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はじめに

　本稿では、地方自治体における様々な行財政上の

課題、そして「地方創生」においてもキーワードと

なっている PPP（公民連携）の推進において金融機

関のコーディネーターとしてのポテンシャルについ

て論じる。

　第Ⅰ章では、PPP（公民連携）推進の必要性は広

く理解が進んできているものの、PPP は未だ新し

い領域であることから、PPP（公民連携）を専門と

する我が国唯一の大学院および研究センターにおい

て積み重ねてきた議論をもとに、PPP（公民連携）

の概念整理を行う。第Ⅱ章では、PPP の特徴を捉

えるツールとしての「PPP のトライアングル」を

説明する。第Ⅲ章では、「PPP のトライアングル」

を活用して金融機関が地域において行っている取引

や活動を可視化する。第Ⅳ章では、可視化した結果

から得られた含意について述べる。第Ⅴ章では、金

融機関にとっての公民連携（PPP）活用の視点につ

いて述べる。

Ⅰ　PPP（公民連携）の概念整理

１　東洋大学のPPPの定義
　筆者が属する東洋大学 PPP 研究センターでは、

PPP（公民連携）を狭義・広義の２段階で定義して

いる。

（狭義）公共サービスの提供や地域経済の再生

など何らかの政策目的を持つ事業が実施される

にあたって、官（地方自治体、国、公的機関

等）と民（民間企業、NPO、市民等）が目的決

定、施設建設・所有、事業運営、資金調達など

何らかの役割を分担して行うこと。その際、①

リスクとリターンの設計、②契約によるガバナ

ンスの２つの原則が用いられていること。

（広義）何らかの政策目的を持つ事業の社会的

な費用対効果の計測、および、もっとも高い

官、民、市民の役割分担を検討すること。

　東洋大学の狭義の定義は、経済産業省や米国 PPP

協会（NCPPP）、国際連合（UNECE）をはじめと

した多くの機関の PPP に関する定義や基本的な考

え方をもとに、考え方をまとめたものである。①リ

スクとリターンの設計、②契約によるガバナンスの

２つの原則は、多くの国際的な機関の定義において

share in the risk and rewards 等と表現されている

ことを踏まえて「リスクとリターンの設計」とし、

同じく contractual agreement 等の表現を踏まえて

「契約によるガバナンス」としている。

１）リスクとリターンの設計

　狭義の PPP の一つ目の原則「リスクとリターン

の設計」は一言で言うと、PPP を進める参加者の間

で、適切な役割分担をするということであるが、図

表１をもとに少し噛み砕いて説明することとしたい。

　図表１の左側に行政または民間の大きな四角形を

表現している。この四角形の大きさはリスクの大き

さを表現している。左側の２つの四角形は、従来型

公共事業または純粋民間事業を表現しているのであ

るが、この場合、行政あるいは民間が事業に係る全

てのリスクを負担することを表現している。PPP

を導入することによって、右の四角形のように、行
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政や事業会社だけでなく、金融機関や NPO・NGO

