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公法と私法の狭間 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
 

はじめに 

指定管理者制度をはじめとした官民連携では、法的に公法と私法の中間領域を如何に形成しコンプライ

アンスを機能させるかが、持続的機能の確保や責任・リスク分担の明確化において重要な課題となってい

る。学説、判例等に止まらず、これまで十分な体系的検討が進んでいない指定管理者制度に関する地方公

共団体の日常の業務に関して、公法と私法の関係を実践的ガバナンスの面から体系化していく努力が必要

である。そのことは、法的側面だけでなく、財務や税制との関係、連携のガバナンス構造の強化などにお

いて不可欠な課題となる。 

 

１. 司法の構図 

戦前は周知のとおり「行政裁判所」と「司法裁判所」の二つを根本的な訴訟管轄と位置付ける裁判体系

が形成されていたため、いずれの裁判所の所管事件と判断するかにおいて、公法と私法を分ける二分論的

視点が法実務面から有用性を持っていた。しかし、戦後、日本国憲法第76条、裁判所法第３条で「一切の

法律上の争訟」は司法裁判所が担当する制度となり、訴訟面での公法と私法の二分論的視点の必要性は大

きく低下している。この結果、現在は公法と私法の二分論を否定する見解が通説となっており、その理由

として下命権（命令を下す権限）をはじめとした公法の特殊性を強調することは、実定法の趣旨を見誤る

可能性があることなどが指摘されている。こうした考え方は、今日の官民連携の実践にも極めて有用な視

点を与える。なぜならば、指定管理者制度等の官民連携の実践では、依然として官民を分ける二分思考が

ガバナンス面で強く存在しているからである。もちろん、公法領域と私法領域は境界線を明確に引くこと

はできないものの、基幹部分における特徴を語る意義は失われるものではないとする指摘があり、公法・

私法が全く同質ではなく、その関係と境界線の理念を意識することが求められるとする。こうした境界線

を意識しつつ、いかに体系化するかの点は、指定管理者制度の実践においても早急に整理すべき事項であ

る。 

 公法と私法の関係に関する重要な判例を整理すると、最判平成元年６月20日（百里基地訴訟）で「憲法

９条（略）は、私法的な価値秩序とは本来関係のない優れて公法的な性格を有する規範であるから、私法

的な価値秩序において、右規範がそのままの内容で民法90条にいう『公ノ秩序』の内容を形成し、それに

反する私法上の行為の効力を一律に否定する法的作用を営むということはなく」、「私的自治の原則、契約

における信義則、取引の安全等の私法上の規範によつて相対化され、民法90条にいう『公ノ秩序』の内容

の一部を形成する」としている。 

また、公営住宅の使用関係に関する最判昭和 59 年 12 月 13 日は、「公営住宅法及びこれに基づく条例

が特別法として民法及び借家法に優先して適用されるが、法及び条例に特別の定めがない限り、原則とし

て一般法である民法及び借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適

用があるものと解すべきである」としている。さらに税関係では、最判昭和 31 年４月 24 日「租税債権が

公法上のものであることは、国が一般私法上の債権者より不利益の取扱を受ける理由となるものではない。

それ故、滞納処分による差押の関係においても民法 177 条の適用がある」としている。加えて、公法と私

法の関係でさらに踏まえなければならないのは、一般権力関係と特別権力関係である。特別権力関係とは、

公的目的を達成するために法律上の原因によって国等が包括的な支配権で他方を支配する関係である。最

判昭和 52 年３月 15 日「一般市民社会の中にあつてこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社

会における法律上の係争のごときは、それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとど

まる限り、その自主的、自律的な解決に委ねるのを適当とし、裁判所の司法審査の対象にはならない」。「大

学は、国公立であると私立であるとを問わず……、一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成してい

る」。「単位授与（認定）行為は、他にそれが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認
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するに足りる特段の事情のない限り、純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断に委ね

られるべきものであつて、裁判所の司法審査の対象にはならない」としている。以上の点から官民連携に

おいても、民間の創意工夫を引き出すための相対化された公の秩序とは何か、など本質的整理が必要とな

っている。 

 

