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期待される総合計画の新たな役割 

～閉じた総合性から開かれた総合性への転換～ 

株式会社富士通総研 公共事業部 蛯子 准吏 

 

「地方公共団体の組織及び運営について、その自由度の拡大を図るとともに、直接請求の制度

についてその適正な実施を確保する」ため、「地方自治体の一部を改正する法律」が平成 23 年８

月に施行された。地方議会の運営方法の自由度拡大など住民自治に係る裁量の拡大をはかるとと

もに、事務事業執行に関する自由度の拡大など団体自治に係る裁量の拡大をはかるべく、地方自

治法を見直している。 

これにより市町村基本構想の策定義務が撤廃され、基礎自治体は、基本構想、基本計画、実施

計画の三層構造で構成される、いわゆる「総合計画」の策定が非義務化された。総合計画は、「住

民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役

割」を地方自治体が担うための最上位計画として、一定の役割を果たしてきた。地域社会のめざ

すべき姿を文章化しステークホルダーに広く共有するとともに、策定作業を通じ、各事業部門の

タコツボ化による縦割り行政を緩和する総合調整を担ってきた。近年はＮＰＭ理論の登場により、

多くの地方自治体において民間企業の経営管理手法の導入が進められ、事務事業評価を軸とした

ＰＤＣＡサイクルに基づく管理が定着しつつある。これらの取組と総合計画を連結させることで

縦（上位計画と下位計画）、横（計画間）の整合を体系的にとるともに、事務事業の執行にあた

り常に総合計画を意識させるなど、自治体職員の活動プロセス全般にも好影響を与えている。 

一方で、総合計画の示す内容が総花的、画一的であり、策定そのものが目的化するなど形骸化

している等の批判もある。これらの問題は、少子高齢化・グローバル化の進展等、地方自治体を

取り巻く外部環境の変化と総合計画が果たす変化への対応機能のギャップが拡大していること

に起因している。従前のように国・地域がともに経済成長過程にあり、行政においても機能拡充

が求められる量的拡大をはかる時代においては、住民ニーズと各事務事業の調整を行う閉じた総

合性ともいうべき資源配分・進捗管理型のマネジメントが重視される。総合計画の役割は、過去

－現在―未来の連続性を担保することであり、基本構想で立案した中長期的視点にたった地域の

将来像の実現に資する事業を基本計画で示し、各事業の活動を実施計画として取りまとめ、その

結果と進捗を定期的にモニタリングするといった一連の活動を連結する機能が期待されてきた。

先の見通しが立たない低成長かつ流動性の高い量的拡大を期待できない時代においては、変化に

即応できる価値創造・リスク管理型のマネジメントが重視される。過去－現在―未来の観点に根

ざし管理する必要性は変わらないものの、一方向性をもった漸次的な変化を前提とすることは困

難である。総合計画に求められる役割を、地域を構成するステークホルダーの価値活動を最大化

させる公共空間の形成と持続可能性の担保へと大きく変革させることが求められる。 

価値創造・リスク管理の鍵は、ネットワークの形成である。地方自治体には従来の行政組織・

地域を前提とした自前主義のフルセット型行政から脱却し、多様な地域・ステークホルダーとの

連携を前提としたネットワーク型行政へと転換することが求められている。総合計画の役割も、

行政組織に閉じた資源管理のマネジメントから多様なステークホルダーの価値活動を最大化さ

せるガバメントガバナンスへとその領域を拡大させる必要がある。近年、総合計画の策定にあた

り地域住民、企業等多様なステークホルダーの参加を促す、行政を「開く」取組が進められてい

る。策定プロセスのみならず、総合計画の射程範囲を行政から公共へと拡大し、総合性の意味合

いを事務事業のメニューの多様さに閉じるのではなく、公共におけるステークホルダーの連携・

活動の多様さへと開くことが重要である。 

 

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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PFI 法改正によるコンセション方式の導入 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

