると、病院事業が最も大きな割合を占め、以下、水道事業、下水道事業、交通事
業の順となっている。
d.企業債の状況
資本的支出に充当された企業債の発行額の状況は、以下の図のとおりであり、発行額は 2
兆 8,542 億円で、前年度と比べると 5.3％減となっている。これを事業別にみると、下水道
事業が最も大きな割合を占め、以下、水道事業、病院事業、交通事業の順となっている。
下水道事業は１兆 5,536 兆円、水道事業は 4,747 億円、病院事業は 2,493 兆円、交通事業は
2,209 億円である。
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宅地造成
6%

その他
6%

交通
8%

病院
9%

下水道
54%

水道
17%

（平成２０年度地方財政白書をもとに作成）
企業債借入先別現在高は、平成 18 年度末の額は 59 兆 3,371 億円で、前年度末と比べると
1.4％減となっている。これを借入先別にみると、政府資金が最も大きな割合を占め、以下、
公営企業金融公庫資金、市場公募資金等の順となっている。
e.他会計繰入金の状況
他会計からの繰入金は 3 兆 4,246 億円で、前年度と比べると 3.1％減となっている。この
内訳をみると、収益的収入として 2 兆 934 億円（収益的収入に対する割合 16.6％）
、資本的
収入として 1 兆 3,313 億円（資本的収入に対する割合 22.0％）である。事業別にみると、
下水道事業の繰入額が最も大きな割合であり、繰入額全体の 57.3％を占める。 以下、病院
事業（20.6％）、水道事業（7.2％）
、交通事業（5.7％）の順となっている。

第2節 各事業の概況
前節では、地方公営事業全体の概況を把握した。本節においては、代表的な地方公営事業
（水道事業、下水道事業、病院事業、国民健康保険事業、介護保険事業、介護サービス事業）
についてみていくこととする。
①水道事業
上水道事業と簡易水道事業とに分類される。
上水道事業
地方公共団体が経営する上水道事業のうち、平成１８年度決算対象となるものは、1,490 事
業であり、このうち末端給水事業は、1,330 事業、用水供給事業は 79 事業である。これを、
経営主体別にみると、末端給水事業は、都県営が 4 事業、大都市営が 15 事業、市営が 692
事業、町村営が 570 事業、企業団営等が 55 事業となっている。
a. 簡易水道事業
地方公共団体が経営する簡易水道事業で、平成 18 年度決算対象となるものは、891 事業（う
ち法適用 24 事業）である。これを経営主体別にみると、町村営が 573 事業で全体の 64.3%
を占め、以下、市営が 309 事業、一部事務組合営等が 4 事業、大都市営が 4 事業、県営１事
業となっている。

