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民主主義と情報 

～情報爆発時代における意思決定のあり方～ 

株式会社富士通総研 公共事業部 蛯子 准吏 

 

2011 年は、全世界的な経済社会活動の転換を迎えた年として、歴史に刻まれるかもしれない。

エジプト等における長期独裁政権の終焉をもたらしたアラブの春などの民主化運動の高まり、欧

州連合（EU）における金融政策の単一性と財政政策の多様性の矛盾点を突かれている欧州の債

務危機、我が国に目を向けると、少子高齢化に対応した社会福祉コストの抑制と成長への道筋が

示せないまま増税路線へ舵を切るなど、いずれも従前からの延長線上にはない大きな転換期を迎

えていることが特徴としてあげられる。これらは、多くの人間が認識していた潜在リスクから生

じた構造的問題であり、各事象が連鎖する形でいわば同時発生的に起こっている。SNS をはじめ

とした情報通信技術の進展と、それに伴う情報流通のあり方の変化は、これら経済社会活動の転

換と無縁ではない。これは、利便性の向上を主目的とした従来の情報通信技術の利活用のあり方

とは大きく性質が異なるものである。 

インターネットという管理者がいない自由放任主義的な公共空間に登場した、情報の発信者と

受信者、仮想世界と現実社会との明確な区別を行わないソーシャルメディアという新たな「場」

は、多様な主体間の膨大な対話を可能にし、特には想定し得なかった大きなうねりとなり人々の

意思決定に大きな影響を与えている。その姿は市場経済において、コンピュータを駆使した仮想

的な高速取引などが、実体経済を振り回すといった事象とも重なる。過去の知識・経験に基づく

直感的な、時間と場所に係る物理的制約に根ざした判断が役に立たず、情報の爆発と連鎖が当初

想定していなかった意思決定や活動へと誘導する。個人、組織、公共というそれぞれの場におけ

る情報のやりとりは、従前はその場に適した小事と大事の区別がなされていた。情報の統制と統

治はコインの裏表のような関係にあるが、公共セクターの主な担い手である行政組織は、民間セ

クターに比して、情報の量・質と情報網に優位性を持つことでガバナンス機能を高め、秩序を維

持するとともに政策・施策の効果を高めていた。情報爆発時代の到来により情報の「量」が「質」

を凌駕する事態を迎え、悪貨が良貨を駆逐するがごとく、行政組織が、情報面で相対的に存在感

を低下させ、影響力が低下しつつある。これらの動向は、衆愚政治へ墜落する危機を内包する一

方で、政治に関心の無い層の参加を促す契機になるとも評価される。 

ネットワーク化が進み、様々な影響が連鎖する現代社会においては、予測不能なリスクが乗数

的に増加しており、従来の知識・経験上では予測できない事象が大きな影響を与えるブラックス

ワンともいうべき現象が今後より多く見られることが確実視される。これらは不可逆的な現象で

あり、あらゆる組織活動ならびに個々人は、予測不能な変化に常に晒されることになる。リスク

に対応するため、集権型統治と分権型統治の双方の特性を活かし、公共における意思決定のあり

方を大きく変化させる必要がある。このような社会においても、唯一高い確度で予想できる変化

がある。それは人口動態の変化である。我が国においては、少子高齢化という避けられない経済

社会構造の変化を迎える。政治が従前以上に重要な役割を果たすことは言うまでもない。表層的

な現象にとらわれず、問題を構造的に捉え議論を掘り下げ、将来世代に責任を持てる意思決定を

行えるか否かは、政治にかかっている。ソーシャルメディアは、本質的に草の根民主主義的に近

しい特徴を持つ対話の道具である。各主体が地域を形成する当事者として意識と責任を持つこと

で、民主主義の熟度を高める可能性を秘める。民主主義における「情報」のあり方を再考する大

きな転換期を迎えている。 

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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大阪都構想と日本の大都市制度（1） 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

１．はじめに 

大阪市長選挙、大阪府知事選挙で維新の会が勝利したことで、大阪都構想が大きな一歩を政治

的に踏み出す基盤が形成された。2012 年以降、政治再編も睨みながら地方分権議論のひとつの

核として大都市制度のあり方が争点となる。大阪都構想で柱としている二重行政の排除は、財政

制約が強まる中で極めて重要な課題である。しかし、二重行政や大阪市の特異体質に限定するこ

となくより大きな枠組みとして大阪都構想が前提とする東京都 23 区制度の抱える課題等を踏ま

え大都市制度のあり方を議論しなければならない。地方分権の基礎自治体優先の原則、近接性の

原則の中で如何に位置づけられるのか、またグローバル化が進展する経済社会の中で都市経営の

面からは如何に位置づけられるのかを検証し、大阪都構想と対比される特別市制度との比較検討

を行うことが必要となる。 

以下では、まず近代日本の大都市制度の経緯そして国の形としての道州制の議論を踏まえた上

で東京都 23 区特別区制度の課題等を検証し、今後の都市議論のあり方を 3 回に分けて整理する

ことにしたい。 

 

２．日本の大都市制度の経緯 

（１）戦前の大都市制度 

①市制度を巡る議論 

明治以降の日本の近代化に伴う町村制の見直しと同時に人口2万5000人以上の市街地を持ち、

商工業が発達するなど財政基盤のある都市地域を標準化する行政体制の枠組みとして「市制度」

が 1889 年に施行されている。これは、それまでの自然集落を基盤とした町村から都市型の基礎

自治体が誕生したことを意味している。創設された市制度の市長の選任は議会たる「市会」の推

薦する三人の候補から内務大臣が決定する仕組みであり、国家官僚制の下におかれる制度となっ

ていた。町村と同様に議会設置は認められたものの選挙権者を納税額が多い者がより有利に投票

できる三階級選挙制をとるなど、市の自治権、民主的なガバナンス機能は町村に比べ限定的とな

っていた。更に、東京、京都、大阪の三大都市には、特例的に市制を適用せず、市長は国が任命

した府知事が兼任するなど他の市町村より劣位の位置づけとされた。劣位措置は、三大都市に市

制を同様に認めることが二重行政の無駄を発生させ行政を混乱させる等の憂慮があったことに

よる。 

しかし、より本質的には府県の支配力の減退、国の地方への浸透力の阻害等の発生が懸念され

ていたことによる
1
。劣位措置による国・府県と大都市間の対立は、東京市の「市制特例撤廃運動」

に発展し、自由民権運動の高まりと共に六大都市（三大都市＋横浜、名古屋。神戸）等を巻き込

む運動となっている。この結果、三大都市に対する特例措置は 98 年に廃止され、他の市と同様

に市長の選任は市会推薦三人の候補者から内務大臣が決定するとされた。1921 年には市制、町

                                                   
1
高寄昇三『地方分権と大都市』（1995）勁草書房、pp9-12。 
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村制が改正され、市は、三階級から町村と同様に二階級選挙制度に移行、町村は二階級選挙制度

が廃止され納税額の多少に関わらず投票できる制度となった。続く 23 年には郡制が廃止、郡は

自治体から国の地方行政機関となり、26 年には郡長、郡役所が廃止となり国の機関として市町

村を指揮監督する役目を終え、地名上の存在だけとなる。23 年郡制廃止は、農村部を中心に地

域の民主主義実現の大きな制約であった郡役場廃止を求めて、21 年に設立された町村会の活動

を中心に実現している。 

 

