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【PPP2009：No.8】 
第三セクターの整理・再生（１） 

新たな地方財政健全化法が今年４月から本格施行され、今秋に明らかとなる地方自治体の 2008 年

度決算数値より、早期是正、再生制度の適用が開始される。中期的かつ構造的に地方自治体の財政を

健全化するには、地方税源の充実、地方自治体間財政力格差の是正等国と地方を通じた財政制度全体

の見直しが必要となる。同時に、個別地方自治体において将来負担となることが見込まれる事業や組

織を、今から積極的に見直すことが求められる。そのひとつの存在が第三セクターである。地方公社

等と並んで外郭団体として位置する第三セクターの財務状況を明確にし、その事業性、採算性等を精

査したうえで、第三セクターの継続が適切であるか否か議論し、整理・再生も睨んだ判断を行うこと

が必要な時期を迎えている。なぜならば、少子高齢化、グローバル化が進む中で財政・金融両面から

従来型の右肩上がり発想による問題先送りは困難となっているからである。 
第三セクターの整理・再生を如何に進めるかについて、第三セクターの問題の本質、第三セクター

の位置づけ、第三セクターの整理・再生のための具体的プロセスや視点を財政健全化と関連させつつ

本シリーズで紹介する。 
 

【第三セクターとは何か】 
第三セクターは、国際社会では社会活動を担う主体とその対象領域の違いから定義づけられてい

る。国、地方自治体が統治機関として法令や政策に基づき展開する権力行為、公共サービス提供の

領域を「第一セクター」、営利目的の民間企業や私的団体が営利活動を通じて担う領域を「第二セ

クター」、NPO、市民団体、慈善団体等が公益目的で自主的に担う領域を「第三セクター」である。

これに対して日本の第三セクターの概念は、外見的法人形態を基準として定義づけられている。国、

地方自治体という統治機関たる法人が「第一セクター」、営利目的の民間法人が「第二セクター」、

国、地方自治体と民間法人が共同出資により設立した法人が「第三セクター」とされる。国際社会

で第三セクターとされる NPO、市民団体、慈善団体等は、日本では「第四セクター」と呼ばれる。

第一セクターから第四セクターが如何なる社会活動を担うかという質の問題以上に、社会活動を展

開する組織体の法人格や出資構造の違いによって定義づける考え方である。 
第三セクターの組織は、行政機関と民間法人の共同体であり外見的形態は「会社法法人」と「旧

民法法人」のいずれかに属する。このため、会社法法人を中心に、第二セクターの営利目的で活動

する民間企業と外見上区別がつきづらいほか、認可法人等旧民法法人との区別も困難としている。

会社法法人の第三セクターとは、株式会社、特例有限会社、合資会社、合名会社で、国、地方自治

体が出資等を行っている法人を意味している、また、旧民法法人とは、社団法人、財団法人のうち

国、地方自治体が出資等している法人を意味する。特に、株式会社等会社法法人の外見を活用する

第三セクターの存在は、住民を含めた外部者からの認識を難しくすると同時に、第三セクター自体

のガバナンス構造を複雑にする結果となっている。第三セクターの外見が株式会社等の形態をとる

ため、営利目的の株式会社との間の区別をすることが住民等外部からは難しい。また、第三セクタ

ーは行政からの出資・出えん（以下「出資等」）が行われているため、地方自治法等による行政側

からの監視機能等通常の株式会社では適用のない事項等はあるものの、法的に会社法の適用を基本
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とするため住民等外部との情報共有にも一定の制約が生じる。 
なお、旧民法法人は、公益法人改革関連法に基づき 2008 年 12 月から 2013 年 11 月末までの間

に一般社団法人、一般財団法人に移行する必要があり、このうち公益性があると認定された法人に

ついて税制上の優遇等が受けられる公益社団法人、公益財団法人と位置づける制度となっている。

それまでの間、旧民法法人は特例民法法人とされる。今回の公益法人改革の特色は、第１に準則主

義を採用することで法人設立手続きを簡素化したこと、第２に公益性の判断基準を明確にするとと

もに、第三者委員会を設置しその意見に基づき行政機関が認定する仕組みを導入したこと、などが

挙げられる。 
地方自治体の出資比率が25％以上の第三セクターについてみると、2007年度時点で6,524法人、

そのうち会社法法人が 2,689 法人で全体の 41％を占めている。但し、経営実態を見ると対外債務を

負っている法人数は 6,524 法人中 28％の 1,801 法人、そのうち会社法法人が 1,143 法人と 63％を

占め、会社法法人形態をとる第三セクターの 43％が対外債務を背負っており、その額も全体で 3
兆 3,533 億円、一法人あたり約 30 億円に達している（「平成 19 年度第三セクター等の状況に関す