15

ＩＳＦＪ政策フォーラム２００８発表論文 20th – 21st Dec. 2008

ｂ 経営規模
水道事業の給水人口は、平成 18 年度末で 1 億 24 百万人である。前年度と比べると微増で
ある。また、平成 18 年度の年間総有収水量は 191 億 42 百万 m3（前年度 192 億 57 百万 m3）
である。
ｃ 経営状況
(a) 法適用企業
(ⅰ) 損益収支
上水道事業及び法適用の簡易水道事業の総収益は 3 兆 1,754 億円、総費用は 2 兆 9,330
億円となっており、この結果、純損益は 2,424 億円の黒字（前年度 2,369 億円の黒字）
、総
収支比率は 108.3％となっている。また、経常収益は 3 兆 1,591 億円、経常費用は 2 兆 9,162
億円となっており、この結果、経常損益は 2,429 億円の黒字、経常収支比率は 108.3％とな
っている。累積欠損金は 1,274 億円で、前年度と比べると 2.7％増である。また、不良債務
は 17 億円で、前年度と比べると 13.1％増である。
(ii) 資本収支
資本的支出の平成 18 年度の額は 1 兆 8,413 億円で、前年度と比べると 3.4％減となって
いる。これに対する財源は、外部資金が 7,432 億円、内部資金が 1 兆 925 億円で、財源不足
額は 56 億円となっている。資本的支出の内訳をみると、建設改良費は 9,988 億円で、前年
度と比べると 5.1％減、企業債償還金は 7,500 億円で、前年度と比べると 2.7％減となって
いる。
(iii) 給水原価と料金
有収水量 1m3 当たりの給水原価は 175.73 円で、前年度と比べると 0.2％減である。給水原
価の内訳は、資本費が 68.03 円、職員給与費が 29.64 円、受水費が 30.48 円、その他の経費
が 47.59 円となっている。これに対して 1m3 当たりの供給単価は 173.37 円であり、供給単
価が給水原価を 2.36 円下回る状態である。
(b) 法非適用企業
法非適用の簡易水道事業の実質収支をみると、黒字事業が 849 事業で 89 億円の黒字、赤
字事業が 16 事業で 9 億円の赤字となっており、差引 80 億円の黒字となっている。
③下水道事業
ａ 事業数及び経営規模
地方公共団体が経営する下水道事業で、平成 18 年度決算対象となるものは、3,709 事業
であり、法適用企業が 232 事業、法非適用企業が 3,477 事業である。これを経営主体別にみ
ると、都道府県営が 82 事業、大都市営が 33 事業、市営が 1,871 事業、町村営が 1,690 事業、
一部事務組合等営が 33 事業となっている。
下水道事業の平成 18 年度末における現在処理区
域内人口は 9,498 万人、現在処理区域面積は 386 万 ha となっている。また、年間総処理量
は 145 億 51 百万 m3 で、前年度と比べると 4.5％増となっている。
ｂ 経営状況
法適用企業と法非適用企業を合計した下水道事業の総収益は、前年度と比べると 710 億
円、2.5％増の 2 兆 9,565 億円、総費用は、前年度と比べると 57 億円、0.2％減の 2 兆 6,685
億円となっている。全体の収支（法適用企業の純損益と法非適用企業の実質収支の合計）は
893 億円の黒字である。これは、有収水量の増加等により料金収入が増加しているほか、他
会計からの繰入れが行われていることによる。
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汚水処理原価は、法適用企業が 141.55 円／m3、法非適用企業が 221.45 円／m3、全体とし
ては 179.88 円／m3 である。
汚水処理原価と使用料単価の関係をみると、使用料単価は 133.73 円／m3 で、汚水処理原
価の 74.3％と低い水準となっている。このため、下水道事業の財政健全化のためにも今後
使用料水準の適正化を図っていく必要がある。
②病院事業
a. 事業数など
地方公共団体が経営する病院事業で、平成 18 年度決算対象となるものは、669 事業であ
り、これらの事業が有する病院数は 973 病院である。経営主体別にみると、都道府県立が
209 病院（46 都道府県）
、大都市立が 38 病院（15 大都市）
、市立が 419 病院（335 市）
、町村
立が 201 病院（190 町村）及び一部事務組合等立が 106 病院（83 組合）となっている。
ｂ 経営状況
(a) 損益収支
病院事業の総収益は 4 兆 90 億円で、前年度と比べると 3.5％減、総費用は 4 兆 2,075 億
円で、前年度と比べると 2.2％減である。この結果、純損益は 1,985 億円の赤字、総収支比
率は 95.3％となっている。また、経常収益は 3 兆 9,791 億円で、前年度と比べると 3.8％減、
経常費用は 4 兆 1,788 億円で前年度と比べると 2.4％減となっている。この結果、経常損益
では 1,997 億円の赤字、経常収支比率は 95.2％となっている。累積欠損金は 1 兆 8,736 億
円で、前年度と比べると 5.1％増、不良債務は 953 億円で、前年度と比べると 14.2％増とな
っている。
(b) 資本収支
資本的支出は 6,465 億円で、前年度と比べると 4.5％減である。これに対する財源は、外
部資金が 4,358 億円、内部資金が 1,869 億円で、財源不足額は 238 億円となっている。資本
的支出の内訳をみると、建設改良費は 3,284 億円で、前年度と比べると 10.9％減、企業債
償還金は 2,532 億円で、前年度と比べると 2.6％増となっている。
④国民健康保険事業
平成 18 年度末の国民健康保険事業の保険者は、1,827 団体（15 大都市、37 中核市、39
特例市、690 都市、1,020 町村、3 一部事務組合等、23 特別区）で、総保険者数は前年度末
と比べると 17 団体減尐している。また、直営診療所を設置している団体は 391 団体（1 大
都市、9 中核市、9 特例市、163 都市、208 町村、1 一部事務組合等）で、前年度末と比べる
と 15 団体減尐している。被保険者数は 4,740 万人であり、加入世帯数は 2,552 万世帯とな
っている。これらを前年度末と比べると、被保険者数は 44 万人減、加入世帯数は 12 万世帯
増となっている。
a.歳入
保険税（料）を主な歳入としている事業勘定の歳入決算額は 12 兆 1,254 億円で、前年度
と比べると 6.4％増（前年度 4.9％増）である。歳入の内訳をみると、国民健康保険税（料）
及び国庫支出金の両者で歳入総額の 57.7％を占め、前年度（62.3％）と比べると 4.6％低下
とである。それぞれの決算額をみると、国民健康保険税（料）は 3 兆 7,155 億円で、前年度
と比べると 2.8％増（前年度 2.7％増）
、国庫支出金は 3 兆 2,817 億円で、5.9％減（同 6.5％
減）となっている。 他会計繰入金は 1 兆 1,768 億円で、前年度と比べると 0.0％増（前年
度 1.6％増）とである。この内訳をみると、財源補てん的な繰入金が 3,477 億円（対前年度
比 1.0％減）
、国民健康保険の財政基盤の安定を図るための保険基盤安定制度による繰入金
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が 4,574 億円（同 3.1％増）、高医療費基準超過額に係る繰入金が 16 億円（同 7.9％増）等
となっている。
b.歳出
歳出決算額は 11 兆 9,852 億円で、前年度と比べると 6.4％増（前年度 5.1％増）となって
いる。歳出の内訳をみると、保険給付費は 7 兆 7,765 億円で、前年度と比べると 4.4％増（前
年度 9.1％増）となっている。
c.収支
実質収支は 1,348 億円の黒字（前年度 1,325 億円の黒字）であり、昭和 40 年度以降黒字
基調が続いている。しかし、実質収支から財源補てん的な他会計繰入金及び都道府県支出金
を控除し、繰出金を加えた再差引収支については、3,034 億円の赤字（同 3,267 億円の赤字）
となっており、13 年連続して赤字となっている。
再差引収支を団体規模別にみると、大都市が 1,755 億円の赤字
（前年度 1,888 億円の赤字）、
中核市が 518 億円の赤字（同 541 億円の赤字）
、特例市が 351 億円の赤字（同 384 億円の赤
字）
、都市が 738 億円の赤字（同 787 億円の赤字）となる一方、町村が 162 億円の黒字（同
155 億円の黒字）
、一部事務組合等が 2 億円の黒字（同 3 億円の黒字）、特別区が 163 億円の
黒字（同 175 億円の黒字）となっており、大都市、中核市、特例市及び都市において赤字額
が減尐している。
再差引収支を黒字・赤字の団体別にみると、黒字の団体数は前年度と比べると 18 団体減
尐の 1,067 団体で、その黒字額は 60 億円増加の 1,330 億円となっている。
一方、赤字の団体数は 1 団体増加の 760 団体で、全団体に占める割合は 41.6％となって
おり、その赤字額は、前年度と比べると 172 億円減尐の 4,364 億円となっている。
赤字の団体が占める割合を団体規模別にみると、大都市が 100.0％、中核市が 75.7％、特
例市が 79.5％、都市が 47.2％、町村が 34.9％、一部事務組合等が 33.3％、特別区が 13.0％
となっており、特に大都市、中核市及び特例市においては、厳しい財政運営が続いている。
⑤介護保険事業
平成 12 年 4 月から、介護が必要となる状態になっても能力に応じて自立した日常生活が
できるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同
連帯の理念に基づく介護保険制度が実施されている。
介護保険制度を実施する保険者である市町村等が設ける介護保険事業会計は、第 1 号被保
険者（65 才以上の者）からの保険料や、第 2 号被保険者（40 才以上 65 才未満の医療保険加
入者）の介護納付金分に係る支払基金からの交付金である支払基金交付金等を財源として保
険給付等を行う保険事業勘定と、介護給付の対象となる在宅サービス及び施設サービスを実
施する介護サービス事業勘定とに区分される。
なお、市町村等が実施する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、老人短期入所施設、
老人デイサービスセンター、指定訪問看護ステーションの 5 施設により介護サービスを提供
する事業（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の 2 第 3 項の規定に基づき指定管
理者が管理するものは除く。）
は介護サービス事業として公営企業会計の対象とされている。
平成 18 年度末の介護保険事業の保険者は、1,671 団体（15 大都市、37 中核市、39 特例市、
635 都市、880 町村、42 一部事務組合等、23 特別区）となっている。また、介護サービス事
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業勘定を設置している団体は 744 団体（7 大都市、12 中核市、21 特例市、309 都市、372 町
村、7 一部事務組合等、16 特別区）となっている。
a.歳出
歳出決算額は 6 兆 3,635 億円となっている。
歳出の内訳をみると、保険給付費は 5 兆 8,784 億円で、歳出総額の 92.4％を占めている。
その他については、総務費が 2,248 億円、基金積立金 559 億円、介護保険財政の安定化を
図るため都道府県が設置する基金へ保険者が毎年度拠出する財政安定化基金拠出金 43 億円
等となっている。
b.収支
実質収支は 2,247 億円の黒字となっており、
実質収支から財源補てん的な他会計繰入金及
び都道府県支出金を控除し、繰出金を加えた再差引収支についても、2,188 億円の黒字とな
っている。
再差引収支を黒字・赤字の団体別にみると、黒字の団体数は 1,625 団体で、全団体に占め
る割合は 97.2％となっており、その黒字額は 2,223 億円となっている。
一方、赤字の団体数は 46 団体で、全団体に占める割合は 2.8％となっており、その赤字
額は 35 億円となっている。
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第3章 公営企業のクラスタ分析と
計量分析

