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書 評

森裕之 著 『公共事業改革論一長野県モデルの検証一』 有斐閣

鈴 木 茂(松 山大学)

2008年3月 末現在,国 ・地方合せた公的債

務残 高は767兆 円,対GDP比148.9%に のぼ

り,財 政再建が最重要政策課題 であることは

間違 いない。巨額の公 的債務 が累積 した大 き

な要因は,バ ブル経済崩壊後 の平成不況対策

として国 ・地方 を通 じて大規模 な公共事業が

実施 され,そ の財源 と して公債 が増発 された

か らであ る。財政再建 を図るうえで経費削減,

と りわけ,公 共事 業の削減を避 けて通ること

がで きない。既 に,国 の公共事業費は当初予

算 レベ ルで2000年 度の8.9兆 円か ら2008年 度

には6.7兆 円,4分 の1が 削減 され,地 方 自

治体 におい て も公共事 業費の削減 ・実施延期

などの措置が とられてい る。公共事 業費の削

減,さ らには公共事業改革 を通 じた地域の社

会 ・経済構造改革は国及び地方 自治体 の重要

な政策課題 になってい る。

本書は,「 脱 ダム」宣言で知られる長野県

における財政再建,そ の中心をなす公共事業

改革を総括 し,公 共事業改革を中心とする地

域の社会 ・経済構造の改革,政 府 ・都道府県

及び市町村の政府間財政改革の課題を明らか

にしようとした意欲的な労作である。

本書 は9章 か ら構成 されている。序章分析

視角,第1章 公共事 業の システムと改革,第

2章 長野県 「財政改革推 進プWグ ラム」 と公

共事業,第3章 入札制 度改革,第4章 公共事

業評価制度,第5章 建 設産業構造改革,第6

章公共事業補助金 にお ける県一 市町村 関係,

第7章 公共事業 と住民 参加,終 章公共事業改

革の課題 と展望,で あ る。

本書の特徴の第1は,宮 本憲一氏 をは じめ

これ まで の公 共事 業研 究 の成果 を整理 しつ

つ,日 本型公共事 業システムの特徴 を国―都

道府県一市町村 にいたる 「公共事業の制度的

階層性」 として捉 えてい ることである。 した

が って,国 レベルの公共事業 システムの制度

的変更 は,地 方 自治体の公共事業にも重大な

影響 を及ぼす こと,し たが って また,市 町村

レベ ルの公 共事業改革 は都道府県,さ らに国

レベ ルの公共事業 システムの制度改革 を必要

とす るのであ り,「 政府間 を通 じた諸制度 の

補完的関係 の構 築 を前提 とした新 たな公共事

業 システム」(35ペ ージ)を 展 望す るこ とに

あると本書 の課題 を明確 に した うえで(第1

章),長 野県 におけ る公共事業改革 が市 町村

の公共事 業 にどの ようなイ ンパク トを与えた

のか,ま た,な ぜ 公共事業改革の限界が生 じ

たのか,事 実 に即 して分析 されていることで

ある(第6章)。

第2は,公 共事業改革は総額削減にとどま

らず,事 業評価,官 民の役割分担,関 連事業

間の総合的調整 ・実施,事 業の発注 ・実施手

続,既 存ス トックの有効活用などの多面的な

改革が必要であるとして,長 野県が先駆的に

取組んできた公共事業に関わる制度改革の実

態 とその効果について詳細に分析 しているこ

とである。小規模業者が直接受注できる 「参

加希望型競争入札制度」,長 野県の入札制度

改革の中心 をなす 「受注希望型競争入札(制

限付一般競争入札)」 を中心 とする入札制度

改革(第3章),個 別箇所評価 と事後評価 を

申心とする事業評価に基づ く予算編成と小規

模 ・維持補修事業への予算配分のシフトをも

た らした公共事業の評価制度(第4章),

2001年2月 の 「脱ダム」宣言を契機に長野県

における治水 ・利水事業の再検討が開始 さ

れ,行 政,県 議会,流 域住民を巻 き込みなが

ら,新 しい治水 ・利水事業のあ り方とその制

度的枠組みについて摸索され,大 型公共事業

における住民参加の制度化がはか られ,治

水 ・利水ダム等検討委員会 「部会」,「流域協
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議会」,「高水協議会」の3つ の組織が設置 さ

