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大学院 GP「公民連携人材開発プログラム」 報告書（概要版） 

 

２０１０年３月 

東洋大学大学院経済学研究科 

 

 本研究科公民連携専攻は、公民連携（＝Public Private Partnership, PPP）プロジェク

トを推進できる人材の育成を目的とするわが国初の大学院として２００６年４月に開設さ

れた。翌２００７年度に、“公民連携人材開発プログラム”に取り組むべく、文部科学省大

学院教育改革支援プログラムに応募し選定された。本報告書概要は、０７～０９年度にお

けるプログラムの実践の報告書の概要である。なお、個々のプロジェクトごとの報告書は

別途印刷物もしくは web 掲載の形態（ダウンロード可能）で公表する。 

 

◇予定プロジェクト 

プロジェクト 申請内容 

 

地域再生支援

プロジェクト 

PPPは 終的には地域の現場でプロジェクトを成功させることではじめて

社会的な存在価値を実現できるものである。このため、教育研究の場と同

時に社会貢献の機会として、特定の地方自治体と連携して、公共事業・サ

ービス、公有資産活用などの具体的なPPPプロジェクトの基本構想策定な

どを通じて、実践教育を行う必要がある。 

 

知識体系化プ

ロジェクト 

知識体系を整理することによって、経験則と勘のみに頼るのではなく、一

定の水準を超えた人であれば多くの人が共通に理解できるような知識体

系の形式知化に取り組む。具体的には、テキストブックの制作及び基礎知

識をチェックできる共通問題化を行う。 

 

遠隔教育プロ

ジェクト 

相対的に情報の少ない地方圏の学生に対して十分な教育効果をもたらす

ためにテレビ電話等の技術を活用した遠隔教育を導入する。リアルタイム

かつ双方向の遠隔教育と定期的なスクーリングを組み合わせることで十

分な教育効果を発揮させる。 

 

ネットワーク

拡大プロジェ

クト 

平成１８年度に開始した公民連携白書の編纂、PPPフォーラムの開催、

PPPHPの立ち上げはいずれも公民連携の有用性を社会に知らしめ、今後の

充実と発展の基礎となりうるものであり、継続的な活動が強く期待され

る。 
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◇採択理由 

 

 

大学院教育の実質化の面では、「民にできることは民に委ねつつ、官の行うべきことは官

が責任を持って行う」という考え方に立って、実践教育の場を設定した上で、公民連携を実

現できる人材の育成を図るという目的は、明確であるとともに、現代社会における新しい人

材の開発への意欲は評価できる。  

 

教育プログラムについても、公民連携は地域の現場でプロジェクトを成功させることでは

じめて社会的な存在価値を実現できるとし、地方自治体との連携により、プロジェクトの基

本構想策定等を行う「地域再生支援プロジェクト」を教育課程に組み入れている点は高く評

価できるが、地域が直面する課題や学生のニーズは多様であり、それらにどう対応するかな

ど、プロジェクトのテーマやケースの確保などについては、計画の更なる検討と具体化が必

要である。  

 



3 
 

◇ 実績報告総括表 

プロジェ

クト 

実績 自己評価 

地域再生

支援プロ

ジェクト 

・ パンフレット、HPを活用して幅広

く告知し、自治体の任意の意思に

よる参加を募集した。 

・ 客観的調査を実施できるかどうか

などを条件として選定し、１４自

治体、１５プロジェクトについて

実施した。 

 

 

・日中働いている社会人大学院生が主

であること、数年にわたってフォロ

ーを要する困難なプロジェクトが

あったことを考えると、十分の量を

確保したと言える。 

・地理的には、北は東北（岩手県紫波

町）、南は九州（北九州市）まで全

国に展開した。 

・分野的には、遊休公有地活用、遊休

建物活用、ＰＰＰ方針レビュー、包

括民間委託、地域経済活性化、都心

部のまちづくり、農山村再生などが

あった。 

・以上を通じて、地域が直面する多様

な課題及び院生の多様なニーズに

対応した。 

・本プロジェクトは今後も東洋大学Ｐ

ＰＰ研究センターの活動として継

続する予定である。 

 

知識体系

化プロジ

ェクト 

・ 必修科目のＰＰＰ総論Ⅰを中心

に、テキスト化、共通問題、ナレ

ッジシートなどを定型化した。 

・ ３年間の教育成果を踏まえてＰＰ

Ｐの定義や概念整理を行った。 

 

・ 院生が自分の知識のばらつきを解

析し自ら履修計画を立てられる支

援ツールとしてナレッジシートを

開発したことに加えて、テキスト

化、共通問題も知識体系化に役立

つものである。 

・ 近年、国・地方の財政難に対して

ＰＰＰへの関心が高まっている

が、誤って理解されているケース

が少なくない中、本専攻の定義、

概念整理はデファクトスタンダー

ドとして捉えられるに至ってい

る。 
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・ 本プロジェクトは、今後も、専攻

のFD活動の一環として継続する予

定である。 

 

遠隔教育

プロジェ

クト 

・ インターネットを利用したリアル

タイム双方向システムを導入し

た。 

・ これを利用して、遠隔講義はもち

ろん、遠隔テスト、遠隔会議も実

現した。 

 

・ 遠隔利用者も少なくとも月１回以

上の通学は行っており、教員及び

他の院生とのコミュニケーション

上の問題も生じていない。 

・ 同システムは録画システムと組み

合わせることで欠席者の補完にも

役立っている。 

・ 今後プロジェクトの拡大に伴っ

て、遠隔会議の活用が増えるもの

と想定している。 

・ 本プロジェクトは、今後も、専攻

の通常の教育活動及び東洋大学Ｐ

ＰＰ研究センター活動の一環等と

して継続する予定である。 

 

ネットワ

ーク拡大

プロジェ

クト 

・ 公民連携白書、国際ＰＰＰフォー

ラムは継続的に毎年実施した。

PPPHPの充実に加えてＰＰＰポー

タルサイトの立ち上げ運用も行っ

ている。 

・ また期間中２度にわたる海外視察

を実施し 先端のPPPの現場に触

れる機会を提供した。 

・ 完全PPP都市、民間提案法（PPEA）、

シティ・マネージャーに関する調

査を実施した。 

・ 開設年の２００６年以降４年にわ

たって、白書発行、国際フォーラ

ム開催を継続していることはＰＰ

Ｐの定着に大いに役立っている。

・ 完全PPP都市、民間提案法（PPEA）

は国の政策、自治体のプロジェク

トに反映しており、社会実態へ影

響力を及ぼしている。 

・ シティ・マネージャー調査は、今

後の専攻のコース設計に反映させ

る。 

・ 本プロジェクトは、今後も、専攻

の通常の教育研究活動及び東洋大

学ＰＰＰ研究センター活動の一環

等として継続する予定である。 
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◇実績報告目次 

１ 地域再生支援プロジェクト 

（１） 募集 募集要項・手続きフロー図  （本報告書に記載）  

（２） 実績 

項目 プロジェクト名称 

 

報告書 

① 岩手県紫波町 JR紫波中央駅前開発構想  別途報告書あり 

② 神奈川県横浜市 横浜駅周辺大改造計画 

 

別途報告書あり 

③ 神奈川県横浜市 新庁舎整備構想 

 

別途報告書あり 

④ 東京都多摩市 学校廃校舎利用公募要項評価 

 

別途報告書あり 

⑤ 千葉県木更津市 PPP基本方針レビュー 

 

別途報告書あり 

⑥ 福井県あわら市 温泉街再生可能性評価 

 

別途報告書あり 

⑦ 兵庫県加西市 ＰＰＰ導入可能性調査（包括民間委託） 

 

別途報告書あり 

⑧ 富山県富山市 小学校廃校舎の有効活用 

 

別途報告書あり 

⑨ 福島県喜多方市 市立図書館･美術館指定管理者導入可能性調査

第三者評価  

別途報告書あり 

⑩ 東京都新宿区 歌舞伎町再生支援 

 

別途報告書あり 

⑪ 埼玉県宮代町 町立図書館指定管理者導入可能性調査第三者評

価 

別途報告書あり 

⑫ 福岡県北九州市 ＰＰＰ導入可能性調査 

 

別途報告書あり 

⑬ 神奈川県三浦市 ＰＰＰ導入可能性調査 

 

別途報告書あり 

⑭ 千葉県習志野市 公共施設マネジメント白書 

 

別途報告書あり 

⑮ 三重県津市 白山・美杉地域経営推進事業支援 

 

別途報告書あり 
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２ 知識体系化プロジェクト 

項目 概要 

 

報告書 

(1)ナレッジシー

ト開発運用 

専攻の知識体系である、経済理論、金融、財政、PPP、

経営、民間ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、公共ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、事例研究・実

践の８領域に関してそれぞれ３つずつ合計２４個の

キーワードに関して、「知らない」（レベル０）か

ら「熟知しており課題の解決のアイデアも持ってい

る」（レベル６）の7段階で自己評価し、それをチャ

ートにしてフィードバックすることで、得意不得意

に関する気付きを促し、履修モデルを構築できるツ

ール。 

本報告書中に紹

介 

(2)知識体系テキ

スト化 

総論の講義内容をスライドだけではなく講義ノート

として文章化したもの。他の講義に関しては、作成

した資料を整理統合して体系化した。また、海外機

関との認識の共有のために英文訳を行った。 

 

別途成果物あり 

(3)共通問題プロ

ジェクト 

ＰＰＰ総論Ⅰにおいて実施。ＰＰＰは多様な分野の

経験者が多いため共通言語を構築する趣旨。 

 

別途報告書あり 

(4)PPPの失敗事

例類型化 

市場の失敗、政府の失敗に続いて、公民連携の失敗

がどのような場合に発生するかを分類したもの。 

 

別途報告書あり 

(5)RFPシミュレ

ーション 

PPPﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおいて官民の接点であるRFPの発出・

提案を実践的にシミュレートすることで教育の実質

化を目指すﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ。PPP総論Ⅱのなかで履修者を数

グループに分けて実施。発表会は首長、関係者、一

般聴衆も参加して公開イベントとした。 

 

別途報告書あり 

(6)サンディ・ス

プリングス方式

導入可能性調査 

市政を丸ごと民間企業に委託するサンディ・スプリ

ングス方式は、わが国のPPPの将来を語る上でも必須

の情報となっている。このため、前述のオリバー・

ポーター氏およびジョン・マクダーナ氏に依頼して、

同方式をわが国に導入できるかどうかを、加西市の

具体例に即して検討した。 

 

別途報告書あり 
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(7)授業評価プロ

ジェクト 

授業評価を実施する際に、担当教員が、要望事項へ

の回答や全体感想を書き、全院生・全教員にフィー

ドバックすることで、教育の実質化をもたらすFD活

動。院生の個人情報は守りつつ、それに抵触しない

部分は、全院生、全教員に開示する。情報開示によ

り、教員の回答はマニュフェストとしての効果を持

つ。 

 

別途報告書あり 

(8)海外論文等翻

訳プロジェクト 

近の海外の注目すべき論文や機関レポートを翻訳

した。 

 

別途成果物あり 

(9)シティ・マネ

ージャー導入可

能性調査 

米国の地方自治で主流となっているシティ・マネー

ジャー制度に注目して、その教育プロセスを調査し、

我が国への導入可能性を調べた。米国サンディ・ス

プリングス市シティ・マネージャーであるジョン・

マクダーナ氏に依頼した。 

 

別途報告書あり 

(10)ＰＰＰ概念

整理プロジェク

ト 

3年間の成果を踏まえて理論的な整理を行った。現

在、各地への説明や講演会で使用しつつＰＰＰの概

念整理と普及を図っているところである。 

 

巻末資料参照 
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３ 遠隔教育プロジェクト 

項目 概要 

 

報告書 

(1)遠隔講義 

講義でのインターネットを活用したweb会議システム

を導入し活用した。これなくしては到底実現不可能な

平日受講が可能となったことは、遠隔在住者に対する

実質的な教育上大きな成果といえる。 

 

別途報告書あり 

 

(2)遠隔テスト 

図を描く方式を採用しているテストが存在するため

に、Web会議システムとFAXを同時に利用した遠隔テス

ト方式を試行した所、一定の注意を払う必要はあるも

のの、十分に実用に耐えることが確認された。 

 

(3)遠隔個別指

導 

遠隔地在住の院生に対する論文指導に用いた。基本的

には遠隔講義と同様であるが、デスクトップ共有機能

を用いることで、院生のPC上のファイルを実際に操作

しながら指導を行うことができた。遠隔地在住の院生

に対してもまったく変わらない指導の水準が得られ

ている。 

 

(4)Ｗｅｂ会議

を用いたﾌﾟﾛｼﾞ

ｪｸﾄ進行管理 

地域再生支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ等で教員と院生が参加した実

践ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが展開されはじめている。特に、各地での

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの打ち合わせを東京において実施すること

は必ずしも効率的でないことから、Web会議を用いた

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ進行管理ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを実施した。 
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４ ネットワーク拡大プロジェクト 

項目 報告書 

（１）2008 年度米国ＰＰＰ視察・研修 別途報告書あり 

2009 年度米国ＰＰＰ視察・研修 別途報告書あり 

（２）公民連携白書           

 ２００７－２００８「生み出される地域の知恵」   
書籍あり 

 ２００８－２００９「地域を経営する時代」 
書籍あり 

 ２００９－２０１０「PPP と政権交代」 
書籍あり 

（３）PPP フォーラム        
  

 第２回 
別途報告書あり 

 第３回｢インフラと自治体財政改革」 
別途報告書あり 

 第４回「２０１０年代の PPP～市民・市場・政府の役割

の再起動～」 

別途報告書あり 

 
 

２００８．２．１８｢選定記念シンポジウム」 
別途報告書あり 

 ２００８．１１．２３「公民連携トップセミナー」 
別途報告書あり 

 （参考）PPP 研究センター開設記念シンポジウム 
別途報告書あり 

（４）PPP 情報発信（PPP ポータルサイト） 
ｗｅｂサイトあり 

（５）PPP 意識調査 
  

 ２００７年度 
別途報告書あり 

 ２００８年度 
別途報告書あり 

（６）海外 PPP 機関調査 
別途報告書あり 
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Ⅰ 個別プロジェクトごとの概要報告 

 

１ 地域再生支援プロジェクト 

本プロジェクトに関しては、採択時において、「地域が直面する課題や学生のニーズは

多様であり、それらにどう対応するかなど、プロジェクトのテーマやケースの確保など

については、計画の更なる検討と具体化が必要」と評価されたところである。 

 

