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顧客主義が招く公共性の危機 

株式会社富士通総研 公共事業部 蛯子 准吏 

 

国民・住民を顧客とする概念は、民間企業における顧客満足度という概念の定着とともに行政

分野においても意識せざるを得ない状況にある。高級ホテルをはじめとした民間企業の個に応じ

た手厚いサービスに対し、「お役所仕事」という言葉で表現される地方自治体の窓口等における

融通がきかない画一化された行政サービスは、劣位のものとして位置付けられてきた。その劣位

の理由を行政機関の閉塞性に求め、情報公開の促進を求め各種情報を提供するよう義務付ける動

きや、競争原理が働かないことをその理由に求め、民間活用を促す動きが進められてきた。これ

らにより、窓口における手続き処理の迅速化や運営コストの削減といった成果は確実にあがって

おり、民間セクターをベンチマークとして行政セクターの改善を図る取組は、一定の成果をあげ

ていると評価される。 

政策・施策の立案に際して、顧客たる国民・住民の声を重視する動きは、国、地方自治体を問

わず共通的なものとなっている。国民・住民の満足度の極大化に向け、広く国民の意見を収集し、

その実現に向け政治・行政ともに最善を尽くすべきであるとの主張である。ただし、このような

顧客第一主義的な思考は、中央集権的な思考に根ざしたポピュリズムに陥る危険性を孕んでいる。 

一部に限定されるが、政策・施策の立案に向けた基礎調査として、アンケート等により住民か

らの声を広く収集し数理統計等の手段を用い様々な分析を進める動きがある。多数決的な単純集

計による集計に加え、マーケティング的な発想から多変量解析等の手法を用い、隠れたニーズを

引き出す取組である。統計は、社会の発展の支える知的基盤として重要な役割を果たしており、

その道具としての有用性に疑問の余地はない。統計分析の結果そのものが問題となるのではなく、

その結果を公共における意思決定にどのように活用するのか、その位置づけと役割を定義するこ

とが重要なのであろう。 

民間セクターでは、収益の極大化の実現に向け、有望な分野（顧客）の選定や実現手段の選定

に統計的手法を用いてきた。有望分野に優先的に経営資源を投入する資源配分論に根ざした概念

である。その意思決定者は経営者であり、評価のモノサシ（基準）は、原則として収益等に単一

化される。基準を単一化することで、比較分析を可能とし資源配分の判断の客観性を担保してい

る。この概念を公共分野にそのまま持ち込んだ場合、誰が何を対象に意思決定をするのかが問題

となる。特定の者が意思決定を行うために使うのであれば、中央集権的思考に根ざす専制的もの

となり、不特定多数の者が活用するのであれば、各々の主張の正当性を示す道具として使われ、

結果として全ての主張を包含する増分主義的判断を下すこととなる。 

公共性の概念は、「価値観の違う他者との協力関係を形成し維持すること」であり、各主体が

多様な価値のモノサシを持つことを前提としている。評価の対象が具現性を増すほどに、各主体

の価値観は多様性を増し、価値基準の単一化は困難となる。公共空間における対話とは抽象的に

表現すれば、ある理想の実現に向け、各主体の活動を通じ関連する情報を収集し、その情報を基

に理想の実現に資する新たな情報の生成、すなわち合意形成を行うことである。新たな情報の生

成には、アイディアを創発する多様な気付きを与える基礎情報が必要である。当初より判断を限

定化する基礎情報は、新たな政策・施策の創造の可能性を限定化するのと同義となる。統計の活

用にあたっては、新たな視点を提示する道具としての活用を図ることが、公共哲学と対話を通じ

て合意形成を行う民主主義の価値に適合するものであろう。 

 

羅羅羅羅羅羅羅羅針針針針針針針針盤盤盤盤盤盤盤盤        
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グローバル時代の社会資本整備と PPP の進化 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

１．はじめに 

グローバル化が急速に進む 21 世紀において PPP、いわゆるパートナーシップが求められる理

由は、財政危機の深刻化、デフレ経済の構造的深化だけにあるのではなく、その本質的理由は国

内外を問わない「パワーシフト」の発生にある。パワーシフトとは、日本の経済社会を巡る内外

を通じた様々な影響力、行動力の相互関係（いわゆる「パワー」）が大きく変化（シフト）する

ことを意味する。現実社会でパワーシフトが生じているにもかかわらず、行政や民間企業、そし

て政治がその変化を十分に認識せず、自らの形成してきた既得権としてのパワーを従来どおりの

形で堅持することに終始したとすれば、日本の経済社会の活力は大きく失われることになる。 

その中での具体的な課題のひとつが社会資本整備を巡るパワーシフトである。これまでの日本の社

会資本整備は、財政資金に依存し官と民の閉鎖的な関係の中で供給サイドの視点から主に形成・展開

されてきた。このため、世界に通じるトップレベルの技術力は有する一方で、グローバル社会から求

められるコスト面、ニーズ面での多様化に対応する機能・姿勢に乏しく、財政資金に依存しない民間

資金中心の社会資本整備に対応する柔軟性にも乏しい実態に陥ってきた。このことは、世界の成長の

核が中国、ベトナム、インド等新興国に移行する中で、デフレ圧力が高まりより多面的な付加価値の

向上が不可欠な下で、社会資本整備を通じた日本経済のトータルな競争力を制約する要因ともなって

いる。 

新興国の社会資本整備の質・量両面での充実が世界経済の持続的成長を左右するだけでなく、

財政制約、資源制約が強まる 21 世紀の日本経済社会において、これまで財政、官依存が強かっ

た社会資本整備関係の業界の新たな活路ともなっている。以上の問題意識の下で、日本の PPP

を通じた社会資本整備の進化について以下で考えることにしたい。 

 

