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地方債と宝くじについて

前 総務省自治財政局地方債課長
　 総務省自治財政局財政課長　
末　宗　徹　郎

都道府県市町村振興協会事務局長会議
平成24年 7月 3日・全国都市会館

ただいまご紹介をいただきました、地方債課
長の末宗でございます。今日は、ちょうど地方
債の協議制度も今年度から見直しがなされてお
りますし、宝くじの法改正も平成10年度以来ぶ
りの大改正というトピックがございましたので、
こういうお話の機会を与えていただきましてあ
りがとうございます。また、今日は市町村振興
協会の事務局長さん方の会議ということで、日
頃から宝くじの収益金を市町村振興に役立てて
いただいている、あるいは社会貢献をしていた
だいているということで、その点を含めまして
お礼を申し上げます。
ちょうど、来週の 9日月曜日にサマージャン
ボが売り出される時期でもございます。今回も
CMですとか、ポスターとかいろいろ新しいも
のにして、少しでも売上げが伸びるようにと、
発売団体のほうでいろいろ知恵を絞っていると
ころでございます。また、振興協会の皆様方に
おかれても、これから販売促進に向けてご尽力
をいただけるものと思っておりますので、また、
今回 5億円ということでありますので、さらに
売上増になって、それがひいては市町村振興に
つながるように私どもも努力してまいりたいと
思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

＊

今日は二つのお話を申し上げたいと思います。

まず、一点目は地方債の協議制度です。これは
今日お集まりの事務局長さん方は振興協会だけ
ではなくて、市長会、町村会のお仕事も兼ねて
おられる方々も結構いらっしゃるようですので
関係がある内容かと思います。今回の地方債の
協議制度において、民間資金については届出で
いいようにもしたものであります。これは、手
間の面でもかなり省けてくることになりますし、
あるいは今まで 4、 5ヶ月かかっていたものが、
届出であれば 1ヶ月半くらいで発行できるとい
うことで機動性もでてきますので、そうすると
金利状況を見ながら、地方債を起こすこともで
きますので、有効な手法でございます。この点
もよくご理解いただきまして、市町村の方々に
もPRをしていただければ嬉しいなと思っており
ます。
資料 1をご覧いただきますと、対象経費とい

うのが書かれております。あまり説明する必要
もないかと思いますけれども、国債と地方債、
ある程度似ておりまして、基本的には地方債以
外の歳入をもって財源とするということであり
ますけれども、そうはいっても公営企業のよう
に料金で回収できるものとか、あるいは地方債
でも、 5と書いてありますけれども、公共施設
の建設事業費のように整備をして、後世代の人
も活用できる場合には、その年度の税金ではな
くて、地方債を発行しておいて、20年なら20年
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に分割して元利償還金で払うほうが、後の方々
も受益があるという意味では公平なのではない
かということで、建設事業系は地方債を起こせ
ますよというふうになっているわけであります。
国債も同じように公共事業費とあるように、言
葉は違いますけれども、趣旨は似たようなもの
であります。
したがいまして、例えば人件費ですとか、福
祉の経常経費のように、その年度で消費してし

まうような経費については、税金で対
応していきましょうというのが基本的
な考え方なんですけれども、そうはいっ
ても特例的な扱いとしているものがあ
りまして、例えば過疎対策事業債の中
でも、22年度からはソフト的な経費を
も対象にできるようにしたところでご
ざいます。過疎対策も昔であればハー
ド中心で道路とか、通信手段というも
のが多かったんですが、それだけでな
かなか過疎を食い止められない、やっ
ぱり住みやすさだとか、医療環境です
とか、あるいはそこに人材が必要だと

かというようなことで、もっとソフトのほうに
目を向けたらどうかということで、その部分も
新たに対象にしていったというようなことであ
ります。
あとは臨時財政対策債、これはもっとマクロ

の話になっていきますけれども、地方財政全体
で、歳入と歳出のギャップがあるわけですね。
その分については、従来ですと建設地方債の充
当率をできるだけ高くして財源を確保する、そ

