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指定管理のコンプライアンス① 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
 

はじめに 

2003 年の地方自治法改正で導入された指定管理の取組みが、実践面において転換期を迎えている。そ

れは、指定管理を通じた官民の信頼関係の進化の必要性である。官と民の信頼関係の形成がパートナーシ

ップの持続的取組みの基礎となることは、言うまでもない。しかし、現実の契約関係では、官民の中間領

域に対するガバナンスが十分に形成されておらず、自由な契約の意思を前提とする構図には至っていない。 

経済社会全体の様々な資源制約が強まる中で、地方自治体の抱える課題を単純に民間に転嫁するだけで

は、民間のインセンティブも含めた指定管理の持続的展開と質的向上は限定的とならざるを得ない。とく

に、官民を通じたリスク配分の最適化は、公的部門と民間部門とのリスク認識の相違等で著しく遅れてい

る。指定管理の大きな目的として、行政コストの削減、公共サービスの質的向上に加えて、事業全体のリ

スクを軽減し公共サービスの持続性を確保することがある。行政のリスク軽減は、単に民間に行政のリス

クを転嫁することではなく、民間のインセンティブを高めつつ経済社会のリスク配分の最適化を実現する

ことである。こうした指定管理の体質を形成するには、官民の信頼関係の充実、すなわちコンプライアン

スの充実であり、それを支える契約関係の進化である。本稿では、３回に分けて指定管理制度の法的・政

策的課題について整理する。 

 

１. 指定管理制度の意義 

（１）指定管理制度の意義 

 

2003 年９月の地方自治法改正で、公の施設の管理方法が管理委託から指定管理に移行している。管

理委託では、公の施設の外部委託の対象は、外郭の公的団体に限定されていた。しかし、指定管理制度

の導入により、営利企業など民間事業者、NPO 法人等も公の施設の管理業務への参画が可能となった

（但し、道路法、河川法等個別法での限定措置はある）。条例に基づき指定管理者として議会の議決を

受け、具体的な施設の管理に関する契約書たる協定書が作成され、使用許可や料金設定の権限、利用料

を収入にすることも可能となった。指定管理制度は、公の施設の管理運営に民間等公的部門以外の視点

とノウハウを導入し、公共サービスとしての質的改善とコストの抑制、すなわち効率化を実現すること
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を大きな目的としている。指定管理制度は、これまで公的団体の独占となっていた公の施設の管理運営

を通じた公共サービスの提供を民間にも開放しオープン化すると同時に、外郭等公的団体を民間との競

争関係に置くことで、体質改善を求めるものとなっている。外郭団塊の民営化との指摘もこの点にある。 

指定管理は、官民パートナーシップの考えを基本としており、そこでは①公共サービスの提供は行政

に独占されるべきではなく、住民、地縁団体、NPO や民間企業も公共サービスを提供する主体として

認識すべきであること、②公共サービスの単純な民営化論ではなく官と民の連携を重視すること、③公

共サービスの質的改善に対するコーディネート機能（結びつける機能）、モニタリング機能（効果を見

極める機能）の強化が重要な役割を果たすこと、などが挙げられる。指定管理の本質となる「公共サー

ビスの提供は行政に独占されるべきではなく、住民や企業も公共サービスを提供する主体として認識す

べきであること」の考え方は、公共サービス提供の主体と形態が多様化することを意味している。 

 

（２）官民中間領域のコンプライアンス形成 

このため、法制度においては公法・私法、会計制度では公会計・企業会計等官民を区分する二元論的思

考ではなく、官民の中間領域の新たなガバナンス形成が必要となる。「Compliance」の語源は、『「com」

=共に、「plere」=満たす』、すなわち、信頼関係の形成であり本質的には法令遵守だけでなく、共に信頼

関係を充実させることを意味する。たとえば、指定管理の場合、官は公法、民は私法の法令遵守だけを求

めて行けば官民のパートナーシップへの信頼関係は形成できない。同時に、指定管理は従来の管理委託制

度から新たな制度・機能を形成する政策的思考が必要となる。法的思考は、主に現在の法令を前提として

過去の出来事に当てはめて適否を判断するのに対して、新たな制度・機能を形成し展開するために政策的

思考が不可欠となる。そして、官民の中間領域に対する新たな制度・機能を進化させるためには、具体的

に指定管理制度を展開する地方自治体が国の制度や通知等に拘束されるのではなく、積極的に指定管理制

度の本質を理解し、より良い制度に進化させていく姿勢が重要となる。 

 

 

２．指定管理に関する法規範 

指定管理に関する法規範としては、地方自治法とそれに基づく総務省通知が大きな役割を果たしている。

その中で、まず、指定管理に関する法規範として、行政処分と行政契約について整理する。 
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（図3）行政処分と行政契約