２. 「民間の創意工夫」の活用の意味 

そこで、指定管理者制度を導入する地方公共団体にとって、公的領域に「民間の創意工夫」を活用する

とはどういうことか。この点を考えるに際して、民間はなぜ創意工夫をするのか、その動機づけをまず共

有する必要がある。それは、適正な自由競争を前提として、市場で持続的に成長していくためである。そ

のため、官民連携の実践においても公の秩序や公共性に関しても、私的自治の原則、契約における信義則、

取引の安全等の私法上の規範によって相対化される必要がある。指定管理者制度を通じて民間の創意工夫

を活用するには、適正な自由競争を担保する内容とすることが大前提である。資本主義・自由主義を基本

とする日本では、法的にも契約内容が自由競争を阻害ないし著しく制約する場合は、信義誠実の原則と共

に無効や取消の対象となるだけでなく、官民連携に対する民間事業者のモティベーションを大きく低下さ

せる要因となる。 

指定管理者制度を具体的に考える場合、政策的・法的にも公の施設の管理運営に対して自由競争の視点

を可能な限り組み込む姿勢が地方公共団体側の根底の課題となる。もちろん、公の施設の運営管理という

公共サービスを対象とするため、最低限の公共性からの制約は必要となる。しかし、それは、制度の趣旨

から適正な自由競争を大きく阻害する内容であってはならず、仮に公共性の面から大きく制約する必要が

ある場合は直営や作業委託等、他の手法を選択すべきである。すなわち、指定管理者制度を地方公共団体

が選択する場合、適正な自由競争を担保することが当該施設の機能面から適切であるか否かを精査し、仮

に自由競争の導入が当該施設の公共性を大きく阻害するあるいは制約する場合は、具体的に理由を明確に

した上で、直営等の選択肢を検討する必要がある。この点を精査せず、指定管理者制度に移行しても、質

の向上や持続性において大きな課題を抱えるだけになる。指定管理者制度を活用する場合は、公法と私法

の中間領域に存在しており、公法の世界でコンプライアンスを形成してきた公の施設の管理運営について

は、より私法的視点（契約的視点）を組み込まなければならないことを意味する。 

以上の点は、指定管理者となる民間企業等からの視点だけでなく、地方公共団体の視点からも不可欠と

なる。第１の理由は、指定管理者制度を活用した公共サービスの持続性の問題である。地方公共団体から

「指定管理に対する応募がない」、「民間の応募を拡大するにはどうしたらよいか」といった課題が提示さ

れる。これに対する第一義的回答は、「適正な自由競争を尊重する内容に見直すこと」となる。それをま

ず踏まえた上で、地方公共団体と民間企業の間で具体的内容を詰めていくことになる。第２は、地方公共

団体の内部統制、コンプライアンスの確保・充実である。指定管理者制度は公の施設の管理運営を通じた

公共サービスの提供であり、当然に地方公共団体の内部統制の対象となるほか、民間領域との関係でコン

プライアンス充実の問題が重要となる。 
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指定管理における条例の規律密度 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