第1節 クラスタ分析による公営企業の分類
前章では、地方の財政状況を把握し、地方公共団体から流れている公営企業へのお金（公
営企業にとっての他会計繰入金等）の比重が大きいことがわかった。そして私たちは、その
お金を減らすことで市町村自体の負担を軽減できると考えた。
公営企業には経営状況が良い企業と悪い企業とがあり、本章ではそれらについて分析す
る。そこで、本節ではクラスタ分析を用いて公営企業の経営状況に応じたグルーピングを試
み、どのような公営企業が良いのか、悪いのかについて分析してみる。また、それらの企業
がなぜ良い企業なのか、悪い企業なのかについても分析を行う。ここで用いたデータは「地
方公営企業年鑑（総務省）
」からの抜粋である。
公営企業を分類するために、ここではクラスタ分析を用いる。クラスタ分析とは、与えら
れた複数のデータに対して、それらの間に何らかの意味で定義された類似度をもとに似た物
同士を集め、いくつかのクラスタに分類する方法である。多くの場合、データは階層的に分
類され、デンドログラムとして表される。
この分析では、平成 18 年度に実質収支が赤字であった市町村の 71 個の公営企業を用いる。
しかし、保険など「地方公営企業年鑑」に記載されていない企業に関しては分析の対象外と
させていただく。クラスタ間の距離は平方ユークリッド距離を、クラスタリングには Ward
法を用い、階層類型化した。
用いた変数は、①利益率、②安全性、③他会計依存度、④企業債返済期間である。それぞ
れの計算方法は以下の通りである。

