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官民連携と情報の不完全性② 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
 

はじめに 

官民連携をめぐる情報共有の問題を前回から取り上げており、第 2 回目は地方自治体で多く活用されて

いる指定管理者制度を例に、官民連携の約束である「協定」に焦点を置き、そこに潜む情報の不完全性に

ついて、非対称性や不確実性がもたらす課題を認識しつつ検証する。 

 

１. 協定に関する基本的考え方 

（１）協定の基本的捉え方 

指定管理者による管理権限の具体的内容と範囲は、地方自治体と指定管理者となった民間企業等組織

の間で形成する協定で具体化される。この協定は、行政処分、ないし行政処分の延長線上にある付款な

のか、それとも私法上の契約として委任の性格をもつのか、地方自治体、指定管理者を問わず明確に意

識する必要がある。なぜならば、協定の位置づけと形成プロセスのあり方は、指定管理者制度に関する

ジレンマの根幹に位置する問題であり、個別のジレンマに対してその都度・都合に合わせて協定に対す

る基本的な考え方を変えることはコンプライアンスの面でも不適切となる。そうした対応は、官民連携

の根幹に位置する地方自治体と指定管理者間の信頼関係にも影響を与える。 

条例、そして地方議会の議決に基づく指定行為によって、公法上の権利義務が指定管理者側に発生す

る。この発生した公法上の権利義務に関して確認する内容となるのが協定である。しかし、協定の内容

対象は権力的行為となる行政処分と位置づけられている使用許可に関するものだけではなく、それ以外

の具体的な管理行為や民間企業等の権利・義務関係、リスク分担等私的契約に関する事項も多く含まれ

る。また、使用許可権限を含まない管理行為を委ねることも可能となっている。そして、こうした協定

の多様な位置づけは、協定を形成するプロセスに影響を与え、そのプロセスを通じた情報共有の質を左

右することになる。 

 

（２）協定の情報構成 

 協定内容を構成する情報は、行政処分たる使用許可権限に関する情報、使用許可権限以外の管理行為

に関する情報、さらに事実行為に関する情報に分けられる。住民に対する使用許可権限を含む情報は、

形式的には行政処分の付款的性格に位置づけられる。しかし、民間企業等に授権される使用許可権限は

定型的かつ裁量権が限られた形式的権力行為であり、協定の中核的位置づけにあると考える必然性はな

い。加えて、使用許可権限以外の部分は私法上の代理権を授権に関する情報であり、後者については公

法上の権利義務関係の設定とは異なる性格を有する。この私法上の代理権については、予め条例で定め

た公の施設の管理業務内容を具体化したものであり、地方自治体と指定管理者間の権利義務関係は相互

の協議に基づき定めることになる。そして、行政処分の付款的性格の部分も協定によって授権された部

分ではなく、条例により授権された部分であり、協定自体の行政処分性は極めて弱く限定的であること

から、協定全体を本質的に私法上の契約と解することが妥当と考える。そして、この契約たる付款の大

部分は管理行為か事実行為に関する情報であること、さらに契約と位置づけることで行政による一方的

行為ではなく、当事者間の情報共有による協議に基づく合意が基本となる。この協議と合意のプロセス

において情報の不完全性の克服が進められ、不完全性がもたらすリスクを軽減する役割を果たすことに

なる。 
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２. 協定に関する諸説と情報の不完全性の関係 

 前節で述べた協定に関する基本的考え方をベースに、他の考え方との違いを比較する。なお、その比

較によって相互の矛盾点を検証し、指定管理者制度に進化させるためのより良い情報共有の姿は何かを

模索する。 

 

（１）機関説、行政処分説 

協定は、①公権力の主体として、住民の権利義務を直接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（権力性）、⑤特定の私人に対する行為であること（個別性）を有するとし、極めて強い

