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Ⅰ. 改正の経緯及び趣旨 
 

2018 年 2 月 9 日、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

の一部を改正する法律案」（以下「本改正法案」という。）が第 196 回国会（常会）（以

下「本国会」という。）に提出された。 

政府は、新たなビジネス機会を拡大するとともに、公的負担の抑制を図り、経済・財

政一体改革を推進するため、公共施設等運営権制度を活用した PFI 事業（以下「コンセ

ッション事業」という。）等の導入促進を図ってきた。 

コンセッション事業等の活用が期待される分野のうち、水道や下水道については、コ

ンセッション事業の具体化に至った案件が浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）

運営事業のみに留まっているが、PPP／PFI 推進アクションプラン（平成 29 年改定版）

（2017 年 6 月 9 日民間資金等活用事業推進会議決定、以下「アクションプラン」とい

う。）においては、引き続き水道及び下水道を重点分野とし、コンセッション事業等の

着実な導入促進を図ることが示されている。なお、当分野では、宮城県において、水道、

工業用水道及び流域下水道を一体として運営するコンセッション事業が検討されてい

る。また、2018 年 2 月には、高知県の須崎市が下水道のコンセッション事業に関する

実施方針を公表している。 

また、コンセッション事業等の活用を幅広い分野に拡大すべく、アクションプランで

は、コンセッション事業の重点分野にクルーズ船向け旅客ターミナル施設及び MICE 施

設が追加された。なお、当分野では、福岡市においてウォーターフロント再開発に関連

してコンセッション事業の検討が行われている。 

本改正法案は、これらの流れを受け、コンセッション事業の円滑化に資する制度的な

改善措置と水道及び下水道におけるコンセッション事業の導入促進に資するインセン

ティブ措置を講ずるものである。 
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Ⅱ. 改正の全体像 

 
本改正法案の主な内容は、以下の 3 項目に整理することができる。 

1．PPP／PFI 案件に関する国の支援機能の強化等 

2．指定管理者制度に係る地方自治法の特例の創設 

3．水道事業等に対する財政融資資金の繰上償還に係る補償金の免除 

 

なお、以下においては、本改正法案による改正後の「民間資金等の活用による公共施

設等の整備等の促進に関する法律」（以下「PFI 法」という。）を「改正法」といい、改

正前の同法を「現行法」という。また、特に断らない限り、参照条文は改正法のものを

指す。 

 

Ⅲ. PPP／PFI 案件に関する国の支援機能の強化等 
 
1. ワンストップ窓口制度の創設 
 
改正法では、PPP／PFI 案件に関する公共施設等の管理者等及び民間事業者に対す

る国の支援機能の強化を目的として、支援措置の内容や規制等に係る確認について内

閣総理大臣が一元的に回答する、いわゆる「ワンストップ窓口」が創設される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（PFI 法）の

一部を改正する法律案の概要」（内閣府）（以下「改正概要」という。）より抜粋） 

 

なお、具体的な内容は、以下のとおり。 

 

① 公共施設等の管理者等1又は特定事業を実施し、もしくは実施しようとする民

間事業者は、内閣総理大臣に対し、その実施し、又は実施しようとする特定事

                               
1 但し、2 条 3 項 1 号に掲げる者（公共施設等の管理者である各省各庁の長及び特定事業を所管する大

臣）を除く。 
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回答 

関
係
行
政
機
関
の
長 

照会 

回答 

＜ワンストップ窓口の制度の創設＞ 
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業に係る支援措置の内容及び当該特定事業に関する規制について規定する法

律2の規定の解釈並びに当該特定事業に対する当該支援措置及び当該規定の適

用の有無（以下「支援措置の内容等」という。）について、確認を求めること

ができる（15 条の 2、1 項）。 

② 上記①の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、かかる支援措置の内容等の

確認が所掌する事務又は所管する法律に関するものであるときは、遅滞なく回

答するものとする（15 条の 2、2 項）。 

③ 一方、かかる支援措置の内容等が他の関係行政機関の長が所掌する事務又は所

管する法律に関するものであるときは、内閣総理大臣は、遅滞なく、当該関係

行政機関の長に対し、その確認を求めるものとし、かかる確認を求められた関

係行政機関の長は、遅滞なく、内閣総理大臣に回答しなければならない（15

条の 2、3 項）。 

④ 上記③の規定による回答を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、上記①に基づき

支援措置の内容等の確認を求めた者に対して通知する（15 条の 2、4 項）。 

 