この指摘を受けて、以下の対応を行った。 

（１） 幅広い告知 

 本プロジェクトの趣旨や方法を、専攻のホームページはもとより、パンフレットにも

記載して各地で開催される講演会等の機会を通じて広く募集した（次葉以降参照）。これ

により、地域再生に関心のある自治体には広く情報が行き渡り、問い合わせは１００件

以上にのぼった。 

 

（２） 明確な案件選定基準 

一方、本プロジェクトが目指している、PPP を PFI、指定管理者などの特定の手法か

ら切り離して自治体と民・市民の関係性そのものに踏み込んで捉えようとする広い視点

は社会的には浸透しておらず、自治体内部もしくは民間コンサルタントによって判断可

能な個別案件に関する問い合わせが多かったことも事実である。 

また、自治体側で予め特定の結論を有していて、それに誘導することを期待している

ケースも散見された。以上は、いずれも本プロジェクトの趣旨に沿わないものであるた

め、①調査は自治体の意向にとどまらず幅広く行うこと、②特定の結論を前提にしない

客観的調査を行うこと、③必要な地域情報は十分に開示することなどを条件として、案

件選定を厳格に行った。しかしながら、上記に了解する自治体も次第に増加し、結果的

には、３カ年で１４自治体、１５プロジェクトについて実施することができた。日中働

いている社会人大学院生が主であることを考えると、十分の量を確保したと言える。 

これらは、 

・地理的には、北は東北（岩手県紫波町）、南は九州（北九州市）まで全国に展開した。

（日常的に大学との関係のない自治体が大半でありゼロから関係を構築した） 

・分野的には、遊休公有地活用、遊休建物活用、ＰＰＰ方針、包括民間委託、地域経

済活性化、都心部のまちづくり、農山村再生などがあり、地域が直面する多様な課題及

び院生の多様なニーズに対応した。 
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◇告知内容 

 

全国の地方自治体の皆様へ 

 

東洋大学 地域再生支援プログラム対象事業の関心表明の募集について 

 

２００７年１１月１日 

東洋大学大学院経済学研究科 

 

このたび、東洋大学では、地方自治体と連携して、地域の課題を公民連携手法を用いて解

決するため、本学の教員および社会人大学院生が調査を実施する「地域再生支援プログラ

ム」を開始いたしました。PFI、指定管理者、民営化、市場化テスト、公有地活用、公有建

物活用などの手法の適切な組み合わせ、 適な民間提案を誘導するための進め方に関する

概念設計を行います。 

単純な「官から民へ」と異なり、民の力を活用して効率性とサービスの質の向上を同時に

実現しつつ、地域にとって必要な公益性を 大限確保するための、官民間の協働を実現す

ることが目的です。すでに、岩手県紫波町を対象に、JR 駅前の町有地の開発に関する第一

号調査が完了しております。 

今般、このプログラムが、平成１９年度に創設された文部科学省の大学院教育改革支援プ

ログラムとして、私立大学経済学系で唯一認定され、国の支援のもとで実施することが可

能になりました。これを踏まえて、広くご関心を募集することにいたしました。 

 

地域再生支援プログラムとは？ 

○ 調査内容 地域として直面している課題を公民連携で解決するための助言をいたし

ます。公共サービスの PPP 化、公有土地建物活用などの分野を中心に、

公民連携手法の適切な組み合わせと 適な民間提案を誘導するための進

め方に関する“概念設計”を行います。上記以外にも対応可能な場合があ

りますのでご相談ください。 

 上記概念設計とは 

 公民連携手法で用いられる民間提案公募の募集要項の概念設計

です。目的の合理性、達成される事業のイメージ、官民の役割

分担、民のための魅力付け、民に提示する条件の明確化、選定

基準概要、募集要項作成上の留意点などを設計するものです。 

 具体的事業は、公募により選定された民間事業者が実施するも

のであり、東洋大学自体が民間提案を行う、民間事業者を紹介

するなど何らかの責任を行うものではありません。 
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 具体的な設計の項目は課題によって異なります。 

○ 調査方法 簡易調査（調査期間：数日～1,2 週間）～本格調査（調査期間：１ヶ月以

上）。本専攻の教育の一環として実施します。 

○ 費用負担 調査方法によりますが、原則として無償です。ただし、会議設営運営費、

報告書印刷費などは地元でご負担ください。 

○ 調査方針 消費者や市場の観点から、客観的に実施いたします。特定の結論に誘導す

ることはいたしません。 

○ 調査結果 知的所有権は大学が保有しますが、調査目的に合致する限り申請者が自由

に利用することができます。 

 

申請者は？、調査時期は？ 

○ 対象自治体 主に市区町村を想定していますが、都道府県、広域連合等の形態を問いま

せん。 

○ 対象地域 限定はありません。都市部、地方圏ともに含みます。 

 

関心表明とは？ 

○ 関心表明 本プログラムの対象として参加することに関する関心の表明です。関心表

明後速やかにご相談を開始し、下記の採択要件に沿って適否を判断させて

いただきます。 

○ 募集期間 平成 19 年 11 月５日（月）1000 以降。締め切りは設けず継続的に募集を

行います。 

○ 採択要件 テーマの具体性・必要性・緊急性、地元側のコンセンサスおよび実施体制

の充実度・公民連携への取り組み方針、大学との協働体制の充実度、調査

の程度（簡易～本格）、当選専攻のリソースとの親和性などから総合的に

判断させていただきます。申請者のご都合により、申請後お申し出を取り

下げることも可能です。 
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図表 手続きフロー図 
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図表  地域再生支援プロジェクトを実施した地域一覧 
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対象自治体 岩手県紫波町 

 

対象テーマ JR 紫波中央駅前開発構想 未来にわたって人、素材、文化、資金が“循環”

するまち 紫波 

実施時期 ２００７年度 

 

主担当教員 サム田渕教授（当時客員） 

 

内容 地域再生支援プロジェクトの第１例として取り組んだ。町としても、庁舎等

公共施設建設予定地として取得した用地の有効活用ができず問題化してい

たもの。財政的にすべてを公共用途で利用することは無理であることから、

PPP による開発可能性を調査することとなった。町の人口規模は大きくない

ものの、盛岡、北上・花巻の中間点に位置し両者を含めた人口規模は６０万

人にも及ぶことから、公共施設を含む全体開発の可能性はあるとしたうえ

で、マスタープランの作成に関しては、新設する町のＰＰＰエージェントで

ある紫波ＰＰＰ公社がＲＦＰ（募集要項）を発出し、民間事業者がこれらの

公共施設の整備を含め住宅等の収益事業の提案を行うこと、事業者決定後、

選出された(優先交渉権を得た)民間事業者と官とが町民の声を踏まえながら

その提案内容を充実させる方式を提言した。 

調査後の動

向 

町は、８０回以上に及ぶ住民との対話を経て、０９年３月には「公民連携基

本計画」を決定し（議会の議決）、公民連携の導入を正式に決定した。この

計画に基づき、０９年度は、（仮称）岩手県フットボールセンター、（仮称）

紫波町交流促進センターの RFP（民間提案者公募）を行い、それぞれ事業が

具体的に進展している。 

特徴 二つのアイデア提案事業ともに、提案者が本事業提案に参加する際の総合評

価値に加点するという提案者加点方式を実際に導入した 初の事例として

全国の注目を集めている。 

調査後の動向における一連の町側の作業は本専攻修了生鎌田千市氏が、民側

の公民連携エージェント組織であるオガール紫波株式会社では、同じく岡崎

正信氏がそれぞれ活躍している。 
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対象自治体 神奈川県横浜市 

 

対象テーマ 横浜駅周辺大改造計画  

 

実施時期 ２００７年度 

 

主担当教員 根本祐二教授 

 

内容 老朽化した横浜駅および周辺インフラの再整備に伴って、市および民間（主

に鉄道会社）のパートナーシップによる大改造を計画していた。その基本的

な考え方の整理を期待された。民間投資を呼び込むための都心地区の役割、

機能、方策についての考察を行った。結論としては、横浜駅周辺～みなとみ

らい～桜木町・関内地区に三分されていた都心域が、みなとみらい２１地区

の成熟に伴って連続し、互いにすみわけを行わない限り各地域の個性が生か

せない危機的な状況を指摘し、そのうえで、みなとみらいと事実上一体化さ

れる横浜駅東口のポテンシャルは評価しつつ、今までメインであった西口の

生き残りは単純には非常に困難であること、市の玄関口としての西口のステ

イタスの維持のためには、改造を機に景観や余裕を含めた秩序ある開発が必

要であることを指摘した。 

調査後の動

向 

市、民間地権者、商店街連合会、学識経験者によって組織された大改造計画

策定員会が組織され、基本構想が策定された。今後は、具体的な都市計画や

建設計画の策定に移行する。いずれにせよ、ＰＰＰ的手法による開発が必須

となるため、市からは、強く協力を要請されているところである。 

特徴 都心の超大型プロジェクトという特徴を持つ。官民の役割分担による大規模

開発は、従来は、力関係によりケースバイケースで対応してきたところであ

るが、本件は、事前に定量的評価を入れることで客観性を確保しようとして

いる。 

トータル数千億円の巨大プロジェクトであり、民間独自開発部分はもとよ

り、インフラ部分に関しても民の受益の程度に応じて負担を求める必要があ

る。米国のＴＩＦに類似する手法（横浜版ＴＩＦ）が必要であり、２０１０

年度はその研究をＰＰＰ研究センターのテーマとする予定である。 
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対象自治体 神奈川県横浜市 

 

対象テーマ 新市庁舎整備構想 

 

実施時期 ２００７年度 

 

主担当教員 根本祐二教授 

 

内容 市庁舎立地の意義、費用対効果、整備手法についての考察を行った。具体的

には、新市庁舎は横浜都心地区の再生のトリガーとなりうる巨大プロジェク

トであり市全体の観点から検討すべきこと、横浜駅周辺大改造の認識同様、

都心地区の一体化により都心の重心が散逸し各地区が共倒れになる可能性

があること、現状空地であり開発に対するさまざまな抵抗や負担が少ないこ

と等を勘案すべきこと、民のアイデアを活かしたＰＰＰ手法の導入が必要で

あることを指摘した。 

 

調査後の動

向 

アイデアの評価を本事業提案に反映するインセンティブ方式を取り入れた

アイデア募集事業が実施され、手法の絞込みが行われたところである。（ア

イデアを提案しないと事業者募集に参加できない、優れたアイデア提案者は

審査委員会にオブザーバー参加することができる） 

 

特徴 老朽化した市庁舎の建て替えという全国各地の共通の課題に対応するプロ

ジェクトであり、応用性に富んでいる。 

駅前大改造同様に巨大プロジェクトであり、ＰＰＰに拠ったとしても相当部

分は財政負担が発生するので、その大きさを行政が負担できるかどうかが課

題である。しかしながら、仮に市が負担できないとすれば、民も参加できな

くなる訳で、いずれは何らかの方法で更新が必要である。老朽化に伴う更新

投資一般の課題とも言えよう。 
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対象自治体 東京都多摩市 

 

対象テーマ 学校廃校舎利用公募要項評価  

 

実施時期 ２００７年度 

 

主担当教員 根本祐二教授 

 

内容 学校廃校舎の民間利用を公募する際の募集要綱案に対して PPP の観点から

の第三者評価を行ったもの。ゼミの場で市の職員に状況報告を行ってもら

い、ゼミで数回にわたって議論しフィードバックした。募集用途が教育機能

に限定されていて民間の自由度が小さい、現状利用している市民利用を妨げ

ないという条件がさらに民間の自由度を制限している、修繕記録等のデュ

ー・ディリジェンス情報が十分でない、土地・建物一体利用条件が厳しすぎ

る等の課題を指摘した。 

調査後の動

向 

民からの視点が希薄であった部分を一部修正し、ＲＦＰを実施した。 

特徴 提案を受け入れる民間提案者の意向の観点からリスクを分析し、具体的に条

項ごとにフィードバックした。ＲＦＰを直接評価するはじめての事例であ

り、このテーマを専門的にフォローするために２００８年度にＰＰＰ研究セ

ンターを開設した。 

学校廃校舎の再利用を周辺住民の意向を優先して考えると、現状利用形態に

近い要望が出てしまうことが示された例。現状用途では十分に使えないが故

に廃校になったにもかかわらず、現状利用用途に制約されることの矛盾を認

識する必要があろう。 
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対象自治体 千葉県木更津市 

 

対象テーマ PPP 基本方針レビュー  

 

実施時期 ２００７年度 

 

主担当教員 根本祐二教授 

 

内容 同市は全国に先がけて基本方針を策定した先進的な自治体であるが、実際に

はその後進展がないことから相談が寄せられたもの。基本方針は PPP を推

進すること自体が目的化しているが、本来、PPP は手段であり、PPP によ

って達成する究極の目的が何であるかを示す必要がある。どのような分野で

どのように民間に関与してもらうかも示さなければ民間も反応できない。モ

デル事業として提示された複数の事業はいずれも限定的であり民間からみ

た魅力に乏しかった。そこで、究極の目的をどこにおくかを考察するため、

近の人口急増とそれにあわせたインフラ整備をテーマとして実施した。ま

ず、事前の人口分析で、ファミリー世代の 30 歳代が大量に流入しているこ

と、従業先として神奈川県・東京都が増加していることを把握した。この理

由をアクアライン効果と仮定し、アクアラインにより東京、神奈川への従

業・通学者を定住人口として受け入れるための町の魅力の観点から、駅前商

業地、かずさアカデミアパーク、新興住宅地、高等学校、ウォーターフロン

トなどを視察した。 後に、市幹部を対象に、参加院生による提案コンテス

トを行った。 

調査後の動

向 

調査後も人口流入傾向は強まっていることから、同市の新しいマーケットで

の位置づけ（民間からの魅力が高まっている）ことを前提にして、ＰＰＰも

取り組んでいきたいという意向を有している。 

特徴 人口コーホート分析をはじめて本格的に導入した。また、視察時に各自が受

けた印象をそのまま提案するというランダム方式をはじめて導入した。この

方式により、地域側は取捨選択された情報ではなく、それぞれの率直な感想

を受け取ることができるという評価を得た。 

人口急増の一方、法人（市民）税収の低下、中心市街地の衰退など光と影の

交差する地域であり、認識も対策も一筋縄ではいかない状況にある（たとえ

ば、駅前の旧そごうビルの活用など）。 
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対象自治体 福井県あわら市 

 

対象テーマ 温泉街再生可能性評価  

 

実施時期 ２００８年度 

 

主担当教員 サム田渕教授（当時客員） 

 

