慎一

これからの地域経営に求められる
官民連携と公的支援の視点
矢ヶ部

と言われるときとは、これまでの慣例

都市や地域に「経営」が求められる

めて整理しておきたいのは
「官民連携」

るところですが、こうした中であらた

ど、素晴らしい取り組みがなされてい

フラの更新・撤去だけでなく、教育・文

強い都市づくり、老朽化した都市イン

まれる要素も広がっています。災害に

の施策や民間の活動」を指すものとし

目的を達成するために行われる、行政

ここでは「地域再生などの一定の政策

地域も主体もあいまいな言葉ですが、

東洋大学ＰＰＰ研究センター リサーチパートナー

や単純な要素だけでは有効な判断がで

化、医療・福祉をはじめとする分野へ

ます。

や「公的支援」のあり方と視点です。

広がりました。さらには都市部のみな

きないとの認識が広まっているときで
す。限られた資源の中で有効な対策を

現在のまちづくりでも、これまで関

営的な判断が必要な局面です。

針を与え実施しなければならない。経

ればならない、二律背反する課題に方

方を止め新たなやり方に取り組まなけ

けなければならない。これまでのやり

課題を解決するために最も有効と考え

した。
官民がそれぞれの特性を活かし、

できないことが、だいぶ分かってきま

の官民の関係にとらわれていては対応

減少局面における課題の多くは、従来

ています。地方自治体の財政難、人口

官民連携によるまちづくりが広がっ

りを再構築することができる状況にな

たな技術まで視点を広げて、まちづく

われず、新たな分野や新たな産業、新

つまり、従来の官民連携の形にとら

きた分野からの参入が相次いでいます。

りという言葉とは縁がないと思われて

め民間においても、これまでまちづく

え直す視点まで高まりました。このた

関わりのなかった民間等の参入は避け

要があります。

的も相互に達し得る官民連携とする必

ための官民連携ではなく、民間側の目

す。そして行政目的を廉価に達成する

すい信念対立を解消する必要がありま

めには、まず官民間・分野間に生じや

このまちづくりの再構築を進めるた

らず中山間地域も含めた国土計画を捉

わりがないと思われてきた分野との関

られる連携を実践する取り組みが増え

ったと言えます。

られません。この時、官民が同じ課題

広がる官民連携のまちづくり

わりや新たな参入者との取り組みが必

ています。今後も、地域課題を解決す

●信念対立を超えリスクとリターンを

講じなければならない、二重投資を避

要となり、従来の延長線上にはない視

るためそれぞれ地域独自の官民連携が

まちづくりという言葉は、その指す

設計する

ようとしているにも関わらず、お互い

に目を向け、その解決に向けて連携し

まちづくりの再構築には、これまで

点や手法が必要となっています。
現在、

増えていくでしょう。
まちづくりという言葉そのものに含

エリアマネジメントや公共不動産の有
効活用、リノベーションまちづくりな
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げ、官民相互の目的や関心は異なるこ