②東京都制の創設 

さらに、1943 年に大都市制度見直しが行われ東京都制が新たに制定されている。東京都制は、

東京府と東京市を廃止し新たに基礎自治体たる広域行政機関を設置する形態で行われている。東

京都制は戦時法制の中で実施され、その目的も東京に国家的統治に適応する体制を整備すること、

行政の根本的刷新と高度の効率化の実現などとされた。同時に、区域からの東京市の消滅を意味

し今日の 23 区を東京都が分割統治する形態を形成している。この過程で東京都、とくに旧東京

市地域の地方自治は弱体化し、戦時中の中央集権型支配をより強固にしている
2
。また、戦時統制

的業務の拡大は、国の出先機関と都道府県間の二重行政による非効率是正を求めるものとなり、

道州制等を模索する議論も展開されている。その具体化として 45 年地域総監部が設置されてい

る。この設置は、中央政府から独立して各地方が戦争できる体制を形成することを目的としてい

たとされる
3
。広域行政に関する国家的統治を強化する一方で、43 年には町内会等コミュニティ

の行政機関化が行われ戦時統制をさらに強めている。以上の戦時下での国と地方の行財政制度の

構築は、戦後の行財政に対しても体質面等で大きな影響を与え続ける結果となる。 

 

（２）戦後の大都市制度 

1947 年、内務省解体と同時に制定された地方自治法に「特別市制度」が設けられている。特

別市とは、都道府県区域外で都道府県と市に属する事務を処理する地方自治体であり、大正時代

以降存在した六大都市から東京都制に移行した旧東京市を除く、横浜、大阪、名古屋、京都、神

戸の五大市が指定されている。しかし、五府県の強い反対から 56 年に特別市制度を廃止する地

方自治法改正が実施され、代わりに現行の「政令指定都市制度」が創設された。府県側の反対運

動は、ＧＨＱや政府を巻き込み憲法第 95 条「特別法の住民投票」に関する範囲を軸に展開され

た。五大市側は、都制同様に地方自治法に基づく新しい制度であり住民投票は必要ないとしたの

に対して、五府県側は 52 年の「特別市制反対理由書」で府県の境界線の変更も含むことから府

県単位の住民投票を要求している。この論争では、府県側の要求が受け入れられ、憲法第 95 条

の関係地方公共団体の解釈は広義とされ、特別市を指定する住民投票は関係府県の住民投票によ

ることになった。この府県側の主張が優位に動いた背後には、「都市の強化・改善が必要として

も、それより遥かに劣位な農村・郡落の底上げを優先すべきだとする感情が直接関係する府県民

のみならず広く一般国民に共有されていた」こと
4
、そして、農村勢力を背景とした府県側のした

たかさにあったことが指摘されている
5
。 

                                                   
2
高寄昇三『地方分権と大都市制度』（1995）勁草書房，pp14-16。 

3
高木鉦作「日本の地方自治」辻清明責任編集『行政学講座第２巻行政の歴史』東京大学出版会(1976),pp186-191。 

4
持田信樹『都市財政の研究』(1993)東京大学出版会、ｐ251。 

5
高寄昇三『地方分権と大都市制度』（1995）勁草書房，pp16-24。 
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56 年に制定された現行の政令指定都市は、あくまでも都道府県・市町村の二層制を前提とし

た暫定制度であり、権限等において都道府県に準ずる扱い等は一部あるものの、他の市町村と同

様の標準化、階層化の枠組みの中に位置している。その結果、二重行政、二重監督等の弊害を克

服することなく、21 世紀に至っている。一方、都市部への人口集中、合併政策の推進等により

政令指定都市の数も増加し、2010 年段階で 19 に達している。政令指定都市も高齢者の集中、限

界集落の散在、税収構造の急激な変化、財政全体の脆弱化等大都市内部での特殊課題が急速に顕

在化し始めていた。顕在化する課題を大都市が自立的に解決することは、日本全体の持続的発展

にも不可欠であり、特例市や中核市等現行の都市自治体制度とは別の体系でより大きく総合的な

権能を有する大都市制度を検討すべき時期となっている。政令指定都市に代表される大都市問題

は、一極集中となっている東京都、その中の 23 区を国全体の中で如何に位置づけるかの問題に

結び付く。大都市制度を巡っては、横浜、名古屋、大阪の政令指定都市が「日本を牽引する大都

市報告書」（2009 年 2 月）
6
の中で都市州構想を提案したほか、日本商工会議所、経済同友会等

経済団体からも提案
7
が行われている。 

こうした流れの中で指定都市市長会は「現行の指定都市制度は 50 年以上前に暫定的に創設さ

れた制度です。全国の約 2 割もの人口が集中し、我が国を代表する大都市が、世界的な都市間競

争や今後の人口減少社会に対応するため、そのポテンシャルを十分に発揮し、日本全体を牽引す

るエンジンとなるには不十分な制度です。自立した基礎自治体への権限移譲の先行事例となるよ

う、大都市が地域特性や実情にあわせ、広域自治体や周辺自治体と多様な連携を行いながら、創

意工夫と責任に基づく自立的な都市経営を行うために、あるべき大都市制度の一つの姿として、

二層制の自治構造を廃止し、大都市が、現行制度で国や道府県の事務とされているものも含め、

地方が行うべき事務の全てを一元的に担う新たな大都市制度「特別自治市」の創設が必要です。」

8
とし、以前の特別市制度をベースとし指定都市を都道府県から自立した姿として大都市制度を主

張している。これに対して、大阪都構想は特別市を府の中の特別区として解体するものでありそ

の考え方を異にしている。 

 

３．道州制議論 

一方で大都市制度議論は日本の国の形を考える道州制議論と一体化する。大阪都構想も関西連

合構想の中で如何に位置づけるか道州制議論との中で争点となる。 

道州制は、決して新しい議論ではなく戦前にも検討されている。日本の近代化の過程で、経済

統制の有効性や行政効率性等の面から府県の規模の適否が議論されたのである。最初は、1886

年の北海道の三県(函館県、札幌県、根室県)を廃止し統合した北海道庁の設置にあった。そして、

1925年には憲政会加藤高明内閣(1924年 6月 11日成立)に対して府県合併や道州庁的な組織の形

成を主張した「行政刷新に関する意見書」が提出されている。続く 27 年に田中儀一内閣(27 年 4

月 20 日成立)の下で行政制度審議会が全国を六州（仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の各

州）に分けて官選の長を置く州庁の設置を提案した。この提案は、地方連絡協議会（1940 年）、

地方各庁連絡会（42 年）、地方行政評議会（43 年）を経て、45 年には九つの地方総監府（北海

                                                   
6
横浜・大阪・名古屋３市による大都市制度構想研究会「日本を牽引する大都市制度」(2009.2)。 

7
日本商工会議所「地域活性化に資する地方分権改革と道州制の推進について」(2009.4)、経済同友会「地域主権型道州

制の導入に向けて」(2009.10)等。 
8 http://www.siteitosi.jp/necessity/city/background.html 
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道、東北、関東、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州）とする流れを生み出している。地方総