営業収益  営業費用 営業利益
=
総収益
総収益
営業利益
② 安全性=
支払利息
他会計負担金  他会計補助金  他会計繰入金
③ 他会計依存度=
総収益
企業債残高
④ 企業債返済期間=
営業利益
① 利益率=

利益率は、その企業の本業からの利益が総収益に占める割合を示す。安全性は、その年の
利息を営業利益によって返済することが出来ているかを表している。他会計依存度は、市町
村の普通会計から公営企業会計へ移転されているお金が総収益のどれだけの割合を占めて
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いるかを示すものである。企業債返済期間は、営業利益を全て企業債の返済に充てたときに
返済に何年かかるかの指標である。
これらの変数を用いてクラスタ分析を行うが、
その前に営業利益が黒字な企業と赤字な企
業とに分け、それぞれで分析をすることとする。それは、全企業を対象に分析を行うと性質
が違う企業同士が同じグループに属する場合が生じてしまうからである。
それを考慮して分析した結果、複数のグループに分けることができた。（表参照）まず、
黒字の企業は、大きく 3 つに分けられる。一つ目は、利益率が高く、安全性も確保されてお
り、他会計依存度も低く、企業債返済期間も短い、経営状況の良い企業である。二つ目の企
業群は、依存度は一つ目の企業群と同様低いが、利益率は比較的低く、安全性も確保されて
いない企業が 5 割近く存在する。また、今ある企業債を返還するための期間も一つ目よりも
長くなっている。最後に三つ目の企業群だが、利益率は 2 つ目同様低く、安全性は全く確保
できていない。依存度も 50%を超える企業が多く存在するなど、非常に高いと言える。また、
企業債の返済にも 200 年以上かかる企業がいるなど、好ましいとは言えない企業群である。
黒字企業
利益率
安全性
依存度
返済期間

企業群 1
高
40%～70%
○
1～4
低
0～10%
早
5～25 年

企業群 2
中～低
10%～30%
△
0.5～5
低
0～10%
中
20～50 年

企業群 3
中～低
10%～30%
×
0～1
中～高
20%～80%
遅
50～300 年

次に、赤字の企業にも同様にクラスタ分析を行った結果、3 つのグループに分けることが
出来る。ただし、安全性と返済期間について考察はしないこととする。一つ目は、損益率（利
益率がマイナスなため）が低く、依存度が低い、赤字企業のなかでもましな企業群である。
二つ目のグループは、損益率が比較的低いものの、他会計への依存度が比較的高いグループ
である。最後のグループは、損益率が高いだけでなく、他会計依存度も高い、最も経営状況
が悪いグループと言える。
赤字企業
損益率
安全性
依存度
返済期間

グループ 1
低
1%～15%
×
マイナス
低
1%～10%
×
不可能

グループ 2
中
15%～30%
×
マイナス
中～高
25%～70%
×
不可能

グループ 3
高
45%～70%
×
マイナス
高
60%～90%
×
不可能

黒字の企業と赤字の企業をまとめると、
本業の収益と費用のみを見た際に十分な利益を上
げおり、企業の継続が可能な企業と、利益を上げているにもかかわらず、利益のみでは利息
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が払えなかったり借金が返せなかったりする企業、
そして本業では損益がかならず発生して
しまう企業があることがわかった。
次節では、どのような要因でこのように良い企業は経営状況が好ましく、悪い企業は好ま
しくなくなっているのかについて回帰分析を用いて考える。

第2節 公営企業の計量分析
本節では、前節でクラスタ分析を用いてグルーピングした企業が、それぞれどのような理
由でそのグループに位置しているのかを考察する。そのために、利益率を被説明変数とし、
人件費率などの可変データや人口密度などの不変データをもとに、利益率を説明する回帰式
を推定する。具体的には、考えられる説明変数と被説明変数の相関係数を計算し、相関が高
いものを説明変数として扱い、もっともらしいものを採択する。計測のデータは、各公営企
業の平成 15 年度から平成 18 年度までの 4 年間のパネルデータを用いる。
ここでは、被説明変数を利益率とし、それを説明するようなデータを用いて分析する。利
益率を被説明変数とした理由は、それを見ることで事業自体の状況が把握できると考えたた
めである。
しかし、ここで注意しなければならない点は、利益率を説明するデータには、大きく分け
て、
人件費比率や原価率などの財務データと施設稼働率や人口密度などといった事業の特徴
に関わるデータの二つがあるということである。後者の事業の特徴に応じたデータは、もち
ろん各事業によって異なるものになるため、全ての種類の事業を同じ回帰式で説明すること
は困難だと考えることが出来る。そこで本論文では、事業ごとに回帰式を推定し、何が利益
率を決定しているのかを理解することとする。
公営企業には様々な事業を行うものがあるが、前章で見た 71 個の公営企業は、主に水道
事業と病院事業である。今回の分析では、その 2 つの事業についての回帰を行う。
１．水道事業
まず、考えられる説明変数を挙げる。水道事業の経営環境は、その置かれている歴史的、
地理的条件により様々であり、
そのような条件が事業の利益率に影響を与えていると考えら
れる。そのため、個々の水道事業を給水人口規模、面積などの要素を用いて利益率を説明す
る。しかし、これらは簡単には操作できない不変なデータであるため、それ以外にも原価率
や人件費率などといった財務データや、有収率や施設利用率などの施設の効率性、普及率な
どの一般的なデータを説明変数として加えなければならない。
用いた変数の説明と計算方法は以下の通りである。
b. 人口密度=