１．はじめに 

2000 年に施行された「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する法律」、いわゆる

PFI 法が 2011 年 6 月改正された。その最も大きな改正点は「コンセション方式」の導入にある。

日本の PFI 法は慣習法を基本とする英国の制度を模範として導入され発展してきた。しかし、日

本の行政制度のひとつの基礎となり大陸法系でもあるフランスで展開されてきたコンセション

方式の導入の必要性が従来から指摘されてきた。今回の PFI 法改正はこのコンセション方式の導

入を柱としており、改正の主な内容と地方自治体への展開の可能性について以下では整理するこ

とにしたい。 

 

２．公設民営方式とコンセション方式の基本 

コンセション方式は、公設民営方式の一類型である。公設民営方式は、行政組織が保有する施

設やシステムについて管理運営のみを民間に意委託する方式である。それゆえ、施設運営の一部

の作業のみを民間に委託する「業務委託」とは本質的に区別される。加えて、業務委託では行政

組織がルール等を細かく規定しコスト削減のため作業のみを民間に行わせるのに対し、公設民営

方式では可能な限り民間側の創意工夫を引き出せるようミッション・ドライブ型のガバナンスと

柔軟なルールが前提となる。このため、管理運営の手法や内容についても仕様的に規定するので

はなく、機能面からに民間の自主性を引き出す形態を重視することになる。公設民営方式による

公共サービス編成は、「公共サービスの購入者が誰か」により二つに分類される。具体的には、

公共サービス提供に関す費用を誰が負担するのかによる区分であり、行政がコスト負担する「委

託料方式」と利用者が料金を負担する「利用料金方式」である。これに加えて、両者を組み合わ

せた方式も存在します。たとえば、サービスの受け手である利用者が料金を負担することを基本

とするものの、それだけでは補えないコストを行政が委託料として負担する方式である。このよ

うな、委託料方式と利用料金方式の組み合わせは、単にコスト面からだけでなく公的サービスの

質の向上の面から採用される場合もある。公設民営方式の充実は「公の施設」の管理に関する規

定の見直しを通じて、施設から提供される公共サービスに関する質的向上と多様化をパートナー

シップによって実現する重要なツールとなる。2003 年の地方自治法改正によって実現した「指

定管理者制度」もそのひとつである。指定管理者制度によって、議会での議決を経て指定を受け

れば、株式会社等民間企業も「公の施設」の管理権限を行政から受託することが可能になった。 

コンセション方式は、資産貸与による公設民営方式の代表的な形態であり、フランスやアジア

諸国で多く展開され、スポーツスタジアムの運営から上下水道事業をはじめとしたライフライン

に関する事業にまで活用されている方法である。 

コンセション方式の契約は基本的に権益譲渡方式であり、施設の所有権は行政組織に残したま

まで、施設の追加投資や維持修繕投資も含めた建設、資金調達、運営を一体的に契約に基づいて

民間事業者に委ねる方法である。通常契約期間は２０～３０年程度であり、事業者はサービスの

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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受益者からの利用料収入等で運営コストを賄う。仮に民間事業者による事業継続が困難になった

場合にもインフラ資産の所有権が行政にあることから、公共サービスの継続性が担保できる仕組

みとなっている。この契約方式は、既存施設や既存システムの民間化にも適した手法であるもの

の、純粋な民間資金だけで実施することは困難な場合が多く、国や地方自治体からの補助金等の

存在を前提とするモデルが少なくない。コンセション契約に類似した契約形態としてアフェルマ

ージュ契約がある。コンセッション契約との違いは、施設やシステムに関する追加投資、維持改

修等が行政組織の負担とされ、契約期間も８－２０年程度と短い点にある。民間事業者は、コン

セッション契約と同様、サービスの提供を受ける利用者が支払う料金収入によって費用を賄うこ

とを基本とする。 

   

 