内容 温泉街の再生可能性を調査するため、温泉街を実査したところ、他の温泉街

との競争優位性、温泉旅館の経営努力等に問題があり、通常の再生は困難で

あると評価した上で、外資系企業が近隣に立地しているなど温泉と切り離し

た地域経済活性化の種は既に十分に確保されていることから、こうした企業

誘致と組み合わせた温泉地の新しい再生は可能ではないかと結論に至った。

 

調査後の動

向 

温泉街再生は継続的なテーマとして同市で取り組んでいるところである。 

特徴 温泉街再生という各地域に共通するテーマが取り上げられているが、温泉街

再生自身を目的とするのではなく、地域再生を目的とし、その手段として温

泉街を考えるというプロセスを重視した提言を行った。 

グローバリーゼーションの中で競争力を失った地域の再生が困難であるこ

とを地域にどのように理解してもらい、その上で新しい道を踏み出すことの

重要性を認識させることが前提となるが、大学等外部機関ができることは客

観的評価を伝えるだけである。今後の自己認識と自助努力が必要であると言

えよう。 
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対象自治体 兵庫県加西市 

 

対象テーマ ＰＰＰ導入可能性調査（包括民間委託） 

 

実施時期 ２００８年度 

 

主担当教員 サム田渕教授（当時客員） 

 

内容 調査の結果、下水道財政は地方債残高の６割を占める大きな負担となってお

り解決が急務であること、包括民間委託の実施により大幅な効率性の引き上

げが可能であること、近年従業者の流入が進んでおり住宅開発が必要である

ことなどが浮き彫りとなった。 終報告会では総勢 500 人にも上る聴衆が集

まった 終報告会は、地元紙にも幅広く取り上げられ、当市における関心の

高さをうかがわせるものとなった。 

 

調査後の動

向 

包括民間委託に関しては、米国で実践しているサンディ・スプリングス方式

の提唱者であるオリバー･ポーター氏、同市シティ・マネージャーのジョン・

マクダーナ氏訪問の機会を提供し、彼らの視点での加西における導入の可能

性と課題について意見交換した。 

こうした展開を踏まえて、平成 21 年度から公民連携担当課長職（公募職）

として、本専攻院生の中村賢一氏が具体的な行動計画に基づいて業務を展開

し、本学としても引き続き支援体制を構築している。 

また、新設された民間シンクタンク（地方自治体公民連携研究会）とタイア

ップして具体的な調査を実施している。 

特徴 過剰なインフラ投資が財政の足を引っ張るというパターンである。財政再建

には下水道等の特別会計の解決だけでは追い付かないため、より本質的な方

策として市の公共サービスを包括アウトソースする方式の導入を予定して

いる。 

米国の方式を参考にするという大胆な発想に基づく分、わが国の従来の発想

とは乖離があるので、日本の法制度や慣習上も受け入れられる導入策を具体

的に検討しているところである。 
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対象自治体 富山県富山市 

 

対象テーマ 小学校廃校舎の有効活用  

 

実施時期 ２００８年度 

 

主担当教員 サム田渕教授（当時客員） 

 

内容 市内の複数の小学校跡地の再活用に関する調査依頼を受け調査を実施した。

報告では、跡地を売却しないという方針に対して、周辺住民一人当たり 485

千円の便益を供与したことになること、市場価格で売却した場合現在３割強

存在する非耐震校舎の 3 分の 2 の耐震工事資金を捻出できたことを指摘し、

単純に周辺住民の意向を反映するのではなく、全市民に情報を開示して判断

すべきであったことを指摘した。その上で、個々の学校跡地に関しては、そ

の用地の価値を 大限に発揮できるコンセプトとして、総曲輪小学校ではイ

ーターテイメント（食とエンターテイメントの複合）、愛宕小学校に関して

は、子育てを通して、賑わい、消費、コミュニティなど、地域が元気になる

家族層を誘致する中核的教育ゾーン、清水小学校は、松川の水運や、比較的

新しい学校体育館を活用してアクティブアダルトの居住、仕事、遊びの基地、

婦中町に関しては、新しい富山を象徴する創造的な拠点として、“水”をコ

アにしたサイエンスパークをそれぞれ提言した。 

調査後の動

向 

構想段階以前の案件も多く、具体的な方策は今後にゆだねることになった。

院生（市職員）の個人研究として、同市ＬＲＴに関する研究（無料化の可能

性）が論文成果として得られた。 

特徴 小学校廃校舎の有効利用という汎用性のあるテーマ。個々の活用方策を周辺

住民の意向から捉えるのではなく、市全体の財政事情や各地域が抱えている

ポテンシャルを経済再生に振り向けるための戦略という観点から包括的に

捉えている。 

複数施設を対象にしたが、すでに方向性が出されていた案件と構想以前の段

階の案件が混在しており、タイミング上の問題が大きかった。 
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対象自治体 福島県喜多方市 

 

対象テーマ 市立図書館･美術館指定管理者導入可能性調査第三者評価  

 

実施時期 ２００８年度 

 

主担当教員 根本祐二教授 

 

内容 市立図書館、市立美術館への指定管理者導入の可能性調査をテーマに実施。

教員＋院生等 10 名でチームを組成し、検討対象となった図書館、美術館の

ほか、猪苗代湖、会津若松市内、蔵のまち等の観光資源を視察し、キーパー

ソンにインタビューを行った。図書館、美術館に関しては、指定管理者導入

の可能性がテーマであったが、施設の老朽化もしくは狭隘さという致命的な

問題を有しており、民間が単純に運営のみを引き受けても効果が出ないか、

もしくはそもそも民間提案自体が出ない可能性を指摘した。また、費用対効

果を開示した上で廃止を含めた検討の必要性を指摘した。一方では、ラーメ

ン、そば、蔵など豊富な観光資源や知名度を有しており、さらには、合併に

よりコンパクトシティ実現の可能性も高まっていることから、まちづくりと

一体的な図書館・美術館の運営を提案した。 

 

調査後の動

向 

図書館に関しては、建物リスクを負わない指定管理者制度の導入が決まり手

続きが進行している。（株式会社図書館流通センター） 

 

特徴 指定管理者導入の可能性調査という一般的なテーマであるが、本プログラム

の趣旨から、狭いテーマに限定せず広く回答することとした。 

言い換えると、限定的に問題を捉えられる傾向があることを顕著に示す一例

である。 
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対象自治体 東京都新宿区 

 

対象テーマ 歌舞伎町再生支援 

 

実施時期 ２００８～９年度 

 

主担当教員 清水義次客員教授 

 

内容 犯罪の町からの再生を目指している歌舞伎町を対象として取り上げ、歌舞伎

町に新しい来場者が訪れるような工夫を一つ一つ提案し実践していう手法

をとった。具体的な実績は、以下のとおりである。 

（１） お茶会、落語会のイベントの企画と実践 

（２） RFP 提案コンテストの提案対象として区立大久保公園を取り上げＰ

ＰＰによるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実現を研究した。また、それを契機とし、様々

な事業提案、実施に関わっている。 

（３） 院生の修士論文のテーマとして、①文化による街づくりの可能性、

②使いやすいトイレの研究、③飲食店等の入り口のバリアフリー化

の三つの研究がなされた。 

調査後の動

向 

区では並行して歌舞伎町ルネサンス協議会を開催して、さまざまな取り組み

を行っている。今後も、継続的に活動を続ける予定である。 

特徴 他の方法とは異なり、調査ではなく、提案、実践というプロセスを経るとい

う異なったアプローチを採用している。 

コマ劇場等の跡地再開発が 大のプロジェクトであるが、この事業は純粋民

間事業として行われるため、地域全体の観点を反映することが課題である。

言い換えると、ＰＰＰ的な関与のしづらい状況において、どのようにして公

共的性格を担保するかという事例として捉えることができる。 
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対象自治体 埼玉県宮代町 

 

対象テーマ 町立図書館指定管理者導入可能性調査第三者評価  

 

実施時期 ２００９年度 

 

主担当教員 サム田渕教授 

 

内容 町立図書館への指定管理者導入の可能性調査をテーマに実施。検討対象のほ

か、コミュニティセンター進修館、農産物関連の新しい村、東部動物公園、

大学等との連携を含めたまちづくりの方向性を示唆した。図書館に関して

は、指定管理者導入の可能性及び効果はあるものの、民間に幅広い自由度や

インセンティブを与え、図書館以外の幅広い視点を有する民間の参加を誘導

できるような募集を行うことを提案した。また町全体としても、他地域から

見れば羨望の的ともなる豊富な資源があることを指摘。指定管理者導入にあ

たっては、これらの資源との相乗効果を発揮できるように、できるだけ総合

的、包括的な仕組みを取り入れるべきであると助言を行った。 

 

調査後の動

向 

町では現在、指定管理者導入に向けた検討を進めているが、町の財政状況等

に一定の配慮を行いつつ可能な範囲で図書館のあるべき姿を追求する図書

館ビジョンを策定した。今後、指定管理者の応募者にこのビジョンを踏まえ

た実現プランの提案を求め、その提案内容に基づいて 終的な導入（候補者

の選定・決定）の判断を行うとしている。 

特徴 喜多方同様図書館の指定管理者導入の是非がポイントであるが、喜多方市立

図書館が老朽化施設の問題であったのに対して、宮代町は逆に新鋭施設の整

備に支出した後の問題である。 

多くの公共施設整備を行った自治体の問題として整理できる。老朽化した施

設の更新投資が今後課題になるので、２０１０年度に公共施設の老朽化問段

に関して共同研究を行う予定である。 
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対象自治体 福岡県北九州市 

 

対象テーマ ＰＰＰ導入可能性調査  

 

実施時期 ２００９年度 

 

主担当教員 サム田渕教授 

 

内容 当初は、特定の観光資源に関するＰＰＰの導入化の可能性に関する調査依頼

であったが、部分的な調査では意味がないことから、港湾、空港の物流イン

フラ、観光などを含む総合的な地域経済再生に関して提言を行った。 

新たな自治体組織（関門特別市）の検討や、関門海峡を挟む下関市とのツイ

ンシティの可能性をアメリカの先進事例研究から示唆。また、円滑な事業推

進のためのＰＰＰユニット（仮称）エンタープライズ北九州やＰＰＰ推進室

の提案を行った。 

調査後の動

向 

２０１０年２月に報告を行ったところであり、２０１０年度はさらに具体的

に取り組んでいく予定である。 

 

特徴 地域再生支援プロジェクト対象地域として 大規模であり、大都市の経営を

正面から取り上げる例となる。 
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対象自治体 神奈川県三浦市 

 

対象テーマ ＰＰＰ導入可能性調査 

 

実施時期 ２００９年度 

 

主担当教員 サム田渕教授 

 

内容 マグロで有名な三崎港の臨海部の団地用地の売却のコンセプトや方法に関

する研究依頼を受けたもの。市職員を含む研究チームを立ち上げ、数回にわ

たる現地視察、ヒアリング、業界動向調査を行った。その結果、世界のマグ

ロ漁の形態変化に伴いすでに三崎港の国際競争力は失われており、計画の達

成はきわめて困難であることが明らかになったため、同場所に限定するので

はなく、市の他の余剰地をも活用して行政、医療、観光を含めた総合的な土

地利用転換を提案した。 

 

調査後の動

向 

中間報告を実施したところであり、１０年度も継続して調査を実施する。 

特徴 きわめて強力な個性を持っているが、その故に発想が制限されている事例と

言える。その制約を解き放てば、顕在的、潜在的利点が発揮されるのではな

いだろうか。 
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対象自治体 千葉県習志野市 

 

対象テーマ 公共施設マネジメント白書 

 

実施時期 ２００９年度 

 

主担当教員 根本祐二教授 

 

内容 市が本年作成した公共施設マネジメント白書を用いて、公共施設老朽化に伴

う影響を市民が自ら計算し実感するとともに、問題の解決を考えるためのワ

ークショップを開催した。（２００８年度にはその前提として市を訪問しラ

ンダム方式の提案を行っている） 

 

調査後の動

向 

教員が同市の検討委員会委員長をつとめている関係で、継続的にフォローア

ップしている。 

 

特徴 財政制約の中での公共サービスのあり方を考えるためには、市民自らが危機

意識を持つ必要があるが現実には難しい。本市は詳細なデータを開示してい

たので、その活用方法をレクチャーするという方法で実現できた。市民と院

生がほぼ同数いることで互いに議論ができたことが収穫であった。 

課題としては、ワークショップの前提としての公共施設データが通常は把握

されていない点である。 
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対象自治体 三重県津市 

 

対象テーマ 白山・美杉地域経営推進事業支援 

 

実施時期 ２００９年度 

 

主担当教員 根本祐二教授 

 

内容 ２００７年に津市と合併した旧白山町、旧美杉村は過疎の農山村であり、人

口減少を食い止める方策についての研究を依頼された。国土交通省地域経営

推進事業に採択されたことから、同調査と連携して再生のための各種事業を

実施中。本学では前提としての人口・産業分析及び全国農山村事例研究を行

い、それに基づいた戦略コンセプトを提案したほか、継続的に実施されてい

る地元での事業に対する助言を行った。 

 

調査後の動

向 

地域側も、地域としてははじめて一体的に調査を実施したと自己認識してお

り、地元の推進体制は強固なものとなっている。２０１０年度も地域経営推

進事業の継続を目指して調整中。 

 

特徴 衰退した山村、農村の再生という非常に困難なパターンであるが、旧白山町

の民営化温泉施設の集客力を生かすことによって、全体の疲弊を食い止める

方策を見いだすことができた。また、コーホート分析により、地域の人もま

ったく認識していなかった日生学園（全寮制高校）という隠された資源を発

見した。 
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本プロジェクトに関してまとめると以下の通りである。 