末宗　徹郎・前総務省自治財政局地方債課長

資料 1
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れでも足りない部分の全額について交付税を増
やしていたわけですけれども、その分も結局借
入金で賄っていたわけなんですよね。地方に配
分されるときには、法定の 5税、所得税ですと
か法人税とか消費税とかですね、そういう実力
ベースの交付税に加えて、借金で賄われている
部分が見えない形で、平成12年度までは配分を
されていました。しかし、その借金部分を目に
見えるように制度を変えました。実力ベースの
法定 5税の交付税よりも増やしている分につい
ては、荒くいうと半分は国が加算をする、半分
は地方が臨時財政対策債を起こして、交付税と
実質同等のものなんですけれども、借金を起こ
すことにしました。だから、これについては人
件費ですとかソフト的な経費にも充てていいと
いうことであるわけですけれども、やはりそれ
もイレギュラーな話であって、原則じゃない。
本当は、臨時財政対策債はできるだけ起こさな
いようにしたいわけですけれども、どうしても
長い年度にわたって、財源不足が生じているの
で、半分は国のほうが赤字国債を起こして交付
税に繰入れをする、半分は地方のそれぞれの団
体が臨時財政対策債を起こして財源調達をする

という例外的なものなわけです。
もちろん国のほうも、今社会保障と税の一体

改革で衆議院までは通りましたけれども、参議
院入りを前にしてちょっと今足踏みをしている
わけですけれども、それが首尾良くいったとし
ても、まだ実は国のほうは、毎年毎年、特例公
債法というものを出しております。24年度も全
部で44兆円の借金を起こすようにしているんで
すね。そのうち建設国債がだいたい 6兆円です。
その残りの38兆円というのが赤字国債、特例公
債ですので、それが入ってこないと、今のとこ
ろは税収などで回っていますけれども、年度後
半から足りなくなると言われています。これも
財政節度を守るため、毎年赤字国債を発行する
にあたっては、個別の法律でこれだけ出します
よというのを制定しているということです。
次に地方債に関わる関与の仕組み、資料 2に

移りたいと思います。資料 2をご覧いただきま
すと、これも市町村が地方債を発行する場合に
は、平成17年度までは、全て都道府県知事の許
可が必要だということだったわけですね。形式
的に言うと、原則は発行できない、だけど許可
を得たら発行できますよというのが建前だった

資料 2
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わけであります。そうすると自ら借金を起こす
のになんで許可を受けなければいけないんだと
いうのが、平成 7年くらいからですね、当時地
方分権推進委員会というのができまして、諸井
虔さんという方が委員長だったんですが、その
ときの議論では、例えば事務の話でいうと、昔
は機関委任事務といっていましたが、国から機
関委任されたものについては国が包括的に関与
していいということだったんですが、それも国
と地方を上下主従の関係にしていておかしい、
地方分権の考え方からするとおかしいというこ
とで、機関委任事務を廃止して、自治事務と法
定受託事務というふうに見直しをしました。
財政問題でもやっぱりもっと地方の自主性を
高めるべきだという議論がでまして、地方債許
可制度について言うと、平成 7年くらいから議
論して、実際に施行されたのは、平成18年から
ということになりますが、原則禁止から原則自
由に発行できることとし、ただしそのときに市
町村であれば県知事と協議をするという仕組み
に変えたわけであります。それで協議をして同
意がある場合には、※印の 1番のところにある
ように、公的資金の充当ということで、財政融
資資金ですとか、地方団体金融機構の長期低利
の資金が充当できるというのが一つ、もう一つ
は元利償還金を地方財政計画に算入して、ひい
てはそれがミクロの交付税制度でも基準財政需
要額に入れられることによって、地方債の元利
償還金を財源保障するというようなことになっ
ているわけです。他方で、同意がなくても議会
に報告することによって、発行はできますよと
いう建前になっているわけであります。
ただ、実際は平成18年から施行されています
けれども、それぞれの地方団体の皆さんには同
意に基づいて、財源措置であるとか公的資金が
あったほうがいいので、同意のない地方債の発
行事例はございません。ただ他方で図にありま
すように、完全に協議・同意の仕組みにしたと
きには、やはり中には財政力の非常に悪い団体
もあるわけですので、そういうところが多額に