等が参加して仕事を分担し、得意な役割を担うこと

で、全体の面積すなわちリスクを小さくすることを

期待している。行政は法令の解釈や運用、制度設計

等は比較的得意とする一方、事業の運営（オペレー

ション）あるいは経営（マネジメント）等について

は民間事業者が比較的得意であると考えられる。

　PFI をはじめとした PPP 手法による発注におい

ては、インプットベースでの仕様を発注者が指定す

る「仕様発注」ではなく、求める成果を明示し実現

するための方法の検討・選択は受託者に委ねる「性

能発注」により進められることが一般的であるが、

事業の全体像を捉えたうえでの業務遂行によってラ

イフサイクルコスト（例、新規整備の PFI であれ

ば建設・維持管理・契約期間満了までの期間全体で

の費用）全体での効率化、あるいは、新たな技術や

手法の採用などによるイノベーションにより実現さ

れる公共サービスの質を向上することにより、

VFM（Value for Money）を実現することが期待さ

れており、これには民間事業者に裁量を与えること

が有用である。

　また、建設事業や不動産事業、金融業等のよう

に、業種特有の事情やノウハウが存在する場合、

NPO・NGO のように他のプレーヤーとは異なる行

動原理をもとに活動していることにより強みがある

場合を考えると、それぞれのプレーヤーが他のプ

レーヤーよりも得意な仕事を分担して受け持つこと

によって、より良い成果を追求するが期待される。

　また、行政、事業会社、NPO・NGO の果たす役

割の間には、任される仕事に応じてリスクの大きさ

や種類が異なると考えられる。図表１に、左から右

にかけて次第に高くなる棒グラフの状の図のよう

に、リスクの低い業務を担う場合と、リスクの高い

業務を担う場合とでは、プレーヤーの得るべきリ

図表１　リスクとリターンの設計
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フォームアドバイザー等を通じ、公共経営への公民連携（PPP）の活用
について、教育・研究・実践に取り組んでいる。
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ターン（経済的なリターンすなわち期待される収益

性）が、同じで良いはずはなく、担うリスクの高低

に応じた適切な収益機会が与えられるべきである。

プロジェクトのなかで高いリスクを負うプレーヤー

には高いリターン、高い収益の機会を与えないとプ

レーヤーのモチベーション維持が困難である。一

方、公共性のあるプロジェクトなのだから、リター

ンが低くても当然である（極端な場合にはなくても

首是される）と論じられる場合もなきにもあらず、

という感はあるが、公共機関の仕事であっても適正

（リーズナブル）な収益を確保できることが、事業

継続には必要となる。

２）契約によるガバナンス

　PPP の定義の二つ目の原則「契約によるガバナ

ンス」は一言で言うと、「口約束」や「仲良しクラ

ブ」的な進め方ではなく、プロジェクト参加者相互

の役割、責任や義務、それらを果たした時の報酬や

制裁を共有し、ガバナンスを利かせて進めるという

ことである。図表２にそのイメージを示している。

　PPP では、プロジェクトの大枠は行政が決める

ものの、先に述べた「性能発注」の採用等により、

実施する方法の選択については、得意な民間事業者

や金融機関、NPO・NGO 等に委ねる形を採る。

もっとも、民間事業者、金融機関、NPO・NGO が

プロジェクトに参加する動機は異なる。例えば、民

間事業者の動機が事業遂行による収益機会の確保で

あるのに対し、金融機関ではプロジェクトに関連し

た融資による金利や手数料等収益機会の確保、

NPO・NGO では団体のミッションの実現、という

ような具合である。

　このように、動機が異なる複数の団体がコンソー

シアムを組成し、一つのプロジェクトを共同で遂行

し成果を出すことによって、それぞれの団体が求め

るものを得られるということとなると、当然、参加

者が自分勝手に行動することのないように、事業の

プランニングの段階から十分な意思疎通を行い、プ

ロジェクト参加者の間での協定を結ぶことが必要と

なる。PPP においては価格と提案内容を組み合わ

せて評価を行う総合評価方式により民間事業者を選

定することが一般的であり、民間の応募者は、価格

の見積書と併せて事業コンセプトや実現方法を記し

た提案書を提出することとなる。この提案書を共同

で提案するプロセスにおいて、コンソーシアムの構

成員で調整を行い、構成員全員の了解を得たのちに

発注者に提出手続きを踏むことから、提案書は協定

図表２　契約によるガバナンス

官 民 市民

実施

決定

ガバナンス（契約、監視、報酬、制裁）

契約
• 監視 契約内容が履行されているか
• 制裁 契約を守らない時の責任の問い方
• 報酬 契約を守った時の動機付け
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書の性質を併せ持っていると考えても差し支えない