行政処分(公法)
①公権力の主体として、直接国民の権利義

務を形成し範囲を確定すること。

②直接法的効果を生じさせること。

③個別の権利義務を確定すること。

④地方自治体の一方的な意思決定で法

的効果が発生=権力性

⑤特定の私人に対する行為=個別性

行政契約(私法)
①私人たる相手方と対等の立場で締結

する。

②契約は当事者間の合意で成立。とくに

法律の根拠を必要としない。

③私人間で締結される契約と同様。

指定管理はPPPの類型・官民連携・一元論
指定は行政処分(行政権限)であっても、それに基づく協定の内容等は民間

事業者の自由な意思を前提とする官民の実質契約の性格

 

 

 

指定管理に関する法規範として、公法上の「行政処分」と私法上の「行政契約」が存在する。この行政

処分と行政契約の指定管理をめぐる位置づけについて整理する必要がある。なぜならば、指定管理を担う

組織体の地方自治体による指定行為は、行政処分に該当する。このため、指定管理全体を行政処分と解す

る場合がある。しかし、指定行為は行政処分であっても、官民連携・一元論（公法と私法の中間領域）の

下では、指定管理に関する実質的契約行為となる「協定」は、行政契約と同様の性格と認識する必要があ

る。 

行政処分は、①公地方自治体が権力の主体として、国民の権利義務を直接的に形成し範囲を確定するこ

と、②法的効果を直接生じさせること、③個別の権利義務を確定すること、④地方自治体の一方的な意思

決定で法的効果が発生する権力性が強いこと、⑤特定の私人に対する行為であり個別性を持つこと、など

の特色を有する。これに対して行政契約は、①私人たる相手方と対等の立場で締結すること、②契約は当

事者間の合意で成立すること、③私人間で締結される契約と同様の性格を有するといった特色がある。 

指定管理の手続きでは、まず、条例に基づき公の施設をだれに任せるのかは、指定行為という行政処分

によって行われる。しかし、実際にどのような内容の維持管理・運営等を行うかは民間との自由な意思に

よる合意を基本として「協定」として整理される。したがって、協定の内容を一方的に行政側が決定する

ことは許されない。加えて、自由な意思に基づいて合意された「協定」について、コンプライアンスの面

から規範的・合理的な根拠を説明できることが行政側・民間側双方に求められる。説明責任の前提は、そ

こに裁量権が存在するからであり、「協定」は実質的な契約行為であるため双方に説明責任が発生する。

この点は、地方自治体の議会審議に対する説明責任、民間企業の株主等に対する説明責任の内容にも影響

を与える。そして、指定管理制度を充実させていくには、民間側のインセンティブを高める取組みが行政

側には求められる。それは単純な価格競争ではなく信頼関係を形成できる仕組みづくりである。 
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2025年、2035年問題 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

 

（資料）国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」等資料による。 

 

地方自治体の行財政運営に関して、2025 年問題は大きな課題となる。なぜならば、2025 年には団塊

の世代が後期高齢に入り、医療費、介護費等の負担が大きく増加するからである。また、単に財政面だ

けでなく国の「丸ごと地域共生社会」の方向性から、人的資源の効率的活用、そしてコミュニティ等地

域とのパートナーシップの充実、施設整備等縦割り行政の本質的構造に変化がない中で地方行政として

取り組むべき課題が山積しているからである。地域としての生産性向上と共助充実の両立が求められる

構図にあり、地方自治体としてのこれを担う構造的問題が深刻化する。 

加えて、2035 年問題にも留意する必要がある。2035 年は、団塊ジュニアが 60 歳代の高齢期に向か

う時期だからである。もちろん、現役世代の長期化により 65 歳以上の高齢期の受け止め方も変わるも

のの、日本の人口構成から現役世代のコブ（人口が膨れている世代）が消え本格的な変化をもたらす。

団塊の世代の後期高齢期では、団塊ジュニアが依然として現役世代であり、経済社会を下支える構図が

残される。しかし、団塊ジュニアが高齢期を迎える時には、人口構成としてのコブがなくなる。地域に

おいて、二度の質の異なる大きな高齢化の波が訪れることになり、施設の再編と活用等こうした波に対

して如何に効率的に展開し、地域への負担を軽減するかは深刻な課題となる。 

とくに、政府が展開する「丸ごと地域共生社会」の実現は、地域の包括ケアを実現することを大きな

柱としており、地方自治体の責務が拡大する。介護財政抑制に向けた応益負担の拡大、地方財政におけ

るインセンティブ政策が展開されるほか、介護サービス等の効率化と共生の両立等地方自治体の行財政

だけではなく、介護医療院の新設や在宅介護の拡大等地域のコミュニティ等にも密接な関係をもたらす。

子育て政策の展開は、同時に 10 年後・20 年後の地域のあり方を睨んで展開する必要がある。子育て政

策が、子供たちの地域への定住や対流・関係人口の形成へと結び付けることができなければ、2025 年、

2035 年の波の中で地域の持続性を確保することが極めて難しくなることに、留意する必要がある。 
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民泊対応 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料)観光庁消費動向調査資料による。（注 1）民泊=有償での住宅宿泊、（注 2）複数回答あり。 