地方公共団体で多く活用されている指定管理者制度では、地方自治法の規定を受けて条例の定めるところ

により地方公共団体の長は指定管理者に「使用許可」を行うものとされている。指定管理者の指定手続き、

指定管理者が行う管理の基準、業務の範囲等については条例で定めることとされている。これを受けた、

2003 年７月の総務省自治行政局長通知は、条例で①申請の方法や選定基準を定めること、指定の申請では

複数の申請者に事業計画を提出させること、②管理の基準については、住民が利用するに当たっての基本的

な条件のほか、当該公の施設の適正な管理の観点から必要不可欠となる業務運営の基本事項を定めること、

③業務の範囲として具体的に範囲を規定し、施設の目的や態様等に応じて設定することなどを求めている。 

以上のように条例で制定すべき事項が示されている一方で、どこまで細かく定められるかについては、指

定行為・協定と続く中で、その内容と密接に関連する課題となっている。指定管理者制度自体は、地方自治

法によって自治事務と位置づけられており、何を規定するかはまず地方公共団体の判断となる。また、規定

すべき内容に関して、（ア）権利を制限し義務を課する場合は条例で定める必要があること、（イ）条例にお

いて指定管理者への規律密度を上げておくことは、法規範によって直接的に公の施設の管理運営の質を明確

にし、指定管理者との関係の内部統制を強固にする一方で、指定管理者の管理運営の硬直性を高める可能性

があり、むしろ民間の創意工夫を活用する場合は規律密度を下げる必要があることなどが指摘できる。基本

的に上記（ア）以外の事項については、自治事務である中で規定する対象をかなり広範に考えることが可能

であり、また、条例に盛り込むべき事項として内閣法制局の法律事項を原則とする必然性もなく、地方公共

団体の政策的判断となる。一般的には条例ではあまり細かな点まで定めず、規則や要綱で定めるケースが多

い。特に、要項であれば内部基準として取り扱われ見直し等も容易であることから、いわゆる「要綱行政」

として取り扱われることも多い。しかし、一方で地方分権の流れの中で条例制定権が拡大し、対市民等への

透明性確保や説明責任の観点からも要綱行政の持つ課題も大きい。特に、要項を内部基準として位置づけた

場合、それにより権利義務に関係した行政指導等を実質的に行っている場合、法治主義の面からも問題が生

じることになる。 

条例制定によって指定管理の基本的内容を定めることは、自治事務の基礎であると同時に、指定管理者へ

の指定が公の施設の使用許可という行政処分に結び付くことを踏まえる必要がある。使用許可は、行政庁が

一方的に特定の国民の具体的な権利義務を決定する要素を含むもので、地方公共団体の意思表示による法律

行為的行政行為（命令的行為）であり、行政処分としての性格を有すると解されている。行政処分の性格は、

指定された指定管理者が施設の設置者である地方公共団体に代わり管理を代行するものとして位置づけら

れることから処分性が発生し、行政契約とは異なる位置づけとされる。指定の手続きは、施設の設置目的等

を効率的に達成する観点から選考するもので、入札ではなく公募等で行うことが原則とされる。地方公共団

体のコンプライアンスの充実が求められる中で、官民連携のコンプライアンスも政策展開と持続性確保の面

から極めて重要な課題となる。 
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米中貿易摩擦と実体経済 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

 

（資料）米国商務省資料等より作成。 

 