監府は、府県行政を調整し戦時中には経済統制機関としての性格をとくに強く持った。1930 年

代以降の道州制に対する一般的論拠として、第 1 に府県の区域・規模が経済社会の高度化に伴い

不適性となったこと、第 2 に国家総動員体制の進展により中央は大綱を定め地方が具体的に実施

する体制が必要となったものの国家事務を担う府県の区域が狭くかつ数が多いこと、第 3 に行政

の現地処理の要請が高まったものの、国の統制を維持しつつ敏速に行政処理するために府県の規

模を大きくする必要があったこと、第 4 に地方行政段階における行政機関の分立が生む弊害を除

去すること、その他、経済統制や国土計画上からの要請が指摘されている
9
。 

戦後の道州制議論は、主に国、道州政府、基礎自治体との役割分担論、税財政論、区割り論を

中心に進められた。とくに 1950 年代までの道州制論は都道府県の首長の公選制に対する不信や

広域行政の効率性向上を中心に都道府県の行政区域と権能の見直しを焦点に進められた。48 年

には現総務省（旧総務庁、行政管理庁）の前身である内閣行政調査部が地方行政庁、道制、州制

の各案を提案、57 年には第四次地方制度調査会が 7～9 に分ける三例の地方制案を提示した。そ

こでは、昭和の大合併が進み基礎自治体の体力強化が図られる中で地域開発への広域的な対処等

の必要性を重視している。さらに 56 年行政審議会は地方行政機構の強化策として、建設省と自

治庁を統合し内政省を新設する案を提示した。こうした発想の背景には、内務省解体後の弱体化

した戦後地方行政機関の立て直しを図り、国と地方間での総合調整機能を担う組織の設立を地方

側も期待したことなどによる。本法案は 58 年の国会で廃案となっている。 

60 年代以降の道州制論は、交通網の発達等による生活圏・経済圏の拡大、市町村合併の進展

や地方分権改革の取組み、グローバル化の進展等国と地方を取り巻く環境変化を踏まえ、広域地

方行政の在り方を中心に検討が進められた。65 年に第 10 次地方制度調査会が都道府県合併特例

法案の廃案の答申を行い、同法案が廃案となったことを受け、都道府県合併等道州制議論は一旦

沈静化している。しかし、89 年に設置された臨時行政改革審議会が都道府県の広域連合と道州

制の検討を答申、94 年に県の広域連合を定めた地方自治法の改正、2004 年には都道府県の合併

が地方自治法改正で可能となった。2006 年には第 28 次地方制度調査会が都道府県の廃止と九道

州、十一道州、十三道州の三例をあげた道州制導入の答申を行っている。続く 2008 年に道州制

ビジョン懇談会が取りまとめた「道州制ビジョン懇談会中間報告」で道州制の導入に向けた提言

が行われている。 

 

①第 28 次地方制度調査会 

第 28 次地方制度調査会の道州制のあり方に関する答申は、地方制度調査会が半世紀ぶりに示

した道州制に関する答申であり、社会経済情勢の変化に対応するためには一層の地方分権改革の

推進が求められるとした。この前段として第 27 次地方制度調査会では、平成の市町村合併のあ

り方に加え、市町村合併後の都道府県のあり方に関連し、都道府県の自主的合併と道州制の審議

を行っている。都道府県の自主的合併は地方自治法第六条第一項で「都道府県の廃置分合又は境

界線を変更しようとするときは、法律でこれを定める」と定めている。これは、都道府県の自主

的合併を認めない一方、国の法改正で都道府県の廃置分合等ができるものであり、依然として都

道府県を国の行政区画の一部として取り扱っている。この点に関しての問題提起が都道府県の自

                                                   
9 小森治夫著『府県制と道州制』(2007)高菅出版、pp72-75。 
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主的合併の是非であった。しかし、地方自治法第 6 条第 1 項は改正されずに今日に至っている。

第 27 次の道州制議論は、道州制の構成単位である道又は州は都道府県に代わる広域自治体であ

り、道州制は機関委任事務を復活させる仕組みであってはならない旨の答申が行われ、具体的な

道州制の設計は第 28 次地方制度調査会に先送りされた。第 27 次からの投げかけを受け審議しま

とめられた第 28 次地方制度調査会の答申では、自立的で活力ある圏域の実現、国と地方を通じ

た効率的な行政システムの構築を掲げ、現行の都道府県制度のあり方を見直す広域自治体改革が

必要であるとした。広域自治体改革は、国と地方及び広域自治体と基礎自治体の役割分担の見直

しを基本とし、これに沿って権限や組織、税財政制度の見直すべきであり、具体策として道州制

の導入が適当としていることから、地方分権改革の延長線上に道州制の導入を位置づけている。

また、答申は、道州は現在の都道府県に代わるものと位置づけ、地方を道州及び市町村の２層制

に再編するため、出先機関の事務を中心に国の広域事務を道州に移譲し都道府県が実施している

事務は大幅に市町村に移譲することとしている。道州政府の議会は基本的には現在の都道府県制

度に準ずるとしたが、詳細は記述せず基本的な考え方を示すにとどまった。 

 

②道州制ビジョン懇談会 

道州制ビジョン懇談会中間報告では、2009 年度中の決定が予定されていた最終報告に向け、

現状認識、道州制のあるべき姿、実現に向け実施すべき活動などを記述している。そこでは、①

政治や行政が身近になり受益と負担の関係の明確化、②東京一極集中是正により多様性のある国

土と生活の構築、③重複行政の解消などによる行財政改革の実現、道州制の地域経営による広域

経済文化圏の確立、⑤国家戦略や危機管理に強い中央政府の確立などをメリットとして掲げてい

る。但し、本中間報告には同懇談会のメンバー間で十分な合意がなされてない事項等も含んでい

るとしており、道州制の導入に向けた懇談会としての明確な道筋を示すものとはなっていない。

地方制度調査会の案と同じく道州を都道府県に代わる新しい広域自治体を想定している。また、

道州制の理念として地域主権型道州制を掲げているが、道州政府の位置づけについて国政機能を

分割して創設された自主的な地域政府としており、役割分担も基礎自治体優先の観点等がどの程

度組み込まれたものかは明らかではない。国の出先機関の事務と権限の大半を移譲された道州を

中心に、業務効率性の観点から基礎自治体と道州との役割分担を見直す内容となっている。また

道州制への移行も地域の民主的な意思決定に基づいた自主的な取組みではなく、法制化し全国一

律に進めるとされており、地方自治の充実より業務効率性と経済活動の活性化をより重視した内

容となっている。 

 

③道州制議論の課題 

地方分権が進展することと共に、広域自治体のあり方が重要となり、その選択肢のひとつとし

て道州制議論が常に提示されてきた。地方分権から都道府県を超えた広域自治体への繋がりは、

少子高齢化による人口減の時代を迎え、市町村合併の進展あるいは都市制度の拡充、基礎自治体

への権限移譲等の進展によって都道府県機能が空洞化することにある。空洞化を克服する選択肢

として、道州制の議論が展開されている。しかし、議論には常に、道州制なる概念の不明確性の

問題が存在する。道州制の概念は、連邦制国家を想定する考えから現行制度の中の都道府県に代

わるあるいは併存する新たな広域自治体の形成、あるいは国の出先機関の総合化による国の機関

としての位置づけまで広範多義である。第 28 次地方制度調査会では第 27 次同様に、連邦制国家



 

 

政策研究 2011 No.9                       7 

への移行が可能な歴史的社会的基盤はないとした上で、道州制に関し「都道府県に代わる新たな

広域自治体」としている。しかし、一般的な道州制議論ではこうした概念の共有が必ずしも明確

に行われていないことに加え、その担うべき事務も明確に共有しない中での議論が展開されやす

い。そして、区割りに関する問題へと結びつく。 道州制議論は、国家のガバメントたる支配体

制とガバナンスたる統治体制を共に見直すものであり、現行の国・都道府県・市町村の三層体制

を前提とする地方分権議論とはその視野を異にする。加えて、行政権にとどまらず国会を含めた

立法権の抜本的改革をも視野に入れたものとなる。しかし、地方主体の道州制実現のためには地

方に対してより多くの権限と財源を移譲することが不可欠であり、その意味から地方分権改革は

道州制の前提となる。そして、新しい姿として内政面については道州政府以下の地方に委ね、そ

れぞれの道州政府が異なる資源と個性の下で自立性を発揮すると同時に相互に結びつき合うこ

とで、さらに高い付加価値を生み出す。グローバル化、少子高齢化の中で地域の活力を向上、充

実させる上で重要な選択肢となる。 

こうした枠組みの議論と大都市制度の議論は表裏一体となり、最終的に東京都を国の中で如何

に位置づけるのかの議論にもつながることになる。大阪都構想、特別自治市構想の先にある国の

あり方について、道州制を描くのか関西連合型の広域連携を目指すのかにより地方自治はもちろ

んのこと 国の持続的発展にも大きな影響を与えることになる。 
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危機時の集権と財政 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