２．パワーシフト時代に求められる要件 

中国、ベトナム、インド等新興国の新たな成長核の誕生を含めたグローバル化の進展、そして

国内の少子高齢化の中で、右肩上がり成長を支えてきたパワーの相互関係が大きく変化している。

こうした変化への対応として求められる第１の点は、グローバル化戦略と地域化戦略の融合を図

ることである。グローバル化に対応しつつも翻弄されない国、地域づくりが不可欠であり、そこ

では地域資源を個性的に創造し高付加価値化を目指す中でグローバルに活用する視点が重要と

なる。 

第２は行政活動の相対性の確保である。行政活動の相対性とは、行政活動のパフォーマンスは

絶対的ではなく、常に違った視点を有する民間企業等の多彩な発想、活動との比較を通じて評

価・検証することを意味する。それによって、グローバル化に伴う環境変化のスピードと調和の

とれた新たなモデル形成が可能となる。 

第３はガバメント・ガバナンスの確立である。ガバメント・ガバナンスとは、民間企業を株主、

取引先、消費者、地域住民などが監視する企業統治同様、議会、市場、地域住民などが多面的に

政政政政政政政政策策策策策策策策論論論論論論論論説説説説説説説説        
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行政を監視・評価できるシステムを構築し、情報を共有することで民間の行政依存や財政錯覚を

も見直す仕組みのことである。 

以上を通じて、日本国内だけでなく新興国を含めた新たな領域で社会資本整備を展開する官民

関係、PPP の基礎が形成される。国内で社会資本整備を展開する際には、これまで財政資金に基

本的に依存し国内の政治パワーでどこにどれだけの規模・内容でいつ形成するか等資源配分を行

うことが可能であった。しかし、海外で展開する場合、当然、政治の仕組みも異なり、そこでの

パワーも日本の構造と異なるほか、多くの資金を要する社会資本整備では市場からの資金調達が

不可欠となる場合も少なくない。新たな政治と市場の関係に対応する必要があることを意味する。 

政治とは、一言で言えば「社会的価値の権威的配分」を意味する。社会的価値とは、貨幣的価

値だけでなく自然環境、資源、水、食糧、さらには労働時間をはじめとした生活の時間配分に至

るまで様々な価値を対象とする。法令、条例、制度などいずれもが何らかの社会的価値の配分に

関係し影響を与える。政治はそうした社会的価値の配分について検討し、ルール化し決定する役

割を果たす。一方、市場は財やサービスの需要と供給により決定する貨幣価値たる価格で社会的

価値を配分することを基本とする。したがって、その対象は貨幣価値あるいは貨幣価値に置き換

えられるものを中心とし、市場を通じた配分の原動力は需要供給の関係と価格となる。こうした

「海外の政治と市場の新たな関係」を踏まえデフレ圧力に対応しつつ、多様な社会資本整備のグ

ローバル化を進める必要がある。 

 

３．PPP の基本的考え方 

PPP の基本的な考え方には、第１に公共サービスの提供は行政に独占されるべきではなく、民

間企業も公共サービスを提供する主体として認識すること、すなわち、公共サービスの在り方を

考える際の多様化の重要性が存在する。第２に公共サービスの単純な民営化、すなわち民間資本

１００％に移行することを絶対的要件とせず、連携を基本とする民間化に重点がある。行政か民

間かの両極端の二極思考ではなく、その中間に位置する多様な選択肢を重視していく考え方であ

る。第３は、行政の役割として公共サービスの質的改善に対するモニタリング機能を本質的に位

置づけることである。モニタリング機能を本質として位置づけるには、パートナーシップ展開に

おいて、何を目標、リスクを如何に分担するか曖昧な公共性の言葉に依存せず明確にすることが

大前提となる。 

その上で、市場からの資金調達も視野に入れた社会資本整備の PPP においては、第１は、「投

入資源の限定化」・「行政可能性の限定化」を認識した上で取り組むことである。従来のパートナ

ーシップは、財政や人材等投入資源の拡大とそれによる行政可能性の無限化、すなわち行政領域

がどんどん拡大できるという前提の中で成立してきた。しかし、２１世紀に求められるパートナ

ーシップでは、財源や人的資源の制約が強まる中で行政可能性の限定化の必要性が明確となり既

存の公共サービス領域を如何に民間と共に担うことができる領域に移行するかが重要な課題と

なる。また、そのことは同時に将来リスクについても十分に認識し、従来のように将来リスクを

将来の財政負担に先送りすることなく、社会資本整備の持続性と同時に常にリスクを最小限にコ

ントロールする仕組みを組み込んで行く必要がある。社会資本整備は、次世代の経済社会も睨ん

だ長期的投資としての側面を持っており、次世代に向けた持続的発展を実現するものである。持

続的発展とは、次世代の必要とする選択肢を制限することなく、現世代の選択肢を満たすことで
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あり、将来世代の選択肢を制約するような負担、リスクの先送りは社会資本整備においても許さ