発行して、ある時点から地方債を償還できなく
なる、いわゆる債務不履行、デフォルトになっ
てしまうと、これは貸し手の金融機関側からし
ても、あそこの団体は大丈夫なんだろうかと、
その団体に留まらずに、他の団体の財政状況は
どうなんだというと、貸し渋りになりかねない、
あるいは金利が高くなりかねないということに
なりますので、それが個別の団体ごとにそのよ
うなことにしてはやっぱりまずいだろうという
ことで、これは三つ目の箱にありますように、
実質赤字が一定以上の団体とか、実質公債費比
率が18 %以上の団体は許可制に残しております。
許可制というチェックをすることによって、将
来的にもきちんと地方債が償還できますよとい
う、ある意味お墨付きがあることによって、金
融機関のほうも安心して融資ができると、そう
いうような仕組みになっております。
これが平成18年度から 5年度間続いてきたわ

けでありますけれども、さらに昨年度において、
当時片山総務大臣の時代ですけれども、もっと
地方団体の自主性、自立性を高めるような仕組
みにすべきだとの指示がございまして、それを
受けた見直しが今回の民間資金債について、一
定程度の団体については届出にしましょうとい
うことであります。この届出制についても真ん
中の箱の中に要件が①〜⑤と書いていて、一見
相当縛っているように見えますが、そんなこと
はございません。主な要件といたしましては、
①の実質公債費比率が16 % 未満であることと
いうことでありまして、②以下の、例えば実質
赤字額が 0であることとか、連結実質赤字比率
が 0だとか、④と⑤は該当する団体は少ないと
思っております。
じゃあその16 %未満なんですけれども、制度

導入時点におきましては、最初からあまり緩和
するとですね、金融機関のほうからも大丈夫な
んだろうかというようなご懸念もありましたの
で、今年度につきましては、14 %未満としてお
ります。14 %未満というのは、全国平均は13.2
ですので、13.2を整数にしたものであります。
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資料 3をご覧いただきますと、14 % はです
ね、これは22年度決算ベースですけれども、全
体の62.5 % 、市区町村でいうと63.1 % ですか
ら、半分以上の団体が届出団体になるわけです。
本則の16 %というのは、18 %が許可ですから、
許可の18 % と平均の14 % の中間値でもござい
ますし、もうひとつ、平成18年度に今の協議制
に移行してから、実績を見てですが、18 %の許
可団体に新たになったところを見ると、その一
年前の時点で、 2 %いきなりポーンと上がるよ
うな事例というのはほとんどありません。例え

ば17 %とかにしておくと、届出団体からいきな
り許可になるかもしれませんが、16 %で押さえ
ておけば、届出からいきなり許可になることは
ないだろうということもありまして、16 %にし
ています。この表をご覧いただきますと、これ
は実質公債費比率だけの数字ですから、実質公
債費比率は16 % 未満だけれども、実質赤字額
がある団体もありますから、この資料 3でお示
しした団体よりもちょっと減ってくるだろうと
思います。
資料 4をご覧いただくと、これも今年度導入

資料 3

資料 4
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したばかりですから、 4月は愛知県だけだった
んですが、 5月でいうと生駒市とかですね、 6
月でいうと室蘭市ほかの市町村が出てきており
まして、早速届出の仕組みを活用しているとこ
ろもあります。 6月であればですね、 6月15日
までに届出の申請をしてください、そうすると
翌月いつでも出していいですよというような取
扱いにしているところですので、ずいぶんと手
間は省けてきていると思います。今後活用され
る団体は増えてくると思っております。
資料 5をご覧いただきますと、従来であると、
同意予定額でいうと 5月くらいに市町村のほう
から県、総務省を経由して、最終的に正式な同
意の通知が出るのが 9月ということで、 5ヶ月
近くかかっていたものが、届出であれば 1ヶ月
半くらいでできるということになってくるわけ
でございます。
また資料 6をご覧いただきますと、左側が協
議の手続ですけれども、これは特に都道府県の
ほうが財務事務所と点線で囲った②とか③とか
⑥を財務事務所のほうに書類を出さないといけ

なかったものが、届出になりますと、もう財務
事務所との関わりがなくなるので、そういう意
味でも、県の事務が簡素化されると思います。
またさらに資料 7でありますけれども、今ま

でですと、その財務事務所の関係でいうと、こ
こに書いてある補助裏債の部分と全額民間資金
債のところはヒアリングの対象外だったわけな
んですが、財政融資資金と機構資金については、
単独と補助の一部はヒアリングをしなきゃいけ
なかったんですね。ところがこれも財務省さん
と相談をして、今年度からは機構資金はヒアリ
ングなしで、しかも財政融資資金でも単独事業
だけに限定しましたので、結構事務の手間は省
けてきていると聞いているところですので、こ
のあたりはご承知おきいただけたらと思ってお
ります。それで、そういった協議制度に届出を
導入して、さらに、事務の簡素化を行ったわけ
であります。
そうすると金融機関の側からしますと、あん