2011 年は東日本大震災等から如何に脱し、復旧・復興を進めていくか財政の大きな役割とし

て求められた時代である。そして、危機時から平時に如何に地域はもちろんのこと財政もソフト

ランディングしていくかが同時に大きな課題となる。日本経済の過去の歴史の中でも危機時に組

み込まれた財政制度が平時にも構造化し残った例が少なくない。増税議論による借金の圧縮と同

時に危機時の財政制度の平時への移行を予め議論することが必要となる。 

恐慌克服への国の政策展開は、29 年に大蔵大臣に就任した井上準之助による自由競争原理政

策（井上財政）と 32 年に大蔵大臣に就任した高橋是清によるケインズ主義政策（高橋財政）に

大きく分けられる。井上財政では、為替相場の安定とインフレ抑制のために 30 年に金輸出解禁

を行っている。大恐慌時での金輸出解禁を通じた自由競争の荒波は、地域経済、国と地方の財政

に大きな打撃を与え、31 年の満州事変、イギリスの金本位制停止等政治経済が混乱する中、同

年 12 月に日本も金本位制を停止、金輸出を再禁止するに至っている。この混乱に対し高橋財政

は、①軍事費の拡大による工業部門への需要喚起、②時局匡救事業の拡大による地域経済の立て

直し（日本版ニューディール政策）、③対満州・朝鮮等植民地投資拡大を行い、その財源を日銀

引き受けによる赤字国債発行で賄うインフレ政策を展開している。このうち地方に大きな影響を

与えたのが時局匡救事業の拡大である。時局匡救事業は、地方の借金を中心に展開したため、公

債消化の困難化が深刻化した。これを受け、歳出削減等財政削減に取組み出した 35 年以降、堆

積した公債の元利返済が大きな負担となり地方財政の運営が危機に瀕している。この間、33 年

に国際連盟を脱退した日本は外資導入による経済建て直しの途を自ら閉ざし、37 年からの日中

戦争、それに続く 41 年からの太平洋戦争へと突入している。 

戦時下の 1940 年、軍事費拡大による財源不足克服のため地方財政の制度改革を実施している。

第 1 は、租税制度全体の改革である。従来の収益税中心から所得税、法人税等所得課税中心に移

行し税収の弾力化を高めると同時に、租税特別措置等による租税政策を強化している。第 2 は、

地方財政危機への対処であり、市町村民税等を導入し、地方間の財政力格差を是正する恒久的制

度として「地方分与税制度」を創設し、税の道府県への還付及び道府県と市町村に対する配付の

方式で財政調整を行う仕組みとした。以上の税制の整備を通じて、戦時下の中央集権型支配を強

化すると同時に、国による経済統制の展開を支える地方の業務量増大に対応するため人員も含め

拡大し、同時に地方の組織や職員に対する規定が戦時規則として定められている。なお、地方分

与税制度の前身は、36 年に臨時措置として導入され財政困窮の町村に国から財政措置した「臨

時町村財政補給金規則」（規模 2000 万円）であり、翌 37 年には道府県も対象とする「臨時地方

財政補給金規則」(規模 1 億円)が公布された。補給金は標準財政力の差に人口を乗じる算出方法

を基本とし、日本初の地方財政調整制度となっている。この臨時措置を恒久化した制度が、地方

分与税制度である。日本の地方財政調整制度は第一次世界大戦を契機に本格化した経済活動の都

市部集中とそれに伴う農村との格差拡大、大恐慌による農村部の疲弊拡大への対処として導入さ

れた。地方財政調整制度は、ナショナル・ミニマム実現に向けた地域間格差是正の機能と同時に、

国政委任事務と共に中央集権型支配のための標準化と階層化に大きな機能を果たし、戦後の地方

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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湖付近制度と機関委任事務の原型となる。危機時を経ることで財政規模が恒常的に拡大すること

は歴史の中で繰り返されてきた。危機時に組み込まれた制度を平常に戻る際に適した制度に是正

する移行の仕組みを増税議論と同時に明確化していく努力が必要となる。
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中国元のグローバル化 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

 

［資料］ＩＭＦ、中国人民銀行等資料から作成。 

 

新興国への投資は引き続き中国、ブラジル、ロシアを中心に増加基調にある。但し、投資の形

態については国別に斑模様となっている。全体規模は中国が大きいものの中国への投資は直接投

資が圧倒的に大きく証券投資の割合は小さい。これに対して近年投資対象国として伸びているブ

ラジルは直接投資だけでなく、証券投資等バランスが取れた形態となっている。これは、中国と

ブラジルの証券投資等対外取引の自由度の進捗状況の違いにある。中国は 2000 年の WTO 参加

後も証券投資等資本取引の管理が基本的に続いている一方、ブラジルは資本取引の対外開放を強

力に進めている。この結果、世界経済に占めるＧＤＰ比率は中国が大きいものの、通貨元の外国

為替市場の取引占有率は低く両者の「乖離率」は中国で激しいことからも中国のグローバル化が

大きな課題となっていることが分かる。 

その中で人民元のグローバル化に向けてクロスボーダー貿易人民元決済の適用地域を中国人

  

 

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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民銀行は拡大させており、その結果、クロスボーダー貿易人民元決済が近年着実に増加している。

人民元のグローバル化への取り組みは、人民元のオフトェア市場の拡大にも結び付いている。こ

うした取り組みをさらに拡大させると共に、世界貿易における脱米ドルを進め決済通貨の多様化

を図ることが中国だけでなく世界経済の安定の為に不可欠となっている。  
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公有地信託制度の本質的課題と 

震災復興における活用の問題点 

北海道大学公共政策大学院 専任講師 若生 幸也 

 

１．現行公有地信託制度に関する課題 

（１）公有地信託制度の概要と導入の経緯 

公有地信託とは、公有地における土地信託を指す。公有地の所有権を受託者（信託銀行等）に

移転した上で（①）、受託者が公有地を信託財産として管理し、収益施設を建設（②③④）・運用

（⑤⑥⑦）する。その収益の一定額を信託報酬として受託者に（⑧）、残りの収益を借入金の返済

に充て（⑦）、完済後は配当金を受益者（自治体）に配分する（⑨）。そして契約満了後は土地建

物が受益者に返還される（⑩）仕組みである（図表１参照）。昭和 61（1986）年の地方自治法改

正に伴い、普通財産の公有地のみに限定し可能となった制度である。 

ただし、「自治事務次官通知（昭和 61 年 5 月 30 日付自治行第 61 号）」は、「公用・公共用施設

の建設等を主たる目的とする信託は行わないこと」を通知しており、基本的には公用・公共用施

設を公有地信託制度で建設することはできない
10
。そのため、公有地信託制度で建設される施設

は、公社・第三セクター等が担当する事業分野のものが多い。例えば、複合運動施設・都市型遊

園地・宿泊施設等のレジャー関連施設や都市部におけるオフィスビル、郊外の大規模工業団地等

が公有地信託制度を活用し整備された。 

 