と思われる。

　価格及び提案書の総合評価により、優先交渉権者

を決定した後は、発注者である行政も含めて「契約

によるガバナンス」が求められることは当然であ

る。発注者として、円滑な事業実施に向けた環境整

備を行うことは当然であり、行政も当事者として民

間事業者と一体となってプロジェクト推進のために

貢献することが必要である。

２　PPP（公民連携）の３つの類型
　東洋大学 PPP 研究センターでは、PPP（公民連

携）を３つの類型に分類している。PPP と聞くと

PFI や指定管理者制度といった PPP の制度による

分類の方が馴染みがあると思われるが、東洋大学で

は①対象となる事業が公共サービスか民間サービス

か、②その事業が行われる空間が公有か民有かの２

点により、PPP を「公共サービス型」「公共資産活

用型」「規制・誘導型」の３つの種類に分類してい

る（図表３）。

　まず、PFI や指定管理者制度、市場化テスト等

は、「公共サービス型」と分類している。これらの

対象となる事業が公共サービスであり、その事業が

行われる空間は原則公有地・公有建物である。次

に、公有地や公有建物など公的不動産（PRE；

Public Real Estate）を民間と連携して活用する

PPP 事業は「公共資産活用型」と分類している。

これらの対象となる事業は民間サービスであり、そ

の事業が行われる空間は原則公有地・公有建物であ

る。さらに、企業誘致、まちづくり、観光振興や地

場企業再生など対象とする事業が民間サービスであ

り、行政が地域経済振興の観点から関与し民間と連

携しながら推進する PPP 事業については「規制・

誘導型」と分類している。

　前節で説明したように、東洋大学では PPP の定

義の検討にあたり、様々な機関の事例調査を行った

が、PPP について PFI や BOT 事業など「公共サー

ビス型」のみを対象とする考え方もあれば、多様か

つ柔軟なファイナンススキームを含む考え方など多

様であった。東洋大学 PPP 研究センターにおいて

は、純粋公共事業あるいは純粋民間事業以外は全て

PPP の研究対象として考えており、その範囲は非

図表３　東洋大学PPP研究センターのPPPの分類

公共サービス型 公共資産活用型 規制・誘導型

対象となる事業 公共サービス 民間サービス 民間サービス

その事業が行われる空間 原則、公有地・公有建物 原則、公有地・公有建物 原則、民有地・民有建物

主な形態
PFI、指定管理者、市場化

テスト、民営化など
BOT, BTO, DB などを含む

公有地活用、公有建物活用

企業誘致、まちづくり、
商店街再生、観光振興、

地場産業振興など
構造改革特区・地域再生・

都市再生

関連法規
PFI 法

地方自治法
公共サービス改革法

国有財産法
地方自治法

構造改革特区法
まちづくり三法

地域再生法
都市再生特別措置法
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常に幅広いものとなっている（図表４）。