第一に、全国的な状況を把握した。通常、大学における地域支援は大学が立地する地

域との日常的つながりを前提にして構築されるものであるが、本件は、特定の関係のな

いもしくは希薄な地域を対象としている。そのため、地域との過剰コミットメントを避

け客観的な研究を行うことができるとともに、多くの経験を積むことができた。 

第二に、多くの異なる地域を対象としたがゆえに、経済力、主要産業、人口増減など

の異なるパターンの地域を対象にすることができた。また、ＰＰＰ手法もまちづくり、

遊休地活用、学校廃校舎活用、老朽化対策、自治体財政健全化、少子高齢化対策、産業

構造転換、地域国際化、観光振興など多種多様となった。その結果、「地域が直面する課

題や学生のニーズ」に広汎に対応することができたと考えている。 

第三に、地域のニーズが部分的で、仮にその問題が解決しても根本的に地域を再生す

ることにはならないと考えられる事例が多かった。この現象は、ほとんどすべての事例

に大なり小なり該当した。大学としては、より本質的な解決策を提示することが重要だ

と考えて、当初の自治体ニーズにこだわらずに提案した。本プロジェクトが民間コンサ

ルティング会社の委託調査と本質的に異なっている 大の点である。自治体の通常の感

覚がいかに局所的な発想にとどまっているかが示されているともいえるが、その背景に

は部署の縦割り意識があること、打開の鍵は首長のリーダーシップにあることが理解で

きた。実際に、首長との面談などを通じて、関係部署を増やすなど工夫された例が大半

であり、ＰＰＰによって視野が広がった効果があったことは間違いない。 

第四に、院生もしくは修了生が対象プロジェクトのキーパーソンとして直接参加する

例が登場している。本専攻は、当初はＰＰＰに関連する仕事に従事する自治体および民

間企業職員が自らのスキルアップを通じて社内でのキャリアアップを目指すとともに、

本業へのフィードバックを実現することを主に想定していたが、これとは別に、ＰＰＰ

に関連の薄い職業から入学し勉学を続けるうちにＰＰＰに深い関心を持つにいたって、

ＰＰＰの仕事場に転職するケースも増えている。この点は、当初想定していなかったこ

とであり、教育の実質化に大きく貢献したと考えている（例：岩手県紫波町ＰＰＰエー

ジェント組織に民間出身の修了生が参加。兵庫県加西市が新設した公民連携担当課長職

に民間出身の院生が転職など）。 
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２ 知識体系化プロジェクト 

（１） ナレッジシート開発運用： 

① 概要：専攻で必要とされる８つの

領域（経済理論、財政、金融、経

営、PPP、公共プロジェクト、民

間プロジェクト、事例研究・実践）

の基礎知識を把握するためのアン

ケートの実施及び分析のツールの

開発。 

② 目的：入学時点で得意・不得意を

把握することで、履修や研究計画を自主的に策定する、もしくは、教員が助言する

際の参考情報とする。これによって、教育の実質化を図ることが可能となる。 

③ 方法：アンケートをメールで送付し、院生がキーワードごとに自分の知識水準（下

記レベル０～６）を回答してメールで返送する方式。キーワードは、２００６年段

階で設定したものを変えていない。自宅で回答するため資料を参照して回答するこ

とも排除できないため、成績等に一切影響しないこと、率直な回答でないと正確な

判断材料とならないことを十分に注意喚起している。 

 

キーワード 
領域 キーワード 
PPP 官民競争入札制度、VFM、NPM
経済理論 公共財、情報の非対称性、パレート 適

財政 自治体財政健全化法、プライマリーバランス、債務負担行為 
金融 プロジェクト・ファイナンス、セールアンドリースバック、債権流動化 
経営 キャッシュフロー、CVP 分析、コーポレート・ガバナンス 
公共プロジェ
クト 

仕様発注／性能発注、総合評価一般競争入札、普通財産・行政財産 

民間プロジェ
クト 

都市再生特別措置法、SPC、スマートグロース

事例研究・実践 ボルチモア・インナーハーバー、歌舞伎町ルネッサンス、豊後高田昭和のまち
づくり 

 

レベルの意味： 

レベル０ 聞いたことがない   

レベル１ 聞いたことはあるが、どいういう分野の用語か知らない 

レベル２ 概ねどんな分野の用語かは知っているが、意味は分からない 

レベル３ 大まかには意味も分かっているが、説明できるほどではない 

レベル４ 意味もある程度は分かっていて、他者に説明することができる 

レベル５ 内容を詳細に分かっていて、背景や問題点も知っている 

レベル６ 今後発展させるべきあるいは改善すべき点について自分の意見を持っている 
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④ フィードバック 

下記図表を各人ごとに作成し、図表の見方に関するコメントを付して、履修登録検討に

間に合うようなタイミングで個別にフィードバックしている。 

図の中の朱色の線（濃いめの正八角形）は 低到達水準である。同水準は、「キーワード

の意味もある程度は分かっていて、他者に説明することができる」水準であり、実務的に

要求される 低限の水準であることから、 低到達水準としている。 

目標： 

全領域で 低到達水準（レベル４）をクリアすること。 

できるだけ多くの領域でレベル６をクリアすること。 

 

フィードバックチャート 

氏名 結果チャート フィードバック・コメント 

A さん

（ 民

間 。

PPP 分

野との

関連性

は 低

い） 

日頃の仕事で PPP に接しておられな

いので、現時点で低いのは当然ですが、

その中で、理論系（上半分）にそれな

りの得点が得られているのは強みで

す。今後は実務系（下半分）を含めて

幅広い知識を身につけてください。一

つ一つ身につけていけば確実に実力ア

ップするはずです。 

B さん

（国家

公 務

員） 

公共系（左半分）の水準が高いのに対

して、民間系（右半分）の水準が低く、

典型的な公務員型を示しています。理

論系（上半分）と実践系（下半分）の

比較では、経済理論、事例研究・実践

ともに高く、理論から実践まで幅広い

知識の吸収力があると言えるでしょ

う。これに、民間系（右半分）の知識

が補われることで、理想的なまとまり

の良い知識体系を描くことが可能にな

ります。 
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C さん

（ PPP

に関連

するコ

ンサル

タ ン

ト） 

現段階としては総じて高い水準にあり

ますが、領域ごとのばらつきが大きい

ようです。公共向けの仕事をする上で

も、経済理論、経営、事例の知識があ

ることは大いなる力になると思いま

す。新しい知識をどんどん増やしてス

ーパーコンサルタントを目指してくだ

さい。 

 

⑤ 履修指導 

自分の得意・不得意な領域を把握し、得意を伸ばすのか、不得意をなくすのかなどの

具体的な履修戦略を練ることに用いる。網かけはそれぞれの科目が主にカバーしてい

る領域である。 

  
経済理

論 
財政 金融 経営 PPP 

公共プ

ロジェ

クト 

民間プ

ロジェ

クト 

事例研

究・実践 

春学期                 

技術経営論                 

PPP ファイナンス

論 
                

財務計画論                 

地方行財政論                 

経済学基礎                 

起業と PPP                 

政策評価論                 

PPP 制度手法論                 

PPP プロジェクト

実践演習① 
                

PPP ケーススタデ

ィ 
                

PPP 総論Ⅰ                 

海外 PPP 論Ⅲ                 

PPP 総論上級                 

海外 PPP 論Ⅰ                 
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金融論基礎                 

民間プロジェクト

論 
                

秋学期                 

地域金融論                 

PPP プランニング

論 
                

テクノロジーアセ

スメントと PPP 
                

PPP デザイン論                 

財務分析論                 

公共プロジェクト

論 
                

地域リーダー論                 

PPP 経済理論                 

ビジネス英語                 

PPP プロジェクト

実践演習② 
                

海外 PPP 論Ⅱ                 

海外 PPP 論Ⅳ                 

PPP 総論Ⅱ                 

社会サービス論                 

PPP ビジネス論                 

まちづくりビジネ

ス論 
                

財政学基礎                 

PPP ケーススタデ

ィ上級 
                

経済政策論                 

 

本シートは、教員が評価することも可能であるが、院生自身が自己評価し、そのばらつき

に気付くことで、自主的に履修計画まで到達するところに意味を見いだしている。 
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（２） 知識体系テキスト化：全体の骨格をガイドするＰＰＰ総論Ⅰの講義内容をスライド

だけではなく講義ノートとして文章化した。将来的には、これを、教科書として発

展させる予定である。また、海外機関との認識の共有のために英文訳を行った。さ

らに、中核的な科目に関して、科目ごとに使用資料を体系化した。 

 

（参考）テキスト一部抜粋（英国サッチャー政権の NPM から PFI への変化） 
サッチャー政権の NPM 政策としては次の三つが代表的である。 
第一は民営化である。確かに多くの企業は民営化された。だが、これは、その前の労働党政権の国有化

政策の失敗への対応の要素も強いことには注意が必要である。 
第二は強制競争入札 CCT(Compulsory Competitive Tendering)である。これは、政権誕生翌年の 1980

年地方自治体の計画と土地に関する法律に規定されている。 初は、現場労働者レベルの仕事が主であっ

たが、次第に事務職にも拡大していった。CCT の特徴はその強制性にあり、官が恣意的に対象事業を決め

ないという意味では画期的な手法であった。 
第三は、エージェンシーである。1987 から導入が開始された。民営化になじまない事業ではあるが、独

立採算制あるいは企業会計原則など民間の手法を取り入れた方が良いと考えられる場合に用いられる。日

本で独立行政法人制度を導入する際の先例とされた。英国では、民営化になじむかどうかの判断が微妙な

場合には、いったんエージェンシー化してパフォーマンスを評価後民営化されたものもある 
サッチャー政権の小さな政府の特徴は、その前の労働党政権の大きな政府の反動の要素が大きく、一見

も困難なはずの民営化から始まったことが大きな特徴となっている。これがあまりにも劇的だったため、

NPM＝英国、さらに NPM を継承する PPP＝英国との印象が世界中に植え付けられた。 
サッチャー政権末期には、小さな政府の成功が喧伝されるとともに、その限界も露呈してきた。民営化

できるものはした、CCT、エージェンシーでは民の活用は不十分であるという評価が高まったためである。

しかしながら、受益者負担型でない純粋公共事業、例えば刑務所は単純に民営化することはできない。民

営化しても収入を受益者から徴収することが不可能または困難であるためである。 
一方、NPM の発想を突き詰める中で、民営化できないものでも、できるだけ効率化して、サービスを供

給 す る よ う に す べ き で は な い か と い う 発 想 が 生 じ た 。 こ れ が 92 年 に 成 立 し た

メイジャー政権で制定された PFI を生み出す。 
前述のとおり、刑務所は代表的な公共サービスであり民営化できないとされてきた。従来の考え方では、

受益者負担可能・・・民営化、不可能・・・直営という極端な二分論が一般的と言える。刑務所の受益者

は国民一般であり受刑者が収監のつど国民から課金することは不可能であるし（経済学で言う非排除性）、

刑務所が十分存在すれば公共の安全というサービスの便益はすべての人が享受することができる（同じく

非競合性）。 
これに対して、PFI では、民に公共サービスを生産してもらい、それを官が購入するという発想を取っ

た。自分で商品を作るか、外部から購入するかを経済合理的に選択するというきわめて民的な発想である。

この方式はサービス購入型と言われ、現在の日本の PFI の主流の方式となっている。 
実際、刑務所サービスを分解してみるとすべてが官でないと供給できない訳ではないことがわかる。具

体的には、建物の設計、建設、建物の維持管理、職業訓練、給食、理髪、医療、カウンセリング、情報シ

ステムなどである。 
メイジャー権では、公共サービスを改善するための基本原則として「市民憲章（シチズンズ・チャータ

ー）」を公表し、公共事業についての事前の分析・評価の仕組みとして、VFM の考え方が明示された。ま

た、初期段階では普及のために、原則としてすべての公共事業に対して PFI で実施できないかを必ず検討

させる制度ユニバーサルテスティングが導入された。この制度は初期の PFI の普及に大きく貢献したが、

コストがかかりすぎて 2 年で廃止されることになった。 
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（３） 共通問題プロジェクト：ＰＰＰ総論Ⅰの内容をキーワード回答問題として、正解不

正解を把握した上で個別指導に反映させた。同科目は１年次必修科目であるため、

全員に均等に目を配ることができた。 

 

（例題）経済学アプローチ基礎編の共通問題（経済学初学者が多いため基礎から行ってい

る） 
１  次の文章を読んで問に答えなさい。（各１点） 
（１） 横軸に数量、縦軸に価格をとったとき、供給曲線（供給価格と供給数量の組み合わせを描いたも

の）は右上がりか、右下がりか？ 
（２） 市場の役割を 大限に重視する考え方を、政府に 低限残された役割の名称をとって、何国家論

というか？ 
（３） 公共財の定義のうち、「ある財の利用から他の消費者の利用を排除することが不可能か、あるいは

技術的に困難、排除費用が膨大であること」を何性と言うか？ 
（４） 公共財の定義のうち、「同じ財を同時に複数の消費者が消費できること」を何性と言うか？ 
（５） 上記（３）、（４）の双方の性質を満たす財を何と言うか？ 
（６） 上記（３）、（４）のいずれか片方の性質を満たす財を何と言うか？ 
（７） （６）の中で、（４）は満たすが（３）は満たさない財を、「特定の集団」という意味を持つ英語

を用いて何財と言うか？ 
（８） 市場によって供給可能な私的財であっても、社会にとって価値があると判断されるならば、その

財の供給は市場に全面的に任せるのではなく、消費者主権に制限を加えて政府が介入し、その供

給に政府が責任を持つことが望ましいという考え方に基づいて定義される財を何と言うか？ 
（９） 一般道路，消防，通常の犯罪の取り締まりなど便益が狭い地域にとどまる公共財を何と言うか？

（１０）ある経済主体の活動が市場を経由しないで他の経済主体に及ぼす影響のことを何と言うか？ 
（１１）（１０）のうち公害などマイナスの影響を与えるものと何と言うか？ 
（１２）（１０）のうちきれいな生垣などプラスの影響を与えるものを何と言うか？ 
（１３）（１１）の原因に所有権を設定し、取引費用（交渉のコスト）が存在しなければ、当初の権利が

どのように分配されていても、常に全員の厚生が改善できるような結果をもたらす契約に到達し

うるので、政府の介入は不要とする考え方を何の定理というか？ 
（１４）固定費が膨大な場合、生産規模が大きいほど低い価格で供給できることが生じ、生産規模の小さ

い企業は合併されるまたは撤退せざるを得なくなる結果生じる市場の失敗の状況のことを何と言

うか？ 
（１５）設備投資のうち、撤退するときに放置せざるを得ず経済的に回収できない費用を何と言うか？ 
（１６）（１５）と異なり、投資した施設や機械が再利用可能であれば、第三者が、常にそれを買収して

参入が容易という潜在的な競争状態にあることになるので、政府の介入は不要とする考え方を何

理論というか？ 
２ なぜ、一般道路は政府（国、都道府県、市町村）が供給するのか。市場の失敗の概念を用いて説明し

なさい。（４点） 
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（４） PPP の失敗事例類型化：経済学の概念である「市場の失敗」、「政府の失敗」に対し

て、これらの失敗を補完する役割を担う公民連携にも失敗があることを示し、その

類型化を行った。結論としては、公民連携の失敗のうちの多くは、ＰＰＰ設計の当

初段階で、民や市民の能力や意向を確認しないまま官が一方的に進めるが故に発生

することが判明した。これは、公民連携の失敗ではなく政府の失敗であり、ＰＰＰ

でなくても（純粋公共事業であっても）失敗と言うべきであろう。唯一、ＰＰＰ固

有の問題が⑥のガバナンスの失敗である。 

 