まりこういうことが進んでしまうと、やはりど
こかで地方債を返済しないケースが出てくるん

資料 5
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じゃないですかというような問い合わせもある
わけですけれども、それはそういうことがない
ようにいたしております。というのは確かに財
政状況の普通の団体は届出ができるようになっ
たんですけれども、基本のところは維持をして

おりますので、日本の地方債においては、デフォ
ルトが起きないような仕掛けになっているわけ
であります。
具体的にいうと国における制度的対応という

ことで、三つのセーフティネットがあると考え

資料 6

資料 7
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ておりまして、一つは地方税と地方交付税に基
づくマクロ・ミクロ両面からの財源保障。二つ
目には地方財政法に基づく早期是正措置として
の地方債許可制度。先ほど申し上げました実質
公債費比率が18 % 以上ですと、それは個別の
事業ごとに許可に係らしめるということなんで
すね。さらにもう一段、財政状況が全体として、
実質公債費比率だけじゃなくて、将来負担比率
とか実質赤字額とか 4つの指標を含めてトータ
ルで見て、団体トータルで見て、許可制度は個
別の事業ごとに見ているわけですが、団体トータ
ルとして見て、財政状況がよくない場合には、地
方公共団体財政健全化法に基づく財政の早期健
全化・再生という、二重三重の仕組みがあります。
ですから、健全化法で今再生団体は夕張市だ
けですけれども、夕張市も長い期間をかけてで
はありますけれども、赤字の解消をする、その
際にもきちんと公債費は滞りなく返すという前
提で計画を作っておりますので、こういった仕
組みがあることによって、借金はきちんと返さ
れるということが維持されていますので、ここ
さえ守っておけば、財政状況が健全なところが、
民間資金について、届出制にしても問題はない
と考えています。これは公的資金についても、
もっと簡素化できればいいんですけれども、財
政融資資金にしましても、地方公共団体金融機
構資金にしましても、やはり年度で総額が有限
ですので、届出にしてしまうと、そこの量的コ
ントロールができなくなりますけれども、公的
資金の場合は、やはり財政力の弱い市町村に重
点的に配分していく必要がありますので、やは
り今の時点では、公的資金については一定程度
の調整が必要だというふうになっているわけで
ございます。

＊

協議制度というのが、今申し上げたようなこ
となんですけれども、地方債計画についても、
少し触れておきたいと思います。資料 8に地方
債計画の前提となります、地方財政計画という

ものがございます。これも今日の皆さま方はあ
らかたご存知だと思いますので簡単に触れてお
きますと、国の予算に匹敵する地方全体の予算
というイメージで思っていただければいいと思
いますけれども、今回の特色は、通常収支分と、
東日本大震災分を分けて作ったというのが一つ
のポイントでございます。去年の今頃でしょう
か、復旧をし始めたときに、財源が相当かかっ
てくるというときに、地方六団体のほうからも
復旧・復興はしっかりやるようにというような
ご要請がありましたし、一方でそれをやること
によって、被災地以外の団体の交付税が減って
もらっても困ると。これらの団体も財政が決し
て潤沢なわけではないので、そっちに影響が出
ては困るというような話もございました。この
点については、国においてもやはり復興関係は
特別会計を設けて対応することになりましたし、
地方財政計画においても、東日本大震災を別の
計画を立てて、東日本分は東日本分で財源を確
保して計画を作っているということであります。
通常収支分について言いますと、やはり一番

のポイントはもちろん地方税の確保もあります
けれども、地方交付税の増額確保ということが
至上命題でありました。今年度はわずかでござ
いますけれども、811億円のプラスということで、
17.5兆円ということになったわけでございます。
細かいことは省略をさせていただきますけれ