３．PFI 法改正の具体的内容 

今回の PFI 法改正の大きな柱はコンセション方式の導入、具体的には「公共施設等運営権」の

創設にある。一部改正法第 2 条では、「公共施設等運営事業」とは、特定事業であって、第十条

の三の規定による設定を受けて、公共施設等の管理者等が所有権（公共施設等を構成する建築物

その他の工作物の敷地の所有権を除く。第十条の十六第四項において同じ。）を有する公共施設

公設民営方式公設民営方式公設民営方式公設民営方式    

特徴 

・管理運営全体を民間（ＮＰＯも含む）

に委託 

・ミッション・ドライブ型のガバナンス 

・柔軟なルール 

業務委託業務委託業務委託業務委託    

特徴 

・施設運営の一部作業のみを民間に委託 

・ルール・ドライブ型のガバナンス 

・行政による細かい規制 

委託料方式 利用料金方式 

＜業務委託と公設民営の違い＞ 

＜コンセション契約＞ 

行政組織 

（所有権保有者） 

民間事業者 

（調達・運営・追加投資等） 

コンセション契約 

住民等利用者 

サービス提供 

＜アフェルマージュ契約＞ 

行政組織 

（所有権保有・追加投資） 

利

用 

料

金 

アフェルマージュ契約 

民間事業者 

（調達・運営） 

  住民等利用者 

利

用

料

金 
サービス提供 
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等（利用料金（公共施設等の利用に係る料金をいう。以下同じ。）を徴収するものに限る。）につ

いて、運営等（運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提

供を含む。以下同じ。）を行い、利用料金を自らの収入として収受するものをいうとし、「公共施

設等運営権」とは、公共施設等運営事業を実施する権利をいうとしている。また、改正法第 10

条の 3 では、公共施設等の管理者等は、選定事業者に公共施設等運営権を設定することができる

とし、第 10 条の 4 では、公共施設等の管理者等は、公共施設等運営権が設定されることとなる

民間事業者を選定しようとする場合には、実施方針に、第 5 条第 2 項各号に掲げる事項のほか、

次に掲げる事項を定めるものとするとしている。具体的には、①選定事業者に公共施設等運営権

を設定する旨、②公共施設等運営権に係る公共施設等の運営等の内容、③公共施設等運営権の存

続期間、④第 10 条の 7 の規定により費用を徴収する場合には、その旨（あらかじめ徴収金額を

定める場合にあっては、費用を徴収する旨及びその金額）、⑤第 10 条の 9 第 1 項に規定する公共

施設等運営権実施契約に定めようとする事項及びその解釈について疑義が生じた場合における

措置に関する事項、⑥利用料金に関する事項である。 

 