（参考）レジュメの要約 

公民連携は、市場の失敗、政府の失敗の双方の発生を回避するための手法であるが、必ず

成功すると保証されているわけではなく、失敗もありうる。以下の６通りに分類される。 

①目的設定の失敗 

②官へのアンバランスの失敗 

③民へのアンバランスの失敗 

④非競争の失敗 

⑤メッセージの失敗 

⑥ガバナンスの失敗 
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（５） RFP シミュレーション：PPP プロジェクトにおいて官民の接点である RFP の発

出・提案を実践的にシミュレートすることで教育の実質化を目指すプロジェクト。

PPP 総論Ⅱのなかで履修者をグループに分けてまず RFP を作成する。評価に当た

っては（４）で抽出した PPP の失敗を生じさせないようなメッセージの明確さを基

準とした。次いで院生の相互投票により（２００９年度は教員評価により） 優秀

RFP を選定し、その RFP に対して同じ院生チームが提案を行った。０７年度は岩

手県紫波町特産品売上倍増事業 RFP、０８年度は新宿区立大久保公園活性化事業

RFP、０９年度は荒川区商店街活性化事業 RFP が採択され、現地視察やデュー・

ディリジェンス情報を提供の上、提案コンテストを行った。いずれのコンテストも、

関係首長、関係者の他、一般聴衆も参加して公開イベントとした。 

 

（参考）RFP シミュレーションの目的と手順 

目的：社会的な費用対効果を 大化するプロジェクトを考えること、公民連携の失敗を起

さないようにすることを目的とする。実際の公民連携プロジェクトで活用されている RFP

手法に基づく事業者選定プロセスを、院生がグループに分かれてロールプレイイングゲー

ム形式でシミュレートするもの。 

 

手順１：募集シミュレーション 

・特定の地域を選択しその地域の課題を発掘するとともに、解決する上で必要な PPP プロ

ジェクトを想定する。 

・官の立場から民間の能力を 大限に発揮してもらうための官民の役割分担や手法を考え

た上で、募集要項（含む選定基準）を作成する。 

・教員が評価を行う。 

・相互投票により、提案シミュレーションの対象にするものを選ぶ。 

 

手順２：提案シミュレーション 

・募集したチームが予め開示した選定基準に基づいて提案内容を考える。 

・公開イベントとして発表会を開催する。 

・教員および外部の専門家により組織する審査委員会が選定基準に忠実に従って評価する。

仮に、好ましい提案が高得点を取れなかったとすれば、募集要項に問題があったことにな

る。 
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（６） サンディ・スプリングス方式導入可能性調査：市政を丸ごと民間企業に委託するサ

ンディ・スプリングス方式は、わが国の PPP の将来を語る上でも必須の情報となっ

ている。このため、前述のオリバー・ポーター氏およびジョン・マクダーナ氏に依

頼して、同方式をわが国に導入できるかどうかを、加西市の具体例に即して検討し

た。その結果、同方式のエッセンスは、市民が自分たちのための公共のあり方を検

討し実行することであり、その重要性に関しては国情の差はないため日本でも十分

に可能であること、強いリーダーシップの存在が大きな効果を及ぼすであろうこと

等の結論を得ることができた。 

 

（７） 教育実質化のための授業評価プロジェクト：授業評価を実施する際に、担当教員が、

要望事項への回答や全体感想を書き、全院生・全教員にフィードバックすることで、

教育の実質化をもたらす FD 活動。院生の個人情報は守りつつ、それに抵触しない部

分は、全院生、全教員に開示する。情報開示により、教員の回答はマニュフェスト

としての効果を持つ。 

 

（例）２００９年度春学期の例（全評価総数５１１より抜粋） 

項目 要望事項 担当教員からの回答 

専攻全体 

PPP を前面に出すことで、得られる効果が小さく見ら

れているかもしれないです。ただし、他との比較でい

くと、PPP の考え方をきっちり深く学んで、実行まで

落とし込んでいくコースはないので、今のところは

PPPを専門にするコンセプトはうまくいっていると思

います。 

「PPP を前面に出すことで、得られ

る効果が小さく見られているかもし

れない」との指摘は新鮮でした。良

いアイデアがあればどんどんお出し

下さい。 

専攻全体 

ＰＰＰを専門とするのは日本では本大学研究科のみ

です。あとはＰＰＰコンセプトをどう発信してゆくか

が大事です。小泉改革の痛み？ という世論を受け、

あとはＰＰＰが完全民営化と従来の路線とは異なる

第三の道である、両路線のデメリットをカバーするこ

とができるなどを織り込みつつ、ＰＰＰをわかりやす

く情報発信することが重要と考えます！！ 

PPP は政治イデオロギーとは無縁の

市民の知恵だと思います。そのため

にもわかり易い情報発信は不可欠で

すね。 

専攻全体 

平日の夜に大手町と土曜

日に白山という設定は、

適です。あとは、平日

は６限目の時間は途中か

ら参加できる講義内容に

していただけるように、

各講師に配慮いただけれ

ばと考えます！ 

1830~2140 にするか 1900~2210 にするか意見の分かれるところで

すが、今のところは、終わりを遅くするよりは、始まりが早いほ

うを選ぶ意見が多数だと考えています。６限目の講義を実質的に

少し遅らせて始められるかどうかは、講義の性格にもよるもので

あり、一律に適用するのは困難だと考えています。演習は比較的

弾力的にできるので、今年度からはできるだけ６限に演習を配置

するようにしました。 

PPP 総論

Ⅰ 

知識の基礎となるのはわ

かるが、大学入試の際に

英単語を暗記するような

覚え方をするのではな

く、ロジック上で知識を

増やしていくようにして

基本的には PPP 全体の概念の中に必要知識を配置することで、単

なる暗記を避けるようにしていますが、それを前提にしても 低

限の用語は暗記が必要です。本専攻は、他の研究科と異なり院生

同士の知識の共通項目が少ないため、 低限の知識をそろえるこ

とは皆さん同士のコミュニケーションを行う上で不可欠と考え

ます。今回は暗記問題の平均点が一定水準を超えないと記述問題
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欲しい。 には移行しないと決めてはじめました。残念ながら、そのクリア

にかなり時間がかかったということです。正確に使いこなせるよ

うになれば、論理的思考力が飛躍的に高まり、相手から信頼され

るようになることは間違いないです。是非正確な知識の習得に努

めてください。 

PPP 総論

Ⅰ 

基礎的な講座なので、パワポの資料につ

いては、もう少し説明的になっていた方

が分かり易くて良いと思う。 

確かに口頭だけでは追えないかもしれませんね。

工夫します。 

PPP 総論

Ⅰ 

確認問題は毎回ではなく、１ヶ月に１回

ぐらいにして貰いたい。 

確認問題は、講義を普通に聞いていれば合格点を

取れるように設計されていますので、記憶が残っ

ている１週間以内に行うことで効果が出るもの

だと考えます。１ヶ月に１回では、そのための勉

強をする必要が生じて負担が増すことになるで

しょう。 

 

（８）海外論文等翻訳プロジェクト 

近の海外の注目すべき論文や機関レポートを翻訳した。（成果物別途） 

 

（９）シティ・マネージャー導入可能性調査 

米国の地方自治で主流となっているシティ・マネージャー制度に注目して、その教育プ

ロセスを調査し、我が国への導入可能性を調べた。米国サンディ・スプリングス市シティ・

マネージャーであるジョン・マクダーナ氏に客観的調査を依頼した。 

 

結論 

米国のシティ・マネージャー教育は、主に、行政学、政治学、経済学、法学などの総合

的なアプローチが主流となっている。これは、大学院修了者が都市のシティ・マネージャ

ーとして就職するという出口が具体的に描けているため、大学院においても、マネージャ

ーとして幅広い知識を身につけておくことを求められるためである。制度的に、これらの

大学院を修了しない限りシティ・マネージャーの職に就けないとい制約は一切ないが、現

実には、修士号取得がシティ・マネージャーの資質を証明する一種のシグナルとなってい

る。これは、民間企業における MBA と同じ位置づけと言える。 

我が国においては、形式的にも実態的にもシティ・マネージャー制度は存在しない。こ

のため、社会人大学院レベルの教育機関として、行政学系の公共政策研究科、経営学系の

ビジネススクール、工学系のまちづくり大学院、経済学系のＰＰＰスクール（本専攻）が

存在している。いずれも、米国と比べて領域が狭いことは否定できない。 

しかしながら、日本では、首長を補佐する専門的な役職を目指すという現実的なニーズ

を前提に考えれば、必ずしも幅広い教育が望ましいとはいえないであろう。 

その意味で、行政マンや技術系職員が日常の業務で身につけることができない経済や金

融の知識を提供するという本専攻のコンセプトは、日本の現実に即したものと言える。そ

の点、George Town University   Master of Policy Management は非常に参考になる事例
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であり、今後調査の深化が必要である。また、軸足を明確にしたうえで他の領域のアプロ

ーチを組み込んでいくこと、対象となる大学院生ごとにコースを分けること、学部との一

体的な運営を目指すことなど参考にすべき点は少なくない。 

 

（１０）ＰＰＰの概念整理プロジェクト：３年間の経験を踏まえてあらためてＰＰＰの概

念整理を行った。この整理は、現在、各所における理論的な枠組みの議論用としても活用

されているところである。（巻末資料参照） 
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３ 遠隔教育プロジェクト 

 

（１） 遠隔講義：講義でのインターネットを活用した web 会議システムを導入し、講義の

場において実際に活用した。遠隔者も相当の頻度で週末に上京するため、週内の平

日の利用が主であったが、これなくしては到底実現不可能な平日受講が可能となっ

たことは、遠隔在住者に対する実質的な教育上大きな成果といえる。 

 

（２） 遠隔テスト：図を描く方式を採用しているテストが存在するために、Web 会議シス

テムと FAX を同時に利用した遠隔テスト方式を試行した所、一定の注意を払う必要

はあるものの、十分に実用に耐えることが確認された。 

 

（３） 遠隔個別指導：長野県、熊本県に在住の院生に対する論文指導に用いた。基本的に

は遠隔講義と同様であるが、デスクトップ共有機能を用いることで、院生の PC 上

のファイルを実際に操作しながら指導を行うことができた。遠隔地在住の院生に対

してもまったく変わらない指導の水準が得られている。 

 

（４） Web 会議を用いたプロジェクト進行管理：地域再生支援プロジェクト等で教員と院

生が参加した実践プログラムが展開されはじめている。特に、各地でのプロジェク

トの打ち合わせを東京において実施することは必ずしも効率的でないことから、

Web 会議を用いたプロジェクト進行管理プロジェクトをスタートさせた。平成 21

年度には兵庫県加西市の公民連携プロジェクト・マネジメントに取り組んだ。 
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（遠隔ｼｽﾃﾑ紹介） 

遠隔地からも講義などにリアルタイムで参加できるテレビ会議システムを導入 

本専攻の講義やゼミは、平日夜は大手町サテライ

トで、土曜日は東京都文京区の白山キャンパスで行

われる。院生には地方在住者も在籍し、週末ごとに

東京へ通学、受講していた。そのような状況から、

地方在住の院生より、「平日の講義や演習をより多

く受講したい」という強い要望があり、遠隔地から

も講義などにリアルタイムで参加できる仕組みとし

て、テレビ会議システムを導入した。 

 

専用機器・回線を必要としない Web ベースの製品を導入 

2007 年 11 月、文部科学省のプログラムの助成に基づき、テレビ会議システムの導入を検討。

当初は専用機器・専用回線を用いる製品も候補に挙がるが、機器の購入コスト、回線のランニン

グコストの負担が大きいことから選定に至らず、インターネットを用いる Web ベースの製品の導

入を決定。これにより、大学側、院生側双方の費用負担が大きくならずに済む。競争入札を経て、

「FreshVoice」を採用した。 

導入の決め手 

① 音質と画質の高さ 

② 録画機能 

③ デスクトップ共有機能 

④ イニシャル／ランニングコスト、および保守メニューの内容 
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本運用～さまざまな機能を活用して効果的な遠隔授業を展開～ 

 2008 年 4月から本運用をスタート。現在は各教室で通

常行われる講義を、遠隔地にもリアルタイム・双方向で中

継。FreshVoice の音声遅延の少なさなどによって、ストレ

スない遠隔授業を実現している。遠隔地の院生は聴講しつ

つ、質疑応答をネットワーク経由で適宜行う。 

 

各機能は以下の通り 

Ｗ Ｅ Ｂ 共 有 FreshVoice を使用しながらインターネット接続が出来る 

ドキュメント共有 デスクトップに必要な情報を表示、タブレットペンで線を引いたり文字を書

いたりする機能もあり、遠隔地の PC 上でも強調線が表示され、教室と同じかた

ちで受講可能 

デスクトップ共有 どちらかのデスクトップ画面を共有、リモート操作も可能 

ファイル転送  瞬時に大容量ファイル送受信が可能 

チャット機能  講義中に遠隔中継のトラブルが発生した場合でも、遠隔地院生とチャットで

やり取りして解決可能（音声によるやり取りでは、教室で行われている講義の妨げ

となるが、チャットならその心配がない。） 

 

操作の容易さは院生や講師に好評 

FreshVoice による遠隔授業は院生にも講師にも評判が高い。遠隔地院生も一体感を持って講

義に参加できること、遠隔地院生の通学費用負担を減らせたこと、操作性も良く、わかりやすい

インターフェースなので、誰でもすぐに使用可能であることなどが評価の高い点である。  

【実績】 

２００８年度 春学期 長野県北佐久郡、岩手県紫波町 

       秋学期 熊本県熊本市 

２００９年度 春学期 東京都世田谷区 

       秋学期 群馬県富岡町、千葉県佐倉市、兵庫県加西市 

～受講生の声～ 

自身も病気治療中であり、同居家族に介護者がいる中でも、遠隔講義の仕組みがあること自体が、 

「学ぶ機会」を得る素晴らしいことです。 

海外の友人と話をすると、遠隔での「学ぶ機会」や「働く機会」が整備されているので、日本においても今

後色々な立場の人が「機会」を得る有効な手段として定着していく（スタンダードになる）こと期待します。 
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４ ネットワーク拡大プロジェクト 

