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地方自治体の契約とコンプライアンス 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
 

はじめに 

地方自治体のコンプライアンスの充実が求められている。そのコンプライアンスの対象は、単に地方自

治法等が対象とする公法領域だけでなく、官民連携が拡大する中で民法・商法等の私法領域にも及ぶ。そ

のことは、コンプライアンスの問題にとどまらない。地方自治体の職員だけでは地域の公共サービスを持

続できない中で、官民連携そして公共サービスの質や持続性確保にも及ぶ問題となる。以下では、地方自

治体と民間企業等との間の契約関係を基本に、その核となる問題点を整理する。 

 

１. 委任契約と公法的色彩の濃さ 

地方自治体が民間企業等との間で私法上の契約を結ぶことは多い。特に民間化の事業展開等では一定の

法律行為や法律行為以外を民間企業等にお願いする委任や準委任契約はよく行われる。この委任契約にお

いてまず留意すべき点は、委任と雇用の関係である。受託者たる民間側の裁量権・指揮命令権が大きくな

れば請負・委任であるが、逆に委託者たる地方自治体の裁量権・指揮命令権が強まれば雇用に近づく構図

となる。 

たとえば、民間企業等が支払う自らの職員に対する賃金等に関して、地方自治体が直接的に介入するこ

とは、委託者の裁量権・指揮命令権を実質的に強める流れとなり、委任から乖離し公法関係の色彩を強め、

公法上の指揮命令による縦関係にまで至らない場合でも、私法上の関係の中で地方自治体の雇用の実態に

近づけることになる。少なくとも、労働組合法での雇用概念に接近し、団体交渉の当事者となる使用者に

地方自治体が該当する可能性が生じ、さらに色濃くなれば、労働基準法の雇用者概念に発展する可能性も

秘める問題となる。したがって、たとえば、指定管理者への委託料のうち人件費について精算させる行為

は、契約の位置づけを公法関係に高めるリスクが存在することを理解する必要がある。いわゆる、偽装委

託の問題である。 

また、委任は、請負と異なり、経費は受任者の負担ですべて込みの報酬を約束することが基本となり、

税務上の認定でも経費を受任者自身が負担していると認識することを基本とする。そのため、たとえば、

指定管理において指定管理料の中から施設維持等一定の経費負担を地方自治体と指定管理者間で合意し

た場合にも、指定管理者が裁量をもって支出可能な位置づけにあり、収支について異議を唱えることは限

定的となる。報酬を実費込みとして設定した場合、すなわち一定の経費負担を実費として報酬に含んだ場

合も指定管理者が裁量をもって支出することになる。仮に、受託者たる指定管理者の裁量を認めない場合

は、精算対象経費とすることが適切となる。 

日本国憲法には、行政主体のみが行政作用を担う、あるいは行政主体のみが公権力の行使を行うべきで

あるとする委任行政に対する絶対的禁止原則は存在しない。ただし、公権力の行使が委任される場合、受

託組織は原則として民主的コントロールを受ける必要が生じる。一方で、受託者が法人でない場合は組織

構成の問題が生じる余地はほとんどなく、また、法人の場合、たとえば株式会社制度の基本理念や独立性

を侵害する地方自治体の介入は、そもそも委任の趣旨からも反するものであり限界が生じる。したがって、

指定管理者に代表される公権力の行使等を伴う委任は条例によって明確にし、それを踏まえた契約として

より柔軟に内容を検討することが必要である。 

 

２. 双方代理問題と説明責任の重要性 

契約に関連する地方自治体側の留意点として、発注者たる地方自治体の長が充て職で指定管理者たる受

注者の公益法人理事長等を兼務している場合、民法108条の双方代理の規定に抵触するかの課題が存在す

る。最高裁判決（最高裁第三小法廷、2004年7月13日平成12（行政ヒ）判決）では、「普通地方自治体の

長が当該普通公共団体を代表して契約締結を行う場合であっても、長が相手方を代表又は代理することに
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より、私人間における双方代理行為等の契約と同様に、当該普通公共団体の利益が害される場合がある。

