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指定管理者制度の法的政策的考察①（導入経緯と本質課題） 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
 

はじめに 

2003 年地方自治法改正で導入された指定管理者制度が、実践面において転換期を迎えている。指定管

理者制度では、官（行政）と民（民間事業者等）間の信頼関係の形成が持続的取組の基礎となることは、

言うまでもない。しかし、現実の指定管理者制度では、官と民の中間領域に対するガバナンスが十分に形

成されていない。指定管理者制度を実質的に行政処分の延長線上に位置づけるものから、民間との私的契

約の性格を持つものまで多岐にわたっている。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領域に転嫁するだけでは、民間事業者のインセンティブも含めた指定管理者制

度の持続的展開と公共サービスの質的向上は限定的とならざるを得ない。とくに、官と民を通じたリスク

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で著しく遅れている。本稿では、転換期を迎

えた指定管理者制度について、「指名」と「協定」の関係を軸に、下記の図の体系の中で指揮監督権や知

的財産権の問題までを数回にわたり体系的に概観する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１. 指定管理者制度の経緯と特徴 

（１）創設の経緯 

住民の福利厚生の増進を目的とし不特定多数の住民の利用に供する「公の施設」（地方自治法 244 条）

について、指定管理者制度導入前は公共性の面から、地方自治体自体、公益法人等公共的団体、そして政

令で定められた出資法人に管理者を限定してきた。その背景には、公の施設に関する設置責任に加え管理

責任等も地方自治体に属しており、使用許可をはじめとする処分等は委託できないとされてきたことによ

る。一方で、経済社会の変化と共に住民ニーズが多様化し、公の施設から提供される公共サービスについ

ても進化が求められるところとなり、必ずしも従来の公の施設の管理方法が適切とは言えない状況を生み

出している。このため、民間事業者等のノウハウを活用し公共サービスの質的改善を実現するため、民間

事業者等による公の施設の管理を認めていく流れとして創設されたのが指定管理者制度である。他方、政

政策論説 

 

 

指定管理の協定に関
する法的性格

附款説

契約説

限定説

無限定説

指揮監督権

限定的指揮命令権

①知的財産権
②責任構造
③財務問題

みなし公務員

委託

委任

請負



 

 

3 

治的側面においては 1990 年代から続く行財政改革の流れの中で、「公益法人改革」と「公物管理改革」と

しても位置づけられている。以上の点から、公の施設の管理に関して管理主体の公共性重視の観点から転

換し、住民の福祉の増進を目的としつつ、公共サービスの質的向上を実現するため民間のノウハウを活用

する制度として導入されている。 

 

（２）指定管理者制度の特性 

指定管理者制度は、従来の「業務委託」や「管理委託制度」の制度と比較されることが多い。前者の業

務委託は、清掃等事実行為に関して私法上の契約で民間事業者等に委託する方式、後者の管理委託制度は、

条例に基づき締結される具体的な委託契約に基づく管理で旧地方自治法に基づく方法である。こうした方

法に対して、2003年の地方自治法改正で導入されたのが指定管理者制度である。指定管理者制度では、民

間の創意工夫による公共サービスの改善・進化を重視するものの、公の施設としての公共性の担保は依然

重要であり、施設の設置責任は地方自治体が持ちながら、管理責任を民間事業者等に委ねる制度となって

いる。このため、地方自治法でも、①住民の平等利用の確保や差別的取扱いの禁止の義務付け、②指定管

理者選定手続きの条例制定と指定に関する議会承認の必要性、③管理基準や業務の範囲等については条例

で定めること、④毎年度、指定管理者は事業報告書を提出することなどが定められている。 

以上からも、指定管理者制度は単純な民営化ではなく、公共性を担保しつつ官民連携を展開するパート

ナーシップの視点に立つ制度設計と言える。但し、この点が官民を明確に切り分けてきた従来制度との板

挟み状態を生じさせている。日本の従来制度は、官と民、公と私を明確に切り分ける「二元論」による制

度を基本としてきた。公共性のあることは公共セクターのみが担うことをベースに、公務員と民間人、公

法と私法、そして公会計と企業会計等を切り分ける制度設計である。しかし、指定管理者制度は、この切

り分けを見直し、官と民の中間領域で展開する制度である。加えて、これまでの「行政は指示する人、民

は作業する人」から脱却し、民の創意工夫を反映させる「行政と民間がともに考えともに行動する」仕組

みに進化することを意味している。この「行政と民間がともに考えともに行動する」仕組みには、行政と

民間が協働する中間領域のガバナンス構造の形成と充実が不可欠となる。この点で、指定管理者制度は十

分とは言えない現状にある。 

指定管理者制度の手続きではまず、地方自治体側から議会承認を経て特定の民間事業者等が「指定」さ

れる。この「指定」行為は、行政処分として実施される。行政処分は、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すること、⑤特定の私人に対する行為であるこ