（１） 米国 PPP 視察・研修：本専攻の特徴である米国型 PPP を中心に世界の潮流を学ぶ

ために、2 度にわたって米国視察を実施した。訪問地は、①ワシントン DC（NCPPP

による国際 PPP 研修、オイスタースクールほかのプロジェクト視察）、②ジョージ

ア州アトランタ市、サンディ・スプリングス市、ジョーンズクリーク市（サンディ・

スプリングスモデルの開発者であるオリバー・ポーター氏、各市の幹部、受託者で

ある CH2M HILL 社）、③フロリダ州オーランド市（地域開発 PPP 事例としてセレ

ブレーション、ザビレッジを視察）、タンパ市（水処理施設）④コロラド州デンバー

市（CH2M HILL 社本社ヒアリング、コロラド大学インタビューほか）を実施した。

特に、サンディ・スプリングスモデルに関しては、日本の大学の視察団としてはは

じめての訪問であった。 

 

視察事例１ ワシントン DC オイスタースクール 

小学校建て替えにあたって校庭余剰地を民間に貸し出しアパー

トメントを建設運営することで VFM を生みだし、政府は無償

で新しい校舎を入手することができた。この事業を機に、民間

のへの高い自由度を保証する民間提案制度が隣接するバージニ

ア州で PPEA 法として施行され 2002 年以来 150 件の実績を生みだしている。 

 

視察事例２ フロリダ州タンパの水処理施設 

脱塩施設や水処理施設の整備などでは、公民連携手法（DBO 等）によるプロジェクトが実

現している。 
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（２） 公民連携白書発行：「公民連携白書 2007~2008 生みだされる地域の知恵」 

「公民連携白書 2008~2009 地域を経営する時代」 

「公民連携白書 2009~2010 政権交代とＰＰＰ」 

を時事通信社より発行した。公民連携に関心を持っている自治体を中心に配布した。

本書は公民連携に関する情報のベンチマーク的存在として広く認知されているとこ

ろである。院生もキーワード解説や事例の掘り起こしのために参加し教育的な効果

も大きい。 

（抜粋）毎年の参考になる動きを紹介（2009-2010 版では 600 以上） 

時事通信社とタイアップして実施。ここまで具体的な動きを網羅的に紹介、解説した資料

はない。 

例：人口増加の動き 

年月日 見出し 内容 

2008/10/7 

移住体験住宅

を開設＝福島

県会津若松市 

会津若松市は、市外からの移住者を増やすため、１０月から移住体験住宅

を開設した。北会津地区にある物件で、以前は旧北会津村の職員公舎だっ

た。その後、英語指導助手の公舎に利用され、今回移住者のためのお試し

物件に活用されることになった。市内への定住、二地域居住を検討してい

る人を入居対象とし、一時的な転勤などの転入者は除く。入居期間は１カ

月以上６カ月以内で、市は入居者に対して月に９５００円の協力金を出す。

2008/10/8 

２０年無償貸

与で定住促進

＝栃木県那珂

川町 

栃木県那珂川町は、住宅用地１５０坪（約４９６平方メートル）を２０年

間無償貸与する定住促進事業を始める。交流人口の増加と遊休農地の活用

が狙い。固定資産税優遇措置も新たに設け、１０年間で３億円の経済効果

を見込む。 

2008/10/9 

ＵＪＩターン

起業者に補助

金＝宇都宮市 

宇都宮は、ＵＪＩターンによって市内に定住し新規に起業する人を対象に、

事業拠点確保や法人設立などに必要な経費の一部について助成する補助金

制度を創設する方針だ。市内への定住促進と地域経済の活性化が狙い。 

2008/10/15 

ＪＲと協力し

二地域居住支

援＝山梨県 

 山梨県は、県内外の住まいを行き来する二地域居住を推進するため、Ｊ

Ｒとの協力でモニター事業に取り組んでいる。レンタカーをはじめ駅から

の移動費用補助などで支援する。モニターにはアンケートに協力してもら

い、県内への移住ニーズを探るとともに今後の観光振興策に生かす。 

2008/11/20 

難航の空き家

バンク事業、

再考中（石川

県珠洲市） 

石川県珠洲市が定住促進などを狙いに取り組み中の空き家バンク事業が難

航している。移住可能な空き家を探す労力の割に、契約の成立件数はごく

わずかで、効率の低さが課題に。夜逃げなど入居後の問題も心配され、「リ

スクをかけてまでやる事業なのか」との議論も出た。 

2009/2/13 

ペット可の町

営住宅＝北海

道上砂川町 

上砂川町は、北海道内では初めてとなるペット可の町営住宅の入居者募集

を始めた。同町では人口減少が深刻で、今回募集する「東町団地」１６４

戸の約半数が空き家となっている。このため町が職員から空き家対策のア

イデアを募ったところ、ペットを認める案が出てきた。住民説明会を開催

したが、「このまま人口減や高齢化で消滅が懸念される限界集落になるよ

り、何かやってみる方がいい」などと好意的で、苦情はなかったという。

2009/4/2 

人口減の抑止

目指し線引き

廃止＝岡山県

笠岡市 

笠岡市は、県が定めている市街化区域と市街化調整区域の区分（線引き）

を廃止した。市の約９割を占める市街化調整区域では開発が厳しく制限さ

れ、「ほとんど何も建てられない」のが現状。市は線引きを廃止し、より

規制の緩い「特定用途制限地域」を新たに設けることで、独自の土地利用

を進めたい考えだ。 
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（３） PPP フォーラム開催：2006 年度に第 1 回を開催して以来、毎年 新の情報を提供

し、参加者からの質問もできるだけ応えるスタイルとし、実践的なフォーラムとし

ている。毎年参加者は 400 人前後で、自治体、企業等の関係者等が来場した。また、

院生へのバックグラウンド・ブリーフィングを通じて、大規模な講演会では困難な

双方向の理解の機会も確保した。その他、機会をとらえて、ＰＰＰの概念、 新事

例等を広く周知するため、各種フォーラムを開催した。 

 

2007『 日米PPPフォーラム』 

○「NCPPP アワード事例紹介」 

 アート・スミス氏（NCPPPプレジデント） 

○「ジョージア州サンディ・スプリングス市民営化」  

 リチャード・ノーメント氏（NCPPP専務理事） 

○「エンタープライズ・フロリダ フロリダ州経済開発局民営化」  

 ロバート・ジェニングス氏（スキャンネル・プロパティーズ上級副社長） 

○「JR 紫波中央駅前町有地開発について」   

 藤原孝氏 （岩手県紫波町長） 

2008『 インフラと自治体財政改革～民の提案で地域を変える～』 

○「バージニア州法PPEA（ 民間提案方式）」  

 クリストファー・ロイド氏（マグワイヤコンサルティング上級副社長） 

○「フロリダ州法GPA（ 自治体経営改革）」  

 グレン・ロバートソン氏（グレン・Ｗ・ロバートソン＆アソシエイツ代表） 

2009『 “2010年代のPPP”～市民・市場・政府の役割の再起動～』 

○「完全PPP 都市サンディ・スプリングスの現実」  

 ジョン・マグダーナ氏 （ サンディ・スプリングス市シティ・マネージャー） 

○「フランスのPPP の過去・現在・未来」  

 ピエール・ヴァン・デ・バイバー氏 （ フランスPPP 協会ジェネラルマネージャー） 

コメンテーター 

 オリバー・W・ポーター氏 （サンディ・スプリングス市設立準備委員長） 

趙 佑鎭氏 （ 多摩大学経営情報学部准教授） 

 

その他のフォーラム 

2007 年度 「フォーラムフォローアップワークショップ」 

  「大学院ＧＰ選定記念シンポジウム」 

2008 年度 「公民連携トップセミナー」 

  「ＰＰＰ研究センター開設記念シンポジウム」（PPP 研究センター事業） 
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（４） PPP 情報発信：PPP ポータルサイト http://www.pppportal.jp を立ち上げた後、継

続的に運用している。 

 

（参考）現在ポータルサイトに参加している機関、企業 

国の機関・国の制度 

PFI 推進室 、公共サービス改革推進室 、地域活性化統合本部 、地域再生本部 、中心市

街地活性化本部 、都市再生本部 、構造改革特区推進本部 、総務省地方行革コーナー 、

地方財政の状況 、自治財政健全化法 、地方公会計 、地方公営企業・第三セクター    

地方自治体（PPP 専門サイト) 

大阪府行財政改革（大阪府） 、紫波町 PPP 推進協議会（岩手県紫波町） 、兵庫県加西市

民間経済団体 

日本プロジェクト産業協議会 、都市みらい推進機構  

設計・建設 

大林組 、鹿島建設 、熊谷組 、久米設計 、五洋建設 、大成建設 、大和リース 、戸田建

設 、西松建設 、前田建設工業  

製造・エンジニアリング 

荏原グループ 、新日鉄エンジニアリング  

コンサルティング 

アビーム コンサルティング 、アミタ 、価値総合研究所 、国際航業 、長大 、建設技術

研究所 、日建設計総合研究所 、日本経済研究所 、野村総合研究所 、パシフィックコン

サルタンツ 、PHP 総合研究所 、PwC アドバイザリー 、八千代エンジニアリング  

不動産・商社・サービス 

大新東 、大和ハウス工業  、藤和不動産 、三井不動産   

金融 

日本政策投資銀行 、野村證券  

普及啓蒙・教育 

月刊指定管理者制度 、市場化テスト推進協議会 、自治体 PFI 推進センター 、指定管理者

ドットネット 、shiteikanri.jp 、東洋大学 、日本 PFI 協会 、PFI インフォメーション 、

PFI/PPP 推進協議会 、財団法人 地方自治体公民連携研究財団 

海外機関 

NCPPP 、ULI 、IP3 、CCPPP 、C.R.E.A.M 、UNISON 、Public Private Finance 、

Irish Government PPP 、Public Works Financing、SPPRE、Privatization.org 、

Partnerships UK 
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（５） PPP 意識調査：2007、2008 と、ネットワーク拡大の可能性を自治体、企業へのイ

ンタビューにより把握した。2007 年度は学生、金融、公務（国、地方）、経済、サ

ービス、製造、商社、不動産、メディア等の 256 人への個人インタビュー、2008

年度は、さらに詳細な検討を行うため、関心の高いと想定されるインタビュー先を

３０者に絞り込んで行った。これによって、以下の必要性を認識し今後につなげる

こととした。 

① 情報整理手法の開発 

② 費用（コスト）計算の重要性 

③ 情報開示 

④ ＰＰＰの有用性開示 

 

（参考）調査結果をもとにした提言 

第 1 に、情報整理の手法の開発である。公会計改革は情報の必要性を認識させる良い機会

ではあるが、同時に、どのような情報が何に用いられるかを正確に把握しなければ無駄な

作業を発生させるということも認識させる機会でもある。本調査で紹介した手法をさらに

深く研究し、特徴を社会に紹介していくことは大学の大きな役割である。 

第 2 に、実際の計算である。施設マネジメント系のデータは専門コンサルタントが４～５

百万円の費用をかけて行う業務であり大学の役割にはなじまないが、施設類型ごとの費用

の提示、例えば、図書館や美術館などは比較的たやすく計算できる。すでに基礎データの

開示されている施設だけでも良いので基準をそろえて整理する意味は大きい。 

第 3 に開示である。第 2 の情報が開示されることは市民の責任意識を著しく向上させるこ

とは間違いない。今までの講演等でもコスト情報が金額表示されることで多くの市民は考

え方を変えることが経験的に示されている。個々の地域での講演会や、全国的なメディア

に積極的に開示することで世論を喚起する必要がある。 

第 4 に、意識が向上した段階での PPP の有用性を示す戦略の一例を積極的に示すことも必

要である。単なる節約ではなく、収入増加策や市民参加による市民活動の増加も含めて地

域活性化につながるアイデアはいろいろあるはずである。以上要するに、PPP の抽象的な

必要性を論じる段階は過ぎた。データを可視化することで市民に責任ある意識を芽生えさ

せ、行政の判断が冷静に行えるようにすれば、PPP が実践に向かう地域は少なくないこと

と考えられる。 

 

（６）海外ＰＰＰ機関調査 

２００７、８年度に実施した米国 NCPPP ほかの機関との連絡調整に加えて、２００９年

度は欧州（英国、フランスなど）およびアジア（フィリピン：アジア開発銀行）にて海外

PPP 機関とのネットワーク拡大を図った。
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Ⅱ 自己評価と課題の整理 

 

１ 自己評価 

本プロジェクトの目的の達成 

公民連携（PPP）プロジェクトを推進できる人材の育成を目的とする実践的な教育プログラ

ムの設計と実施 

 

ＰＰＰ市場の拡大はまだ緒についたばかりであるが、多忙な社会人としての生活の中で時

間を見いだして入学する院生のレベルは非常に高く、多くは自機関内で PPP の専門家とし

て活躍するが、一部自治体等に新設される PPP 専門職に転職する等の動きも出ており、こ

の分野におけるリーダーとなりうる人材育成が実現できていると自己評価している。 

 

学位取得論文の実践性と多様性（2010 年 3 月修了生の例） 

・民間提案型の公民連携手法の分析と日本への応用に関する一考察 

・市民による地域再生のための投融資を実現する仕掛けの研究 

・店舗の段差解消から始めるユニバーサルデザインのまちづくり 

・公民連携による地域医療再生の方途を考える 

・兵庫県加西市型ＰＰＰ導入可能性調査 

・公民連携により公共トイレをまちづくりに活かす 

・文化創造まちづくりによる都市再生に関する一考察 

・地域・職域連携による特定健診・保健指導事業の推進とＰＰＰの有効性の考察 

・富山市の新しい公共交通システム構築に向けての提言 

・新たな観光による地域づくりの戦略的手法に関する考察 

・共同溝の施設整備、維持管理における包括的 PPP 手法の活用 

 

機関内の活躍事例 

・自治体 PPP 専門部署の管理職、行政改革推進部署の管理職、担当者 

・民間企業 PPP 推進部門、公共業務部門の管理職（多数） 

・金融機関公共関連部門の管理職 

 

転職の事例 

・国家公務員→民間企業管理職→自治体経営管理部門管理職  

・民間シンクタンク研究員→民間シンクタンク研究部長  

・不動産会社→国立大学専門職 

・教育機関職員→自治体専門職、民間サービス会社社員→自治体専門職   
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２ 選定時に指摘された事項への対応 

（１）応用能力を養うカリキュラム等の工夫 

ケーススタディ系の科目の中で、専攻で独自に開発したケースメソッドを導入するとと

もに、そのケースメソッドを用いて自分が実際に取り組んでいるプロジェクトを解析する

ことにより、理論と実践を直結できるように工夫している。 

 