れない。 

第２は、民間企業は公共サービスの供給者でもあるという認識を積極的に持つことにある。投

入資源や行政可能性の限定化を踏まえ、民間企業は公共サービスの需要者であると同時に公共サ

ービスを担う供給者であることを積極的に認識した上でパートナーシップを形成することであ

る。 

第３は、責任と役割の明確化を実現することである。PPP では、行政と民間企業の双方が責任

と役割を明確にし、民間企業も公共サービスを担う上での責任と評価を受ける認識が求められる。

パートナーシップの展開は、公共サービスの提供を対象とする。このため、民営化して私的なサ

ービスに移行するのと異なり、公共サービスとしての責務を十分に民間企業も認識し役割を果た

す必要がある。たとえば、ＰＰＰでは、民間企業が公共サービスを担う場合でも、公平性、透明

性等、公共サービスとして持つ本来の性格を維持・拡充し提供する責務を負うことになる。そし

て、パートナーシップで負担する責任は、自らの役割を自ら果たす自己責任だけでなく、他者と

の連携の充実を果たす応答責任も含まれる。そうした機能と責任の明確化が将来リスクを最小化

しモリタリングの充実にも資する。社会資本整備の PPP 活用においては、以上の点を十分に踏

まえる必要がある。 

  

１．PPP のグローバル戦略 

［１］財政依存・官依存からの脱却 

PPP 実践は、地域とグローバル化を融合させた戦略展開にとっても重要となる。世界経済の成

長の核が欧米の先進国から中国、インド等の新興国、資源国に移行する中で、日本を含めた先進

国の社会資本整備事業に関する輸出競争が激化している。社会資本整備事業の輸出は、新幹線や

原子力発電所等の巨大インフラだけでなく地域づくりの中小インフラにも拡大する。その意味で

は、地域の官民連携による事業展開ノウハウを生かしていく活路のひとつとして位置づけられる。

たとえば、21 世紀に中国に次いで成長核となるインドでは、急増する内需に対して製品やサー

ビス提供に関連した物流等のインフラが十分整備されていないことが国内インフレを強める根

本的な問題を生じさせている。新興国、資源国のインフラ整備を進めることは、日本や当該国だ

けでなくアジアそして世界の安定的・持続的成長のためにも不可欠な課題となっている。 

スピードが求められるインフラ整備では、従来の行財政に依存した手法だけでは不十分であり、

行財政を補完する PPP による民間主導型の整備が不可欠となる。オーストラリア等のアジア太

平洋諸国では PPP によるインフラ整備が進んでおり、そこに展開する先進国企業側にも PPP 展

開のノウハウが強く求められる。日本では PPP の歴史が浅くまた制度充実も十分に進んでいな

い。PFI 法等が 2000 年代に入り整備され本格活用に入ったものの、そこでも財政依存型の体質

から脱却しておらず、とくに市場リスクをいかに配分するかの PPP モデルの構築はまだ初期段

階にある。この意味からより積極的にアジア諸国の PPP の展開を修得し対応して行くこともグ

ローバルな視点から重要となる。その中では、インフラの整備に関して設計・建設・資金調達・

運営（いわゆる DBFO（Design Build Finance Operate））に関して民間事業者が 25-30 年間責

任を負担するモデルが一般的であり、日本のモデルに比べるとアジア等の国々ではより長期に民

間の責任範囲が高度化している。また、PPP 市場のグローバルな競争激化に対して韓国では高速
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鉄道等の経済基盤整備に PFI（韓国では「PPI（Private Participation in Infrastructure）」）を

中心とする PPP の仕組みを積極的に展開、充実に国家単位で取り組んでいる。韓国 PPI 法は民

間投資事業に関して関係法令に優先して適用し、事前協議は必要なものの主務官庁が当該民間投

資事業の実施計画を告示した場合には、原則として関係法令で規定する許認可については受けた

ものとみなす規定があるなど法体系においても優位的な位置づけを形成し PPI 事業の充実を図

り、国際競争力を確保する戦略を展開している。日本でも国内インフラ整備はもちろんのことグ

ローバル展開を視野に入れた PPP の戦略的展開が必要となっている。 

 