ども、その地方交付税の内訳の中に地方公共団
体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用
0.35兆円というのがございます。これについて
は、もともと公営企業金融公庫というのがあっ
たわけですけれども、これは国が出資をしてお
りましたけれども、20年 8月に全地方公共団体
が出資をする地方公営企業等金融機構が設立さ
れ、同年10月に公庫から機構に業務が承継され、
現在は、さらに地方公共団体金融機構に改組さ
れています。そのときに昔の公庫時代の事業と
いうのが28年の貸付期間ですから、まだ残債が
あるわけですね。公庫の時の借入れというのが
だいたい10年ごとに借り入れるので、28年の地
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方団体への貸付けをするために10年債を借り入
れているので、 2回借換えをしないといけない
わけですね、そうすると 2回借換えをする際に、
例えば 5 %で地方に貸している、だけども借換
えをするときに 8 %の金利で調達するとなると、
逆ざやになりますから、そのための準備金とい
うのを公庫の中に設けておりました。ですけれ
ども実際は、ここのところ金利の低下傾向が続
きましたので、地方に貸している金利、公庫か
らいうと入ってくる金利と調達して出ていく金
利が順ざやになっていたので、そこで利益が出
ておりました。その分を地方のために使いましょ
うということで、今回 3年間で 1兆円程度を、
もともと地方公共団体に貸しているお金と調達
しているお金との借換え利益分を地方のために
使うということでご理解をいただいて、この交
付税に充てることによって、なんとか17.5兆円
を確保したとそういう経過があります。
それで一応一般財源も確保したということに
なってくるわけなんですけれども、地方債につ
いて申し上げますと、資料 9を見ていただきた

いんですけれども、資料 9に歳出の右側ですけ
れども、中ほどに投資的経費というのがありま
す。投資的経費が10兆8,984億円、マイナスの
3.6 %。ここのところ投資的経費は減少傾向が
続いているわけですけれども、そういう伸び率
を反映して、地方債についても、左側ですが、
真ん中に11兆1,654億円ということで、マイナス
の2.7 % というような伸び率になっております。
それがさらに地方債計画のほうになってきます
と、資料10でありまして、今さっき申し上げま
した、11兆1,654億円というのが、資料10の右
側の総計の下に内訳、普通会計分とありますが、
これが普通会計の起債額で、これ以外に水道と
か下水道とか公営企業分がありますので、それ
が 2兆3,742億円、両方足すと13兆5,396億円で、
マイナスの1.4 % というのが今年度の規模とい
うことで、23年度より少し少なめになっている
というようなのが現状でございます。
その結果、借入金の全体で申し上げますと、

資料11でございまして、国のほうは借入金残高
が増えてきておりますけれども、地方のほうは

資料 8
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新規に借り入れる額と返済する額がここのとこ
ろトントンでありますので、だいたい200兆円
の横ばいで推移をしているということになって
おります。ただこの中でやはり気をつけなけれ
ばいけないのは、200兆円の中でも、24年度の
ところを見ていただきますと41という数字が
入っておりますが、これは臨時財政対策債の分

です。その上のは建設地方債ですので、これは
いわば後年度の人たちも受益をする建設事業で
すからまだしもいいんですが、この臨時財政対
策債というのは先ほどご説明したように、本当
は当該年度の税などで確保されることが望まし
いんですが、財源不足が生じているので借入金
で対応しているというものですので、どうして

資料 9

資料10
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もこれが増えてきている。減らしていくために
は奇策があるわけではなくて、やはり基本的に
成長戦略などによって、税収を伸ばしていく、
片方では歳出の抑制をしていくというような歳
入・歳出のギャップを減らしていくしか手がな
いんですが、なんとかこの財源不足額の結果と
いえる臨時財政対策債を減らしていく努力をし
なきゃいけないというのが地方債関係の話でご
ざいます。

＊

残った時間で宝くじの話を申し上げたいと思
います。資料12には基本的なことが書かれてあ
りますけれども、発売主体は都道府県及び指定
都市ということになっておりますが、この点に
ついては、都道府県サイドと市町村サイドとで
昭和50年代前半に議論があって、まずはサマー
ジャンボについて市町村に実質的に配分をする
ということになりました。さらに平成13年には
オータムジャンボという新しいくじを設けて、
その分についても、市町村の収益にするという

形になっています。23年度の実績額でみていた
だきますと 1兆44億円ということで、 3年ぶり
に 1兆円台になんとか回復することができたわ
けでございます。
使われ方を見ていただきますと、当選者に当