Ⅱ　PPP（公民連携）のトライアングル

１　PPPのトライアングルとは
　次に、第Ⅰ章で概念整理した PPP の本質を理解

するために、「PPP のトライアングル」について述

べてみたい。

　「PPP のトライアングル」とは、根本［2012］に

おいて、公共サービスの提供等を誰が担うのかを示

すツールの一つとして示したもので、「これは、ス

ウェーデンの政治学者ビクター・ペストフ氏が、社

会福祉サービス分野における地域内のボランティ

ア、民間の有料サービス、政府の公的扶助などの相

互関係を明確に記述したものを原型として、日本の

PPP の現状に適用できるように修正・拡張したも

のである。」と説明している。また、その効果を

「これにより、現実の公共サービスがどのような仕

組みで実施されているかを把握することができる。」

と説明している。

　PPP のトライアングルは、社会全体を三角形と

し、３本の補助線を引いた図表５のように表現さ

れ、公共サービスの提供主体としての政府セクター

（国、地方自治体などの公権力を有する機関）、市場

セクター（民間企業、収益事業を行う NPO 等）、

地域セクター（家庭内の自助、近隣の共助の他、ボ

ランティアなど）を表している。

　３つの主体の性格をより分かりやすく把握するに

は３本の補助線が有効である。水平方向の線は、立

法、徴税などの公権力を有する【政府】かそうでな

い【非政府】かという「公権力区分線」である。政

府セクターは当然公権力を有するので【政府】であ

り、市場セクターと地域セクターは【非政府】であ

る。右上がりの線は、【営利】か【非営利】かとい

う「目的区分線」である。市場セクターの目的は

【営利】であり、政府セクターと地域セクターは

【非営利】である。右下がりの線は、【公式】と【非

公式】を区分している。具体的には、公共サービス

を安定的に提供する義務を負うかどうか、特に、資

金調達を自立的に行えるかどうかの「安定的責任区

分線」と定義付けている。

２　３つのセクターの性質
　３本の補助線により、３つのセクターの性質がど

のように特徴づけられるか考えていく。政府セク

ターと市場セクターは、法的義務を負って活動して

いる【公式】の存在であり、常に安定的にサービス

図表４　PPPの定義の範囲および政府の活動との関係

純粋公共
サービス

（公共事業） 公共サービス型

他機関の定義

公共資産活用型 規制・誘導型

純粋民間
サービス

（民間ビジネス）

民民

PPP

官
官

東洋大学PPP研究センターの定義

政府の活動領域
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を供給する責任が求められると特徴づけられる。

　これに対して、地域セクターは、必ずしもそうで

はない（＝【非公式】）と特徴づけられる。近所の

お年寄りを時々買い物に連れて行くのは善意による

好ましい行為だが、都合が悪くなって連れていけな

くなった時に約束違反で訴えられるものではない。

仮に訴えられるなら、料金を受け取る有償サービス

（図４では市場セクターの活動）に変えざるを得ない

が、その場合、サービスの本質は全く別物になる。

　つまり、公権力区分線、目的区分線、安定的責任

区分線の３本の補助線により、３つのセクターは、

「政府・非営利・公式」を特徴とする政府セクター、

「非政府・営利・公式」を特徴とする市場セクター、

「非政府・非営利・非公式」を特徴とする地域セク

ターに整理することが可能である。

３　現実のPPPへの適用
　以上の議論を踏まえ、現実の PPP が「PPP のト

ライアングル」にどのように位置づけることが可能

か考えてみる。PFI や指定管理者制度など、契約に

よる PPP は、政府セクターと市場セクターの間の

矢印により表現することができる（図表６）。

寄 稿

図表５　PPPのトライアングル

出所：根本［2012］
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図表６　PPPのトライアングル⑵

出所：根本［2012］
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　また、中心部分の逆三角形の部分の性格は、「非

政府・非営利・公式」となる、これは、政府が推進

していた「新しい公共」「共助社会づくり」に関連

し、地域セクターが公式のハードルを超えた場合

（例として PFI や指定管理者に参加する場合、図表

６の①）、公式のハードルを下げる場合（例として

アドプト制度、同②）、営利目的である市場セク

ターの行動原理を維持したまま、目的を非営利に移

動させる場合（例として社会的企業、同③）などが

考えられる。

　このように、「PPP のトライアングル」を理解し

ておけば、PPP は漠然とした「連携」や「仲良し

クラブ」というものではなく、地域の課題を解決す

るための連携のあり方について、３つのセクター

（政府セクター、市場セクター、地域セクター）や

NPO、社会的企業の特徴を踏まえたうえで、具体

的に何をどのように役割分担すべきなのか考えるこ

とが可能となる。

Ⅲ　�金融機関と地域の接点の可視化

　「PPP のトライアングル」を用いて金融機関が

持っている地域との接点のイメージの可視化を試み

ると、図表７の通りとなる。

　地域金融機関自身は、民間企業であり、「市場」

の一員であると位置づけられる。政府セクターおよ

び地域セクター、市場セクターとの取引や関わりを

色の付いた矢印で表現している。

　政府（国、地方公共団体）との取引は、指定金融

機関業務であり、預金、地方債の引受・流通に関す

る業務であると考えられる。地方債の引受を始めと

した与信取引において、近年深刻化している地方の

自治体の財政問題への対応を行うともに、与信管理

に随伴して経営の規律づけ・モニタリング等経営改

善に関する業務についても当然に行うものと考える

ことが可能である。政府に対しては、公務金融渉外

において接点があると考えられる（図中Ａ）。

　地域の企業との取引は、「市場」の域内で完結し

図表７　金融機関と地域社会の接点の可視化

出所：筆者作成

政府
（国、地方
自治体）

市場地域
（自助、共助、
ボランティア）

非営利 営利

政府

非政府

公式

非公式

A．指定金融機関業
務
1.預金
2.縁故債引受（貸
出）
3.公募債引受・流通
4.（2.及び3.に付随し
て）経営の規律付
け・モニタリング

B．企業向け法人取
引
１．預金
２．貸出など

C．地域住民向け個人
取引

1.預金
2.貸出

D．ソーシャル・ビジ
ネス等、事業性
NPO等との取引

1.預金、
2.貸出、
3.行政や中間支援
組織と連携した技
術的支援（テクニカ
ル・アシスタンス）
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ており、預金、貸出などが考えられる。具体的に