［２］投資ファンド活用等市場からの資金調達 

こうした中で東日本大震災復興事業も含め社会資本整備を進めるにあたり、PPP の資金調達面

を工夫した投資ファンド活用が提起された。社会資本整備への投資ファンド活用とは、民間市場

から集めた資金で社会資本ストックを形成し、形成した資本ストックをリース方式等で活用する。

この活用を通じて回収した資金を投資家に還元する仕組みである。東日本大震災の復興に関して

も被災した公共施設の復興案のひとつとして仙台空港再建に向けた投資ファンド活用が提案さ

れ検討が進んでいる。すでに述べたように、日本の社会資本整備では、PFI 等の官民連携モデル

はあるものの太宗は建設国債、地方債等によって調達した財政資金をベースに公的部門が中心と

なって直接事業展開してきた。しかし、公的部門を中心とする仕組みだけでは、少子高齢化・グ

ローバル化時代を迎え社会資本整備・更新に向けた資源確保が困難となり、限られた資源の有効

活用と同時に資源の多様化が必要となっている。とくに、東日本大震災の敏速な復興の実現には

官民を超えた資源の活用が不可欠であり、社会的有益性を持つ事業に対して民間の効率性・創造

性を組み込む面からも、投資ファンドの検討が行われている。 

社会資本整備を投資ファンドで行う利点としては、①優遇税制等と組み合わせることで少ない

財政コストで社会資本整備用の資金を調達することができること、②公的部門だけで展開してき

たことによる非効率の問題を改善すると同時に、民間の創造性を生かすことで派生的需要を喚起

できること、③グローバル社会に通用する社会資本整備とそのためのノウハウを形成・蓄積でき

ること、などが挙げられる。 

もちろん、投資ファンドの活用に関しては問題点もある。投資ファンドの基本は収益率である。

社会資本投資に関する収益率は相対的に低く、また投資が長期間にわたることからリスクも大き

い。このため、資本市場での生き残りが劣位であり、資金確保が困難あるいは不安定となりやす

い。加えて、都市部等では一定の収益率確保を見込める事業形成が可能なものの、過疎地、非都

市部では収益率が確保できずファンドとしての魅力に欠けるなどの課題もある。もちろん、すべ

ての社会資本整備に投資ファンドを活用するのではなく、対象事業の財政資金とのすみ分けは必

要となる。 

 

［３］社会資本整備を巡る法体系の改革 

国内においても、こうした開かれた PPP を展開し民間活用、市場との関わり方に関するノウハ

ウを蓄積し、海外へと展開する体力を形成することが重要となる。その取り組みを通じて、社会

資本整備に関する様々な法令による制約等について体系的に見直す必要がある。 

日本でも 10 年目を迎えた PFI 法等官民連携に関する法体系の具体的実践例を踏まえ積極的見

直しが求められているほか、国内の制度見直しにおいてグローバル化に戦略的に対応するため道
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路等社会資本投資に対して大陸法系であるフランスを中心として発展したコンセション、アフェ

ルマージュ等上下分離、所有・経営の分離の展開・充実も重要な選択肢となる。コンセションは、

社会資本の新規・追加・更新に関する投資も経営の中に含めて展開する形態であり、民間企業の

投資で形成された社会資本部分についても最終的に国や地方自治体に無償譲渡等が行われ社会

資本としての一体性が確保される。また、アフェルマージュでは資本投資の一部について国や地

方自治体が担う形態であり社会資本の規模、性格等により使い分けることになる。すでに多くの

事業で実践してきた英米法系のイギリスで発展した PFI 制度の見直しと共に、新たな方式の導入

では、その安定的かつ着実な実施を確保するため公務員制度も含めた行政、財政そして財産等細

かな法改正を体系的に実施する必要がある。そのことは、国内の社会資本整備だけでなく日本の

社会システムや社会資本整備の技術を先行してコンセション等の方式を導入しているアジアへ

展開するための基礎ともなる。 
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2012 年度予算編成とエネルギー計画 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