権力行為として位置づける考え方である。 

指定によって生じる地方自治体と指定管理者との間の法的関係を委任行政、官庁法理 1の中に位置づ

けるものである。まず、指定管理者における管理行為を地方自治体の下の機関として行われるとする考

え方の機関説 2 がある。機関説の場合、公の施設の管理を行うに当たっては、指定管理者は権利義務を

持つ法人たる位置に立たないとする。公の施設の指定管理者に管理権限を付与する行為は、公法上の行

為としつつ、地方自治体と住民間で公法上の権利義務以外の関係は認めない考え方である。この考え方

で極端な場合には、協定自体の必要性そのものが争点となる場合もある。確かに、地方自治体は指示す

る人、指定管理者は行為する人と位置づければ、情報の質も量も地方自治体が統制し、後は必要に応じ

て指定管理者に着実に伝えれば情報の不完全性による問題を軽減することはできる。そして、情報に優

位性をもった地方自治体が指定管理者制度に対する基本的な役割、責任、リスクを負うことで完結する。

この考え方であれば、地方自治体と指定管理者間の約束たる協定も不可欠な存在ではなく、指定管理者

は地方自治体の指示にしたがって公の施設の管理運営を行う。しかし、こうした考え方の場合、行財政

の視点からの指定管理者の創意工夫は期待できず、加えて独立した法人格あるいは基本的人権の関係か

ら法的視点の問題点を整理する必要性が生じる。 

また、行政処分説は、協定を指定行為の延長線上としての行政処分であると解釈し、一方的な処分行

為で指定管理者の権利義務を確定させる考え方である。この考え方がパートナーシップの理念や他の法

令との関係で矛盾なく成立するかの検証が必要となる。行政処分説は機関説と異なり、指定管理者を自

らの機関の一部とは位置づけないものの、協定全体が指揮命令の性格を強め横型のガバナンス機能と大

きく異なり、縦型のガバメント機能の構図に指定管理者を位置づける色彩が強い。この場合、独立した

法人格を有する組織体に対して外部組織が絶対的な指揮監督権をもつには、強い法令の明確な根拠が必

要となる。 

以上の考え方の延長線上として、行政組織法上の基本原則から解釈し、委任行政の受任者である指定

管理者の組織構成に対しても民主的コントロールが及ぶべきとする考え方もある。しかし、指定管理者

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、たとえば法人の場合は株式会

社制度の基本理念や独立性を侵害する行為は、委任行政の本来的趣旨からも疑問が生じる。現実には指

定管理期間中には様々な業務が行われることから、行政処分と位置づけたとしても管理行為の実質的条

件を地方自治体が実効性をもって一方的に決定することは困難である。さらに、指定管理期間中に生じ

る様々なリスクの分担について、地方自治体が一方的に定めていくことも困難であると同時に不適切で

あり、協定を地方自治体の一方的行為として形成するには情報の不完全性の克服にも限界がある。 

 

 

 

 
1 行政官庁の捉え方について、行政機関と私人との関係を対外的に意思を表明する行政庁の法律行為に重点を置く考え方。これに対し

て担当する事務の単位に把握するのは、事務配分的機関把握である。 
2 森幸二（地方財務 2017 年 4 月号 118 頁以下）。 
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（２）行政処分付款説 

 行政処分付款説とは、協定を行政処分である指定の付款的行為と解釈する立場であり、行政処分説と

同様に地方自治体側が協定内容を決定することができるとする。指定管理者への授権が使用許可権原を

含む場合、行政処分の条件を示した付款とする考え方である。 

行政処分の付款は、行政処分の従たる意思表示であり、指定管理者としての公法上の義務を生じさせ

る要件として、指定の条件や期限等が記載される。附款は、条件、期限、負担等法律行為から生じる効

果を抑制するため、法律行為の際にとくに付する制限であり、許可に対する制限の性格をもつ。このた

め、付款の内容は限定的で明確であることが必要となる。仮に、付款説をとる場合、（ア）協定書を付

款として取り扱い詳細な内容を規定するとすれば、付款の限定性の面からどのように解釈するか、（イ）

付款として取り扱う場合、例えばリスク分担等に関する記載について極めて不明確な記載が多く、こう

した明確性を欠く記載を行政処分の付款として認めることが適切であるか、などの問題がある。 

 また、現実には指定管理期間中には様々な業務が行われることから、行政処分説と同様に付款と位置

づけたとしても、管理行為の実質的条件や指定管理期間中に生じる様々なリスクの分担も含めて、行政

処分説同様に地方自治体が単独行為で定めていくことも困難であり、情報の不完全性の克服に向けても

不適切となる。 

 