立が生じることがあります。

異なるため言葉が通じ合わず、信念対

に積み上げてきた価値観や行動様式が

●対象エリアを絞り官民が重層的に

す〈図表１〉
。

らかにすることが重要な視点となりま

の結果何をリターンとして得るかを明

意とし、何についてリスクを取り、そ

ます。また、そのために相互が何を得

恐れもあります。

ば、将来にわたる致命的な失策となる

クしない施策に巨額の財政投入を行え

政に余裕のない中で、民間活動とリン

スしていることになります。行政が財

ことは、貴重なまちづくりの機会をロ

●小さな民間投資を数多く実現する

分かってきます。

することが重要なあり方であることが

好機を捉えタイミングを逃さずに対応

の公的支援においては、まちづくりの

連携の視点から整理します。これから

次に、この行政施策や民間活動を重

取り組む

リアを絞り込み、行政と民間がそれぞ

をできるだけ高めるには、展開するエ

現在で九〇三地区が完了するなど、都

都市再開発法施行より二〇一七年三月

市街地再開発事業は、一九六九年の

従来の常識や言葉遣いを一度棚に上
とを前提とし、課題解決に向けて官民

点的に展開するエリアを絞

れの活動を重ね合わせていくことが重

市の再開発に大きな役割を果たしてき

※PPP：Public-Private Partnershipの略。

た手法です。再開発事業を官民連携の

要な判断となります。

に重点的に展開するかが重

れたリソースをどのエリア

減少局面においては、限ら

した。しかし財政難、人口

おのずと拡大傾向にありま

の視点のまま公的支援を拡充したり、

考えることが重要です。この時、従来

開すれば政策目的に対して最有効かを

計し、どのエリアを対象に重層的に展

れのリスクとリターンをどのように設

築を進めるにあたっては、官民それぞ

まちづくりにおける官民連携の再構

売却によりまかなうことが一般的です

高度利用により生み出された保留床の

再開発の事業資金の回収は、土地の

ます。

う手法であると言い換えることができ

新築行為を通じて都市課題の解決を行

助助成・税制特例等の規制誘導を行い、

な床需要を契機に公共が規制緩和・補

視点に基づき整理すると、民間の新た

民間の活動は個々には大

むしろ民間活動を阻害してしまい機会

が、事業環境の変化に伴い保留床の売

好機を捉える公的支援のあり方

きなものではなく、ひとつ

ロスを生んでしまったりするようなこ

めに容積緩和や補助金等の公的支援策

ひとつが点在した状況では

一例として、市街地再開発事業にお

が拡充されてきました。バブル経済崩

却が困難となると、事業推進をするた
ます。また、行政と民間が

ける公的支援のあり方の課題、立地適

壊以降は景気対策を主眼とした全国的

とは避けなければなりません。
異なるエリアにバラバラに

正化計画策定後の課題について、官民

広がる官民連携のまちづくり

リソースを展開してしまう

地域への波及効果も薄まり

においては、対象エリアは

間の開発意欲も旺盛な状況

（出典：東洋大学PPP研究センター）

公的支援へ

それぞれどのように連携することがも

り込む必要があります。自

要な視点となります。

２．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
および最も高い官・民・市民の役割分担を検討すること。

限られたリソースによりその有効性

っとも有効かを問うことが重要になり

治体財政に余裕があり、民

１．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、
⑴ リスクとリターンの設計
⑵ 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。

［ 特集 ］

25

東洋大学PPP研究センターによるPPPの定義
図表1

需要が少なくなった地方部において

事業は進められました〈図表２〉
。床
にすれば、権利変換という法手続きと

的に組み合わせたり（再開発事業を例

か。既存の制度を要素毎に解体し部分

質的には異なる複数

ます。この連携は実

の連携が重要となり

設の新設計画などと

連携や、病院の移転

は、一定要件を満たした事業には補助
税制特例に特化するなど）
、他の制度

の担当部署間で進め

で公共に資する方法を、柔軟な姿勢で

金額を拡充する等の事業促進策が図ら
同士を組み合わせて運用したりするこ

ることとなります。

な公的資金の投入により、同時期の建

れてきたところです。
とが有効であると考えます。必要に応

理想として連携すべ

計画や高齢者福祉施

都市整備の観点から言えば、これは
じて、法改正に向けた働きかけも必要

きと言うは易しです

展開することが必要ではないでしょう

公的資金の投入が施策として有効であ
となるでしょう。

くのは、おのずと限界があります。今

事業資金を公的資金に頼って進めて行

直的に運用し、民間投資では足りない

事業環境が変化する中で、制度を硬

スを抑える必要があります。本計画に

まず、
自治体内の計画整合を図り、
ロ

いう点に集約されると考えられます。

機会ロスを減らすことができるか、と

ちづくりに関する活動についていかに

に基づき整理すると、行政と民間のま

ているところですが、官民連携の視点

間の投資活動は個々の経営判断により

あります。個人の住宅建設も含め、民

ロスを抑える必要が

ヒアリングにより、

動のモニタリングや

次に、民間投資活

くことになります。

動が無駄になってい

2,000

400

築活動が停滞する中でも着実に再開発

るという判断になります。一方では、

が、各々の計画策定
における背景も異な

●民間の動向を捉え機会ロスを抑える
公的支援へ

本来であれば第三者への保留床処分と
いう健全な市場性チェック機能を阻害

体が自ら立地適正化

ります。しかし、計

けた具体的な取り組みを行い、うち一

計画をないがしろに

立地適正化計画については、二〇一

ます。これからの社会を考えれば、財

一二都市がすでに計画を公表していま

すれば、民間への規

し、需要以上の供給を生んでしまう恐

政支出に頼った公的支援を継続するこ

す。立地適正化計画策定後の課題につ

制誘導の有効性が失

画策定した自治体自

とは持続的とは言えませんし、本来ほ

いては、野澤・饗庭・中西・讃岐によ

われるし、行政の活

七年七月現在で三五七都市が策定に向

かの目的に使えた公的資金を奪い、必

る研究
（二〇一七）
に詳しくまとめられ

れのある構造を強化しているとも言え

要な公共サービスの提供が阻害される

後は、限られた民間投資を有効に活用

示す都市機能誘導施設については、公

恐れもあります。

した上で政策目的を達するために、小

行われます。
法規制は遵守されますが、

0
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（出典）再開発事業：
『日本の都市再開発』掲載データより著者作成（2015年）