政策の予見可能性の低下が、行政だけでなく経済活動にも大きなマイナス要因を投げかけてい

る。菅政権での政策の混沌状況は、政策によるプラス・マイナスの影響に関する予見可能性を著

しく低下させ、民間企業の国内における投資活動のリスクを増大させる結果を生みだしてきた。

この実態を急ぎ是正しなければ、日本経済の構造的劣化が避けられない。2011 年度経済財政白

書では、震災後の日本経済の展望を震災前の状態に戻すことではなく、新たな発展経路を見出し

持続的成長に向けた処方箋を示すこととしている。具体的には、経済社会のイノベーションの重

要性とそれを生み出す人的資本の重要性を指摘している。イノベーションも政策の安定性、方向

性の明確化があって初めて実現するものである。 

新内閣で政策の混沌状態を克服できるかその判断の試金石のひとつとなるのが 2012 年度予算

編成である。たとえば、民主党政権はエネルギー基本計画の見直しを掲げている。エネルギー基

本計画は、エネルギー政策基本法に基づき政府が作成するエネルギー政策の基本的方向性を示す

計画であり、①安定供給の確保、②環境への適合、③市場原理の活用を基本方針として策定され

ている。東日本大震災、原発問題を受けて、このエネルギー基本計画の再度の全面的見直しが課

題となっているのである。今回のエネルギー基本計画の全面見直しは、日本の総合エネルギー政

策の体系を抜本的に見直すことを含む議論であり 1974 年に定められた電源三法の見直し、そし

てそれを財政面で支えてきたエネルギー対策特別会計等の見直しも必要となる。 

そのことは、地方行政の有り方にも当然影響を与える。電源三法とは、電源開発促進税制、特

別会計に関する法律、発電用施設周辺地域整備法を意味する。電源三法は、電源開発を行う地域

に交付金を交付し発電所の建設等を促進することを目的としている。発電所立地には様々なデメ

リットが伴う。とくに、原発の場合、今回の被災で明確となったように放射能汚染の危険性が高

く、それへの地域の反対等に対処するための予算措置の側面を有し、原発立地に対する補助金と

それに伴う利益誘導の正統化を根拠づけてきた側面を有している。エネルギー基本計画の抜本的

見直しにおいて原発の位置づけを如何にするかにより、既存の火力・水力に限らず、太陽光をは

じめとする持続的エネルギーへの資源配分を如何に政策的に行うかそこでは財源配分政策にも

連動するものとなり、それは地方自治体の財政にも原発立地自治体は当然のこと、それ以外の地

方自治体にも密接に関連する課題となる。 

エネルギー対策特別会計は、エネルギー需給勘定と電源開発促進勘定から構成されている。前

者、エネルギー需給勘定は 2011 年度で約 2 兆円規模であり、国債整理基金特別会計繰入額約 1.4

兆円を除く0.8兆円分はエネルギー需給構造高度化対策費0.25兆円のほか独立行政法人運営費を

通じて支出等が行われている。後者の電源開発促進勘定は同約 0.3 兆円であり独立行政法人日本

原子力研究機構運営費等となっている。電源三法のうち発電用施設周辺地域整備法に基づく電源

立地地域対策交付金は、地域活性化事業等を含み極めて広範な事業を対象としている。地域活性

化事業では、地域産業支援、地域資源利用向上、福祉サービス提供、生活利便性向上、人材育成、

公共用施設整備事業では、道路、港湾、公園、通信、スポーツ施設、教育文化、医療、社会福祉、

消防、交通安全、産業振興施設等満遍なくカバーしており、交付対象の地方自治体財政に大きく

寄与してきた実態にある。こうした交付政策をエネルギー基本計画の見直しを通じてどう見直す

のか、9 月にも始動する新内閣の 2012 年度概算要求以降の議論を注視する必要がある。 

政政政政政政政政策策策策策策策策シシシシシシシシググググググググナナナナナナナナルルルルルルルル        
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核心的利益 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