そうすると、普通地方自治体の長が当該普通地方自治体を代表して行う契約の締結には、民法108条が類

推適用されると解するのが相当である」としている。 

以上を踏まえ、たとえば民法の双方代理規定が指定管理者の協定の締結に適用されるか、いわゆる「両

手捺印」問題である。契約と解すれば当然に適用があり、双方の代表者に対する配慮が必要となる。指定

管理者との協定はすべて処分行為であると解すれば、契約行為ではないため当該双方代理規定は適用がな

いと解することも可能である。しかし、形式的に処分行為と位置づけても実質的に契約と判断可能な私人

間としての内容が多く含まれる場合、協定の全体を処分と位置づけ双方代理に該当しないと判断すること

が適切か十分検討する必要がある。また、法的問題とは別に、双方代理の対象となる組織間で情報共有が

十分行われておらず、情報の不完全性が深刻化しているとすれば、モラルハザードやリスクの拡大要因と

なることにも留意しなければならない。 

さらに、本問題は単に双方代理の問題にとどまるものではない。たとえば、地方自治体の代表者と公益

法人の代表者が自然人として同一であることに関する法的判断である。法的には、当該自然人は両者の法

人格の代表者であり、自然人として同一人物でも法人格からは別人として扱われる。そのため、地方自治

体の法人格のトップとしての責務と指定管理者たる公益法人等のトップとしての責務は、各法人格の利益

を最大限尊重することであり、この両者の両立が同一人物でも相反しないことを第三者に説明する難しい

責任を負担する。その際に、あくまでもそれぞれの法人格に対する責務であり、地域政策や抽象的な公共

性をもって説明することには限界があり不適切である。このジレンマは、法人格の責任者としての問題で

あり双方代理等の問題と異なり、十分な説明ができない場合は職権乱用等の問題に結びつく可能性がある。 

地方自治体に対するコンプライアンス、内部統制の強化が求められる中で、従来展開してきた実質的な

両手捺印等の仕組みも、適正性について再度検証する必要がある。それは、単に議会への説明責任の問題

ではなく、住民代表訴訟、監査請求、情報公開、住民投票等住民や金融機関等ガバナンスに関与する形態

の多様化が進む中で行政や政治への信頼性確保、公共サービスの持続性確保の面からも重要となっている。 

 

３. 契約の協議条項の実効性問題 

契約書等では、「この協定の定める事項に疑義が生じた場合は当事者間（甲乙）で協議の上、定めるも

のとする」等の記載に止まり、たとえば「この契約に関する訴訟については、○○の管轄裁判所（日本国

内における裁判所）に提起する」等の記載はないことも少なくない。こうした記載がない場合でも、疑義

に対する当事者間の協議のみに限定されることはなく、憲法32条で国民（基本的に法人も含む）は裁判を

受ける権利を保障されているため、権利や自由が侵害された場合にその救済を求め、独立・公平な司法機

関以外の機関によって裁判されない権利をもつ。この協議条項の実務的意味は何か。字義的には他者に相

談することであるがそのための協議条項があっても、機能するか否かは別問題である。 

協議条項が機能する入口は「疑義」の存在である。しかし、まず「疑義があるかないか」「あるとして

疑義の具体的内容は何か」等について当事者間で合意しなければ協議の入口は開かない。そして、入口が

開いたとしても協議を具体的にどのような形で、どこで、いつから行うかなどについて合意しなければ協

議自体が実質的にスタートしない。すなわち、協議条項は、存在しても実務的に機能するかは、全く別問

題となる。 

協議の前提となる疑義とは、契約の意味や内容がはっきり決まっておらず疑問が存在することである。

まさに、情報の不完全性が生み出す問題である。たとえば、出来事への認識の違い等からはじまり、認識

はあっても出来事への理解が異なり、文章的・文字的に当事者間で内容が曖昧あるいは多義的になってい

る状況などである。こうした状況があるのかないのかの整理からはじまり、疑義があったとして疑義に対

する対処が協定書の協議条項に基づく「協議」なのか、それとも協議条項に基づかない「お願い」なのか、

それとも行政処分による「命令」なのかなどの区別も必要となる。もちろん、実務交渉ではこうした点を

地方自治体と指定管理者間で全て明確に区別することはできないものの、当事者として一定の判断基準を

設け、現実との乖離を認識・記録し、徐々に乖離を埋めていく必要がある。なぜならば、乖離の堆積は、
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前節同様に情報の不完全性を深刻化させモラルハザードによるリスクの拡大要因となるからである。 