（３）契約説 

条例制定や指定管理者の指定で地方議会の議決を要することは、公の施設に対する民主的コントロー

ルを機能させるものであり、使用許可権限の授与に関する事項以外は、地方自治体による私法上の包括

代理権の授与に過ぎず、協定書の締結は地方自治体と指定管理者との具体的な権利義務関係を設定する

契約であると位置づける考え方である。当然に、契約は地方自治体と指定管理者との間の情報共有とそ

れに基づく交渉合意によって形成されることが基本であり、情報の不完全性の緩和や克服に向けて地方

自治体の一方的な単独行為では困難なリスク分担等の事項にまで努力することが可能となる。 

協定を公法上の契約と位置づけ行政処分の延長線上として捉える考え方は、条例と指定行為が地方自

治体の単独行為であることから、単独行為によって協定締結が授権されたことを根拠とする。しかし、

前述したように指定管理者に対して授権される使用許可は、定型的で権力性の弱い行政処分に限られて

おり、民主的コントロールとしての条例も定められていることから、協定自体の本質的性格は私法上の

契約であると認識することが制度的趣旨にも適する。このため、前述したように住民に対する使用許可

権限の要素を含んでいたとしても全体として指定管理の協定は私的契約と位置づけることは可能とな

る。また、使用許可権限は指定行為により付与され、協定自身が権原となっているものではない。 

指定管理者の管理業務に関しては、様々な事項が求められると同時に画一的に整理できない事項やリ

スク分担事項も多く、地方自治体がそのすべてを規定することは困難であると同時に民間企業等の創意

工夫を活用する面からも不適切である。こうした限界を克服するために、地方自治体と指定管理者間の

協議によって、情報の不完全性を可能な限り克服する取組みを積み重ね、合理的な協定内容が交渉プロ

セスを経て決定する実務上の流れが必要となる。この交渉プロセスを丁寧に行うことで、情報の不完全

性がもたらすモラルハザードやリスクの拡大を改善、抑制することとなる。 

たとえば、指定管理者が提案した事項を協定内容として実施することを地方自治体が求める場合があ

る。この場合、民間企業等が誠意ある提案を行うことは当然であると同時に、誠意ある提案が行える前

提としての情報共有が徹底されること、提案事項による協定内容でも優先すべき事項等体系化すること、

指定管理者の提案事項を実現するため地方自治体も環境整備に努めることなどが重要となる。 
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自治体における AI活用の課題 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