オバマ大統領がチベット仏教最高指導者ダライ・ラマと今年 7 月に会談を行ったことに対し、

中国は直ちに米国に対し抗議し、オバマ大統領の行為を「重大な内政干渉であり、中国の核心的

利益と両国関係を損ねた」と批判した。ここで言う「核心的利益」とは何を意味するのか。 

核心的利益の概念は、中国の指導者や政府幹部が様々な場面において 2009 年頃から使い始め

ている。当初は、中国が主張する「領土の完全性」を意味するものであった。具体的には、台湾、

チベット、新疆をめぐる中華人民共和国の主権が確保され、国際的に承認されることである。そ

して、この核心的利益を守るために、武力行使を含めたあらゆる手段を用いる権利があり、その

用意もあることを含意するものとなっている。中国は、核心的利益という言葉を米国とオースト

ラリアとの首脳会談後の共同声明に入れることに成功し、自らが大国として国際社会との関わり

を規定する重要な原則として確立させる戦略をとっている。その後、中国は 2010 年の夏から、

南シナ海、そして東シナ海にある尖閣諸島にも「核心的利益」を宣言し、2010 年 11 月には、中

国の一部のマスコミが自主的に北朝鮮も「核心的利益」であると主張するに至っている。 

核心的利益とは主権をめぐる主張であり、領土に対して断固たる姿勢を示し妥協は絶対的にな

いことを示すものであり、国際社会でも注目を集めるようになっている。しかし、現段階では中

国内部に核心的利益に対する議論が存在する。ナショナリズムを強く意識した中国報道機関の一

部は「核心的利益」の適用範囲を自主的に広げているのに対して、中国の国際政治学者朱鋒北京

大学教授は、あらゆる手段の行使を意味する「核心的利益」という概念を現段階で広く適用しす

ぎると、逆にその概念の弱体化に繋がり、その利益の確保に支障をきたすことになることを指摘

している。さらに中国の軍事力を含む総合的な国力がまだ不十分の現状において、「核心的利益」

を明確に定義するのは得策ではない、という主張も展開されている。 

そうした議論の中で今年は中国にとって、チベット解放６０周年となる。それに合わせて中国

国務院新聞辧公室（行政府広報部）は７月１１日に「チベット平和解放６０年」白書を発表して

いる。その白書の前文と第一節の一部を抜粋し、中国政府のチベットに対する考えを紹介してい

る。第 1 に「チベット解放は、（中略）近代以降、中華民族が帝国主義による侵略に反対し、国

家統一および主権を守る偉大なる闘争の大事である。（中略）それもまたチベットが暗黒から光

明へ、衰退から進歩への起点となった」とされた。中国は、「統一した多民族国家であり、チベ

ット人民は中華民族という大家族の重要メンバーである。中国の領土と歴史は中華民族が共に創

造し、チベット族（原文は藏族）は中国境内にある悠久な歴史を有する民族の一つである」。そ

の「『チベット独立』をめぐる問題は、近代帝国主義である侵略勢力が中国を山分けする陰謀の

一部」である。つまり、チベットという土地もそこに住む人々も、本来中国と中華民族の一部で

あり、その「独立問題」が存在しているのは、外的勢力の離間によるものである。このような考

え方が、チベットを「核心的利益」の根底をなしている。 

現在の中華人民共和国の枠組みは、外モンゴルを除き、帝国であった清王朝のそれをほぼ継承

している。国家形態としての帝国は、近代の国民国家とは異なり、中心にある統治集団が多数の

小国あるいはエスニック集団に及ぶ広大な領域を緩やかな形で支配していた。その帝国という枠

組みに、近代の国民国家という中身を当てはめる時、中華民族をめぐる思想と概念は、極めて重

要な凝結剤となる。「中華民族」の重要構成員であるチベットが中国にとっての核心的利益でな

ければならない理由である。 

 

アアアアアアアアジジジジジジジジアアアアアアアアリリリリリリリリンンンンンンンンクククククククク        



 

 

政策研究 2011 No.4                       9 

 

 

総総合合計計画画策策定定ににおおけけるる住住民民ニニーーズズ把把握握のの仕仕組組みみ 

株式会社富士通総研 公共事業部  菅野 開 

 

１．はじめに 

地方行政において、住民の政策ニーズを直接把握し、政策形成の材料として活用するための仕

組みが議論されて久しい。著名な事例としては 2000 年に行政評価の仕組みと一体で導入された

青森県の政策マーケティングがあるが、住民参加の手法は 1960 年代から議論がなされており、

今日では住民説明会、各種関連団体ヒアリング、ワークショップ、シンポジウム、審議会といっ

た直接参加型の手法から、住民アンケート調査、パブリック・コメントといった間接聴取型の手

法までさまざまな手法が誕生している。本来的には、地方議会が住民自治の根幹的機能としてそ

の役割を果たすべきであるが、多岐に渡る政策テーマに対して住民ニーズを的確に議会の場で反

映させることは困難なことから、それを補完する機能として、これらの住民参加手法は発展して

きた。 

 

地方自治体の最上位の行政計画である総合計画においても、さまざまな住民参加手法が活用さ

れており、近年は住民ニーズ・意見の反映を前面に出した計画が増加している。これらの住民参

加手法は、パブリック・コメント等一部の仕組みを除いて、法整備による普及ではなく地域毎に

発展を遂げてきており、同じ手法でも自治体間で活用方法が大きく異なっている。 

 

これら地方行政における住民参加手法を、民間分野において発展しているマーケティング手法

と比較すると、現在実施されている住民参加手法は各々の手法の特性を最大限活用するまでには

至っていない事例が散見される。未成熟な手法による住民からの意見聴取は、情報を提供したに

もかかわらず自分たちが望む公共財・サービスが提供されなかったとして、住民の行政に対する

低い評価という形で表れる可能性がある。そこで、弊社によるコンサルティングの事例を素材と

して、総合計画策定におけるより良い住民参加手法について考察を行う。 

 

２．既存の住民参加手法の整理 

前述のとおり、総合計画策定において住民の政策ニーズを把握するための試みは、さまざまな

手法で実施されている。これらの手法は大きくは直接参加型と間接聴取型に分類できる。また、

総合計画策定時において活用する段階・タイミングも異なる（図表１）。 

 

下表の手法の中で、より実質的な意見聴取の手段として活用されている住民参加手法が、住民

アンケートとワークショップである。次項以降に各々の手法の活用実態とその課題を概観し、弊

社における事例を紹介する。 

 

事事事事事事事事例例例例例例例例研研研研研研研研究究究究究究究究        
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図表図表図表図表１１１１：：：：総合計画策定総合計画策定総合計画策定総合計画策定におけるにおけるにおけるにおける主主主主なななな住民参加手法住民参加手法住民参加手法住民参加手法    

策定策定策定策定におけるにおけるにおけるにおける段階段階段階段階    基礎調査基礎調査基礎調査基礎調査    素案策定素案策定素案策定素案策定    成案化成案化成案化成案化    

直接参加型直接参加型直接参加型直接参加型    � 各種団体ヒアリング � 審議会／協議会 

� ワークショップ 

� フォーラム／シンポ

ジウム 

� タウンミーティング 

― 

間接聴取型間接聴取型間接聴取型間接聴取型    � 住民アンケート ― � パブリック・コメント 

（筆者作成） 

 