（２）経済・経営以外の幅広い教員構成 

ＰＰＰは社会的な費用対効果の 大化問題である。同様の分野を対象にする社会人大学

院としては、法学系の公共政策研究科、工学系のまちづくり大学院などが存在するが、本

専攻は、経済学に立脚することでこの問題に対する定量的、客観的な独自のアプローチを

行っており、基本的にこの軸を動かすことは、特色を薄めむしろ院生のニーズから乖離す

る可能性が生じると考えている。しかしながら、院生のニーズは多岐に渡っていることも

事実であり、実践系科目である公共プロジェクト論、民間プロジェクト論、ＰＰＰ制度手

法論など多くの科目で、専門の教員やゲスト講師を配置して、経済学以外の分野の専門知

識を導入して対応しているところである。 

 

（３）教育の実効性を高めるための人員確保 

前述の通り、実践分野に精通した客員教員やゲスト講師のほか、専攻の修了生の中から

継続的にＰＰＰの研究を行う能力と意思のある者を、０８年度に創設したＰＰＰ研究セン

ターのリサーチ・パートナーとして認め、非常勤講師、ゲスト講師、メンターとして確保

する方策を講じている。 
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Ⅲ 今後の展開について 

 

上記の実施を経て、今後の専攻の教育プログラムに対して以下のように考えている。 

 

１ 専攻の設計 

（１） 入口の明確化 

パブリックコース（公務員）とプライベートコース（民間企業、ＮＰＯ、個人）の２

コースに分けることで入学時点での教育対象を明確化する。カリキュラム自体はコー

スに配置せず自由に履修することで官民融合の人材となる機会を確保する。 

 

（２） 出口の開拓 

修了後（在学中も含める）の仕事内容の充実を図るため、所属する機関内部で学んだ

ことが十分に生かせるような仕事につけるよう機関との意思疎通を図る。全国の自治

体や民間機関のＰＰＰ人材のニーズを把握しマッチングを行う。 

 

２ プログラムの内容 

（１） 地域データ、財政データの収集、分析、整理、開示、説明 

ＰＰＰが必要であることを論理的に説得するためには、地域の経済力や財政的な困窮

度を示すデータの開示が必要である。このため、公共施設マネジメント情報など様式

を定めて作成・分析できる能力を養う。 

 

（２） 官の決定権問題の回避と民間提案、市民参加 

データを得ることにより、民間はそのデータに基づいて建設的な提案を行うことがで

きる。米国バージニア州法によるＰＰＥＡなど民間提案方式を学び、実際にＰＰＰプ

ロジェクトを応札できる資料作成、プレゼン能力を身につける。 

 

（３） ファイナンススキームの構築 

公共サービスの資金は 終的には税金で返済される可能性が高い（サービス購入型）。

しかしながら、それは長期に及ぶため施設建設資金の支払いのための長期ファイナン

スが必要となる。そのため、レベニュー債、ＴＩＦ、ＢＩＤなどを含む独創的なファ

イナンススキームが考案できる能力を身につける。 

 

３ ＰＰＰに関する情報発信 

以上の前提として、ＰＰＰの概念の明確化や、ＰＰＰがもたらす社会的インプリケーション

について、唯一の専門教育機関として発信し続ける使命があることは言うまでもない。 

（後添資料１、２参照） 
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（資料１）ディスカッションペーパー：「公民連携における官民公私の関係に関する一考察」 

 

平成 22 年 1 月 12 日 

根本祐二 

 

公民連携には官民・公私の概念が存在する。単純な「官から民へ」では同時に「公益から

私益へ」の移動が生じ公益を維持できない可能性がある。PPP は「官から民へ」による効率

性の発揮と「公益」を同時に実現するため“リスクとリターンの設計”、“契約によるガバナ

ンス”の知恵を発揮している。一方、地域の現場では市民自身が自助・共助により公共サー

ビスを事実上提供している。非公式の活動をいかに取り込むかが PPP の今日的課題である。

本稿では、官民公私に非公式・公式の概念を加えて、公民連携のトライアングルを考案した。 

 

本稿の目的 

公民連携は「公」と「民」の連携を意味している。公民連携でいう「公」とは、「民」の反

対語としての「官」であり、本来は「官民連携」と表現した方が正確である。一方、「公」は、

「公私の別をつける」という用法に見られる通り「私」の反対語である。 

以上の通り、公民連携には「公」、「民」、「官」、「私」の４つの概念が存在するため、議論

の混乱を生じかねない。本稿は、これらの概念の整理を通じて公民連携自体の概念を明確化

することを目的としている。 

  

「官」と「民」の概念 

公民連携の原語である PPP(Public/Private Partnership)は、各国の機関においてさまざま

に定義されている。その中で、もっとも代表的な機関である NCPPP（National Council for 

Public-Private Partnerships）の定義は以下の通りである。 

 

図表１ NCPPP の PPP の定義 

A Public-Private Partnership is a contractual agreement between a public agency

(federal, state or local) and a private sector entity. Through this agreement, the

skills and assets of each sector (public and private) are shared in delivering a

service or facility for the use of the general public. In addition to the sharing

of resources, each party shares in the risks and the rewards potential in the

delivery of the service and/or facility.   

出典：NCPPP 資料 

 

上記の通り、NCPPP の定義における”public”とは、”public agency”の意味である。政

府もしくは政府機関のことであり、本来は「官」とすべきであろう。また、”private”
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は”private sector entity”の意味である。これは、民間組織、民間団体であり、前述の用

語を用いると「民」とすべきであろう。すなわち、英語の PPP の概念自体が「官民連携」で

あることが分かる。 

以上の通り、「官」と「民」とは主体に関する概念であり、両者を区分する点は政府である

か否かである。政府とは、国民（市民）の信託に基づいて国家もしくは国土の一部を統治す

る機関であり、国の政府および地方公共団体を指す。政府機関とは、政府により設立され法

律（条例）に基づいてその権限の一部を独占的に付与された組織である。一方、「民」とは「官」

以外の組織である民間企業、非政府非営利団体を指す。 

 

「公」と「私」の概念 

これに対して、「公」と「私」は、主体が有する行動原理に関する概念である。すなわち、

連携の活動によって発生する効果の及ぼす範囲を、もっぱら自分だけにとどめるよう行動す

るものが「私」であり、自分ではなく他者の「私」の部分、もしくは特定の「私」に属さず

広汎に及ぶように行動するものが「公」と考えられる。プラスの効果を「益」という用語を

用いて表現すれば、両者は「私益」、「公益」と表現される。 

 

４つの概念の整理 

図表２は、これら４つの

概念を図示したものである。

左上の「官＋公」とは、「官

が後半に効果を及ぼそうと

する」意識であり、政府が

当然に持つべき行動原理で

ある。一方、民間企業は自

社の利潤を 大化する行動

「民＋私」を取る。利潤を

追求すること、言い換えれば、利潤追求に反する行動をとれないことは民間企業としては当

然のことである。 

ここで、「単純な官から民へ」（①）である“政府サービスの民営化”を行うと、図の左上

から右下への移動が起きる。主体としての「官から民へ」（図の右方向）は当然に生じるが、

同時に行動原理としての「公（益）から私（益）へ」が起きる。元々存在していた「公」が

消滅する可能性がある。小さな政府を実現するために「官から民へ」を行いつつ、行動原理

としての「公」をいかに維持するかが狭義の公民連携の課題である。 

右上は非営利団体・CSR（企業の社会的貢献）を指している。「民」であっても「公」の行

動原理を持つことはある。その規模も年々増加しているであろうことには異論はない。しか

し、これらをもって、容易に、かつ、安定的に「官から民へ」と「公」の行動原理を同時実
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現することができると考えることは適当ではない。非営利団体・CSR の活動は強制すること

はできないためである。 

 

公民連携による解決 

「官から民へ」と「公」の意識を同時に実現するため、公民連携では、二つの工夫を行っ

ている。「リスクとリターンの設計」（NCPPP の定義によれば” shares in the risks and the 

rewards”）と「契約によるガバナンス」（同じく” contractual agreement”）である。 

「リスクとリターンの設計」とは、「民」に何らかのリスクを負担させるのと引き替えに

リスクに見合うリターンを提供するということである。1 

図表３はこれをイメージ化したもの

である。リスクが高いならばリターンを

高くする必要がある。しばしば、公の仕

事に携わるならば民は利益（リターン）

を追求するべきではないという論調を

耳にするが、これは明らかな誤りである。

前述の通り、非営利団体・CSR の活動は

望ましいことであるが、強制することは

できない。リスクの高い活動を安定的に持続させるには、リスクに見合うリターンを確保し

なければならない。 

図表４は「契約によるガバナンス」を図示したものである。契約とは、リスクとリターン

（及びそれに伴って発生する義務と権利）の関係を予め定めた合意であり、ガバナンスとは、

その合意に基づいて定められる合意を履行

させる仕組みと言えよう。 

公民連携の中でももっとも「契約による

ガバナンス」が厳密に実施されている

PFI(Private Finance Initiative)の典型的

な構造を示している。 

官は公民連携の事業権を民に付与するが、

大規模な事業の場合は１社だけでは対処で

きないため、複数の民間企業の共同出資によ

り設立された特定目的会社（SPC）と契約を

結ぶ。共同出資の際には、出資者間で株主間

協定という契約が締結され、民間同士の役割

分担が法的に規定される。 

行政が長期の契約を結ぶにあたり、議会が行政に与える同意行為が長期債務負担行為であ

                                                  
1 英語では reward としているが、日本語ではより馴染みの深いリターンの用語を用いる。 
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る。民間企業は長期契約を結ぶ権能を有しており、企業の経営者が交代したとしても契約上

の債務は随伴する。そのため、取引の相手方は安心して取引を行うことができる。一方、行

政の約束は当然には長期に継続されない。ある時期に首長が約束しても交代すれば前の首長

の方針が反故にされる。そのような不安定な状態では、二度とその行政は民と契約すること

はできないだろう。これを是正する方法が議会による長期債務負担行為の議決である。 

特定目的会社は、資金調達が必要であれば金融機関から投融資を受ける。その際には、投

融資契約を結ぶ必要がある。金融機関と行政は直接協定を締結している。特定目的会社が経

営破綻しても、別の企業に変更することで元々の契約内容が履行されるならば、行政、金融

機関双方にメリットがある場合がある。そうした場合に備えて、契約を直ちに解除しないよ

う直接契約により定めておくのである。 

以上の例では、一つの公民連携事業が、５つの契約（もしくは契約的な意味を持つ行為）

によって成り立っている。これらの契約が相互に補完しあうことによって事業全体の安定性

を増すのである。「契約によるガバナンス」とは、口約束という非公式の行為ではなく、契約

として公式の行為にすることにより、社会全体としてのガバナンスを実現しようとするもの

である。言い換えると、公民連携とは、公式性を強く要求する概念である。 

 

ペストフのトライアングル 

以上の通り、「契約によるガバナンス」により、公民連携の世界に、「公式」、「非公式」の

概念が持ち込まれた。「官」、「民」、「公」、「私」に加えて、「公式」、「非公式」の６つの概念

が存在することが分かる。これらの概念を整理する上では、福祉分野における関係を図示し

たベクター・ペストフのトライアングルが大いに参考になる。 

図表５はペストフのトライアングルを解説したものである。「官」、「民」の区別は、横線

のPublic/Private線で行わ

れる。「公」、「私」の区別は、

右 上 が り の

Nonprofit/For-profit の線

で行われる。「公式」、「非公

式」の区別は、右下がりの

formal/informal の線で行

われる。 

これらの組み合わせで、

State（public agencies）、

Market（private firms）、

Community （ households, 

families, etc）の位置づけ

が導かれる。 
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State（政府）とは public/nonprofit/formal（政府／非営利／公式）であり、Market（市

場）とは private/profit/formal（非政府／営利／公式）であり、Community（地域）とは

private/nonprofit/informal（非政府／非営利／非公式）である。 

我が国でも同様であるが、福祉活動はこの３者によって行われている。政府の公的扶助、

民間の有償サービス、家族・親戚・隣人同士の相互扶助・共助である。政府扶助は も安定

するがに財政の肥大化、国民負担の増加を招きかねないという弊害がある。民間のサービス

は機動的で柔軟だが利益のないところにはサービスできないという限界がある。地域の共助

はもっとも身近で頼れる存在だが不安定性がある。このように、いずれのセクターも、福祉

サービスの供給者としては一長一短があることが分かる。 

３者の中央が the third sector としての associations である。Associations は

private/nonprofit/formal（非政府／非営利／公式）の性格を有し、他の３者のそれぞれの

利点を活かしつつ、その欠点を補うものと整理されていると解釈することができる。 

 

ペストフのトライアングルの公

民連携への応用 

図表６は、ペストフのトライ

アングルを公民連携の観点から

書き直したものである。 

軸は、「官」と「民」を政府

／非政府、「公」と「私」を営利

／非営利と表現し、公式／非公式

を加えた３つに区分した。政府／

非政府、営利／非営利の用語を用

いたのは、「官」、「民」、「公」、

「私」の用語が招く曖昧さや誤解をさせるためである。公式／非公式と同様に、片方の概念

を定め他方をそれ以外とすることにより概念の明確化を図った。 

図表７は、このトライアングルを現実の公民連携の動きに反映させたものである。右下が

りの矢印は政府と市場の間での契約によるガバナンスを示している。政府と市場が契約を結

び、その権利と義務が「公式」に位置づけられている。 

これに対して、コミュニティの主体はそれ自体では「公式」とはならない。本人、家族、

隣人による公共サービスの供給は何らかの権利義務に基づいて行われるものではないからで

ある。しかしながら、コミュニティの主体も非営利の組織として権利義務の主体になること

はできる。指定管理者など政府サービスの受委託が一つの典型である。この場合、コミュニ

ティは非政府非営利公式の団体となった上で、政府と公式の約束を行う。市場の役割を代替

していることになる。 
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また、同じく非政府

非営利公式の団体と

なった上で、市民向け

の非営利サービスを

実施する形態もある。

環境NPOが環境教育活

動を行う場合である。

この場合は、政府の役

割を代替しているこ

とになる。 

いずれの場合も、公

民連携では右側の公

式の世界を対象にし

ていることになる（図の太線部分）。 

 