る調査」総務省による）。以上の点からも、特に株式会社を中心とする会社法法人たる第三セクタ

ーに財務面での問題が多いことが分かる。 
第三セクターに関して、地方自治法は出資割合 25％以上の法人や損失補償・債務保証を行う法人

に対して地方自治体の監査委員の監査権、包括・個別外部監査契約に基づく外部監査人の監査権を

設定しているほか、出資割合 50％以上の法人や資本金の 50％以上の損失補償・債務保証を行う法

人に対して、地方自治体の予算執行に関する長の調査権、議会に対する毎年度経営状況報告の義務

等を定めている。さらに、旧民法法人については、公益法人制度改革により負債 200 億円以上の一

般社団・財団法人に会計監査人設置の義務付け等が行われている。 
 

【第三セクターの経緯】 
日本で第三セクターの言葉が政府の公式文書に明示されたのは、第二次田中角栄内閣（1972－

1974 年）で 1973 年に作成、閣議決定された「経済社会基本計画」である。その後、第三セクター

の活用は、旧日本国有鉄道や同民営化後の JR 各社が抱える特定地方交通線（いわゆる「赤字ロー

カル線」）等の受け皿たる鉄道会社などを中心として拡大した。さらに、地域開発や観光等広範な

事業に活用範囲が拡大していくこととなる。 
第三セクターの活用が拡大した背景には、高度成長の終焉に伴う日本の混合経済体制に対する制

約の強まりが存在した。いずれの資本主義国家においても完全な市場経済は存在せず、政府の関与

は程度の差こそあれ必ず展開されている。その中で、経済成長を実現するため政府が市場経済の細

部に関与すると同時に、財政政策による公的投資を積極的に展開し成長への好循環を生み出すこと

を意図した仕組みが混合経済体制と呼ばれる。混合経済体制の場合、大きな政府を生み易くなる。

日本の戦後経済も、公共投資を拡大すれば民間設備投資を誘発、地域の所得水準と担税力が増大し

財政が拡大、拡大した財政を支出することで新たな社会資本や民間活動が生み出され経済社会全体

が豊かになるという循環構造、すなわち投資が新たな投資を生む構図で成長してきた。混合経済と

しての体質を強く持ちながら高度成長を実現してきたのである。 
混合経済体制も 1970 年代に入り、円の国際化、原油価格の高騰などが進むにつれて、政府の関
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与、公的投資から成長に導く流れは限定的なものとなり、公的投資が新たな投資を生み出す好循環

は過去のものとなった。従来型の政府の関与や公的投資が成長要因と結びつきが薄くなり、徐々に

所得再分配の性格を強め、経済効率を低下させ財政赤字を恒常的に拡大させる構図に変質した。以

上の変質は、公的債務拡大を通じて民間部門の税負担を増加させ、民間部門での投資機会を制約す

る要因となり、政府の関与や公的投資の見直しを迫る流れ、すなわち、公的部門の効率化や民間化

に代表される「民間部門の活用の流れを求める行革論」へと結びついている。 
この流れをさらに強めたのは、中曽根内閣（1982－1987 年）による「官から民へ」の言葉で代

表される民営化政策の強力な推進である。中曽根内閣は、従来の混合経済体制が行き詰まりを見せ

る中で、1979 年の第二次オイルショックにより物価上昇と経済低迷が同時に進行するスタグフレ

ーションの急激な深刻化を受け、小さな政府、公的部門の効率化を求める NPM（新公共管理）理

論を背景とした政策展開がより強まっている。 
NPM 理論は、市場経済に対して政府が直接かつ広範に介入する従来の混合経済体制の持続が公

共投資を通じた経済成長をもたらす体質から、所得再分配を中心に既得権者間の利害調整を主体と

する体質に変質したことなどにより発生する弊害を是正し、民間部門を中心とした経済社会体制を

構築することを目的とした。この理論は、1980 年代以降の先進国の行財政改革に大きな影響を与

えており、「市場を通じた資源配分の政府に対する優位性」と「行政部門の非効率の是正」を軸に、

「小さな政府」、「官から民へ」の政策を進展させている。NPM 理論は、「公共部門の現代化の流れ」

に取り組む理論とも表現されている。NPM 理論の流れは、1990 年代後半の橋本内閣（1996－1998
年）の行政改革に引き継がれ、地方自治体の行政改革でも重要な位置を占めるに至っている。この