との特性があり、強い権力行為と位置付けられる。この行政処分によって、地方自治体の公の施設に対す

る管理・業務責任が特定の民間事業者等に委ねられる。その管理・業務責任の具体的範囲に関しては、行

政と民間事業者等の間で形成する「協定」で具体化される。まず、この「協定」は行政処分の延長線上に

ある権力行為の一環なのか、それとも民間事業者等との私的契約としての性格が強いのか、その中間的位

置付けなのか明確にする必要がある。地方自治体側の実務としては協定の延長線上として「行政附款」の

取扱いが多い。しかし、「附款」として設定できる範囲、そして民間の創意工夫という大きな目的に対し

ての担保を如何に確保するか等の根本問題がある。次回では、「協定」の本質は何かについて、考察する。 
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外国人在留条件の見直し議論 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）株式会社帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査」（2018 年度上期）より作成。 

 

帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査（http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p181001.html）」

によると、2018 年度上期（4～9 月期）では、77 件の人手不足倒産となり、前年の倒産件数を上回る状

況が続いている。依然として、有効求人倍率等の雇用関係指標は労働力不足を示しており、人手不足の

厳しい環境が続くものとみられる。業種別では、道路貨物運送が運転手不足等、老人福祉事業がケアマ

ネージャー等有資格者の確保の困難から倒産するケースが多いことが指摘されている。建設土木関係は、

多い状況が続いており、受託開発型ソフトウェアー分野や労働派遣も厳しい状況にある。 

以上の調査でも明らかなように広範な業種で人手不足が深刻化しており、とくに中小・小規模事業者

での人手不足が深刻化している。こうした状況に対処するため政府では、現行の専門的・技術的分野に

おける外国人材の受入れ制度を拡充し、一定の専門性・技能を有する外国人材を幅広く受け入れる仕組

みを検討し法制化することを明確にしている。具体的には、受入れが必要と認められる人手不足の分野

について、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れるための新たな在留資格を創設

する。その際に、①受入れ対象分野は、人材を確保することが困難な状況にあり、外国人により不足す

る人材の確保を図るべき産業上の分野に限定し、②受入れ対象者は、相当程度の知識又は経験を要する

技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格「特定技能 1 号」と、同分野に属する熟練した技能

を要する業務に従事する外国人向けの在留資格「特定技能 2 号」としている。さらに「特定技能 1 号」

の外国人に対し、受入れ機関又は登録支援機関で日本での活動を安定的・円滑に行うための日常生活上、

職業生活上又は社会生活上の支援を行う。 

国の制度設計に対して、最終的に地域としての社会生活上の支援を行うのは市区町村たる基礎自治体

である。先行して導入された「民泊」制度も、条例等の制定による通報・監督制度の導入は進めている

ものの、実効性において課題も多い。違法事業者の認識方法、文化・生活慣習の違いに伴うコミュニテ

ィとの軋轢等、課題に関する対処を克服しより良い制度へと進化させる必要がある。外国人の在留資格

の拡大も地域のコミュニティとの関係等、基礎自治体をサポートするきめ細かい仕組みづくりが国にお

いても重要である。 
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米国と多国間制度 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）米国商務省資料より作成。 

 