３．住民アンケートの活用実態と事例紹介 

住民アンケートは、ほぼ全ての地方自治体において総合計画の基礎調査段階で実施されている。

アンケートの質問項目は各自治体で当然異なるが、①現行基本計画の政策・施策体系に基づく全

行政分野についての満足度、②将来的な行政サービスの需要、③今後の定住意向、④属性項目 を

基本項目とし、それらに加えて時代に応じた行政にとって関心が高い質問項目を加える構成が多

い。特に全行政分野の満足度は総合計画の進捗を把握する目標指標として、或いは行政評価の成

果指標として活用されている事例が多く、政策・施策の効果が定量的に把握しにくく成果を示す

ための指標設定が困難な中において、直接的な効果把握の手段として活用されている。 

 

ただ、地方自治体にて実施されている住民アンケートは、民間マーケティングにおけるアンケ

ートと比較すると必ずしも最適な活用がなされているとは言えない。マーケティングの本質的な

最終目的は、競争市場における商品・サービスの企画から販売までの全プロセスを通じた優位性

の確立である。アンケートは、このような優位性を確立するための差別化要因（有限である経営

資源を最適に配分するための判断基準）を発掘する有効な手段となるものである。 

 

このような民間マーケティングにおけるアンケートの活用目的に鑑みると、住民アンケートに

おいても、「資源配分のメリハリ」をつけるための情報を取得するために実施されるべきである

と考えられる。しかしながら、実際の住民アンケートは総花的な内容になりがちであり、公共サ

ービスに対する事後的な採点や広報活動の一環と言えるようなものが多い。このような理由から、

現在の住民アンケートは、市民が求めているサービスは何かを抽出し、市民の満足度を高めるた

めには次にどのような施策を行うべきか、その判断材料とするという観点がやや不足していると

考えられる。 

 

また、抽出された情報をより有意義なものにするためには、アンケートの構成よりもその結果

を如何に分析するかが重要である。例えば良くある事例として、特定の行政分野における需要を

複数回答方式で聞く質問があるが、この方式での回答を単純集計すると可もなく不可もない普遍

的な項目が上位となる場合が多い。経営資源の制約を考慮しないのであれば、住民にとって全て

の行政サービスの水準を高くすることが望ましい。しかし経営資源の制約を考えると、それら行

政サービス間には個々の住民にとっての重要度を表す順位と重み付けが存在するはずであるが、

複数選択方式とするとその住民にとっての優先順位付けの下位に必ず普遍的な項目が出てくる。
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それにより、全住民の回答を単純集計すると個々人にとっての本来的な差別化要因が埋もれてし

まい、全ての住民にとって当たり障りのない項目があたかも重要な施策のように浮き出てくる結

果となってしまう。 

 

このような事態を回避することを標榜し、分析を重視した弊社のＡ区の事例を紹介したい。Ａ

区は東京都の特別区であり、近年の都心回帰の潮流により急激に人口が増加しているが、人口構

成の変化に伴う住民ニーズの把握に課題を感じていた。弊社が提案した住民アンケートは指標の

継続性の観点から既存の質問項目を概ね引き継ぐ構成であったが、全行政分野について満足度と

重要度を聞くというありきたりな質問項目から、分析によって経営資源の配分の効率化に資する

情報を生産した点に特徴がある。当事例においてはいくつかの民間マーケティング手法を活用し

た分析を実施したが、中でも特徴的な２つの分析を以下に紹介する。 

 

第一に実施した分析は、満足度と重要度の

４象限マトリックス分析である。当分析は

各々の行政分野に対する満足度と重要度

を２軸の座標上に配置し、２軸で区切られ

た４象限の何処に配置されるかによって、

住民の視点から当該行政分野に対する資

源配分の方針（拡大、維持、見直し、縮小）

を提示する分析である（図表２）。この分

析は民間分野のマーケティング手法であ

るＣＳポートフォリオ分析が原型となっ

ており、現在では多くの地方自治体の住民

アンケートで実施されている分析である

が、それまで単純集計・クロス集計で留ま

っていた地方自治体におけるアンケート分析において、経営資源の配分という「経営」の概念を

導入した点で望ましい分析手法であるといえる。 

 

第二に実施した分析は、各々の施策が総合的な住民満足度にどの程度影響を与えているかを定

量化するパス解析という分析である。総合的に満足度に対する各施策の影響度合いは、前述の複

数回答方式の重要度とは異なり施策間の重み付けまで表現されており、住民が当該自治体にて住

み続けるための真の差別化要因を明らかにするものである。特にパス解析では、一般的に実施さ

れがちな相関分析（＝総合的な満足度と各施策の満足度の相関係数を、その施策の重みと解釈す

る）とは異なり類似した施策間の相関を排除できる点で優れているといえる。 

 

Ａ区では上記分析以外にもライフステージ分析や因子分析などを駆使し、多角的な視点で住民

を解析し、真の政策ニーズ把握を図った、これらの分析結果は、総合計画の策定説明会にて実際

の施策立案を担当する全課長クラスに対して説明され、実際の政策立案過程に活用されている。 

 

 