人口
面積

面積 1m2 に対する人口を表す。面積に対して地域住民の数が尐なければ利益に影響
するのではないかと考えた。
c. 原価率=

売上原価
売上高

売上高に対する売上原価の割合。原価を下げることが出来れば利益が増えるため変
数としてリストアップした。
d. 販管費率=

営業費用 売上原価 販管費
=
売上高
売上高
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売上原価以外の費用が売上高のどれだけかを示す。原価率と同様に利益に影響す
る。
e. 人件費率=

人件費
売上高

販管費の中でも人件費に注目。
f. 有収率=

年間総有収水量
年間総配水量

一年に供給した水量のうち、どれだけが料金徴収の対象となった水量かを示す指
標。効率性を示すため、有収率が上昇すれば利益率も上昇すると考えた。
g. 負荷率=

1日平均配水量
1日最大配水量

一日に供給できる最大の水量と平均的に供給している水量を比較したもの。
h. 最大稼働率=

1日最大配水量
1日配水能力

一日に配水できる水量と最大配水量を比較したもの。負荷率同様効率性を示す。
i. 普及率=

給水人口
行政区域内人口

人口のうち、どれだけの人に給水されているかをしめす指標。普及率が上がれば利
益率も上がると考えることが出来る。
次に、これらの変数と被説明変数との相関関係を見てみる。
相関係数が高ければ高いほど、
利益率に大きな影響を与えているためである。下の表は、実際に変数を用いて計算した相関
係数をまとめたものである。
相関係数
人口密度
-0.07468
原価率
-0.50888
販管費率
-0.53462
人件費率
0.113442
有収率
-0.22816
負荷率
-0.04963
最大稼動率
0.20485
普及率
0.663068
ここで、相関係数が低い人口密度、人件費率、負荷率の三つの変数を説明変数の中から抜
く。最後に、それら以外の変数を用いて最も当てはまりがよく、また有意な推定式を求める
１
。その結果は下の通りである。

１

ただし、自由度の関係で説明変数は２つまでとなる。

23

ＩＳＦＪ政策フォーラム２００８発表論文 20th – 21st Dec. 2008

Random effects

係数

t値

定数項

0.847997

-11.2426

原価率

-0.930586

-13.554

販管費率

-1.0379

13.4327

決定係数

0.79998

調整済み決定係数

0.795042

Hausman test

1.62

Hausman test の結果、変量効果モデルが選択された。上記の変数のなかから、理論と符
号が一致するもの、そして有意なものを選び、その結果、原価率と販管費率を説明変数とし
て用いた。原価率や販管費率が増加すると、利益が減り当然利益率も低下する。当てはまり
の良さは 80%近くあり、説明ができていると考えられる。水道事業に関しては、コストが利
益率に影響を与えていることがわかる。

２．病院事業
病院事業も水道や公共下水道事業と同様、その置かれている条件によって経営環境がこと
なってくる。例えば、高齢者比率が高い地域であるほど患者数が増加し、それが利益を左右
する場合がある。また、原価率などの財務データなど水道事業においても使用した変数をこ
こでも使うこととする。用いたデータは①高齢者比率、②原価率、③人件費率、④病床利用
率、⑤一日平均入院患者数、⑥一日平均外来患者数、⑦入院患者一人当たり診療収入、⑧外
来患者一人当たり診療収入、⑨外来入院患者比率である。
① 高齢者利率=

65歳以上人口
全人口

② 原価率＝上記の通り
③ 人件費率=上記の通り

年延入院患者数
年延許可病床数
年延入院患者数
一日平均入院患者数=
入院診療日数
年延外来患者数
一日平均外来患者数=
外来診療日数
入院患者診療収入
入院患者一人当たり診療収入=
入院患者数
外来患者診療収入
外来患者一人当たり診療収入=
外来患者数
年延外来患者数
外来入院患者比率=
年延入院患者数

④ 病床利用率=
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

次に相関関係を見る。それは以下の通りである。

24

ＩＳＦＪ政策フォーラム２００８発表論文 20th – 21st Dec. 2008

相関係数
-0.076282228
-0.999198666
-0.972162932
0.577770861
0.464358267
0.449878201
0.397901202
0.060827885
-0.548705237

高齢者比率
原価率
人件費率
病床利用率
一日平均入院患者数
一日平均外来患者数
入院患者一人当たり診療収入
外来患者一人当たり診療収入
外来入院患者比率

ここで、高齢者比率と外来患者一人当たり診療収入は利益率にあまり影響がないと考え、
取り除くことにした。その他の変数を用いて回帰式を推定した結果が以下の通りになった。
Random effects
定数項
原価率
人件費率
決定係数
調整済み決定係数