せん金というかたちでいきますのが46.3 % 。そ
れから手数料とか印刷・宣伝関係、社会貢献広
報費等がございまして、それを除くと地方公共
団体の収益金が41.1 % 、そのような割合になっ
ております。収益金の使途も当せん金付証票法
が最初にできたときは、公共事業だけだったわ
けですけれども、昭和60年の大改正といっても
いいと思いますけれども、そのときにソフト的
な経費も対象になっておりますので、今となっ
てみると一般財源にほぼ近いかたちで活用がで
きるということになっているわけでございます。
資料13をご覧いただきますと、他の公営競技

は平成 2、 3年をピークとしてずっと長期低落
傾向が続いているんですけれども、宝くじの場
合でいうと、ここにいろいろ吹き出しで書いて
ありますけれども、ナンバーズを平成 6年に導

資料11
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資料13

入したとか、ロト 6を導入したとか、あるいは
平成10年も大きな改正だったんですけれども、
当せん金の倍率を20万倍から100万倍まで拡大
しました。これはどういうことかというと20万
倍というのは、証票、300円に対する20万倍で
すので、 1等6,000万円だったんですね、それ
までは。それを100万倍にしたので、 1等を 3

億円にまで引き上げられる制度改正が、平成11
年 4月施行ということで行われました。このと
きに今まで前後賞合わせて1.5億円だったんです
ね、これはちょっと、資料17をご覧ください。
ここで 1等賞金及び前後賞の引上げの推移とい
うふうに書いてありますけれども、ここの平成
8年11月の年末ジャンボ、下から 4段目をご覧

資料12
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いただきますと、さっき言いましたように300
円ですと、20万倍だと6,000万しかいきません。
そして前後賞4,500万ずつを足すと9,000万、そ
の結果、前後賞込みで 1億5,000万にしていた
んですね。
ところが、 1等が6,000万で、前後に4,500万
というのは、すごく賞金体系としてもいびつで
ありましたので、そういう限界もあって、ちょ
うど平成10年度というのはサッカーくじができ
たときでもありまして、サッカーくじは100万
倍にしていましたので、宝くじもそれと並べて
100万倍までの法律改正をした経緯があります。
そのときには、ただ100万倍でいきなり 3億を
使うというのもちょっともったいなかったもの
ですから、11年 5月のドリームのときには、 1
等を 2億円にして、前後5,000万ずつつけて、
3億円というのが長らく続いていたという状況
にあったわけです。
また元の資料13に戻っていただきますと、そ
の後で、12年のロト 6とか13年にATM、オー
タムも13年ですね、そのような新商品を開発す

ることによって、少しずつ伸びていっていたん
ですが、平成17年度の 1兆1,047億円をピーク
として、ここ 5年間ほど減少傾向が続いていた
と、特に22年度は9,190億円という状況にあっ
たわけでございます。
そういう中で昨年の 9月に川端総務大臣が就

任されて以降、宝くじも地方にとって貴重な財
源なのに、ちょっとマンネリ化しているではな
いか、ということで、活性化策を検討すべしと
いう指示が出されました。それで資料14になっ
てくるわけでありますけれども、10月に宝くじ
活性化検討会というのを立ち上げまして、大森
彌・東京大学名誉教授に座長になっていただき
まして、民間の方々にも入ってもらって、いろ
んなご提案をいただきました。
そこにありますようにインターネットで販売

できるようにしていくことですとか、コンビニ
販売あるいは 3番にある競争性をもっと高める
とか、 4番の魅力の向上ということで、特にで
すね、⑵で魅力的なくじの提供で当せん金の最
高倍率の引上げをすべきとか、一方で当たりや

資料14
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すいくじをもっと作ったほうがいいんじゃない
かとか、あるいはインターネットと関連します
けれども、遊び心のあるくじでスマートフォン
で気軽に楽しめるくじ、こういった今までのジャ
ンボとかスクラッチだけじゃなくて、いろいろ
と新しいものを作ることによって、若者ですと
か、あるいは女性の方にも購入してもらうとい
うようなことをいろいろご提案をいただいて、
それを12月 9日にまとめていただきました。そ
れを法律改正ということで、資料15になってく
るわけですけれども、交付税法の一部改正の中
で当せん金付証票法の改正も行いました。
これをご覧いただきますと、インターネット
販売ということで、これは平成26年の 1月から、
まず段階的ですけれども、ナンバーズから導入
しようということを考えております。それから
当せん金の最高倍率を緩和するということで、
今までジャンボでいうと100万倍、左側に100万
倍とありましたけれども、250万倍にするもの
です。この根拠は、今までの全体のくじの平均
が50万倍になっております。ジャンボのように
100万倍近いものもあれば、倍率の低いくじも