図表１：公有地信託の基本スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：地方自治制度研究会編『公有地の信託制度―改正地方自治法の解説』24 頁を筆者一部改変 

 

公有地信託制度では、多段階での議会承認や自治体の調査監督権等を認めている。それは①信

                                                   
10 収益施設であるオフィスビルを主たる目的として、公共施設（ホール・図書館・福祉センター等）を付随的に整備し

たフレスコ南大沢（東京都八王子市）のような事例も存在するが数は限定される。 

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        

受託者（信託銀行等）

信託財産

公有地・建物

委託者

兼受益者

（自治体）

金融機関

（融資銀行）

建設業者 管理会社

賃借人等

（事業者等）

信託契約

①公有地信託

信託受益権

⑨信託配当

⑩財産返還

④資金借入 ⑦元利支払

⑤賃貸等

⑦賃料等

⑥管理契約

⑦管理料支払
②工事発注

④代金支払 ③引渡し

⑧信託報酬

受託者（信託銀行等）

信託財産

公有地・建物

委託者

兼受益者

（自治体）

金融機関

（融資銀行）

建設業者 管理会社

賃借人等

（事業者等）

信託契約

①公有地信託

信託受益権

⑨信託配当

⑩財産返還

④資金借入 ⑦元利支払

⑤賃貸等

⑦賃料等

⑥管理契約

⑦管理料支払
②工事発注

④代金支払 ③引渡し

⑧信託報酬
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託開始時の議会承認、②一定金額以上の受益権の売払い又は買入れに対する議会承認、③自治体

執行部の調査及び監査委員の監査、④自治体の長に対する事業計画及び実績書類の議会提出義務

等である
11
。これらは公有財産と同様の扱いであり、自治体の執行部や議会は、委託者兼受益者

として公有地信託事業に対する一定の関与が求められていると解することができる。 

なお公有地信託制度が導入された背景を整理すると、以下の要因が挙げられる
12
。①制度が導

入された昭和 62（1986）年はバブル経済期で土地価格が急激に上昇しており、土地信託を活用

すれば自治体の負担なく公有地の活用が可能となると認識されていたこと、②内需拡大を企図し

た民活導入の拡大が求められていたこと、③都心部では公有地の活用を図りたい反面、土地売却

を行うと、周辺地価相場を大きく上昇させる懸念があり、土地の売買を伴わない活用方法が求め

られたこと等である。 

 

（２）全国の公有地信託事例の概要と見直しの方向性 

以上のような導入の経緯がある公有地信託制度はバブル崩壊以降、売上減少と過大な需要予測

に基づく過剰な資産と借入金返済が重荷となり、信託収支の悪化や、信託配当はおろか多額の負

債を抱える事例が相次いでいる（図表２参照）。これらの事例からも明らかなように、バブル期に

計画されたレジャー関連施設（複合運動施設・都市型遊園地・宿泊施設等）は需要低迷等により、

軒並み見直しを余儀なくされている。例えば、大阪市のフェスティバルゲートは、2004 年に約

380 億円の負債を抱え経営破たんし、民事調停により市が 200 億円の債務を負担している。 

東京都の新宿モノリスは信託契約を 5 年間延長し事業を継続させている。しかし、新宿副都心

という好立地のオフィスビルであるにもかかわらず、実績配当は予想配当の 4 分の 1 以下であり、

都心部の好立地物件でも長期需要予測に基づく予想配当と実績配当は大きく異なることが分かる。 

なお、「信託統計便覧」によると土地信託の受託件数は、平成 23（2011）年 3 月末に 491 件で

あり、ピークの平成 10（1998）年 3 月末の 1,407 件と比べ、35％まで減少している
13
。この減少

の背景として、①公有地信託制度は上述した見直しが進められていること、②約 20 年から 30 年

で設定される土地信託契約期間が段階的に契約満了の時期を迎えていることが挙げられる。契約

満了に近づくにつれて、公有地信託事業に内在化された多額の債務処理方法等の問題が各地で噴

出するおそれがある。 

図表２：全国の公有地信託事例の課題と今後の方向性 

自治体自治体自治体自治体    

事例名事例名事例名事例名    

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県    

青野運動公苑青野運動公苑青野運動公苑青野運動公苑    

大阪市大阪市大阪市大阪市    

フェスティバルゲートフェスティバルゲートフェスティバルゲートフェスティバルゲート    

神戸市神戸市神戸市神戸市    

舞子舞子舞子舞子ビラビラビラビラ    

東京都東京都東京都東京都    

新宿新宿新宿新宿モノリスモノリスモノリスモノリス    

事業種別事業種別事業種別事業種別    複合運動施設 都市型遊園地 宿泊施設 オフィスビル 

主主主主なななな課題課題課題課題    

・入場客数低迷 

・信託銀行から訴訟 

・入場客数低迷 

・運営コスト高 

・宿泊・宴会数低迷 

・施設の賃料負担大 

・不動産需要低迷 

・信託配当の低迷 

見直見直見直見直しのしのしのしの方向性方向性方向性方向性    

・信託銀行の立替金債務

約 105 億を県が支払い

（最高裁判決） 

・運営継続 

・約 380 億の負債のうち、

約 200 億を市が負担 

（民事調停） 

・運営停止（破たん） 

・信託契約解消、売却また

は上下分離方式での運営

を第三者委員会で検討中 

・運営継続 

・20 年間予想配当 2,416

億に対し実績 533 億、

信託期間を 5年間延長 

・運営継続 

                                                   
11 地方自治制度研究会編『公有地の信託制度―改正地方自治法の解説』ぎょうせい、1986 年、45 頁。 
12 地方自治経営学会『民活による公有地利用、こう進める』ぎょうせい、1986 年。 
13 信託協会「信託統計便覧」http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/data01binran.html 



 

 

14                       政策研究 2011 No.9 

 

（３）兵庫県青野運動公苑立替金請求事件に関する最高裁判決の概要と問題点 

（ａ）青野運動公苑立替金請求事件の概要 

兵庫県加西市の複合運動施設である兵庫県青野運動公苑も上述した公有地信託の課題を抱えて

いる事例である。本事例に関して、公有地信託制度に関する重大な判決が最高裁で示された（平

成 23（2011）年 11 月 17 日最高裁判決、事件番号：平成 22（受）1584）。信託銀行 2 行（三菱

UFJ 信託銀行及び住友信託銀行）から兵庫県に提起された青野運動公苑整備に伴う債務立替金請

求裁判の判決である。 

青野運動公苑は、兵庫県が信託銀行 2 行に兵庫県加西市の県所有公有地を昭和 62（1987）年

に信託し、平成 3（1991）年に開業したゴルフ場 18 ホール、屋内 4 面・屋外 16 面のテニスコー

ト、130 名が宿泊可能な宿泊施設を備えた複合運動施設である。本施設整備に係る信託契約は、

昭和 62（1987）年から平成 27（2015）年までの 28 年間を契約期間とし、債務を完済した上で

兵庫県に約 24 億円を配当する計画であった。 

青野運動公苑立替金請求事件では、複合運動施設整備費として信託銀行 2 行が借入れた約 79

億円について、平成 18（2006）年の資金借換えの際に兵庫県が損失補償契約を打ち切ったこと

から、信託銀行に対し融資銀行からの融資が行われなかった。それに伴い信託銀行 2 行は自己資

金で借入費用を返済したため、その費用補償を兵庫県に求めた事件である。 

 