れ,住 民参加制度が構 築 されていった ことが

具体的 に紹介 されて いる(第7章)。 こう し

た公共事業 に関わ る制度改革 の経過,改 革内

容及びその意義 について体系 的に分析 されて

いるこ とである。

第3は,長 野県 におけ る財政削減 と公共事

業改革 との 関係 につ いて,「 財政改革推進 プ

ログラム」(2003年2月)を 中心 とす る財政

削減 と公共事業改革の政 策理念及 び施策,財

政削減効果 について総括 的に明 らかに してい

ることである。長野県は,開 発志向型の行政

体質の下で,!998年 冬季 オリンピック招致 を

起爆剤 に して社 会資本 を整備 し,大 規模な公

共事 業支出 を行って きたが,そ の結果,他 の

都 道府県 に比べ て深刻 な財政危機 に直面す る

ことになった。そのため財政削減 を推進す る

「財政改革推進 プ ログラム」 は公共事業削 減

を中心 に推 進 され,財 政削減 は 目標 を上回っ

て達成 された。 しか し,同 プログラムは単に

財政削減 を目指 す ものではな く,公 共事業 の

質的転換 と産業 ・雇用 の醸成 を図 り,入 札制

度改革,公 共事業 評価制度,建 設産業構造改

革を一体的 に推進 して新 しい社会 ・経済,財

政構 造改革 を展 開 しよう とした ものであ り,

「包括的公共事業 改革」 を 目指す ものである。

しか し,入 札制度改革 な ど先駆的な制度改革

が行 われたが,社 会 ・経済構造改革は今後 の

課題 として残 されている。そ して,同 プログ

ラムは2006年9月 か らは村 井仁県政 の下 で

「行 財政改革 プラ ン」 に引 き継 がれ,大 幅 な

公 共事業 削減 とい う方針 は修 正 されてい る

が,持 続可能な財政構造改革の構築,選 択 と

集 中による事業 の重点化,県 債残高の縮減 を

目標 に,公 共事業改革が推進 されているこ と

を明 らかに してい る(第2章)。

第4は,公 共事業改革が地域経済 ・雇用に

与えた影響や建設産業の構造改革の成果と限

界について分析 していることである。公共事

業の大幅削減は公共事業に依存 した建設産

業,さ らには建設産業を基幹産業とする地域

経済に大 きな影響を及ぼすことはいうまでも

ない。県内公共事業の中枢 をなす県主体の公

共事業の削減は公共事業に依存 した長野県の

経 済 ・雇 用 に対 して大 きな影響 を与 えて い

る。 しか も,現 行 の政府 間財政関係 の網度 的

枠組みの中で は,公 共事業費の削減,す なわ

ち,補 助事 業の削減が他の一般事業へ の予算

配分 を通 じて補完 されない。長野県 の公共事

業の大幅削減 を柱 とした 「財政改革推進 プロ

グ ラム」 を補 完 す る もの として策 定 され た

「産業 活性 化 ・雇用創 出 プラ ン」 は,旧 来の

公共事業 中心の財源配分 を改め,福 祉 ・医療,

環境,教 育,産 業 ・雇用分野へ の重点的投資

によって建 設産業 の新分野へ の進 出を支援 し

ようとす るものであった。3つ の既存基幹産

業である製造業 ・農業 ・観光業 に,大 きな雇

用吸収 力 ・成長 が見 込 まれ る三 つ の内需 関

連 ・労働集約型産業 と連携 ・融合 させ る産業

創出戦略 と連携 させ るものである。一部 に建

設産業 の新 分野進 出のケース もみ られるが,

建設業者 のイノベ ーシ ョン能力の限界,建 設

業本体 の業績悪化 と新分野展 開の資金的余裕

の喪失,公 的産業政策 としての施策上の限界,

政府 間政策 的連携不足等のために,建 設産 業

の構造転換 は今後の課題 として残 されている

(第5章)。

第5に,長 野県 の公共事業改革 を,公 共事

業費 の削減,し たが って また,財 政再建 の視

点か らだけでな く,政 府 間財政関係 の視点 か

ら評価 してい ることであ る。公共事業改革 の

限界 は公共事業 をめ ぐる国 と地方の財政 関係

に起因す るものであ り,県 レベルの公共事業

の財政削減が市町村 に影響 し,県 投 資主体 の

社会資本の遅延 ・中止,県 負担金 の削減 によ

る国直轄事 業の導 入困難,市 町村 における社

会資本整備の削減,県 財政の規模縮小 による

地元建設業者へ の公共工事発注の大幅減少 を

もたら しているこ とを明 らか にしている。

第6は,長 野県の公共事業改革における制

度改革が国の制度的修正をもたらしているこ

とであ り,地 方自治体の行財政改革の試みの

重要性 を明らかにしていることである。一般

競争入札(「 受注希望型競争入札」)の 全面的

導入を柱 とする入札制度改革,長 野県独 自の

「簡易型」総合評価方式,木 製ガー ドレール

や 「ゼロ予算事業」などがそれである。個別

自治体における公共事業改革の実践の積み重
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ねが重要であ り,日 本型公共事業システムに

おける制度的階層性を考慮すれば,入札制度,

建設産業支援制度,公 共事業補助金改革,さ

らに地方税財源の充実など,制 度補完的な機

能をもたせた包括的な改革を展開していく必

要を明らかにしている。 日本の社会 ・経済シ

ステムの転換へ向けて,国 と地方間,公 民間

における制度補完性に基づ く政策連携のあり

方を検討することが重要であり,長 野県の公

共事業改革はその素材 を提供 し,「維持可能

な社会」を見据えた財政改革運動を推し進め

ていくことが自治体に求め られている,と し

て い る 。

本書 は,筆 者 自身が述べているように,大

学教 員であ りなが ら,自 治体職員 として行政

の現場 に身を置 き,政 策担当責任者か ら直接

学びつつ,ま とめ られた ものである。抽象的

な公共事業改革論 に とどまるこ とな く,公 共

事業改革 に関わる政策立案の背景や経過,制

度改革の特徴 と効果 について動態的に リアル

に描 かれている。地方財政の研究者は もちろ

ん,学 生,自 治体職員の皆 さんに一読 を勧 め

たい本である。
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