【【【【 拡拡拡拡 大大大大 】】】】

�住民ニーズに実施水準が

合致しておらず、予算・職

員の拡充および既存のや

り方の見直しを検討する

【【【【 見見見見 直直直直 しししし 】】】】

�自治体が提供すべき最低

限の実施水準を検討し、予

算・職員の投入を縮小しつ

つ、水準に合致したやり方

に見直す

【【【【 維維維維 持持持持 】】】】

�重要度は高いが既に十分

に実施されており、現状の

満足度水準を維持しつつ、

実施効率の向上を検討す

る

【【【【 縮縮縮縮 小小小小 】】】】

�住民ニーズ以上の水準を

実施してしまっている領域

であり、予算・職員の投入

を縮小する方向で検討する

低 ← 満足度 → 高

高

←

重

要

度

→

低

図表図表図表図表２２２２：：：：満足度満足度満足度満足度・・・・重要度重要度重要度重要度のののの４４４４象限象限象限象限マトリックスマトリックスマトリックスマトリックス分析分析分析分析    

（筆者作成） 
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４．ワークショップの活用実態と事例紹介 

住民を集めて実施されるワークショップは、現在、行政への直接的な住民参加として地方自治

体において活発に取り組まれている手法である。基本的な仕組みとしては、一定数の住民を集め

ていくつかの検討グループに分け、学識経験者・専門家を交えて集中討議を行い、各々の政策テ

ーマに関する提言をとりまとめる手法であり、以下の手法を組み合わせることで実際のワークシ

ョップが構成される（図表３）。 

 

図表図表図表図表３３３３：：：：ワークショップワークショップワークショップワークショップのののの実施実施実施実施にににに際際際際してしてしてして検討検討検討検討すべきすべきすべきすべき主主主主なななな項目項目項目項目    

項目項目項目項目    内容内容内容内容    

１ 募集方法 � 公募、推薦、無作為抽出など、どのような募集方法で参加住民を選ぶか。 

２ 報酬有無 � 参加していただいた住民に対して報酬を支払うのか。 

３ 運営方法 � ファシリテーションを自治体職員、学識経験者・専門家、住民自身いずれが

実施するか。 

４ テーマ選定 � 総合計画の方向性、個別施策の素案検討、具体的な行政サービスに対する課

題の聴取など、どのようなテーマを検討するか。 

５ 提出者 � 最終的な検討結果を、首長・審議会／協議会・企画部局など、いずれに対し

て提出するのか。 

（筆者作成） 

 

ワークショップの実施に関して留意すべき点は、住民と自治体職員には情報の非対称性があり、

当該自治体の実態は説明資料で補完可能であるが、地方自治体の有する権限や各行政分野におけ

る関連法制などに関しては知識がない場合が多いという点である。つまり、最終的な政策の意思

決定は議会を通じてなされるものであり、そこに至るまでの政策形成は行政職員という「プロフ

ェッショナル」の仕事であるということである。ここで住民に担っていただくべき役割は、あく

まで行政サービスの需要者として実際の生活に根差した具体的な課題やニーズを浮き彫りにす

ることである。また同時に忘れてはいけない点は、代表性・中立性の点で課題を有した手法であ

るという点である。ワークショップ参加者の意見を全住民の意見に代替させず、住民アンケート

結果から抽出された課題の具体化や審議会／協議会の検討を支援する情報としての活用など、他

の手法と連携させることで、ワークショップは初めて有効な手法となる。 

 

ここで弊社が総合計画策定を支援した、Ｂ市のワークショップの事例を紹介する。Ｂ市は市政

運営の重要な方針として市民との「協働」を掲げており、公募に対して参加表明してきた全市民

を採用した大規模なワークショップを実施した点が特徴的である。検討内容は市への提言として

市長に提出され、ワークショップで得られた市民生活に密着した具体的な課題を生かして総合計

画が策定された。このワークショップのもう一つの特徴として、若手職員が検討のファシリテー

ターを務めた点である。今後の行政運営を担う若手職員が、生の住民の声を聞き、将来的に担っ

ていくと想定される政策立案に不可欠な会議運営スキルを身につけられた点は、副次効果と呼ぶ

には余りある効果であると考える。 
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図表図表図表図表１１１１：Ｂ：Ｂ：Ｂ：Ｂ市市市市のののの市民市民市民市民ワークショップワークショップワークショップワークショップのののの全体全体全体全体イメージイメージイメージイメージ    

 

 

５．まとめ 

現在、住民アンケートやワークショップが多数実施されているが、形骸化・儀式化しているも

のも多く、また総花的な内容に落ち着いてしまって、市民の政策ニーズをより正確に把握する手

段として効果的に活用しているとは言えない状況である。しかし、前述のとおりマーケティング

の考え方をその手法の本質を理解したうえで導入すれば、住民が本当は何を求めているかという

潜在的な政策ニーズを顕在化し、限られた予算をより住民満足度向上に資する事業に配分するこ

とによって、効果的な公共サービスの提供を実現する有効なツールとなりうる。成熟化社会の進

展に伴い、個々人の嗜好・ニーズが多様化している現代において、地方自治体の最上位の全体戦

略である総合計画の策定過程に有益な情報を収拾・分析・提供することは地方自治体の企画部局

の重要なミッションとなっている。本レポートがその一助となることを期待する。 

 

 

 

（Ｂ市ホームページより） 