流れの中で、公的部門に民間的経営思考を組み込み、より効率的かつ質の高い住民サービスを展開

する意図から第三セクターの多様な活用が行われている。第三セクター活用の利点として、第１に

株式会社形態を活用することでその利点を取り込み、第一セクターたる行政機関も含めた収支の改

善に取り組むことができること、第２にコストを最小化する努力をするなかで公益的事業を展開す

ることができること、第３に第一セクターの業務を自立した組織体で担うことで創意工夫が一層可

能となること、などが指摘されている。 
NPM 理論は、混合経済的な考え方に対するアンチテーゼとして登場した。NPM 理論は、福祉国

家的な国家管理思想の拡大が私的領域に本来委ねるべき事柄についても行政の介入を促し、その結

果として行政の肥大化と住民の行政依存の深刻化・自助精神の衰退を招いたとする。こうした課題

を克服するため、個人の自由と責任を重視し、市場原理の活用による競争を活発化させ民間の創意

工夫を促す政策を志向した。 
 

【第三セクター破綻】 
第三セクターを設立しても、それが組織の組み換えたる「行政整理」のレベルに留まる場合、公

共サービスの質的改善、効率化といった期待したとおりの第三セクターの成果を生み出すことは困

難となる。困難となるだけでなく、官民の機能と責任関係は不明確となり、最終的に行政、そして

住民の負担が拡大する危険性を持つことになる。 
国家プロジェクトの苫小牧東部開発の破綻からはじまり、近年でも北海道の札幌団地倉庫開発㈱

（特別清算）、東京都の㈱東京テレポートセンター、竹芝地域開発㈱、東京臨海副都心建設㈱が民
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事再生、大阪中小企業輸入振興㈱が民事再生から破産、北海道夕張市の夕張木炭製造㈱、㈱石炭の

歴史村観光が破産、群馬県みなかみ町の水上リゾート開発㈱、大峰高原開発㈱が民事再生、佐世保

市の西肥リゾート㈱が特別清算など形態は違うものの法的整理に至っている第三セクターが数多

く生じている。 
2009 年においても大阪府庁舎移転問題で注目を浴びた大阪ワールドトレードセンタービルディ

ング（通称 WTC）が 3 月 26 日、大阪地裁に会社更生を申し立て二度目の破綻となった。大阪市が

99.9%出資する第三セクターである。本第三セクターは、2003 年にも経営破綻し特別調停を申し立

て 2004 年に金融機関との合意が成立した経緯がある。それからわずか 5 年で二度目の破綻に至っ

ている。 
第三セクターは、行政サービスを自治体に代わって提供する行政代行的な組織と観光・物販・オ

フィスビル等民間領域と重なる業務を担う非行政代行的な組織に分かれる。問題が特に顕在化する

のは、株式会社形態の非行政代行的第三セクターである。問題の本質は、第１に官民中間体質によ

る脆弱なガバナンス構造、第２に行政が最終的に債務を肩代わりする損失補償契約等公的信用の安

易な供与・活用にある。この問題は、業務展開面だけでなく経営破綻に絡む処理にも根を下ろす。

本来は民間企業で担うべき受益と負担を、比較的明確な事業へ、政策性を理由に地方自治体等の行

政が関与するのは極力避けるべきである。行政の関与は、民間企業を含め組織、業務の無責任体質

を深刻化させ、政策性の理由から最終的に行政の過剰責任を生み出しやすいからである。 
法的整理に至る経緯を単に経済環境の変化と理由づけることはできない。経済環境変化がひとつ