（ｂ）青野運動公苑最高裁判決の内容と判決理由 

第一審の兵庫地裁では、信託銀行側の費用補償請求を退けたが、第二審の大阪高裁では、「受益

者である兵庫県が不利益もすべて負担するのが妥当であり、信託銀行は費用を請求できる」とし、

信託銀行から兵庫県への全額費用補償請求を認めた。また、「損失補償契約が締結済であったこと

から、兵庫県は残存債務を負担する意思があった」と判断した。最高裁が兵庫県の上告を棄却し

たことから、大阪高裁判決が確定した。 

最高裁判決では、「旧信託法 36 条 2 項で規定されている受託者から受益者に対する費用補償請

求権の適用を除外した合意はなされていない」と判示し、信託銀行から県への費用補償請求権を

認めた。その理由は以下の 3 点が挙げられている。 

①信託契約前の外部環境・議論 

 昭和 61（1986）年に自治省の公有財産の有効活用等に関する調査研究会が「公有地への土地

信託制度の導入について」を取りまとめ、「信託財産の運用が当初の見通しと大きく異なった場合

には、信託の終了に際し、債務を承継する可能性もある」と示している。また同年に信託銀行が

県に提出した文書にも、公有地信託の管理・処分の成果損失はすべて受益者に帰属する記載があ

ることを指摘している。さらに、昭和 62（1987）年の県議会における執行部の説明でも県が債

務を引き継ぐ可能性があることを答弁したと示している。これらの外部環境や議論から、信託債

務を信託銀行から引き継ぐことを県は予見していたと最高裁は判示した。 

②信託契約書上の文言 

 契約文言上も「信託事務に必要な費用は、信託財産から支弁する」（契約書 18 条）や「信託終

了に要する費用は、信託財産から支弁する」（契約書 32 条 2 項 4 号）と定めているが、費用補償

請求権の適用を排除する文言はどちらにも見られないとしている。また、不足金が生ずる場合の

処理方法については、県と信託銀行があらかじめ協議するものとされ（契約書 25 条）、信託終了
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時に借入金債務等が残存する場合には信託銀行 2 行が県と協議の上処理することとされている

（契約書 32 条 2 項 3 号）。このことから最高裁は、信託銀行の費用補償請求権を排除する合意は

成立しておらず、協議の規定は県の一定負担を前提としたものと判示した。 

③信託契約締結後の協議動向 

 平成 7（1995）年以降収支が悪化し、平成 13（2001）年に信託銀行が県に提出した中期経営

健全化計画以降、平成 15（2003）年からは県と信託銀行が協議を継続していたにもかかわらず、

県の費用補償義務を否定する態度がなかったことや損失補償契約の継続的締結を行ったことから、

最高裁は信託銀行の費用補償請求権を排除する合意は成立していないと判示した。 

 

（ｃ）青野運動公苑最高裁判決を受けた兵庫県の対応と問題点の指摘 

この最高裁判決を受け、兵庫県知事は遅延損害金等を含めた約 105 億円を専決処分で支払うこ

とを平成 23（2011）年 11 月 17 日に表明した。兵庫県は最高裁の判断について、以下の 4 点の

理由を挙げて問題点を指摘している
14
。 

①信託制度の本質の見誤り 

 プロとしてゴルフ場等運営を信託銀行が提案した経緯などから、信託銀行の高度な専門家責任

が求められるのに対し、信託銀行への信託は単なる財産管理人への委任として扱い、費用補償請

求権を認めたことは信託制度の本質を見誤っている。 

②契約途中における県への請求の是非 

 本契約は、信託銀行が必要な事業資金の借入を行った上での事業運営が前提だが、契約途中で

兵庫県に請求を行ったことは信託契約に違反する。 

③利益相反の立場についての判断 

 信託銀行は、受託者であるのと同時に、一部資金の貸し手となっている
15
。受託者として経済

的な運営を行うべきだが、貸し手であるため自らの利益を優先し利益相反を発生させており、受

託者の忠実義務違反である。 

④県損失補償契約の趣旨の取り違い 

 収支改善を目的とした信託銀行の低利資金調達を支援するために損失補償契約を締結したが、

最高裁はこれを県が負担する根拠として判示しており、当時の経緯を踏まえていない。 

 

本判決の問題点として兵庫県から指摘されている②については、契約書 18 条で「信託事務に

必要な費用は、信託財産から支弁する」とされているが、費用補償請求権を契約書上排除してい

ない上、信託財産の売却以外には信託財産からの費用支弁は不可能なことから、旧信託法 36 条 2

項の費用補償請求権は限定的に認められると筆者は考える。ただしあくまで「限定的」であり、

全額の費用補償請求が可能かどうかは、別段の①と③の問題点の議論が関係しており、非常に本

質的な課題である。 

 

（４）公有地信託制度の本質的課題 

                                                   
14 兵庫県「青野運動公苑土地信託事業にかかる立替金請求上告事件判決の問題点」2011 年 11 月 17 日。

http://web.pref.hyogo.jp/governor/documents/000191761.pdf 
15 融資銀行は別に存在しているが、一部資金は信託銀行が融資を行っている。その融資比率は借換えのたびに変化して

いるが、信託事業開始時の平成 3（1991）年から平成 22（2010）年度末までの信託銀行の融資に係る累積利息は約 13
億円となっている。 
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（ａ）信託銀行等受託者の責任分担の不明確さ 

 信託銀行等受託者は、本来専門的な知見を持って公有地を受託し、収益施設を建設・運営する

主体である。しかし青野運動公苑最高裁判決では、受託者を単なる財産管理人として位置づけ、

高度な専門性のある受託者としての責任を明確にしていない。 

本来的に委託者兼受益者である兵庫県は、信託財産の範囲内での有限責任を負うことが適当で

ある。しかし最高裁の判示では公有地信託を委任と同質ととらえ、委託者兼受益者に無限責任を

負う明確な同意がないにもかかわらず、すべての費用補償請求を認め無限責任を是認している
16
。

この場合、リスクはすべて兵庫県側に移転されることとなり、受託者は効率的・効果的な信託財

産の管理・事業の運営を図る誘因を持たないことになる。 

また青野運動公苑事業の場合、信託銀行は融資銀行としての側面も持ち合わせており、旧信託

法 22 条の忠実義務規定（受託者はもっぱら受益者の利益のために行動すべき旨の規定）におけ

る受益者の利益と受託者の利益が衝突する利益相反行為である可能性が高い
17
。なぜなら、信託

銀行が受託者として事業運営管理における厳密性を担保しなくとも、融資債権を持ち合わせてい

ることから、融資銀行として利益を確保できるからである。 

平成 18（2006）年に成立した改正信託法下では、信託法 48 条で「受託者は、信託事務を処理

するのに必要と認められる費用は、信託財産から償還を受ける」として、受益者との個別の特約

がない限り、受益者への費用補償請求は原則として認められていない
18
。今後の公有地信託事業

の契約（新規・契約更新等）にあたっては、受益者（自治体）への費用補償請求の特約を締結す

るか否かも含めて、高度な専門性の活用に基づく受託者責任を分担させるかがポイントとなる。 

しかしながら実務的には、信託銀行は「受託者の裁量で管理・運用する不動産信託を受託しな

いか、受託するとしても受託者の裁量性を大幅に制限している」
19
という指摘もあり、高度な専

門性の活用に基づく受託者責任を求めるにはハードルが高いと想定される。 

 