なお、私法の適用を受ける契約において「誠実協議」という語句が使用されることがある。この「誠実」

も実態上は重要ではない。なぜならば民法1条の信義則（信義誠実の原則）によって、当然に誠実に協議

しなければならないからである。なお、「協議する」前提として、当事者間で情報共有に努める信頼関係

があることが不可欠となる。信頼関係が完全に壊れている中での協議は無意味であり、この場合は、協議

に応ぜず訴訟等他の手段を選択する流れになる。 

 

理想の協定とは何か 

最も理想的な契約とは何か。それは、情報の不完全性の克服に努力し、「協議条項」を必要としないこ

とである。この場合の「必要としない」とはどういう意味か。協定を結ぶ前に想定できる疑義はすべて洗

い出し、当事者間で合意していることである。そして、当事者間で想定しない事項が合意の後に生じた場

合に備えて、協議すべきルールとプロセスをできるだけ明確に規定しておくことである。「明確に」とは、

語句や文章の多義性・曖昧性を可能な限り排除することである。 

もちろん、実務において地方自治体と指定管理者の間で、上記のことを完全に実現することは難しい。

しかし、一歩でも協議事項が減るように努力することが重要となり、契約の見直しにおいても乖離を認

識・記録し、交渉可能な事項から改善していく姿勢を続けることが双方にとって重要となる。協議事項が

できるだけ少なく設定されている協定ほど、リスクの少ない良い協定といえる。官民連携をめぐる地方自

治体と民間企業等の契約では、ほとんどの疑義が確認されないまま不明確に協議条項に丸投げとなってい

るものも多い実態にある。地方自治体、民間企業等双方にとっては、非常にリスクの高い内容であり、既

存の協定書も更新の時に改善していく必要がある。このことは、官民連携のメリットだけでなく、冒頭指

摘した地方自治体に求められるコンプライアンスの質を向上させることにもなる。 
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官民連携と情報の不完全性 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

情報の不完全性とは何か。それは、官民連携において地方自治体と民間企業等との約束である契約等（以

下「契約」）に関する内容とその情報について、質と量の面から偏りがあるだけでなく、曖昧性や多義性が

あることを意味する。官民連携で民間企業等が担うべき役割や負担するリスク、地方自治体が担うべき役割

や負担するリスク、さらには契約外の事項に対していかに対応するかなど、現実の契約には情報の不完全性

が多く存在する実態にある。こうした実態がもたらす本質的課題は、情報の非対称性と不確実性である。こ

うした官民連携においての情報の不完全性の克服は、民間企業との連携だけでなく、コミュニティ等地域住

民との連携においても極めて重要となる。 

 