AI の活用は、地方自治体によってそのレベルは大きく異なるものの、行政の業務に少しずつ組み入れ公

共サービスのアウトリーチ型の実現等、実験的挑戦も展開されるに至っている。科学技術の発達も、日常の

行政活動や公共サービス提供の中に組み込まれ、住民生活の社会的インフラとして位置づけられることによ

り、はじめて社会経済全体の効用を向上させることが可能となる。行政の次世代ステージに向けての付加価

値創造では、AI の活用と同時に行政組織内の権限と責任を見直す取組み、すなわち組織体質と業務の流れ

の一体的見直しが不可欠である。なぜならば、AI は行政組織内そして住民との間の情報の蓄積と伝達の流

れを変革し、そのことは、組織の情報をめぐる権限と責任の構図を変えるからである。その意味から、地方

自治体に今後さらに求められる組織的課題が「コーディネート機能」や「モニタリング機能」の充実である。

もちろん、AI は現段階では万能ではない。AI はこれまでの人間活動の知識と経験の蓄積・反映が中心であ

り、①イレギュラーな問題に対する対応は十分ではないこと、②インプットする経験や知識、データによっ

て質が大きく異なることなどに留意しなければならない。AI の質は、これまでの行政の組織体質に暗黙の

裡（うち）に左右される側面を持っている。 

AI の質を高めるためにまず不可欠となるのが、地方自治体自体が担っている業務の棚卸的把握である。

総合計画の分野別計画の策定、行政評価による PDCA サイクルの実施等で地方自治体でも事務事業単位で

の把握はある程度展開されている。しかし、事務事業単位だけでなく各事業等の流れや関係するルーティン

情報やイレギュラー情報の体系的持続的整理は十分に行われていない。さらに、一歩進んでリスクに対する

マネジメントとなると皆無に等しい状況にある。こうした実態の克服を同時並行的にも進めないまま、ICT

さらには AI の取組みを進めれば、行政機関内の情報の不完全性を抱えたままの状況となり、そこでは情報

の非対称性（情報共有の歪み）や不確実性が深刻化し、組織全体としてのリスクをむしろ拡大させる要因と

もなる。 

なぜ、AI の進化のための情報共有が進まないのか。それは、行政組織内の平衡プロセスの存在にある。

平衡プロセスとは、目的、習慣、組織内の暗黙の規範等に関わる微妙なバランスを意味する。たとえば、各

行政機関が持つ縦型の組織体質とそこで展開されている情報の流れの固定化とのバランスである。この平衡

プロセスは、大きく 2 つの要素、すなわち「組織構造に規定された原因」（フォーマルな要因）と「人間の

集団行動に規定された原因」（インフォーマルな要因）の相互作用である。その基本特性は、第 1 に、AI の

活用が組織の活性化に向かう動きを加速させるか、逆に妨げる動きとなるかのどちらかであること、第 2 に、

従来からの組織の暗黙のルールは、新たな明示のルールに優先することである。AI の活用による新たな付

加価値を生むための新たな行動ルールは、常に従来からの暗黙のルールによる軋轢を受けざるを得ない。そ

の軋轢を認識しつつ、漸次的にでも克服する取組みが不可欠となる。第 3 に、AI の活用によって生じる組

織的な変化の兆候を無視しないことである。様々な兆候は、基本的に構造の弱さを示す。この兆候は、無視・

否定されるべきではなく、原因に辿りつく価値ある情報として認識し、注意深く観察し対処することが求め

られる。以上の点は、単に地方自治体の行政組織に関わる問題ではない。自動車の自動運転が技術的に可能

となっただけでは、社会的厚生は向上しない。道路活用や地域政策において展開されている社会的ルールの

見直しが不可欠であり、技術的実験と同時に社会的実験を積極的に展開するコーディネート的戦略が地域に

おいても重要な選択肢となる。 
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アジア経済の行方 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 北大宮脇研究室マクロモデルより推計 

 

2019年の世界経済は、米国と中国間の経済摩擦の激化、そして世界的な保護主義政策の流れ、さらに

は英国の EU離脱問題などを背景に世界貿易が縮小傾向となり、中国経済の減速だけでなく、日本を含

めた先進国の製造業の低迷やアジア経済の減速等マイナス要因が大きな広がりとなる一年となった。こ

の背景には、中国経済を核とするサプライチェーンの影響があり、アジア諸国の輸出低迷だけでなく、

ドイツ製造業の減速とそれによる失業問題にまで結び付いている。中国経済自体は、従来の実質 8％台

の成長から 6％成長まで減速し、建設投資の減少による地方経済の減速と地方財政の悪化、企業経営の

リスク拡大等が生じている。一方で、米国経済は堅調な労働市場・雇用環境を背景にした個人消費の拡

大で強い動向が続いているものの、企業設備投資や外需等については弱含む傾向も見せている。 

こうした中で、2020年の世界経済も明確な牽引役の存在が不在のままとなっており、不透明な状況が

続く。このため、中国経済は実質 5％台に減速するとともに、サプライチェーンのマイナス影響がアジ

ア経済にも及ぶ可能性がある。但し、2019年 12月 13日に米中の貿易問題で第一段階の合意が伝えられ

るとともに、英国総選挙で保守党が圧勝し EU離脱の方向性が明確となるなど、従来の不透明感が薄ら

ぐ要因が足元で生じている。こうした要因は政治的要素も踏まえ、今後の流れ自体は不透明であり実現

性を慎重に見極めていく必要があり、2020年経済は引き続き弱含みと見ることが現段階では適切である。 

 前述したように 2019年 12月 13日、米国と中国間の通商交渉の合意が第一段階として成立し、12月

15日から予定されていた対中国に対する米国の追加関税措置は見送られるとともに、1,200億ドル相当

の製品に対して関税 15％から半分の 7.5％に引き下げる方針が示された。一方で、中国側は米国産農産

物の 320億ドル規模の追加購入等を約束したとされる。しかし、その具体化に向けた整理ではすでに中

国が購入する農産物の規模等食い違いが生じており、第二段階への交渉の行方は現段階では不明確であ

る。世界経済全体の不透明感がどこまで払拭されるかについては、今回の政治的合意の具体化のプロセ

スを確認していく必要がある。 

以 上 
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