2019年１～３月期の米国経済の実質 GDPは年率３％台に加速し、経済の堅調な状況を示す結果となっ

た。実質ベースで堅調となった理由のひとつは、物価の安定にある。物価を反映した名目での成長率は

年率 3.8％となり 10～12月期の 4.1％より減速しているものの、物価の変動分を調整するデフレーター

が価格の下落等を反映し低下したため、実質ベースでは 10～12月期の 2.2％から 3.2％に成長率が高ま

っている。内容的には、個人消費や設備投資等の内需は減速、これに対して米中貿易交渉の結果として

の枠拡大で対中国輸出が増加し、輸出全体が増加しプラスに貢献している。内需の減速は、政府機関の

閉鎖や悪天候等の影響があるものの、今後については米中貿易交渉の行方等注視すべき点となっている。

一方で中国国家統計局によると、中国の実質経済成長率は足元で６％程度に減速しており、中国経済は

内外需共に厳しさを増している。外需関係で経常収支が 2018年 491億米ドルとなり、黒字幅は 2017年

の 1,951 億米ドル対比約 1/4 に減少しており、対 GDP 比も 2017 年の 1.6％から 2018 年には 0.4％とな

り均衡状況に向かっている。特に、貿易収支は、2017 年の 4,759億米ドルから 3,952億米ドルに黒字幅

が減少している。米中の貿易摩擦問題と世界経済の減速が、中国経済の対外関係に大きな影響を与えて

いることが分かる。一方で、サービス収支は 2018 年 2,922 億米ドルの赤字となり、前年対比約 350 億

米ドル増加している。その背景としては、圧倒的に大きなウェートを占める旅行収支が約 200億米ドル

増加したほか、知的財産権支払いが 2017年の 239億米ドルから 2018年には 302億米ドルに赤字幅を拡

大していることにある。また、足元の日本経済も悪化傾向を強めている。景気動向指数は、先行指標が

大きく低下し、足元の一致指数も悪化している。米中貿易摩擦等による世界経済の減速が、企業収益の

悪化等徐々に日本経済にもマイナスの影響を生じさせており、企業の景況感が悪化している。同時に、

家計の景気に対する見方も厳しくなっており、所得要因を通じて消費活動に影響を与えることが懸念さ

れる。米中貿易摩擦が長期化すれば、製造ラインの再配置等、当面、企業収益の重しとなることが懸念

される。 
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行政評価結果に基づく合理的な予算配分手法 

株式会社富士通総研行政経営グループ 合田 俊文 

 

はじめに 

地方公共団体においては、平成28年度時点で6割以上の団体で行政評価が導入され、行政改革の手段・

ツールとして活用されているが、その一方で、PDCAサイクルのCからA、即ち、評価実施（Check）を予

算反映（Action）に結び付ける点については課題があるとされている[1]。この課題の背景には様々な

要因があろうが、評価結果を予算配分につなげる手法が明確でなく、実行にあたっての作業負荷が高い

ことも一因としてあると思われる。 

この課題の解決に向け、本稿では、事業や政策等の評価を予算に反映するための技術的な手法につい

て理論的に整理するとともに、この作業を表計算ソフト等で効率的に行うための方法について示す。 

 

１．前提 

団体内の各部門からの様々な事業ないし政策・施策等（以後、「事業」で説明する。）の予算要求に対

して予算決定部門による裁定額の決定を行うにあたり、各部門から挙げられた事業に対する第三者また

は有識者等による評価が行われていて、全事業に対する評価点付け（評価点が高いほど予算配分の優先

度も高いとする）がなされているものとする。また、要求額の合計は総予算額よりも多いものとする。 

具体的には、各部門から挙げられた n個の事業に対する予算要求が、次表の形で整理されているとす

る。（n≧2とする。） 

事業名 要求額 評価点 充足率 裁定額 

A1 r1 s1 g1 y1 

A2 r2 s2 g2 y2 

・・ ・・ ・・ ・・ ・・ 

An rn sn gn yn 

図１ 予算要求一覧 

各評価点に応じて要求額に対する裁定額の割合（以後、充足率と呼ぶ。）を決定するとともに、高い

評価点の事業ほど充足率を高くし、更に、全事業に対する裁定額の合計が、当初設定された総予算額に

一致するように配分することが目標である。 

図 1に示した項目のうち、事前に分かっているのは、事業名、要求額、評価点であり、充足率 giを以

下に述べる方法によって計算した上で、裁定額を yi =gi×ri （i=1,2,…,n）により決定する。このとき、

裁定額の合計が当初設定されている総予算額に一致するようにする点がポイントである。 

 

 

２．充足率の一般式 

充足率の計算方法を決めるにあたり、次の二つの要件を満たす必要がある。 

(a) 評価点が増すに従って充足率も増す 

(b) 裁定額（＝充足率×要求額）の合計が総予算額に一致する 

充足率は、評価点 sによって変化するため、sの関数 f(s) となっているが、s が増すに従って充足

率も増すため、f(s) は sの単調増加関数（即ち、s0 < s1 ⇒ f(s0) < f(s1)となる関数）である。この

ような単調増加関数の例として f(s) = as + b （ここで、a、bは定数で、a > 0）という s の一次関

数が挙げられる。 

そこで、充足率を評価点 sの一次関数としたうえで（従って、要件(a)を満たすとしたうえで）、裁定

額の合計が総予算額に一致する（即ち、要件(b)を満たす）ためのこの関数の条件を求める。 

事例研究 
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図 1のとおり、事業 Aiの評価点を si、充足率を giとし、 

gi = asi+b (i=1,2,・・・,n) 