は、営業店にて接点があると考えられる（図中Ｂ）。

地域との取引は、地域住民向けについては、預金及

び貸出（ローン）取引であると考えられる。具体的

には、地域の企業に対する取引と同様に、営業店で

接点があると考えられる。また、与信取引のない地

域住民に対する CSR（企業の社会的責任）活動と

位置づけるならば、営業店に加えて本部の CSR 担

当においても接点があると考えられる（図中Ｃ）。

　ソーシャル・ビジネスや事業性 NPO など、「共

助社会づくり」や「新しい公共」の担い手向けの取

引は「市場」と「中心の空白部分」との間の取引で

あると考えられる（図中Ｄ）。これら「新しい公

共」の担い手が「公式化」がされていない任意団体

として活動している段階では、「地域」と「市場」

の間の取引となるが、預金の受入れはできても貸出

取引は難しいと思われる。また、「共助社会づく

り」や「新しい公共」の担い手は、財務基盤が全般

的に弱いベンチャー企業としての側面を併せ持つこ

とを考えれば、預金及び貸出取引に加え、行政や中

間支援組織と連携した技術的支援（テクニカル・ア

シスタンス）が業務となると考えられる。

　なお、金融機関のなかには、シンクタンクや研究

所、コンサルティング部門を擁している場合があ

る。このような部門を有している場合には、図中

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄのいずれにも関与することが可能で

ある。金融機関としての取引の実需がなくとも対応

が可能であること、金融機関自身の責任を伴わず比

較的自由に活動ができることを活用すれば、地域課

題の発掘から解決策の構築および実行までの全体に

わたり、資金調達（投資・融資の実行）そのもの以

外にも幅広く関与することは可能と考えられる。前

述のような部門や組織を有していなくとも、本部の

企画部門において、地域（経済）企画部や地方創生

担当部署を設けている場合については、同様に考え

ることは可能である。

Ⅳ　�PPP（公民連携）のコーディネーター
としてのポテンシャル

　地域金融機関は、地域貢献として地域のプロジェ

クトへの寄与を要請されやすい立場であり対応に苦

慮しがちである。しかしながら、前述のとおり金融

取引と地域の関係を意識した対応体制を取ること

で、地域課題を解決する金融ソリューションの提供

をより効果的に行うことも可能である。

　また、地域の再生や活性化を意図するプロジェク

トの融資相談が来る前の段階から、事業採算性を客

観的に評価したり、事業リスクを低減する助言を

行ったりすることで、金融機関として支援可能

（Bankable）プロジェクトとして仕立てることも可

能である。近年では、総務省の「地域経済循環創造

事業交付金」が金融機関による支援（産学公民金連

携による体制構築、事業交付金と併せた融資支援

等）を条件としており、金融機関に対しては初期投

資のリスクが交付金により緩和されることを前提と

した運転資金の支援、確実に事業として成長軌道に

乗せることが可能な事業ストラクチャー構築を期待

しているものと考えられる。

　これらの取組みにより、地域として必要な公共性

のあるプロジェクトやサービスを、地域の企業や市

民が連携したソーシャル・ビジネスとして維持・拡

大する選択肢を広げることが可能となる。加えて、

近年「クラウドファンディング」の環境整備が進ん

だことにより、金融機関の融資や出資のみならず、

預金者をはじめとした地域関係者と共に「プロジェ

クトを応援する資金支援」を行う可能性も広がって

きており、クラウドファンディングと金融機関の融

資・出資を適切に使い分けて成果を追求することも

期待される。

　以上、「PPP のトライアングル」を用いて、金融

寄 稿
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機関と地域の接点を可視化し、新たな業務の可能性