４．法改正の具体的内容 

コンセション方式を支える公共施設等運営権は、国や地方自治体等公的主体が保有するインフ

ラを経営する機能を民間企業に対して権利として与える内容であり、従来の公物管理権の例外と

して設定する。公共施設等運営権は、譲渡可能な財産権として設定されており担保権設定等も可

能な「みなし物権」として法的に位置づけられている。このことから、公共施設等管理権を担保

として、必要な資金を調達して事業を行うことができる。但し、所有と経営の分離概念からイン

フラの所有権は公的主体の保有となることから、事業に関連し最終的には公的部門が引き継いだ

り介入したりすることが可能となっている。 

例えば、従来の PFI 事業とは異なり既存の施設等インフラにも適用可能であり、既存施設を活

用し民間事業者は初期投資をせずに一定期間、インフラ運営事業から得られる収入で運営するこ

とが可能となる。もちろん、こうした収入源となる公共施設等運営権設定に対して公的主体は、

建設、製造又は回収に必要な費用に相当する金額の全部または一部を徴収することが可能［コン

セションフィー］である。但し、民間事業者が公共施設等運営権設定に対して公的部門に支払う

対価の評価は、将来に向けて発生すると見込まれる事業収益の現在価値であり、過去の投資分で

はない。従って、過去の過剰投資によって採算性が悪化した施設の場合、将来の事業収益の現在

価値との差額が発生しその処理が必要となる。一方で、将来に向けて事業性が拡大し収益改善が

見込める場合、現在価値は高まりコンセションフィーは高まる結果となる。また、コンセション

方式の場合、公益的側面と収益的側面を切り分けて公的主体と民間事業者がコスト負担やリスク

配分をシェア―することが可能であり、具体的な中身は「公共施設等運営権実施契約」により決

められることになる。 

なお、利用料金をどのように設定するかも民間事業者の重要な戦略でありノウハウであること

から、公共料金的統制は不適切であり改正法では全体の枠組みは実施方針等で明確にしつつも、

実際の料金設定については届け出制として民間事業者の一定の自由度を確保する内容となって

いる。 

新設の場合は、民間事業者がインフラ整備し公的主体に所有権を移転した上で公共施設等運営
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権を設定、既存施設の場合、基本的には公共施設等運営権を設定し公的部門は設定の対価から投

資資金の回収を図る一方、民間事業者は利用収入からコスト回収及び投資資金の回収を図る。コ

ンセション方式の場合、民間事業者に対して公的部門がサービス購入対価を払う方式ではなく、

民間事業者があくまでも自らの責任とノウハウで事業性を向上させ、資金回収を行うところに特

色があり、従来の PFI 等の手法以上に民間事業者の創意工夫の発揮と責任領域の明確化が可能と

なる。この前提として、公的主体と民間事業者間で投資や事業展開に対する自由度や制約等に関

する将来予見性を十分に確保することが必要となる。 なお、その他の改正点としては「公共施

設等」の範囲を拡大し、従来の地上の工作物を前提とする仕組みから船舶、航空機、人工衛星等

も非建築物も対象としたほか、公営住宅だけに限定せず一般賃貸住宅にも範囲を拡大したことな

どが挙げられる。 
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野田政権、三大争点克服課題 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