とする。 

事業 Aiの要求額を riとすると、裁定額の合計（=Σgiri。但し、和は i=1～nに渡ってとる。）が総予

算額 TBと一致する必要があるため、 

  Σgiri = TB     ・・・・(1) 

とならなければならない。 

(1)の左辺を計算すると、 

  Σgiri = Σ(asi+b)ri = aΣsiri + bΣri = aSR + bR      ・・・・(2) 

（ここで、SR = Σsiri 、R = Σri とおく。） 

(2)が TBと一致することから、 

aSR + bR = TB 

よって、 

  b = (TB – aSR)/R = TB/R – a(SR/R) 

従って、 

gi = asi+b = asi + TB/R - a(SR/R) = a(si - SR/R) + TB/R   ・・・・(3) 

即ち、 

充足率 = 係数 ×｛評価点 - (評価点×要求額の合計)/要求額合計｝+ 総予算額/要求額合計 

となる。 

 

 

３．充足率の図的解釈 

g = a(s - SR/R) + TB/R を図で表すと図2のようになる。 

 

図２ 充足率 g = a(s-SR/R)+TB/Rの図による解釈 

(ⅰ) g = a(s - SR/R) + TB/R は、s-g平面上の直線（以後、充足率直線と呼ぶ。）となる。 

(ⅱ) a = 0の場合、充足率直線の式は g=TB/Rとなるが、この場合の gは、評価点を考慮せずに要求

額の比率に応じて各事業に一律に配分する場合の率（=総予算額/要求額合計。以後、一律配分率

と呼ぶ。）に相当する。 

(ⅲ) 充足率直線は、aの値に関わらず点 P(SR/R, TB/R) を必ず通る。言い換えれば、評価点 sが SR/R

の場合の充足率は、a の値に関わらず、必ず一律配分率 TB/R になることを意味する。 

(ⅳ) aの増加に従って、充足率直線の傾きが増加し、点 Pを中心として反時計方向に回転する。（図

2 参照） 

(ⅴ) 特に、充足率直線が原点を通る場合、この直線の式は g = (TB/SR)s となる。（図 3参照） 
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図３ 充足率直線が原点を通る場合 

この g = (TB/SR)s という式は、評価点 sと充足率 gが正比例（sをα倍すると gもα倍となる）

の関係にあることを示しており、このような関係になる a は、a = TB/SR の場合だけである。 

即ち、 

(a’) 評価点と充足率が正比例の関係にある 

(b) 裁定額（＝充足率×要求額）の合計が予算配分額に一致する 

の二つの要件を満たすのは g = (TB/SR)s だけである、と言える。 

 

 

４．aの上限値 

充足率直線の傾き a の値は無条件に増やせる訳ではなく、上限がある。 

s1を最低点、snを最高点としたとき、a の上限値は次の 2つの条件により決まる。 

(c) gnは 1（即ち 100%）以下 

(d) g1は 0以上 

条件(c)は「裁定額は要求額以下でなければならない」こと、条件(d)は「裁定額は 0以上でなければ

ならない」ことを意味する。 

ここで、aの上限値の計算に必要な次の命題を証明しておく。 

【命題】s1 < SR/R < sn 

（証明）直観的には図 2、3 より明らかであるが、厳密な証明は次のとおりとなる。 

もし、s１≧SR/Rとなったとすると s１-SR/R≧0で、g1= a(s1 - SR/R) + TB/R と a>0 より g1 ≧TB/R と

なるが、gn>g1 ゆえ gn>TB/R となり、Σgiri>Σ(TB/R)ri=(TB/R)Σri=TB となって、(1)と矛盾する。従

って、s1 < SR/R となる。 

同様に、SR/R≧snとなったとすると sn-SR/R≦0で、gn= a(sn - SR/R) + TB/Rと a>0より gn ≦TB/R と

なるが、g1<gnゆえ g1<TB/R となり、Σgiri<Σ(TB/R)ri=(TB/R)Σri=TB となって、(1)と矛盾する。従

って、SR/R < sn となる。（証明終わり） 

 