を示した。実際に行政や企業、NPO 等と連携して

これらの取組みを事業化していくとなれば、結果と

して PPP（公民連携）事業の構想段階からファイナ

ンスまで関与することになる。つまり、地域金融機

関は PPP（公民連携）のコーディネーターとしての

ポテンシャルを有しており、それを発揮することが

期待されているのである。前述の通り、PFI や指定

管理者制度といった公共サービス型の PPP のみな

らず、公的不動産（PRE）の有効活用をはじめとし

た公共資産活用型や、企業誘致やまちづくりなど規

制・誘導型の PPP を含めて考えれば、PPP を活用

した地域経済活性化や地方創生に関する取組みにつ

いて、金融機関は民間企業や地域住民を巻き込んで

幅広く連携するプラットフォームとなり、PPP を

活用した多種多様なプロジェクトを発案・推進しう

る立場にあるといえよう。そのためには、金融機関

は従来の指定金融機関取引（図表７のＡ）の立場か

ら一歩踏み込むとともに、行政が問題意識を持って

行動するよう動機付けることが重要であると思われ

る。そうでなければ、地方自治体と金融機関が地域

の「運命共同体」として、双方を満足させる将来像

を描くことは困難であると考える。

　地域レベルで PPP を活用した地域経済の活性化

や地方創生は、一朝一夕に実現するものではなく、

収益を目的とする金融機関経営には馴染まないとの

反論も予想されるところである。しかし、地域の活

力が維持されなければ、金融機関の活動の源泉とな

る預金や取引基盤がより一層縮小することは避けら

れないし、地方自治体が予算制度や透明性の確保と

いった民主的統制や説明責任を果たすことが当然に

求められる組織であることを考えれば、柔軟かつス

ピーディに活動することが可能な民間企業や金融機

関が主体となって地域経済活性化や地方創生を推進

することが、より一層重要となるであろう。地域金

融機関は公共サービスの新たな形（イノベーショ

ン）を実現することで、地域社会の一層の信頼を勝

ち得て「地域の真のパートナー」として認められた

結果、預金・融資・手数料取引を始めとした取引に

ついても成果をあげていくという発想で地域での業

務に取り組んでいくことが期待されるのである。

Ⅴ　�金融機関にとっての公民連携（PPP）
活用の視点

　本章では、本稿のまとめとして、先に説明した３

つの PPP の類型（公共サービス型、公有資産活用

型、規制・誘導型）について金融機関が取り組む視

点を示すこととしたい。金融機関職員に PPP に取

り組む必然性や事業イメージが想像しやすいよう、

民間企業の事業再生の取組みで一般的にとられる着

眼点と対比して説明することとしたい。

　一般的に、民間企業が経営不振に陥った場合に

は、「コスト削減を通じた利益の確保」、「資産リス

トラ（売却など）」、「売上の拡大」の３つの着眼点

で検討するのが一般的である。地方自治体の場合に

は、これらの着眼点を、🄐「コスト削減を通じた地

方債償還財源の確保」、🄑「財務体質の改善、経営

改革原資の確保」、🄒「税収の増加」という表現に

置き換えることが可能である（図表８）。

　🄐に対しては、公共サービス型 PPP を検討する

ことが可能である。市場化テスト、PFI、指定管理

者制度などが考えられる。🄑に対しては、公有資産

活用型 PPP を検討することが可能である。PRE 戦

略、公共施設再配置等により生じる公的不動産

（PRE）の有効活用に関する PPP が考えられる。🄒

については、規制誘導型 PPP が考えられる。地域

の魅力を維持向上し、産官学金が連携した取組み

を、従来から取り組んでいる個々の地域企業の経営

改善と併せて行うことでより一層の地域活性化に資

すると考えられる。
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　地域金融機関にとっての含意は、これら🄐、🄑、