の要因となっていることは否定できないものの、それ以上に環境変化に少しでも敏速かつ適切に対

応することが多くの場合できない第三セクターの組織体質そのものに限界が存在する。この限界を

克服することなく再生や整理を果たすことはできない。仮に再生したとしても、問題を先送りした

だけであり、大阪ワールドトレードセンタービルディングのような二度にわたる経営破綻を招き、

夕張市のように病状が末期化してからの破綻によって、地方自治体自体に深刻な状況を生み出すこ

とになる。なぜ、第三セクターが行政整理のレベルに留まり、新たな組織文化を形成することに結

び付きづらいのか。その大きな要因として、NPM 的手法への障壁が官民双方に存在するからであ

る。 
NPM 的手法を実践しても、第三セクターの経営に限界が生じる場合が少なくない。公共サービ

スの質的改善、コスト削減、組織の効率性を目指して取り組んだ NPM 理論の実践が、逆に公共サ

ービスの質の悪化、コストの増大や非効率性を助長させるいわゆる「逆機能」に陥る実態である。

NPM 手法の逆機能によって第三セクターの失敗が発生する第１の要因として、NPM 手法実践のた

めの環境整備が官民ともに不十分な点が挙げられる。この場合の環境整備とは、第三セクターの設

立や運営プロセスの構築と連動した官民共通する NPM 理論の認識共有と実践体系の形成を意味す

る。NPM 理論の実践により第三セクターで成果を上げるためには、予算の編成や執行など従来の

行政組織における意思決定、行動原理等ソフト面を見直す必要がある。また、民間企業や市民も最

終的な責任を行政に転嫁する依存体質を改め、公共サービスについて自らの担い、責任を負う範囲

を明確にして最後まで遂行する意識と行動が必要になる。それが構築できない場合、官民共同によ

る第三セクター方式の選択は不適切な結論をもたらす。第三セクターへの NPM 理論の活用はあく

までも手段であり、目的ではない。第三セクター自体の設立・維持が政策的な目的となり、第三セ
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クター活動を通じて実現すべき明確な因果関係を通した目的が不明確となっている場合が少なく

ない。NPM 理論を実践する際には、その前段階として、地域における「達成すべき価値」が具体

的に明確化される必要がある。加えて、その価値を達成する因果関係に基づく具体的道筋が第三セ

クター活動との間で共有されることが前提となる。 
逆機能が発生する第２の要因は、NPM 理論自体が持つ特性が、十分に実践に置いて理解されて

いないことである。NPM 理論を第三セクターの運営に適切に反映させるには、NPM 理論が背景と

している思想と思考の性格を共有する必要がある。背景となっている思想は、「市場主義」である。

市場主義を活用した資源配分の実現とそれによる公共サービスの質の向上と効率性の追及を基本

とする。具体的には、既存の行政活動と領域を見直し、民間的経営手法の導入を軸に官から民への

移行を進めることが大きな柱となる。行政の領域や機能の再検証、それに伴う官と民の役割と責任

の明確化は、第三セクター経営における戦略の方向性を明示することであり、これをなくして市民

や市場からの評価を反映したガバナンス機能を発揮させることはできない。加えて、役割と責任の

明確化は契約等外部者から検証可能な姿で提示される必要がある。 
また、NPM 的手法は成功・失敗の個別事例の分析を積み上げて、その中から少しずつどこの行

政組織でも活用できる共通項を見つけ出していく帰納法による接近である。この接近法は、個別の

特殊事情を徐々に普遍的原理として昇華できるという利点がある半面、普遍的原理の前提となる個

別事情に偏りがあり、どこまでも推測の域を脱することができない。このため、第三セクターをは

じめとして特定の行政組織で成功した取り組みが、そのまま他の組織でも同じ成果を生み出すとい

うことにはならない。この点を理解せずに、他の地方自治体の成功事例を模倣する姿勢で取り組む

と、NPM の実践性がむしろ奪われる結果となる。したがって、NPM 理論の実践形態としての他の

成功事例を模倣する前に、模倣する前提として組織の行動様式等の共通軸がどの程度存在するかな

どの検証が必要となる。その検証に基づき共有できない点を認識し、NPM 手法の実践に対して修

正を加えることが必要である。また、方法論であり実践からの積み上げ型である NPM 手法の場合、

現場での実践とその結果が行政組織の意思決定や行動システム、さらには公共サービス提供におい

て、如何なる位置づけを持つかが把握しづらく、枝葉末節の取り組みに終始してしまう危険性があ

る点にも留意すべきである。 
 

次回は、第三セクターの形態を選択する必然性が低下しつつある理由としてのパワーシフト等の発

生、PPP 原則との関係、そして第三セクターガバナンスの基本等について紹介する。 