米国の万国郵便連合からの脱退の示唆までに及ぶ米中貿易摩擦激化の環境の中で、米国の製造業景況

は、依然として強い状況が続いている。2018 年 9 月段階でやや軟化したものの、新規受注は堅調であ

り、生産・雇用活動共に強含む動きにある。中国をはじめとした諸国との貿易関係の軋轢が強まる中で

も、輸出関連の新規受注は増加しており、米国経済の強さを示している。足元ではほぼ完全雇用の状況

にあり生産活動の制約要因とはなるものの、ドル高がインフレ抑制要因として機能していることから全

体として良好さが維持されている。こうした中で、最も古い国際連合の機関である万国郵便連合からの

脱退表明も含め、米国の多国間制度からの離脱意向が激しくなっている。万国郵便連合等国際機関から

の離脱は、米中関係だけでなくアジアを含めたすべての国に影響を与える。多国間協議では、参加国の

個別の特別利益は劣位とされ、参加国全体の利益拡大を優先する構図が強くなる。多国間協議の特性は、

①二国間協議で生じやすい経済的・軍事的優位性による一方的利益の確保を抑制し、相対的に小国の結

束を高める結果となり政治経済大国にとっては不利になりやすいこと、②二国間協議に比べて経済社会

全体の厚生を視野に入れた展開が期待できること、③協議のロジを司る事務局内の枢軸への影響力が協

議結果に決定的な影響を与えること、④協議においては、自国の利益を多数国の利益として主張するこ

とが不可欠となり、全体の利益となることの根拠を明確にしていく必要性があること、などが挙げられ

る。このため、トランプ政権による米国の国益を最優先する保守姿勢では多国間協議の場は不利となる。

二国間協議では、常に相手国の利益と自らの国の利益の差を認識しつつ、両者の合理的な妥協のため、

政治的・経済的観点からの利益均衡を目指すことになる。しかし、二国間協議は、基本的に相手国との

主張の何らかの一致を目指すものであり、政治経済的パワーが強い国ほど有利となりやすい。本来は双

方の利益向上を目指すべき外交交渉が一方の国のみの利益拡大となりやすい。二国間協議では、どこま

で行っても当事国間の利益配分のみが問題となり、世界全体の厚生がどこまで拡大するかは副次的要因

であり劣位とならざるを得ない。米国経済の堅調な動向と 11 月に予定される米国の中間選挙の中で、

経済社会の全体利益を如何に認識したグローバルシステムが構築できるか問われている。 

 

  

アジアリンク 

 



 

 

6 

市区町村における観光協会のあり方について 

株式会社富士通総研行政経営グループ 藤原 律子 

 

全国の市区町村の大多数には「観光協会」の名のつく組織があり、観光振興に関する取組を行っ

ている。しかしオリンピックを前にしたインバウンド景気の一方で、観光協会の置かれている環境

は厳しい。累積赤字や不明瞭な会計を問われて解散したり、雇用問題をめぐって議会とトラブルに

なったりした例も見られ、当然のように見えていたその存在意義が問われ直している。 

 

１．市区町村の観光協会の現況 

（１）市区町村の観光協会の形態と収入 

公益財団法人日本交通公社のアンケート調査によれば、観光協会の組織形態の約８割は法人格を

持たない任意団体であり、職員数は 10 名未満が４割強を占める（ただし観光協会のみならず後述

するＤＭＯも含む観光関連組織に対する調査であり繁忙期の臨時職員も含む）。年間事業規模は平

均 26 百万円弱、収入源でもっとも多いのは自治体の補助金で 33.6％を占めており、業務委託費も

合わせると６割弱が自治体の負担1となっている。 

実際の活用イメージは、連携中枢都市圏の形成をはじめとして広域連携の方針設定・役割分担の

明確化などに活用可能である。ただし、具体的な事務の共同処理を実施する場合には改めて規約の

締結が必要となる。活用実績のある主な事務は、連携中枢都市圏の形成や消費生活相談、職員研修

がある。 

ちなみに都道府県等が法人格を認証しており観光協会と同じく公益性の高いＮＰＯ法人では収

益のうち補助金・助成金が 12.8％（もっとも割合が高いのは事業収益の 72.0％）であり、有給職

員数の平均は 15.2 人、収益合計の平均値は 50 百万強である2。 

ＮＰＯ法人と比較しても観光協会の組織体制の脆弱さと自治体からの収入頼みの収益構造が伺える。 

図表 観光協会の形態と収入 

任意団体 77.1% 
 

年間事業規模（収入計） 25,605千円 

財団法人 3.2% 
 

 自治体からの補助金 8,613千円 33.6% 

社団法人 11.2% 
 

 自治体からの業務委託費 6,056千円 23.7% 

中間法人 0.4% 
 

 その他からの補助や業務委託など 752千円 2.9% 

NPO 1.1% 
 

 自主事業による収入 4,839千円 18.9% 

株式会社 0.4% 
 

 会費収入 2,661千円 10.4% 

その他 6.7% 
 

 その他 2,683千円 10.5% 

出典：財団法人日本交通公社「自主研究レポート 2007/2008  

第２編 観光地の再生に関わる調査研究  観光地経営に関わる基礎的研究」） 

 

図表 観光関連組織の職員数 

 

 

 

 

                                 出典：財団法人日本交通公社 「旅行年報 2017」 

                              市町村アンケート調査結果 

                                                   