係数
t値
0.986205
147.268
-0.997563
-124.236
-0.044975
-2.59642
0.998366
0.998286

Hausman test

1.3119

Hausman test の結果、変量効果モデルが選択された。7 つの説明変数から、理論的に説明
が出来る有意な変数を用いることにした。それらは、原価率と人件費率である。原価率が上
がれば利益は減るだろうから、
もちろん利益率も下がる。同様のことが人件費率にも言える。
説明変数は二つとも有意であり、決定係数も非常に高い。このことから、病院事業に関して
も、コストが利益に大きく影響を与えていることがわかる。入院患者一人当たり診療収入や
病床利用率も影響を与えているのではないかと考えたが、係数が有意にはならず、良い結果
が得ることができなかった。
本章では、クラスタ分析により企業を分類し、また、回帰を行うことにより、水道事業と
病院事業の利益率をコスト面のデータを用いて説明できることがわかった。次章では、ナシ
ョナルミニマムの概念を導入し、企業の分類を細分化する。
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第4章 ナショナルミニマム

第1節 ナショナルミニマムとは
ナショナルミニマムとは国民が健康で文化的な最低限度の生活を送るために、
国が保障す
べき公的な支えや公共資本のことであり、多くは地方政府が提供している。では具体的にど
の事業までがナショナルミニマムの範囲内で、財政で賄われるべきなのであろうか。私たち
は上述の各公営事業について、経済的性質および生活上の必要性という二つの側面から、そ
の事業がナショナルミニマムに含まれるか否かを検討した。その結果、ナショナルミニマム
に含まれる公営事業は、水道事業・公共下水道・国民健康保険・老人保健医療の 4 つとなり、
ほかの全ての事業はナショナルミニマムに含まれないと判断した。その理由を以下に述べ
る。
①水道事業および公共下水道事業
これらの事業に必要とされる資本設備は大きく、生産コストに占める固定費の割合が高い。
よって生産規模が大きいほど平均費用が低くなる費用逓減産業のため、経営規模の大きい企
業が小さい企業を淘汰し、自然独占になりやすいという傾向が見られる。そして独占状態の
ままで市場に供給を委ねると、
企業は独占利潤を得ようとして供給量を社会的にみて最も望
ましい水準よりも抑えてしまう。(市場の失敗) しかしながら、上下水道がきちんと整備さ
れることは、
健康で文化的な最低限度の生活を送るためにあらゆる国民にとって必要なこと
なのである。これは、上下水道がきちんと整備されていなかった場合のことを想像すると自
明である。例えば、もし上水道が整備されていなかったら、きれいで安全な水が十分手に入
らず、喉が渇いたときや料理をするとき、農作物を育てるときなど困るであろう。また、も
し下水道が整備されていなかったら、生活排水がそのまま川に流れ込むことになって環境汚
染が進み、健康被害が発生すると考えられる。以上の理由から上下水道事業は公共サービス
とすべきで、ナショナルミニマムに含まれると判断した。
②国民健康保険
公的医療保険には大きく分けて職域保険・地域保健の２つがあり、国民健康保険は後者に含
まれる。加入者には、自営業者やフリーターなど保険料の負担能力が弱い低所得者が多く、
民間の保険会社にとってはリスクが大きくなるため加入を拒否されてしまう可能性がある。
このように経済合理性は尐ないが社会的にどうしても必要となることは、
民より官が請け負
うべきで、ナショナルミニマムに含める。
③老人保健医療制度
75 歳以上に適用されるが、今年度より後期高齢者医療制度に改定された。大きな変更点は、
適用年齢になると現在加入している他の保険を強制的に脱退させられるという点であり、
こ
れは高齢者医療費がなおも増え続ける状況下で財政負担を抑制するために、医療費のかかる
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後期高齢者だけを独立させて医療給付を集中管理するため。
これも上記の②と同じ理由でナ
ショナルミニマムに含めると判断した。
所得が低く病気にかかりやすい高齢者は民間の保険
会社にとっては大きなリスクで、全ての高齢者が受け入れてもらえるわけではないからであ
る。(それでも、高額な医療費を全て自己負担するのは困難で、万が一に備え保険に加入す
る必要がある。保険に加入すれば、万が一のときにきちんとした医療を受けられ、健康な生
活を送ることにつながるからだ。)
以下は、ナショナルミニマムの範囲外と判断した事業と、その理由である。
①介護保険サービス事業
介護保険サービス事業とは、上述の通り、市町村が 40 歳以上の全国民から保険料を徴収し
て、介護が必要になった人が出た場合に介護サービス事業者を斡旋して、費用を一部負担す
る仕組みのことであった。上述の 2 つの福祉制度とは違って、保険料は将来どの程度の介護
が必要になるか予測のできないすべての国民から徴収するわけだから、民間が行ってもリス
クは変わらないはずで、財政で賄うインセンティブはない。また、公費負担による問題点も
見受けられる。どの程度のサービスを公的介護保険の対象に含めるかという問題がある上、
モラルハザードの発生も否めない。また、個人間でサービスに対するニーズが異なるという
現状もある。以上の理由から、介護保険サービス事業は民間に任せるべきものでナショナル
ミニマムの範囲外と判断した。さらに、民間に任せることのメリットも考えられる。介護サ
ービスは医療ほど専門性や高度な知識・技術は必要とせず民間の参入が容易で、市場に任せ
れば競争によって質の悪いサービスが淘汰され、サービスの効率化につながるという点であ
る。
②病院事業
人口の過疎化が進んでいる地域にいくら立派な病院設備を建てても採算がとれないため、
そ
のような地域は病院を廃止して、市民にとなり街の病院を利用するようにしてもらうべきで
ある。なお、本論文の分析対象としている 24 の市町村は、高齢者比率が高く人口の過疎化
が進んでいる地域が大半のため、便宜的に病院事業は全ての市町村においてナショナルミニ
マムの範囲外とした。
③その他の事業
用地造成事業や宅地造成事業、駐車場事業、観光施設事業等は、あれば便利という程度で、
生活上必要不可欠なものではないためナショナルミニマムの範囲外と判断した。
この定義の結果、企業の分類は以下の通りとなった。