aの上限値の計算は次のとおりである。 

【条件(c)を満たす aの上限値】 

gn = a(sn - SR/R) + TB/R ≦ 1  

ここで、命題より sn - SR/R > 0 ゆえ、 

    a ≦ (1 - TB/R)/(sn - SR/R)      ・・・・(4) 
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【条件(d)を満たす aの上限値】 

g1 = a(s1 - SR/R) + TB/R ≧ 0  

ここで、命題より s1 - SR/R < 0 ゆえ、 

a ≦ (TB/R)/(SR/R - s1)      ・・・・(5) 

 

(4)(5)より、 

    a ≦ Min｛(1 - TB/R)/(sn - SR/R), (TB/R)/(SR/R - s1)｝  ・・・・(6) 

となる。 

条件(c)が a の上限値となる場合を図 4に表す。図の網掛部分が充足率直線の存在できる範囲となる。 

 

図４ 充足率直線が存在できる範囲 

 

 

５．事業群間の配分格差の是正 

事業がいくつかの事業群に分かれて管理されていて、当初予算が事業群ごとに配分されている場合が

ある。この場合、充足率直線は事業群ごとに計算することになる。 

充足率直線として g=(TB/SR)s を選択した場合、この直線の傾き TB/SR は一般的には事業群ごとに異

なる値となるが、これは、同じ評価点であっても事業群によって充足率が異なることを意味する。この

ような、事業群間での配分格差を是正する（即ち、同一評価点の事業は同一充足率とする）には、各事

業群の TBを合算した上で、SRの割合に応じて再配分する必要がある。 

例えば、3 つの事業群で、それぞれの事業群の当初の予算額を TB1、TB2、TB3、SRの値を SR1、SR2、SR3

とするとき、各事業群の新たな予算額 TBi’を 

TBi’= (ΣTBi)×(SRi/ΣSRi)        （i=1,2,3。Σは i=1～3の和） 

とすると、いずれの iについても、 

TBi’/ SRi = (ΣTBi)/(ΣSRi) ( = 一定値)     （i=1,2,3） 

となり、どの事業群においても充足率直線の傾きは同じになるため、全ての事業群において同一評価

点・同一充足率となる。 

 

 

 

 

 



 

 

10 

６．表計算ソフトでのツール実現方法 

これまでの結果を利用して表計算ソフトで予算配分ツールを実現するには、図 1の表に評価点×要求

額の列を追加して、次のような表を作成すればよい。 

事業名 要求額 評価点 評価点×要求額 充足率 裁定額 

A1 r1 s1 式設定 s1*r1  
g1 

=式設定 a(s1-SR/R)+TB/R 

y1 

=式設定 r1*g1 

・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ 

An rn sn 式設定 sn*rn 
gn 

=式設定 a(sn-SR/R)+TB/R 

yn 

=式設定 rn*gn 

合計 
R 

=式設定Σri 
 

SR 

=式設定Σsi*ri 
 式設定Σyi 

総予算額 TB 但し、s1は最低点、snは最高点で、 

0 ≦ a ≦ Min｛(1-TB/R)/(sn-SR/R),(TB/R)/(SR/R-s1)｝ パラメータ a 

図５ 表計算ソフトでの作成表 

ここで、   の部分を手入力すると   の部分は自動計算されて、裁定額の合計（=Σyi）と総

予算額 TBは（aの値によらず）必ず一致する。（但し、端数処理による端数の誤差はありえる。） 

また、パラメータ a を変えると giおよび yiが a の変化に伴って変わるが、a=TB/SR と設定すると、

評価点 siと充足率 giは正比例（siをα倍すると giもα倍となる）関係となる。 

 

おわりに 

本稿で示した手法は、行政評価結果を予算配分に結びつける場合以外にも、各種補助金・助成金の配

分や職員の成果評価に基づく賞与の配分等、様々な場面での応用が可能である。 
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