 
1 財団法人日本交通公社「自主研究レポート 2007/2008 第２編 観光地の再生に関わる調査研究 観光地

経営に関わる基礎的研究」におけるアンケート結果（2006 年 2～3 月実施、回収数 627 件）による。な

お回答者は観光協会スタッフでなく自治体の観光主管課等の観光統計担当部署 
2 内閣府「平成 27 年度特定非営利活動法人及び市民の社会貢献に関する実態調査」 

事例研究 
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（２）市区町村の観光協会の事業 

現在、観光協会が行っている事業を整理すると以下のとおりである。 

図表 観光協会の主な事業 

区分 内容、具体的な事業の例 

①プロモーション 
主に情報発信による観光客の誘客。 
フィルムコミッション活動やコンベンション誘致等も含む 

②ガイド・案内 観光案内所の運営、ボランティアガイドのとりまとめやサポート等 

③コーディネート 会員及び地域の観光振興に関わる主体のコーディネート・調整 

④イベント 観光振興イベントの企画運営 

⑤施設管理運営 観光資源・駐車場等の施設の管理運営受託、指定管理等 

⑥マーケティング、マネジメント マーケティングデータの収集と活用、KPI及び PDCAの管理 

⑦エージェント 着地型旅行商品の造成・販売 

⑧特産品開発・販売 地域の特産品の商品開発・販売 

 

複数の市区町村観光協会及び自治体の観光振興部署にヒアリングした結果を踏まえると、プロモ

ーションやガイド・案内、有形無形でのコーディネート、イベントの企画運営は多くの観光協会で

行われているが、「⑤施設管理運営」から「⑧特産品開発・販売」を手がけている組織はまだ少な

く、特に「⑥マーケティング、マネジメント」以降については旅行業務取扱管理者資格取得者も含

めた専門性・知見の高い人材が不可欠であることからハードルが高くなっていると考えられる。 

 

２．課題と解決の方向性 

（１）市区町村の観光協会の課題 

現観光協会の形態・収入や事業についてのヒアリング結果等から整理すると、観光協会の抱える

一般的な課題は大きく分けて以下のとおりである。 

 自治体頼みの財政基盤 

人材・ノウハウというリソースからの制約もあるが、観光振興という地域全体に関わる組織

であることを名目として自治体からの資金が投入され続けてきており、そのことが自主事業

に取り組む土壌を阻んできたとも考えられる。 

 乏しい自主事業 

組織体制の不備や人材不足が自主事業を強力に推進するハードルを高くしている。また自治

体からの収入が安定的に存在することによって自主事業がなくとも組織の存続が担保され

ているかのような危機感を欠いたマインドにも陥りやすい。 

 ガバナンス面やビジネス主体として脆弱な組織体制 

法人格を持たない任意団体が大多数を占めるだけでなく、スタッフの多くが自治体職員との

兼務である、首長が協会長を兼ねる等、ビジネス主体として責任と透明性をもって活動して

いくのにふさわしい組織体制を備えていないケースが多くみられる。 

 専門的・専任人材とノウハウ蓄積の不足 

組織基盤・収入・役割が不明確な中では専門性のある人材の確保やそのノウハウを継承・蓄

積していくことが難しい。稲取温泉観光協会（静岡県）を皮切りに、事務局長等の専任スタ

ッフの大々的な公募も行われるようになったが、優れた人材であっても組織やリソースの環

境に恵まれない場合は本来の力を発揮することは難しく孤立しかねない。 

 自治体の観光振興部署との役割分担が不明確 

「政策立案」と「事業の実行」というような上位レベルでの分担から、個別のイベントの企

画・実施に至るまで、明確な役割分担がなされていないケースが散見される。 
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図表 観光協会の抱える課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任意団体の法人化によってこれらの課題の解決を図ろうとしたものの、安定的な自主事業が少な

く収入が自治体頼みであることそのものを理由として見送られたケースもあり、自治体からの自立

は容易でない。一方で、ＩＣＴの進化やインバウンド増加等により観光ビジネスの環境は激変して

おり、例えば宿泊事業者にとっては店舗を持たないオンライン旅行代理店との取引や、ＳＮＳ・オ

ウンドメディア、これらのログデータ分析結果を活用した集客手法のウエイトが高まる中では、地

域の主体と連携する動機付けは相対的に低下し、観光協会会員であるメリットは小さくなっている。 

前述（公財）日本交通公社の調査によれば、観光協会の課題として回答者の 30％弱が「会員が

減少している」をあげている。 

 

図表 行政からみた観光協会の課題 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

出典：前述 財団法人日本交通公社「自主研究レポート 2007/2008」におけるアンケート結果 
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（２）市区町村の観光協会の課題 