野田新内閣が始動した。足元の最大の課題は、2010 年度補正予算編成そして 2012 年度当初予算編

成である。日本の政治はトップたる総理の交代が次年度予算編成の本格化する 9 月の時期に集中して

いる。9 月への政権交代集中の原因のひとつは、予算編成を背景とした政治面からの資源配分に関す

るパワー闘争と経済実態の乖離の明確化が挙げられる。そうした原因は、政策のラグすなわち政策課

題の認識、対処策の検討、決定、執行という一連の政策プロセスを遅延させ、さらには政策効果の低

下、あるいは副作用の増大等の問題も生じさせている。 

政治の役割として公共政策の展開を通じて社会的価値配分を決定することがある。その大きな場が

予算編成であり、予算編成では程度の差こそあれ必ず抱える三大争点がある。この三大争点を克服す

る政治的リーダシップが総理、そして内閣には求められる。三大争点の第 1 は限られた資源に対する

配分争点、第 2 は優先順位の配分争点、第 3 は配分に関する基準争点である。たとえば、財政赤字が

拡大する中で限られた財源を如何に配分するか、少子高齢化の中で限られた予算を如何に配分するか、

配分された財源をどのような順番で使用するか、補助金等の配賦基準はどう設定するか、全国的に設

定すべきナショナル・ミニマムの基準を如何に考えるべきか、公共施設の設置基準はどうあるべきか

などいずれも難しい争点とならざるを得ない。 

第 1の限られた資源に対する配分争点は、配分すべき資源が不足している場合にさらに深刻化する。

不足に対処するには、これまでの配分先を見直すかあるいは配分すべき資源をどこかから調達してく

るかの対応が必要となる。そのことは、既存の権力構造に大きな変化を与えることになり、そこに利

害関係を先鋭化させる要因が生じる。この争点を回避すれば財政赤字は膨れ上がることになる。 

第 2 は優先順位に関する争点である。限られた資源の配分争点を克服してもさらに配分された資源

をどのような順番で活用するかが重要な争点となる。ここでいう優先順位とは、たとえば公共事業に

ついて時間的にどの事業を先に行うかという問題に限らず、どの地域を先に行うか、あるいは年金、

高齢者対策と子育て政策など負担と受益に関して世代を超えた優先順位をどのように設定するかな

どの問題をも含む。価値観の多様化が進んだ現代社会では、優先順位に関する争点はますます複雑と

なり従来の縦割り型の調整では解決困難な問題へと症状を深刻化させる。その結果、政治も深刻な対

立を避けるため順位づけを回避し、財政の実質的肥大化をもたらす要因となる。多様化、相対化する

国民の価値観に対して、それらを律する柱となる絶対的価値の物差しの提示が政治には強く求められ

る所以である。国民の意見を聞くことは重要である。しかし、意見を無秩序に聞くだけでは、この争

点を克服することはできない。 

第 3 は、配分基準に関する争点である。優先順位とも深くかかわる争点であり、どこにどのような

ルールで配分するかその物差しを提示することである。たとえば、配分基準のレベルが、全国で例外

なく厳格に守られるべき画一水準(ナショナル・ミニマム)なのか、全国で達成し維持することが期待

される一定水準(ナショナル・スタンダード)なのかのなどの議論である。前者の場合、地域の特性な

どを考慮することは許されない一方、後者では地方の特性に合わせて実質的な公平を実現する個別レ

ベルの設定が可能となります。国が全国画一的に基準を定めることが一見平等を担保しているように

見えても、地域ごとの環境の違いを考慮するとむしろ不公平を助長させる原因となることもある点に

は十分に留意しなければならない。

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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（資料）IMF 統計より作成。単位=%。2010 年。 

ユーロ通貨は 1999 年にスタートし、財政危機を巡りその仕組みを再構築する段階に入っている。

具体的には、欧州共同債の発行、財政の統合等によるセーフティネットの構築である。ユーロ圏の財

政赤字を公債残高の対GDP比率で比較すると、2010年段階でギリシャの143%を筆頭にイタリア119%

ベルギー97%等となっている。ユーロ加盟基準は同比率が 60%以下であり、現実にはその比率を大き

く上回る国が少なくない。こうした問題は通貨統合という市場ベースの問題と、一国の資源配分を司

る政治領域である財政問題、すなわち市場と政治との両立問題が如何に難しい課題であるか、そして

市場からの資金調達たる借入金依存の財政体質が一国の民主主義たる政治の自由度を大きく制約す

る要因となることを明確にしている。財政は借金の拡大によってその自由度を低下させる一方、グロ

ーバル化を急速に進める市場からの影響を強く受けるに至っている。21 世紀の財政運営において市場

が不可欠な存在となる中で、市場からの調達、そして税により調達した資金をいかなるすみ分けで政

策に投入するかは、市場主義と民主主義の相互補完関係においても極めて重要な課題である。米国を

中心に形成されたアングロサクソンモデルといわれる自由放任に近い市場主義型資本主義の場合、金

融部門の発達に伴って民間の保険システムが領域・質ともに拡充し、その結果、財政による福祉国家

としての機能を限定化する傾向を強める。この福祉国家の機能の代替物である民間の保険システムが

国際金融市場とともに混乱に陥ると経済社会のセーフティネットも機能不全に陥る。経済社会の市場

主義からの同質化に対して、民主主義に支えられた政策が補完的機能を機動的に果たすことが重要と

なる。 

アジアに目を向けると、日本の同比率は 220%となっておりムーディズは日本国債の格付けを引き

下げている。先に見たようにユーロ加盟基準の同比率が 60%以下であり、アジア圏では、日本、シン

ガポール、インドは 60%を超えているものの中国の同 17.7%、韓国同 30.9%等大きく下回っている。

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        
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今後、ASEAN 等経済統合が進む中で、ユーロの課題を認識しつつ市場との緊張関係と協調関係を踏

まえた政治、政策の展開が必要となっており、その中での日本の位置づけを如何に考えるか課題とな

る。 

 

 