内
外

グループ
1
9
3

グループ
2
17
1

グループ
3
10
1

グループ
4
5
9

グループ
5
6
7

グループ
6
4
3

営業利益が黒字の企業に関しては、ナショナルミニマムに含まれる企業、特に水道事業が多
いことがわかった。また、営業利益が赤字の企業に関しては、わずかな差ではあるがナショ
ナルミニマムの範囲外の企業の方が多いことがわかった。
次章では、この分類された企業に対し具体的な案を提案したい。
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第5章 政策提言

第1節 レベニューボンドとナショナルミニマム
本章では、前章で分類した各グループのうち、ナショナルミニマム内かつ経常利益率の高
いグループを除いた３グループに対して政策提言を行う。
まず、ナショナルミニマム外かつ経常利益率の高い☆グループに対しては、レベニューボン
ドによる資金調達を提案する。次に、ナショナルミニマム内かつ経常利益が赤字であるグル
ープに対しては、レベニューボンドを応用させた方法で資金調達を行い、市町村団体の負担
を減らす。そして、ナショナルミニマム外かつ経常利益率の悪い☆グループは、市長村の財
政負担を減らすため、地方公営企業の枠外に置くことが望ましいと考えられるが、こちらに
ついても別のアプローチを検討する。
本節では、政策の要となる「レベニューボンド」について、説明を行う。また、その過程で、
前に触れたナショナルミニマムについても再度触れる。
「レベニューボンド」とは、投資対象となる事業の運営収益で元本、利子を償還する債券
のことである。
投資対象の事業の経営が芳しくなければ、100 万円で債券を購入しても、80 万円しか戻
ってこない可能性もある。一方、事業の経営が非常にうまくいった場合には、100 万円投資
して、120 万円を受け取ることもある。つまり、この債券の投資収益と価格は、投資対象が
実際にあげる経済的収益によって変動するのである。
事業の経営状況の変化によって、自分の投資した額が大きく変動する可能性があるため、
投資家は債券の購入に当たって、投資対象の収益について考えるようになり、収益の上がら
ない事業に関しては、資金調達が難しく次第に淘汰されていく。このように、債券市場のメ
カニズムを通して、経済効果を発揮できる事業には資金が集まる仕組みが生まれるのであ
る。
「レベニューボンド」は、資金の調達を通して、事業の効率性の誘因となるのである。
以上のように、「レベニューボンド」は、事業の効率性をもたらす点で、非常に有益であ
ると考えられる。しかし、本当に必要な事業で採算が取れない場合に、資金が調達できずそ
の事業が進まなくなってしまう、という懸念が考えられる。その際に、重要になるのが「ナ
ショナルミニマム」の概念である。
「ナショナルミニマム」は、最低限度の生活水準を保証するサービスである。この「ナシ
ョナルミニマム」の水準までは、国民が租税で集めた資金で負担し、その代償としてサービ
スを受けることが必要となる。
よって、
「ナショナルミニマム」を超えた事業について導入することが妥当であると考えら
れる。
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第2節 ナショナルミニマムを超えた事業へのレ
ベニューボンド導入
本節では、ナショナルミニマム外かつ利益率が高い事業に対してレベニューボンドによる
資金調達を提案する。
前節で確認したように、「レベニューボンド」は、投資対象となる事業の収益で元本、利
子を償還する債券であり、民間資金を調達する方法である。投資家から資金を調達するため
には、事業の収益が高いこと、もしくは今後上がっていくことが必要条件である。つまり、
利益率の高い事業が、この「レベニューボンド」には適しているということである。
前章で分類したグループ 1 かつナショナルミニマム外は、
ナショナルミニマム外であるが
利益率が高いものであり、
「レベニューボンド」を導入するのには適切であると考える。
「レベニューボンド」で資金調達することにより、市長村の財政負担を軽減することができ
る。

利子

民間資金の投入

従来の市町村の負
担金

収入

レベニューボンド導
入後の市町村負担

第3節 ナショナルミニマムの範囲外に属する企
業について
前節では、ナショナルミニマムとして数えられない利益率が高い企業に対する対策を提言し
た。本節では、ナショナルミニマムに含まれる経営状況が悪い公営企業に対しての政策を考
える。ここで言う経営状況が悪い企業とは、営業利益がマイナスな企業と、それがプラスで
はあるものの利息などを支払うのに十分でない企業のことである。つまり、第三章で述べた
グループ 3 からグループ 6 までのことを指す。
まず、これらのグループがどのような状況に置かれているのかを図を用いて説明する。今
回の説明では、営業収益が赤字の企業 A の場合を考え、この企業 A は営業収益のほかに他会
計からの資金と企業債などによって費用をまかなっている。また、ここで簡単化のために、
総費用の額と等しくなるように総収益を決定していると仮定する。
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企業 A の財務状況