あるので、全体平均にすると50万倍。それは左
側の改正前の通常くじ20万倍が50万倍ですので、
昔に比べれば2.5倍に倍率が高くなっているので、
100万倍も2.5倍の250万倍にしているというも
のでございます。
そういう中で、資料16を見ていただきまして、

東日本大震災復興支援グリーンジャンボ宝くじ、
これ今年の 2月14日から 3月14日、東日本大震
災が起こったのが 3月11日ですので、ちょうど
発災一年の時期にもまたぐかたちで期間設定を
して、この復興くじを買っていただくことによっ
て、被災地の支援になるんですよという P Rが
一つ、もう一つが史上最高の 5億円ということ
で、さっき申し上げました100万倍をここで使
い切ったわけであります。前後に 1億ずつを出
して、 5億円にしました。
さらにCMもですね、西田敏行さんも結構ファ

ンも多かったんですけれども、今回 5億円に変
えるにあたって、新しいイメージを出していこ
うということで、これも発売団体のほうで企画
コンペを行いました。具体の名前は挙げません
が、いろいろなタレントの方々のコンペをした

資料15
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結果、木村拓哉さんに決まったということであ
りまして、CMも入れ替えた結果、東日本大震
災復興支援グリーンジャンボ宝くじが、計画よ
りもプラス642億円になりました。それからロ
ト 6も今まで週 1回だったものを週 2回にした
ことによって、これも結構人気商品でして、プ
ラス797億円ということで、この二つが牽引車
になって、その他マイナスの要因もあったんで
すけれども、全体で見ると 1兆円台に何とか戻

したということであるわけでございます。
さらに今年度に入って、資料16をご覧いただ

きますと、先ほどありましたように、今まで平
成11年のときから、ジャンボですと 3億円で
ずっと定着させていたわけなんですけれども、
最近マーケティング調査をしてみると、いろい
ろジャンボの中でも高額のものと、少し額が小
さくても当たりやすいほうがいいとかいろいろ
な意見があったものですから、今年の 5月のド

資料16

資料17
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リームジャンボについては、 1等を 1億円にし
まして、その代わり1億円を175本ということで
当選者を多くするかたちをとりまして、これも前
年度よりは売上げでいうと1割くらい増という
ふうになっておりました。合わせてドリーム10
ということで、10万円が1,000本に 1本当たると
いうことで、これも当たりやすさを狙った商品で
すが、ドリームジャンボについては、当たりや
すさ感を求める宝くじにしたわけでございます。
来週から発売される皆様方に関係のあるサ
マージャンボについて申し上げますと、やっぱ
り 1等 5億円というのは、マーケティング調査
をしても訴求力があるわけでして、今回は特に
東日本復興グリーンジャンボと違った点は、 1
等を 4億円にしています。それで前後は5,000万
円ずつです。 1等 4億円というのは300円に対
する倍率でいうと133万倍ですので、法律改正
で100万倍を改正した効果をここでも活用させ
ていただいているということであります。これ
からは毎回売った後にすぐにマーケティング調
査をして、お客様の反応がどうだったのかとい
うのをよくとって、今までですと一律 3億円で

きていたわけでありますけれども、毎回そうい
う反応を有効に活かしながら、オータムとか年
末、あるいは来年のグリーンとかを考えていくよ
うなこともやろうとしているところでございます。
23年度に発売実績が 1兆円に回復したんです

が、一過性に終わらないように、今後もいろい
ろな工夫を行う必要があります。そういう意味
ではまたインターネット宝くじも出していくと
か、あるいは最近でいうとスクラッチもですね、
4月から 9月の上半期は手塚治虫の漫画シリー
ズでやっております。結構ファンの方には毎回
絵が変わっていいなという声も聞くわけなんで
すけれども、そういういろいろな取組をしてい
きたいと思います。今日お集まりの皆様は、特
に宝くじともご関係があるかとも思いますので、
こういうふうにしたらもっといいんじゃないか
とかいうようなこともございましたら、ご提案
いただければ大変ありがたいなというふうに
思っております。だいたい時間がまいりました。
雑ぱくなお話になってしまいましたけれども、
以上で私の話を終わりにさせていただきたいと
思います。ご静聴どうもありがとうございました。