（ｂ）自治体執行部・議会の責任分担の不明確さ 

 「１．現行公有地信託制度に関する課題 （１）公有地信託制度の概要と導入の経緯」で前述

したように、公有地信託制度では、公有財産の扱いと同様、多段階での議会承認や自治体の調査

監督権等を認めている。つまり、自治体の執行部や議会は、委託者兼受益者として公有地信託事

業に対する一定の関与が求められていると解することができる。 

 執行部は公有地信託開始後、調査及び監査委員監査や事業計画及び実績書類の確保を通じて、

公有地信託事業を継続的にモニタリングする必要がある。 

 議会は、公有地信託事業開始の際に、事業の長期見通しや事業の採算性・持続可能性等を踏ま

え、事業の開始可否を判断し、受益権の売買に関して承認を行う必要がある。また執行部から議

会に提出される事業計画及び実績書類を用いて、執行部同様に公有地信託事業を継続的にモニタ

リングしなければならない。 

青野運動公苑事業においても、平成 7（1995）年から収支が悪化し、平成 13（2001）年には

信託銀行から中期経営健全化計画が提出されている。また平成 15（2003）年からは、信託事業

                                                   
16 樋口範雄「土地信託あるいは公有地信託とは何か―大阪高判平成 22・5・14 について」『NBL 937 号』商事法務、

2010 年 9 月。 
17 能見善久『現代信託法』有斐閣、2004 年、75-85 頁。 
18 樋口範雄『入門 信託と信託法』弘文堂、2007 年、243 頁。 
19 米田淳『新・不動産信託の活用術』住宅新報社、2008 年、50 頁。 
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に資金不足が生じた際の処理方法について協議を重ねている。平成 7（1995）年からの収支悪化

は、執行部も議会も実績書類等から認識しうる立場にあったにもかかわらず、早急な改善につな

がらなかったことは問題点として指摘できる。 

今後の公有地信託事業の契約（新規・契約更新等）にあたっては、委託者兼受益者である自治

体執行部・議会のモニタリングを担保するための契約規定が求められる。いかに迅速に変化に対

応できる仕組みを内包するかがポイントであり、その際には改正信託法に基づく「帳簿等の作成

等、報告及び保存の義務」（信託法 37 条）が活用可能である。信託法 37 条 3 項では、受託者は

毎年 1 回貸借対照表・損益計算書その他の書類について受益者に報告する義務を課している。こ

の規定を活用し、モニタリングに必要な事業に関する兆候情報を継続的に提供する義務を受託者

に課すことが求められるだろう。 

 

（ｃ）過大な需要予測と過剰施設 

公有地信託制度は原則的に公共施設整備に活用できないため、公社・第三セクター等が担当す

る事業分野のものが多く、行政が本来的に整備しなければならない施設とは言い切れず、制度自

体に財政規律が働きにくいことが課題として指摘できる。 

また、バブル経済期を中心に公有地信託事業が立ち上がってきたことから、過大な需要予測と

それに基づく過剰な施設が信託事業を圧迫している。過剰施設の建設は多額の借入金を信託会計

に抱えることとなり、需要予測以上に実際の需要が低迷するため、収入は限定的となる。収入が

限定的であれば、多額の借入金等の返済に支障をきたすことがこれまでの事例から明らかとなっ

ている
20
。 

例えば、青野運動公苑の施設であるテニスコートとゴルフ場の利用者数の前提となる数値を整

理する。社会経済生産性本部『レジャー白書 2008』によれば、平成 19（2007）年のテニス人口

は 570 万人であり、ピークである平成 7（1995）年の 1,490 万人と比べ 40％弱の水準である。

また日本ゴルフ協会によれば、平成 22（2010）年のゴルフ人口（予測）は 1,033 万人であり、

ピークである平成 6（1994）年の 1,450 万人と比べ 70％強の水準である
21
。青野運動公苑は、テ

ニスコートが屋内 4 面・屋外 16 面あり、ゴルフ場も中国自動車道沿いの半径 5km 以内に 7 カ所

を数えることから、明らかに需要に対して過剰な施設であることが指摘できるだろう。 

このようにレジャー需要やオフィス需要等は変動が大きく、公有地信託事業開始時の需要予測

はほとんどが現在の需要とかい離している。そのため、今後の公有地信託事業の需要予測は新規・

契約更新を問わず、厳しい右肩下がりの需要量を前提として置く必要がある。 

 

２．東日本大震災復興における公有地信託制度活用の問題点 

（１）公有地信託制度の復興活用議論の概要 

以上のような本質的課題を抱える公有地信託制度であるが、平成 23（2011）年 3 月 11 日に発

生した東日本大震災で被害を受けた公共施設の再建復興に向けて、公有地信託制度の活用を図ろ

うとする動きが見られる。 

例えば、平成 23（2011）年 6 月に信託協会は、「東日本大震災からの復興に資する規制緩和要

                                                   
20 舞子ビラ事業あり方検討委員会「舞子ビラ事業のあり方に関する中間まとめ」2011 年 9 月。

http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2011/09/img/maiko.arikatah.pdf 
21 日本ゴルフ協会「本格的に始動する日本ジュニアゴルファー育成協議会」

http://www.jga.or.jp/jga/html/about_jga/vol70/sp2_2.html 
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望」を政府に提出している
22
。6 つの要望のうち 2 つは公共施設復旧に向けた土地信託の活用に

関する項目である。その要望は、①自治体が公共施設整備を主目的として土地信託を行うことを

可能とすること、②自治体が土地を信託する場合に金銭も信託可能とすること、である。また同

年 7 月には、平成 24 年税制改革要望として、③国や地方自治体による国・公有地の土地信託に

係る登録免許税・固定資産税・不動産取得税等を非課税とすること、を求めている。 

これらの要望は現行の公有地信託制度を震災復興に活用する際に、それぞれに対応する以下の

課題が発生するためである。 

①震災復興で最も利用が期待される公共施設整備に関しては、昭和 61（1986）年の自治事務次

官通知により公有地信託制度を利用できないとされていること 

②一定の金銭を自治体が所有している場合、土地と同時に金銭を信託すれば借入金を抑えること

が可能となり借入金の元利返済負担は減少するが、金銭信託は認められていないこと 

③自治体の土地所有権が受託者に移転するため、その際の土地関係諸税が受託者負担で信託会計

の費用算入されるため、自治体が整備した場合よりも諸税分がコスト高になること 

 

このような提言を踏まえて、政府が平成 23（2011）年 7 月に示した「東日本大震災からの復

興の基本方針」においても、「民間の力による復興」としてファンド・PPP（官民連携）・PFI（民

間資金を活用した公共施設整備運営）と並んで土地信託手法が明示されている
23
。 

このように、信託銀行等の金融機関が被災地における公有地信託制度導入を目指す背景には、

東北地方の地域金融機関の融資先を確保するねらいもあると考える。東北地方の地域金融機関（銀

行・信用金庫）の預金残高は、震災前（平成 23（2011）年 2 月）の 31 兆 5,122 億円から震災後

（同年 6 月）の 34 兆 7,519 億円と 3 兆 2,000 億円強が急激に増加している（図表３）。 

 

図表３：東北地方の銀行・信用金庫の預金・貸出金残高の関係 
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参照：日本銀行仙台支店ホームページ「東北地区主要金融経済統計（預金残高・貸出金残高）」より筆者作成 

 

                                                   
22 信託協会「東日本大震災からの復興に資する規制緩和要望」

http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/pdf/NR230610.pdf 
23 東日本大震災復興対策本部「東日本大震災からの復興の基本方針」2011 年 7 月。

http://www.reconstruction.go.jp/topics/doc/20110729houshin.pdf 
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反面、震災前（同年 2 月）の貸出金は 17 兆 8,291 億円から震災後（同年 6 月）17 兆 8,779 億