前述の８分類の観光協会の事業を、「公益」的性格、会員型組織であることから必須の「共益」

的性格、自主事業を充実させ自立した財政基盤を確保するための「私益」的性格の３つの軸で整理

すると以下のようになる。 

これをみると「公益」「共益」の軸あるいはその中間的な領域で収益性の高い事業がないのは定

義から当然であるが、「共益」及び「共益」と「私益」の中間領域がほぼ空白となっており、かつ

収益性の高い事業も見当たらない。つまりあえて会員として所属する動機が乏しくなっており、こ

のことからも会員メリットの低下は裏付けられると言える。 

 

図表 公益・共益・私益からみた観光協会の事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 日本版ＤＭＯの役割 

観光を担う地域の組織づくりに対して、国は近

年 明確な政策を打ち出しており、それが日本版Ｄ

Ｍ Ｏ （ 欧 米 に お け る Ｄ Ｍ Ｏ ;Destination 

Management Organization=観光地域づくりを行う

法人の日本版）であり、観光庁では 2015年頃より

この日本版ＤＭＯの設立・登録を推進している。

日本版ＤＭＯには「広域連携ＤＭＯ」「地域連携Ｄ

ＭＯ」「地域ＤＭＯ」の３種類があるが、活動対象

地域が市町村に対応する「地域ＤＭＯ」の候補法

人登録リストをみると多くの市区町村観光協会が

リストアップされており、日本版ＤＭＯ政策そのものが、現況を踏まえた観光協会そのもののブラッシ

ュアップや改組を念頭に置いたものと考えられ、かつ『地域の「稼ぐ力」を引き出す』『安定的な運営

資金の確保 例）収益事業』等（いずれも観光庁ホームページ）、自立的した収入を獲得する組織である

ことをめざすとされている。 
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（３）課題解決の方向性 

「日本版ＤＭＯ」政策も踏まえて、現在の観光協会の課題解決の方向性として考えられるのは以

下の３点である。 

 法人化・ＤＭＯ化を含めた経営改革 

収益性が低い中での法人化には反対意見も出がちだが、逆に法人化やＤＭＯ化に取り組む中

で自立的な経営に必要な収益事業案の検討や保有リソース棚卸しを図るべきである。同時に、

ビジョンや人事・組織体制等に至るまで、相互に整合しわかりやすく透明性の高い組織とな

っているか見直す必要がある。このような経営の抜本的な見直しは従来型の観光協会に馴染

んだ人材にとっては抵抗が強いことも多いが、それであればこそＤＭＯ化や法人化をきっか

けとして取り組むべきであり、そのためには市町村首長の理解とリーダーシップも求められ

る。 

 収益事業の創出・確立 

欧米では宿泊税・入湯税等が安定的な収入源となっているＤＭＯが多く、観光庁でもこうし

た税源をも想定しているが、税制変更の合意形成には多くの手間・時間を要する。これらの

税収が小さい地域であれば労力と税収が見合わず、これらの税収が大きい著名観光地であれ

ば既得権者との調整の難易度が高いと思われ、観光協会のリソースはこうした税制変更に振

り向けるにはあまりに限られている。むしろ短期的には⑦エージェント事業や⑧特産品開

発・販売事業、②の案内所拠点を活用した有償サービス（例.手荷物預かり+シェアサイクル・

セグウェイなどの手ぶら周遊促進）に取り組み、長期的には健全な民泊、空き家と移住希望

者等のコーディネート等を、地域の観光主体だけでなく地域外からの来訪者に対して手がけ

る発展型の「③コーディネート・調整機能」の事業化等から収益を確保していくことが現実

的と想定される。新たな収益事業の創出は起業に相当するエネルギーを要し、かつ観光協会

という特殊性から公益・共益とのバランスにも配慮できる専門人材が求められる。 

 会員向けサービスの強化・多様化 

前述のとおり会員メリット低下の歯止めは喫緊の課題である。これまでのように一律の会費

で一律的なサービスを均等な水準で提供するのではなく、会員ニーズを改めて調査し見直し

た上で、会員限定のオプショナルサービス（例.匿名化したマーケティングデータ販売、多

言語等のインバウンド対応支援）を導入する等、会員ニーズにきめ細かく対応すると共に価

値に見合う有償化を進めることで、観光協会の収益増大にもつながる。またサービスの多様

化や一部低額なサービスの導入は、小規模事業者やこれまで観光への取組に積極的でなかっ

た業種の取り込み・巻き込みも期待できる。 

 

以 上 
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