着工延床面積：国土交通省建築着工統計調査報告より著者作成（2015年）

地適正化計画の目指す方向と民間活動

計画を忖度することはありません。立

経済的合理性に反してまで行政の上位
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1,000

4,000

5,000

20,000

1,200

5,000

1,400

25,000

7,000

1,600

6,000

8,000
30,000

1,800
7,000

9,000
35,000

2,000
8,000

さな民間投資でも数多く実現すること

再開発事業竣工延床面積推移と全国建築着工延床面積推移の比較
図表2
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の動向そのものを読み違えている可能

にくく、また逆に計画が民間投資活動

も民間にとって自治体の計画は分かり

導を打ち出す必要があります。そもそ

の方向が異なる場合、明確に規制と誘

動向を捉え、貴重なまちづくりへの投

な公的支援を講じること、また民間の

さな民間投資を数多く実現できるよう

アを定め、この対象エリアを中心に小

民が重層的に活動を展開する対象エリ

備・公表など、民間事業者の参画を促

合管理計画や固定資産税台帳等の整

ていくことが重要です。公共施設等総

していくのが得意な民間事業者に任せ

ロジェクトを行うより、利益を生み出

ます。行動原理の異なる行政が自らプ

最後に、こうした官民連携における

資機会を失うことがないようにするこ

地方自治体において策定される各計
公的支援に有効な手法として、公共不

性も否定できません。

画に相互連携のないことは、貴重な民
動産活用型ＰＰＰ、規制誘導型ＰＰＰ

で行われる民間事業に対して、行政が

すための環境整備をさらに進めること

間投資の機会ロスにつながってしまい
のふたつを挙げます〈図表３〉
。

地域再生などの政策目的を達成するた

とが必要です。

ます。公共施設等総合管理計画には、
●公共不動産活用型ＰＰＰ

が不足しがちであり、立地適正化計画

のＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラ

公的不動産の活用は、平成二九年度

いる手段を活用して行うことを指しま

めに、規制や補助などの行政が持って

規制誘導型ＰＰＰとは、民間の空間

●規制誘導型ＰＰＰ

が必要です。

都市構造や交通などの都市計画的観点
には、民間・公共に関わらず既存の都

する規制自体も一種のＰＰＰであると

す。
先述のまちづくりと似ていますが、

会の創出に繋げるための官民連携の推

考えられます。限定的な行政サービス

ン改正において、地域の価値や住民満

ラを活用し、公共投資、民間投資の二

進を図る施策として明記されました。

の提供に関する公共サービス型ＰＰＰ

市施設の有効活用や財源面の視点が不

重投資、ムダな投資を防ぎ、適切な民

公園や遊休文教施設のさらなる利活用

に比べ、規制誘導型ＰＰＰのフィール

思えますが、行政の仕事はむしろこれ

さらに言えば、一般的な民間活動に対

間投資の誘導を図ることが有効である

が謳われるなど、期待も高い有力な手

ドは圧倒的に広く、可能性に満ちてい

足度の向上、新たな投資やビジネス機

中で、それぞれ成り立ちも目的も異な

法です。行政にとっては補助金等の財

主な形態

東洋大学ＰＰＰ研究センター・編著

『 公民連携白書 』

〈 参考図書 〉

る計画を相互に再構築しないことは、

これからの官民連携における手法

からが本番であると言えます。

足しがちです。都市構造、都市インフ

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

国有財産法
地方自治法

PFI法
地方自治法
公共サービス改革法

る手法です。民間からも制度に対する

企業誘致、まちづくり、商店
街 再 生、 観 光 振 興、 地 場
PFI、指定管理者、市場化
産業振興など
テスト、民営化など
公有地活用・公有建物活用
構造改革特区・地域再生・
BOT、BTO、DBなどを含む
都市再生

政支出に頼らずともできる公的支援で

原則、民有地・民有建物

ビジネスチャンスと考える民間投資の

原則、公有地・公有建物

提言をすることが増えてきましたが、

原則、公有地・公有建物

す。民間にとっては既存の公共施設を

民間サービス

機会を失うことに繋がります。

民間サービス

本来的にこうした制度の運用、制定・

公共サービス

その事業が行
われる空間

用いることで、運用開始までの期間や

対象となる事業

変更ができるのは行政です。官民連携

規制・誘導型

投資総額を抑えることができるため、

公共資産活用型

により行政の仕事は少なくなるように

公共サービス型

不確定性の時代に適した手法とも言え

これからの官民連携においては、官

広がる官民連携のまちづくり
［ 特集 ］
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東洋大学PPP研究センターによるPPPの分類

図表3

関連法規

（出典：東洋大学PPP研究センター）