非公式への対応 

図表７で明らかなように、現在の公民連携論は公式の世界で展開されている。本来、非公

式のコミュニティも、公式の契約の権利義務主体となることを条件として参加することが許

される。公民連携は役割を分担することであり、責任を持って役割を果たせないような当事

者に参加資格を与えないのは、民間にとっても行政にとっても、また、当のコミュニティの

当事者にとっても必要なことであろう。いわばプロジェクトの安全装置と言えよう。この安

全装置のおかげで多くのプロジェクトが実現し、また、失敗を回避しているであろうことも

おそらくは事実である。 

しかしながら、ペストフのトライアングルに教えられるまでもなく、コミュニティの公共

サービスは家族内の自助、地域内の共助として実際に役立っていることも事実である。福祉

だけでなく、教育、医療、まちづくり、さらには、産業振興の分野すら、こうした形態が少

なからず存在している。これらの自助、共助をどう取り込むか、公民連携にとっては非常に

大きなテーマである。 

これについては、以下の三つの考え方が存在しうる。 

第１は、現在の通説通り、公民連携は公式の領域のみを対象とするという考え方である。

実はペストフのトライアングル自体、中央のAssociationsは公式の世界に配置されている。

現実には、非公式の行為が存在するにも関わらず、Associationsを公式に位置づけるという

こと自体、非公式の行為の限界を示していること、言い換えると、非公式を非公式のまま組

み込むことは非常に難しいと考える。これが通説が支持される一つの根拠である。 

第２は、非公式をあるがままに受け入れるという考え方である。現実の非公式の活動を組

み込むことが可能になる。この考え方の欠点は、非公式であるが故に全体としての安定性が
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担保されないリスクが存在し、そのリスクは別の関係者（政府か市場）が負うことになると

いうことである。政府がそのリスクを負担する場合、財政負担が肥大化する可能性がある。 

第３は、個々の主体の非公式

な性格をそのままにしつつ、コ

ミュニティ全体として活動を公

式にすると言う考え方である。

例えば、グラミン銀行のファイ

ナンスのように、個々の借入人

は金融面での信用度の低い非公

式の存在であるが、借入人を集

合として捉えて相互に保証させ

あうことにより、ピアプレッシ

ャー（隣人の監視）を働かせ、

全体としての信用度を、銀行か

ら融資を受けられる程度の公式

の存在に引き上げるというものである。何を行えば、非公式を公式に変化させられるのかは

非常に難しい問題であるが、公式／非公式の分岐点を銀行融資が受けられるかどうかに置く

ならば、非公式を公式に変える工夫は、ファイナンスの世界に見いだせると言える。 

図表８は、非公式を公式化する動きを図示したものである。公式のハードルをできるだけ

引き下げることによって、コミュニティの参加を促すことができることを表している。 

具体的にどのような工夫があり得るかは、別の機会に論じたい。 

 

（参考文献） 

東洋大学大学院経済学研究科編著（2006,2007,2008,2009）『公民連携白書』時事通信社 

Pestoff, V., 1998 & 2005; Beyond the Market and State. Social enterprises and civil 

democracy in a welfare society; Aldershot, Brookfield, Sidney & Singapore: Ashgate. 
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（資料２）政策提言メモ「社会資本更新投資問題」、「PFI／PPP」、「成長戦略」について 

 

平成 22 年 3 月 3 日 

根本祐二  

 

１ 社会資本更新問題  

（１） 国、地方ともに、社会資本（ハ

コもの（学校、病院等）、インフ

ラ（上下水道、道路、橋りょう等））

の老朽化により、今後、多額の更

新投資の必要が生じるが、その対

策が十分に考えられていない。 

 

(ア)まず、社会資本の所在、規模、取

得年などの実態が把握されていない。神奈川県藤沢市で実施した公共施設マネジ

メント白書の手法を用いて、数箇所の自治体で試算したところ、築 30 年を超える

社会資本を今後 20 年間で更新するには、公共投資を大幅に増額しなければならな

いことが明らかになった。 

(イ)地域に存在する国、都道府県、市町村の社会資本の全体像も不明である。 

(ウ)実態が分からないため危機意識がなく更新投資を先送りしているのが実情である。

その背景には、「公共事業費は扶助費や公債費等より削りやすい」、「現世代の負債

が増加しないので不健全に感じない」という事情を指摘できる。 

(エ)だが、社会資本には国民の生命に直結するものも多い。事故が起きてからでは遅

く、これ以上放置することはできないと覚悟するべきである。 

 

 

横軸は建設年、縦軸に延床面積。色分けは施設種類。

約半分が学校施設で、その他、福祉施設、子育て支

援（幼稚園・保育所）、市営住宅、市庁舎、公民館・

図書館等いわゆるハコもののみである。  

●築 30 年以上経過しているものが 52% 

●特に、学校（緑色）、庁舎（橙色）の老朽化が著

しい  
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 ハコもの インフラの老朽化情報（投資増加必
要率） 

老朽化情報（必
要投資増加率）

費用対効果
情報 

神奈川県藤沢市 ◎ （1.3 倍） ◎ △（橋りょう 4.3 倍、下水道 6.9 倍）

千葉県習志野市 ◎（1.9 倍） ◎ － 

神奈川県秦野市 ◎（1.9 倍）  ○ － 

兵庫県加西市 ◎（未公表） － ○（未公表） 

東京都多摩市 ○ ○ － 

必要投資増加率とは、「現在築 30 年を経過した」社会資本を今後 20 年以内に更

新するために、直近５年平均の公共投資（普通建設事業費）を増加させなければ

ならない比率を示している。藤沢市の橋りょう、下水道の数値は、同市公民連携

あり方検討会報告書より直近４年間平均と比較して作成。 

（２） 社会資本更新対策の手順を以下の通り提案する。 

(ア)老朽化および費用対効果データの把握と開示が必要である。 

① 実態が不明であれば対応できない。データの把握には、神奈川県藤沢市、千

葉県習志野市などで作成している公共施設マネジメント白書が極めて有用で

ある。  

② 把握するだけでなく、市民が判断できるように開示、説明する必要がある。 

(イ)「更新する／更新しない」の仕分けが必要である。  

① すべてを更新することは不可能であり、優先順位の低いものは更新しないと

いう社会資本仕分け、およびその前提として社会資本にも効率性が必要であ

ることの意識改革が必要である（公共性と効率性の同時実現）。 

② そのためには、上記データにおける社会資本の費用対効果（費用内訳、利用

状況など）を示すことが重要である。（例：図書館一人あたり費用、公民館利

用１回あたり費用、スポーツ施設の受益者負担率） 

(ウ)更新する場合には、民間資金の導入とともに下記のアイデアが必要となる。 

① 長寿命化、環境・エネルギー性能向上などの技術面のアイデア 

② 機能転換、複合化向上などのシステム面のアイデア 

③ 事業運営、メンテナンス、付帯事業などの運営面のアイデア 

④ 余剰空間の活用などの不動産面のアイデア 

⑤ 投資資金と社会的利益（税収、受益者負担金など）の時間差を埋めるファイ

ナンス面のアイデア 

(エ)更新しない場合も、余剰空間を民間に売却・賃貸するため④などが必要となる。 

（３） 資金に加えて、上記のノウハウの多くは民間が有しており、民の知恵を生かして
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社会資本更新を行う PPP(Public/Private Partnership)が不可欠である。 

２ 「PFI／PPP」 

（１） PPP は、PFI、指定管理者、市場化テスト、公有資産売却・賃貸、商店街再生、企

業誘致、観光振興など広範な分野で、官・民・市民が“リスクとリターンの設計”、

“契約によるガバナンス”の原則に基づいて協働する手法の総称である。234 

 

 

 

 

 

 

（２） PPP に共通する問題が“官の決定権問題”である。

これは、事業内容、規模、時期、手法などを決め

る当初の過程は官（国、自治体）のみで進めるた

め、民のアイデアが反映されないという問題であ

る。この結果、不必要、過剰投資などの「目的設

定の失敗」、過剰なリスク移転、まったくリスクを

移転しないなどの「官民のアンバランスの失敗」、

目的が募集要項に反映していない「メッセージの

失敗」などの PPP の失敗5の原因となっている。 こ

れを解決する方法の一つが、民間提案、市民参加

                                                  
2 NCPPP（米国 PPP 協会）など主要な海外 PPP 機関の定義とほぼ同様である。 
3 このうち、PFI は新設する社会資本に適している。地方自治法に規定される指定管理者は、既設の社会資本の運営だけ

を委託する場合に適している。公共サービス改革法に基づく市場化テストは、官民競争により費用対効果の高い主体を

選定する手法である。ケースに も適した手法を選ぶ必要がある。 
4 言い換えると、不透明な癒着・談合、単なる仲良しクラブ、口約束、無償のボランティアや CSR の強要、民間への丸

投げ、民間の安さだけを目的とした単なる下請け、民間の知恵を発揮する余地のない仕様発注、民間はもうかってはい

けないという意識などは本来の PPP とは異なる。 
5 PPP は、市場の失敗、政府の失敗を回避する手法だが PPP 自身にも失敗がある。ただし、大半は PPP であるが故の失敗

ではなく、事業の枠組みを構築する官の判断ミスによる。この問題を回避すれば PPP の失敗を減らすことができる。 
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である。  

 

３ 「PFI／PPP」の観点から見た社会資本更新投資対策 

（１） 公共施設マネジメント白書の作成 

(ア)公共施設マネジメント白書を作成、公開して、早期に問題の深刻さを把握すると

ともに、民に関心を持ってもらい知恵を早期に誘導することが必要である。 

(イ)同時に、「更新する／更新しない」の社会資本更新仕分けを実施し、統廃合、複合

化などの政策判断を行う必要がある。これには事業仕分けの手法を応用できると

思われるが、費用対効果情報を開示して客観的に検討する必要がある。 

 

（２） 民間提案方式（日本版 PPEA）の導入 

(ア)“官の決定権問題”の発生を回

避するためには、 初に民間提

案を幅広く求める必要がある。

米国ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ州で法制化された

PPEA(Public  Private 

Educational Infrastructure 

and Facilities Act)が参考に

なる。アイデア提案の制度的位

置づけの明確化、提案者の知的

所有権保護、提案者インセンテ

ィブ付与、競争的交渉方式6の導

入などが要素である。 

（日本でのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ付与

例；我孫子市提案型公共サー

ビス民営化制度、横浜市新市

庁舎アイデア募集、岩手県紫

波町ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰアイデア募

集、藤沢市公民連携提案制度

（導入予定）など） 

 

 

 

 

                                                  
6 複数の事業者を選んで提案を行わせ，発注者がそれぞれの事業者と個別に交渉を行うことを通じて も
望ましい者を契約者として選定する方式。入札方式と並ぶ競争的な契約者選定方式として、米国では導入
済みである。わが国でも会計法令において明確に位置付ける必要がある。 
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（３） 規律ある民間資金導入方式（特定収入による優先返済）の導入 

(ア)厳しい財政事情を見るまでもなく、民間資金の導入は不可欠である。その際、以

下の方法がある。 

① 民間ビジネスを同時に実施することによって、社会資本更新財源（の一部）

を捻出する方法（例：奈良県養徳学舎建て替え整備事業）。この場合、PPP プ

ロジェクトにおける民間の自由度をできるだけ引き上げる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 更新を要する社会資本として認められたものは将来的には税収により返済さ

れることが期待されるため、民間長期ファイナンスによりギャップを埋める

方法。この場合、将来の漠然とした税収期待では財政規律が働かず結果的に

不必要または過大

な需要が財政にし

わ寄せされるおそ

れがある。民間では

大規模プロジェク

トの資金調達は親

会社の一般財源に

訴求しないノンリ

コース型が主流と

なり、収入を生み出

す力の弱いプロジ

ェクトは自動的に制御される仕組みとなっている。この規律ある民間資金を

社会資本更新にも導入する。 
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参考；海外で導入されている「規律ある資金調達の例」 

●レベニュー債(revenue bond)：自治体・民

間企業が発行する債券の返済がそのプロジェ

クトからの収入に限定されている。理論的に

は、レベニューローン（借入金）でも良い。

債権購入者の金利収入への課税を免除する免

税債が多く用いられている。 

●TIF（tax increment finance）：一般的には、

プロジェクトの効果により発生した税収（米

国では固定資産税が一般的）を返済財源とす

る債券を発行し調達する。将来税収が増加し

た段階で返済する。 

●シャドートール(shadow toll )：利用料金

がない場合でも社会的増加利益を定量化して

政府が民間に支払う（道路などで活用されて

いる）。 

●BID(Business Improvement District)：特定地域の地権者に負担金を追加で賦課す

る。任意の分担金ではなく法的な強制力を持つことが特徴。 

●タックスシェア(Tax Share)：複数自治体間で税収の一定部分をプールして広域の公

共サービス財源とする。 

 

（４） 上記（１）～（３）には、現行法でも可能なものも多いが、法律事項としては以下

の点が想定できる。 

① 国・都道府県・市区町村の公共施設マネジメント白書、社会資本更新計画の法定化。 

② 社会資本更新（新規も含むことが望ましい）を検討する際には、まず PPP の可能性

を考えることを法定化。（例：英国ユニバーサルテスティング）。 

③ 行政財産・普通財産の一般的区分の見直し、行政財産の貸付の一層の促進・補助金

返還義務の緩和。（地方自治法） 

④ 民間提案の仕組みの法定化（検討機関、回答期限、守秘義務規程など）。（PFI 法） 

⑤ 競争的交渉方式の導入。（会計法） 

⑥ 性能発注・一括発注・長期契約のより一層の促進。（PFI 法） 

⑦ 債務負担行為（国）の期限延長。（PFI 法） 

⑧ 自治体からの返済財源の特定化（税法等）。 

⑨ 公物管理の規制緩和、指定管理者の権限の拡大。（公物管理法令、地方自治法） 
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⑩ 税・補助金のイコールフッティング。 

⑪ 省庁横断的な PPP 推進体制の構築。 

 

４ 成長戦略への示唆   

（１） 社会資本更新問題を PFI／PPP で解決することが、わが国の成長戦略となると位置

づける。 

（２） 社会資本更新は、前述の通り、①長寿命化、環境・エネルギー性能向上などの技術

面のアイデア、②機能転換、複合化向上などのシステム面のアイデア、③事業運営、

メンテナンス、付帯事業などの運営面のアイデア、④余剰空間の活用などの不動産

面のアイデア、⑤投資資金と社会的利益増加の時間差を埋めるファイナンス面のア

イデアの複合である。こうした個々の要素を組み合わせて産業化することはわが国

の得意とするところであり、十分に成長産業となる。 

（わが国の政府支出約 100 兆円（名目 GDP）のうちの 1 割が PPP となるとする

と 10 兆円の市場が創造されることになる。） 

（３） 長期にわたって継続すべききめ細かなノウハウの集合であるため属地性が強く、地

方の中小企業の仕事が増える。また、新しい公共の担い手である NPO・NGO の役割

強化にもつながる。 

（４） 世界的にも産業としては成立しておらず、途上国のインフラ整備の潜在性を考えれ

ば輸出産業として期待できる。 
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