 

2017 年 7-9 月期の訪日外国人消費動向調査による訪日外国人の宿泊形態を見ると、観光目的で日本

を訪問した外国人の宿泊形態で最も多いのはホテルの 80%弱となっており、次いで旅館の 20%強、民泊

は約 15%となっている。民泊利用比率の高い国籍は、シンガポール、フランス、インドネシア等となっ

ている。訪日人数の中心を占めている中国人の民泊利用率は 14.3%、韓国 15.1%、台湾 12.6%とアジア

諸国は利用率の高い国があるものの、訪日観光客数で中心となっている中国等の利用率は相対的に低く

なっている。国内の民泊利用場所を見ると、大阪・京都・東京の順となっている。 

2020 年の東京オリンピックに向けて外国人の訪日は増加を続けており、政府目標として 2020 年には

4000 万人規模に拡大することが示されている。4000 万人規模は、2016 年段階の 2400 万人の 1.7 倍で

あり、観光立国に向けた政策が展開されている。その中で交通手段の多様化、宿泊施設の多様化等によ

る収容規模の拡大は 2018 年度の喫緊の課題となっており、民泊の推進が提示されている。政府は、宿

泊施設の不足解消と空き家問題解決の手段を結びつけ民泊規制緩和に取組んでおり、2018 年の民泊新

法では、空き家を含む個人住宅に他者を宿泊させる宿泊日数が１年間で 180 日を超えないこととし、民

泊を行う者は住宅宿泊事業者として都道府県知事に届出をした上で、宿泊者の衛生や安全確保を図るた

めに必要な措置を行う義務を有するとしている。国の視点からは、以上の観光政策・産業政策としての

推進がコアとなり、質を担保するための衛生、安全政策を組み込んでいる。 

一方で実際に民泊が展開される基礎自治体にとっては、空き家問題は深刻な課題となっているものの、

コミュニティが空洞化する中でさらにコミュニティの劣化が進むことを懸念する視点も強い。都道府県

以上に基礎自治体が取り組むべき重要な課題であり、具体性のある条例や政策姿勢等で、民泊と如何に

向き合うか住民に明確に示していく必要がある。大阪市・京都市・札幌市では、違法な民泊の通報シス

テムを構築し、営業停止等の措置を行っている。また、民泊でも「ふれあい型」と都市部における「ま

ちなか型」等に分けルールを形成し、地域との共生を図る取り組みも展開されている。 

 

アジアリンク 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

宿泊施設利用率（%）

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

民泊利用比率（%）



 

 

〈既刊テーマ一覧〉 

2017 No.４  地域のプロモーション力 

 日本と EU間の EPA合意 

 アジア通貨危機の再考 

 地域における認知症サポート医の活躍に向けて 

2017 No.５  政策議論の妥当性と適正性 

 職務上の不正の構図 

 アジア通貨危機の再考 

 東京都の排出量取引制度の価格機能の回復に向けた取り組み 

2017 No.６  公会計改革の意義① 

 地方自治体のナッジ政策 

 アジアからの訪日外客の動向 

 総合計画策定時の住民アンケート調査の改善方策 

～計画立案のエビデンスとしての実効性を高めるために～ 

2017 No.７  公会計改革の意義② 

 自治体間競争の本質 

 中国商業銀行の不良債権動向 

 地方自治体における民間委託化検討の観点 

―「人件費」の考え方と費用削減効果算出の際の留意点― 

2017 No.８  第三セクターと損失補償契約・・北海道日高町・・ 

 行政評価の現状 

 新 TPP合意の意義 

 政策形成過程における市民ワークショップの問題点と解決の方向性 

2017 No.９  政策エビデンスの位置づけと機能 

 ２０１８年度政策のトリガー的注目点 

 カンボジア・ミャンマー・ラオスへの政策戦略 

 

 

政策研究 2017 No.10 

2018 年１月発行 

監修 宮脇 淳（北海道大学法学研究科教授） 

編集・発行 株式会社富士通総研 行政経営グループ 

〒105－0022 東京都港区海岸１－16－１ 

電話 03－5401－8396 

MAIL fri-ppp-jimukyoku@dl.jp.fujitsu.com 

URL  http://www.pppnews.org 
 

mailto:fri-ppp-jimukyoku@dl.jp.fujitsu.com