営業収益

営業費用

総費用
他会計からの資金

企業債や国からの補助金等

本論文は、その目的のために市町村の各公営企業への支出を減らすことを提案している。
そこで、どのようにしたら市町村が供給しているお金を減らすことができるのか考えてみ
た。結論から述べると、あらかじめ各市町村が公営企業に供給する額を設定し、企業の経営
効率を上げるインセンティブを作ることを提案する。つまり、市町村は赤字の額やその他費
用の額を埋め合わせるためにお金を提供するのではなく、決まった額しか供給しないという
ことにする。もちろん市町村から供給される定額以上の資金が事業の運営上必要であるた
め、その分を民間から資金調達をしてもらう。それが追加的な経営努力につながるのだが、
市町村は経営が可能になるように給付金額を設定しなければならない。
1.新しい資金調達先
他会計からの資金が減らされた分に関しての新しい資金調達先として、
私たちは民間を考
えている。具体的には、レベニューボンドのように収益を担保とした債券を発行することを
提案したい。つまり、他会計からの資金が減った分を民間から調達することとなる。しかし、
経営状況が良くなければ、投資家のリターンを減尐させることになり、翌年以降の資金調達
がむずかしくなる。そのため、利益率をあげることが求められ、経営努力が必要になる。
2.経営努力について
前章で述べたように、企業の利益率に影響を与えているものとして、原価率や人件費率な
どコストの面が大きいことがわかった。今回は、それらのコストを削減することによって全
体の費用を下げ、その分だけ収益性を上げることとする。公営企業側としては、公営企業に
対し各市町村があらかじめ決まった額しか供給しないため、
「どうにかして利益を上げなけ
ればならない」というインセンティブが生じる。
千葉市の水道事業を用いて、実際にどれだけ負担が軽減するか確認する。下の表は、平成
１８年度のデータを用いて、原価や人件費が削減された場合の合計削減額を示している。例
えば、原価と人件費の双方を 5%ずつ削減できたとする。その場合、合計削減額は 7 千万円
を超え、もともとの他会計からの資金の１割近くに達する。千葉市の実質収支の赤字額は１
億７千万であるため、その 40%を削減できたことになる。
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平成１８年
度
5%削減
10%削減

売上原価
731,075

千葉市水道事業
人件費
合計削減額
700,763
-

36553.75
73107.5

35038.15
70076.3

71591.9
143183.8

他会計からの資金
816421
削減割合
削減割合
単位：

0.0877
0.1754
千円

第4節 ナショナルミニマムを超えた経常利益率
の低い事業へのアプローチ
本論文では、地方政府とりわけ市町村の負担を減らすことを目的としている。最低限必要な
「ナショナルミニマム」事業のみを市町村で補完し、それ以外のものに関しては市長村の負
担軽減のため、市町村で負担する範囲からは外そうという考えに行き着くのが自然な流れで
ある。しかし、それ以外に施策はないのだろうか。ナショナルミニマム外かつ経常利益率の
悪い事業に関しても、何か手立てを講じたく、本節は位置づけてある。
地方公営企業の現状からわかるように、
多くにおいて非効率な経営が行われている。
それは、
経営効率等について監視される機会がないからなのではないだろうか。公営企業に振り分け
られる地方財源には、住民の納める地方税も含まれているが、住民がそのことを意識する機
会はどれ程あるだろうか。住民の、自分の納めた税金の使われ道に対する関心が希薄である
ゆえに、経常利益率の悪い地方公営企業が、これまでのうのうと運営されてきたのではない
か。
そこで、我々は、税金の使途を負担者に明らかにすることで、経営効率の悪い公営企業、も
しくは経営努力のみられない企業を改善することを提案する。本節の提案対象は、ナショナ
ルミニマム外の企業であるため、本論文執筆における立場より、市町村で負担する企業から
外れることにはなる。しかし、もしも何らかのアプローチによって経営状況の悪い企業が改
善され、地方財源を生み出すキープレーヤーとなった場合には、ナショナルミニマム外とい
えど財源確保のため、地方公営企業に取り組まれることも多いに考えられる。
消費税などの国民すべてに平等に振り分けられるような税制により財源を確保され、
使途を
明らかにさせられれば、各事業等に関して住民から厳しい監視が入るだろう。そして、経営
状況の改善努力を求められる状況になるだろう。今後、
いかにしてこの税金の使途を明示し、
住民にわかりやすくするかといった方法を考案することが課題として考えられる。

31

ＩＳＦＪ政策フォーラム２００８発表論文 20th – 21st Dec. 2008

参考文献・データ出典

《先行論文》
土居丈朗、林伴子、鈴木伸幸（2005）「地方債と財政規律」
『内閣府総合研究所』
石上圭太郎（2001）「上水道の民営化に向けて」『知的資産創造』

《参考文献》
宮良いずみ、福重元嗣（2002）「公営バスの効率性評価」『会計検査研究』
縄田和満（2006）「TSP による計量経済分析入門」『朝倉書店』
原田貞夫（2004）「水道事業の効率性分析」『同志社大学経済学会』

《データ出典》
総務省『地方公営企業年鑑』 http://www.soumu.go.jp/c-zaisei/kouei18/index.html
5日
総務省『地方財政白書
http://www.soumu.go.jp/menu_05/hakusyo/chihou/18data/index.html 9 月 20日

32

10 月