円と横ばいである。 

この滞留した預金は、貸出につながらなければ金融機関のコスト増加要因になる。なお、地方

銀行等は自治体からの地方債を多く引き受けているため、復興期の自治体の地方債発行の増大は、

金融機関の運用バランスにさらなる偏りをもたらすおそれがある。そのため、名目上は民間資金

の活用となる公有地信託制度の導入を図り、運用バランスの確保を図るねらいがあるものと推察

できる。 

 

（２）震災復興における公有地信託制度活用の問題点 

（ａ）公有地信託制度と PFI の比較 

公有地信託制度を震災復興に活用するとした場合、最も関連する制度は PFI（民間資金を活用

した公共施設の整備運営）であろう。そのため、公有地信託と PFI を比較した（図表４参照）。 

 

図表４：公有地信託制度と PFI の比較 

 公有地信託 PFI 

土地建物所有者 受託者（信託銀行等） 自治体（BTO の場合） 

税制 課税 非課税 

契約手続・内容 比較的容易 複雑 

自治体の検討事務負担 比較的小 比較的大 

全体調整主体 受託者（信託銀行等） SPC（特定目的会社） 

収益施設 現行は主目的で制約なし 従で制約あり 

参考：村山敦「被災地復興のカギを握る土地信託活用の行方」より筆者一部改変 

 

公有地信託の場合、土地建物所有者は自治体から信託銀行等の受託者に移転される。そのため、

所有権移転等に係る不動産関係諸税がコスト負担となる。対照的に、PFI は不動産関係諸税が非

課税となる。 

 契約手続や内容に関しては、公有地信託は信託法の規定が法定されていることから、比較的簡

便であるという
24
。それに対し、PFI は事業内容によって個別案件ごとに一から内容を決め、契

約に落とし込まなければならないという。それに伴い、自治体の検討事務負担も公有地信託のほ

うが小さいため早期の事業化が可能であり、PFI は負担が大きいため事業化に時間がかかるとい

う指摘がある。 

 事業全体の調整主体は、公有地信託が信託銀行等の受託者で、PFI の場合は SPC（特定目的会

社）となる。公有地信託は信託銀行等の受託者が調整主体となるため SPC を創設する必要がな

く、事業開始が早くなるメリットがある。 

 収益施設を併設する場合は、現行公有地信託が既に収益施設を中心とした制度として構成され

てきたため、PFI 以上に収益施設の取扱いは容易となり、信託会計等に収益を算入し、財政負担

を軽減する仕組みが一定程度内包されている。 

 

                                                   
24 村山敦「被災地復興のカギを握る土地信託活用の行方」『近代セールス 2011 年 11 月 15 日号』近代セールス社、2011
年 11 月、59,60 頁。 
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（ｂ）震災復興活用の問題点 

以上の論考で、概略的に震災復興に係る公有地信託制度の見直し議論を整理し、公有地信託制

度と PFI を比較した。その上で、現行公有地信託制度で発生している課題等も踏まえ、公有地信

託制度を震災復興に活用する場合の問題点を示す。 

①全体調整主体としての受託者（信託銀行等）の専門家責任及び能力の有無 

「１．現行公有地信託制度に関する課題 （４）公有地信託制度の本質的課題」で指摘したよ

うに、公有地信託制度における受託者（信託銀行等）は、本来的に専門的な知見を持って公有地

を受託し、施設を建設・運営する主体として位置づけられるべきである。たとえ、公共施設のみ

の建設・維持管理を行い、主に自治体からの賃料収入で運営にあたるとしても、その建物設計・

施工・維持管理を通じた全体調整には一定のノウハウが求められる。 

このような受託者のノウハウを最大限活用するためには、受託者の裁量を大きくし、事業全体

の効率的な管理に向けた誘因と必要最小限の制限によるコントロールを行う必要がある。しかし、

前述したように信託銀行は受託者の裁量で管理・運用する不動産信託を受託しないか、受託する

としても受託者の裁量性を大幅に制限しているとの指摘もある。つまり、受託者の専門家責任を

契約内容として盛り込み、全体調整主体として位置づけることは現実的にはハードルが高いもの

と想定される。 

その意味で、主に自治体からの賃料収入で公共施設の整備運営にあたるのであれば、PFI 事業

ごとに創設される SPC（特別目的会社）のほうが全体調整主体としての専門家責任及び能力を十

分に問うことが可能になるだろう。 

②事業化に向けた検討事務負担と改正信託法下での任意規定との関係 

先に示したとおり、「事業化に向けた自治体側の検討事務量は、PFI 事業よりも公有地信託事業

のほうが少ない」という。「公有地信託は信託法で権利義務関係が法定されているから」という指

摘である。旧信託法の場合は強行規定も一定程度存在し、一定の権利義務関係が法定されており、

自治体が公有地信託の事業化を進める上での検討事務負担が少なかった可能性はある。 

しかしながら、改正信託法は旧信託法と比較すると、多様な信託制度の発展を企図した条文数

及び任意規定数の増加が進んでいる
25
。そのため、改正信託法下では任意規定の適否確認等の作

業がより多くなるため、検討事務負担は PFI 事業と比べ若干少ない程度の水準となることが想定

される。ただし、事業検討プロセス等を大幅に簡略化すれば、自治体の検討事務負担は少なくな

る。また自治体は賃料を継続的に支払うかたちとなり、施設建設に係る地方債起債も必要ないた

め、自治体の財政規律を弱め、長期的な財政負担を増大させるおそれがある。 

本来的には、公有地信託事業においても PFI 事業と同様に、適正な事業検討プロセスにのっと

った財政負担額の低減やリスク分担を追求するとともに、任意規定の適否等を含め、委託者兼受

益者である自治体と受託者である信託銀行等の意思を厳密に確認しつつ契約条項等を定めること

が求められる。逆にそれなしに際限なく震災復興に公有地信託事業を活用すれば、自治体財政の

持続可能性を失わせ、住民の将来負担・リスクの増大につながる。 

③地域金融機関の運用先としての位置づけと需要予測との関係 

先述したように金融機関は預金量が急増しており、地方債に偏らない貸出先を確保するため、

震災復興における公有地信託制度の導入を期待していると考えられる。SPC（特定目的会社）創

                                                   
25 樋口範雄 前掲書、94-100 頁。 
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設の必要がないことや信託法にのっとり比較的早期の事業化が可能なことから、信託銀行や地域

金融機関は制度が解禁されれば、自治体に対して積極的な売り込みを行う可能性がある。このよ

うな預金急増の運用出口として公有地信託制度が使われるとすれば、際限なく資金が流入するた

め、1980 年代後半に行われたバブル期の公有地信託制度と同様の問題を抱えることになる。 

また信託銀行等の金融機関は、特に都市部で収益施設も兼ねた公共施設整備を提案する可能性

がある。この場合、人口減少・少子高齢時代においては、収益予測も厳しい右肩下がりの需要を

前提に置かなければならない。提案を受ける自治体側は、需要予測か適切か否かを判断する必要

がある。たとえ、公有地信託事業が需要の右肩下がりを前提に置いたとしても、長期的な社会経

済情勢に左右されることは間違いない。つまり、自治体財政の予見可能性を下げるおそれがある。 

 

以上、公有地信託制度を震災復興に活用する場合の問題点を 3 点指摘した。PFI と比較した場

合の公有地信託制度の優位性は、自治体の検討事務負担の一定程度の軽減と比較的早期の事業化

が可能な点である。しかしながら事業の持続可能性を考慮すると、受託者（信託銀行等）の専門

家責任を問いがたいこと、収益施設の需要予測がリスク要因であること等の理由から、震災復興

に公有地信託制度を活用することが望ましいとは言い切れない。震災復興期であるとはいえ、有

事から平時への移行が進みつつある中で、冷静な議論が求められる。 

 
 