🄒のいずれになったとしても、PPP プロジェクト

の推進に伴う事業機会が存在するということであ

る。🄐の場合には、公共サービス型 PPP であり、

PFI/PPP 事業への投融資機会が存在する。また、

PFI/PPP 事業化に伴う検討段階で発注者である官

（政府・地方自治体）に対するフィナンシャルアド

バイザー業務のみならず、応札する民間事業者に対

しても同様にフィナンシャルアドバイザー業務の事

業機会が創出される。🄑の場合においては、公有資

産活用型 PPP であり、不動産プロジェクトのノウハ

ウを活用して対応することが可能である。PFI/PPP

事業の場合には、🄐と🄑の両方の性質を併せ持つプ

ロジェクトとなる場合もありうる。

　一方🄒の場合には、規制・誘導型 PPP であるた

め、金融機関自身のみならず、地方自治体やそれに

準じる公的団体（例、商工会議所など）とのパート

ナーシップが欠かせないものと考えられる。事業構

想の策定、関係者や市民を巻き込んだワークショッ

プによるビジョンの共有を通じて基本計画や実行計

画を策定し、それらの計画が具体化した結果生まれ

たプロジェクトが投融資機会となりうる点が特徴で

ある。そのため、営業部門のように短期で投融資金

額や収益の目標を実現することを使命づけられた部

門では対処することが難しいと考えられ、金融機関

の企画部門やシンクタンクなど長期の視点で地域の

ビジョンを考えるミッションを負える部門で体制を

組み、構想段階から事業に関与することが望ましい

と考えられる。

おわりに

　これまで、人口減少、高齢化の進展、地域の経済

や産業の停滞など、様々な地域課題は行政が一身に

引き受け、税財源をもとに公共事業や公共サービス

によって対処するのが当然であると考えられてき

た。しかし、行政職員が減少するなか、財政状況が

厳しく、地方分権の推進や社会状況の変化に伴う新

たなニーズへの対応等の事情により、行政だけに任

せることが適切ではなくなってきている。加えて、

（本稿では紙面の都合上、詳細に触れることはでき

ないが、）公共施設・インフラの老朽化対応に対す

る膨大な財政需要が存在するものの、財源の目処が

立たない状況にあって、「公共施設等総合管理計

画」および個別施設計画の策定を通じた「公共施設

図表８　公民連携（PPP）活用の視点

企業の場合の着眼点 政府の場合の表現 利用される行政改革手法、
PPP の手法と類型 事　例

１ ．コスト削減を通じた
利益の確保

🄐 コスト削減を通じ
た地方債償還財源
の確保

市場化テスト、PFI、指
定管理者制度、業務委託
の活用
→公共サービス型 PPP

刑務所 PFI、すべての町道の維持
管理補修事業を対象とした指定管
理制度導入（26％削減、北海道清
里町）、市業務のアウトソーシン
グ会社設立（愛知県高浜市）

２ ．資産リストラ（売却
など）

🄑 財務体質の改善、
経営改革原資の確
保

PRE 戦略（公共施設白
書の作成、公共施設の再
配置）
→公有資産活用型 PPP

ヤマト運輸のコールセンター誘致
（新潟県南魚沼市、三重県名張
市）、公有温泉の民営化、奈良県

「養徳学舎」の建替え

３．売上の拡大 🄒 税収の増加
地域自体の魅力の維持向
上や地方再生の取組み
→規制・誘導型 PPP

大分県豊後高田昭和のまちづくり

出所：藤木［2012］
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の再配置（統廃合）」も含めて、持続可能な公共

サービスの実現について構造的な改革を要する課題

が突きつけられる状況となっている。問題の大きさ

を考えれば、行政上の課題解決を地方自治体内部や

市民と検討するだけでは乗り切れないのは明白であ

り、当然、公民連携（PPP）の活用に期待が高まる

ところである。しかしながら、PPP は必要性や思

惑があれば自ずと進むような性質のものでは決して

ないので、行政や民間事業者、金融機関が問題意識

を共有し、プロジェクトを推進する仕組みが求めら

れている。筆者は PPP のコーディネーターとして

の金融機関のポテンシャルは相応に高いと考えてい

るが、それは地方自治体の意識改革や関係省庁の理

解や後押しも必要であると感じるところである。本

稿がそうした議論の一助となれば幸いである。
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