①非対称性 

非対称性とは、情報の質や量、そして内容の曖昧性や多義性が存在することにより、地方自治体と民間企

業等の間に、逆選択とモラルハザードを生じさせることである。第 1 の逆選択とは何か。民間企業等が創意

工夫等一定の自由を得ているように見えて、その実態は地方自治体から提示された限定された選択肢の中か

らのみ自由を得ているのみであり、実態は地方自治体側が実質的な選択を行っていることを意味している。

その結果、契約を通じた情報の非対称性の存在が、地方自治体そして民間企業等の両者に対して、たとえば

公の施設の管理運営に関する手段等の創意工夫の選択肢を制限し、より良い手段を選ぶ可能性を自ら制限あ

るいは閉ざしてしまう状況を意味する。また、公の施設として災害時にいかなる対応を行うのか、あるいは

民間人たる指定管理者の職員に対してどこまで地方自治体は指示命令できるのかなど、不明確であればある

ほど災害時の段階で混乱を生じさせ、適切な対応を困難とする要因ともなる。 

そして、より深刻な課題として生じるのが第 2 のモラルハザードである。情報の非対称性は、地方自治体

と民間企業等の情報の分離を深刻化させる。情報の分離は、地方自治体と民間企業間で相互の意思と行動の

歪みを発生させ、結果として相互に隠された行動が生じることから最終的に信頼関係を低下させ、相互の効

率的な資源配分と行動を歪める結果に結びつく。具体的には、地方自治体が民間企業等に対するモニタリン

グを適切に行えない状況や、公の施設に関する管理運営のノウハウを蓄積する一方で地方自治体が自ら管理

運営する能力を失う等の実態である。 

 

②不確実性 

情報の不完全性は、非対称性に加えて不確実性、すなわちリスクを拡大させる。地方自治体と民間企業等

との間で協定を通じてリスク分担が約束される。しかし、その前提として可能な限り情報の不完全性を克服

する努力を地方自治体と民間企業等の間で図らなければ、本質的なリスクは軽減されない。不明確なリスク

が残り続ければ、民間企業等は積極的なノウハウの展開には制約が生じるだけでなく、官民連携制度自身へ

の信頼性を低下させる。一方で地方自治体も行財政面でのリスクを抱え続け、最終的には公共サービスの持

続性自体に揺らぎが生じる。不確実性の高まりは、たとえば、公の施設の管理運営面のリスクを高めるだけ

でなく、公の施設を適切に管理運営できない状況を生み、公の施設自体の劣化を生じさせる。 

以上のように、地方自治体と民間企業等間の約束たる協定は、法的視点からの整理だけでなく、より本質

的な情報の不完全性がもたらす課題として認識する必要がある。 

 

 

政策シグナル 
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労働投入の限界 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

 

（資料）内閣府「国民所得統計」等による。 

（注 1）実線は、多項式による傾向値。 

 

日本経済は、厳しい労働力制約の局面を迎えている。英国の経済学者であるアーサー・ルイスの指摘

に、「ルイスの転換点」がある。ルイスの転換点とは、経済社会が発展し工業化が進む過程で農村部か

ら都市部への余剰労働力移動による低コストの生産性確保が限界に達し、都市部の余剰労働力にも限界

が生じ、経済成長が転換点を迎えることを意味する。製造業が次の高付加価値領域に移行できない場合

と、製造業分野では先進国からの技術移転・資本移転からの依存から脱却できない場合、規模は大きく

ても中所得領域に止まらざるを得なくなる。日本でもこのルイスの転換点は、1960年代初頭に直面し技

術革新等による生産性向上により克服している。そして、今、直面しているのが第 2のルイスの転換点

である。女性労働や健康な高齢者への雇用拡大は労働力を高めるものの、一方で働き方改革等に基づく

就業時間の制約は全体としての労働投入を抑制する要因となる。このため、一時拡大した日本経済の労

働投入も現状では横ばいで推移している。 

第 2のルイスの転換点では、都市部と地方部の労働移動ではなく、一国全体の労働力が高齢化と人口

減で深刻化し、潜在成長力を確保していくためには、労働力に関して自国外に求めていくことが不可欠

となっている状態にある。このため、政策的にも外国人労働者の拡大に向けた政策が展開されているこ

とは周知のとおりである。さらに、労働力不足を緩和していくために求められるのが、技術革新による

ロボット化や AI 等の活用である。この点に関して、日本の生産性(全要素生産性)を見ると、若干の波

はあるものの 1980年代以降低下し続けており、足元ではさらに低下している。日本の潜在成長力は１％

以下まで低下しており、技術革新による生産性改善のスピードを高めていくことが不可欠である。その

ためにも、技術革新等を日常の経済社会活動に結び付けるには、社会システム側の進化が重要となる。 

 

 

以 上 

 

 

潜在成長に対する労働投入寄与
(労働時間+就業者数)
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