2017 年 6 月 9 日付の「未来投資戦略 2017－Society 5.0 の実現に向けた改革－」（以

下「未来投資戦略」という。）では、コンセッション事業の推進にあたって、コンセ

ッション事業に取り組む管理者が、複数の関係省庁と協議する際に、ワンストップで

協議が可能な窓口となる仕組みを創設すべきという提言を行っており、アクションプ

ランにおいても地方公共団体に対する情報提供等の文脈で省庁横断的なワンストッ

プ窓口の創設に取り組む旨言及されていた。本改正法案は上記の提言等を実現化する

ものと考えられる。 

なお、現時点では、ワンストップ窓口を担う具体的な組織については公表されてい

ない。今後、民間資金等活用事業推進室（以下「PPP／PFI 推進室」という。）を含

めた既存の機関が担うのか又は別の機関を新設するのか等を含めて方針が示される

ものと思われる。 

 

2. 助言機能の強化 
 
改正法では、ワンストップ窓口の創設とともに、国の支援機能の強化を図るため、

内閣総理大臣が公共施設等の管理者に対して特定事業（PFI 法に基づく PPP／PFI 案

件）の実施に関する報告徴収並びに助言及び勧告に関する制度が創設される。 

 

 

 

 

                               
2 法律に基づく命令（告示を含む。）を含む。 
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（改正概要より抜粋） 

 

具体的には、内閣総理大臣が特定事業の適正かつ確実な実施を確保するため必要が

あると認めるときは、公共施設等の管理者に対し、実施方針に定めた事項その他の特

定事業の実施に関する事項について、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすること

ができるとされている（15 条の 3）。 

なお、改正概要には、今回の法改正に伴い、「民間資金等の活用による公共施設等

の整備等に関する事業の実施に関する基本方針」（閣議決定）に、公共施設等の整備

等に関する事業における基本理念の趣旨に沿った民間の資金、経営能力及び技術的能

力の活用に関する基本的な事項の追加を措置することが示されている。 

今回の改正で導入される報告徴収及び助言・勧告の制度により、国がより主体的に

PPP／PFI 案件に関与することが可能となり、PPP／PFI の推進に向けて一層の役割

を果たすことが期待される。 

 

Ⅳ. 指定管理者制度に係る地方自治法の特例の創設 
 
1. 利用料金設定及び公共施設等運営権移転に関する特例 
 
改正法では、公共施設等運営権者（以下「コンセッション事業者」という。）が公

の施設3の指定管理者4を兼ねる場合5における地方自治法の特例を定める。 

すなわち、（i）地方自治法上、指定管理者がその管理する公の施設の利用に係る料

金（以下「利用料金」という。）について定める場合には、あらかじめ利用料金につ

いて地方公共団体の承認を受けなければならないとされているところ（地方自治法

244 条の 2、9 項）、実施方針条例6において定められた利用料金の範囲内で利用料金

の設定を行う等の要件を充足した場合には、かかる地方自治法上の地方公共団体の承

                               
3 地方自治法 244 条 1 項に規定する「公の施設」をいう。以下同じ。 
4 地方自治法 244 条の 2、3 項に規定する「指定管理者」をいう。以下同じ。 
5 主に、国際会議場施設や音楽ホール等、コンセッション事業者が特定の第三者に施設を利用させる場 
合が想定されている。 

6 公共施設等の管理者等（地方公共団体の長に限る。）が、18 条 1 項に基づき、5 条 1 項に定める実施 
方針を条例によって定めたものをいう。以下同じ。 

公
共
施
設
等
の
管
理
者
等 

特定事業に

関する報告 

助言・勧告 

勘案 

内閣 

総理 

大臣 

基本方針 

必要に応じて変更 

＜助言機能の強化＞ 
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認を要しないものとし、また、（ii）地方自治法上、地方公共団体が指定管理者を指定

するときには、あらかじめ当該地方公共団体の議会の議決を経なければならないとさ

れているところ（地方自治法 244 条の 2、6 項）、公共施設等運営権の移転を受けた

者を新たに指定管理者に指定する際に、条例に特別の定めがある場合には事後報告と

することが可能となる。 

 

＜指定管理者制度に係る地方自治法の特例＞ 

 
コンセッション制度 

指定管理者制度 

（改正前） 

指定管理者制度 

（改正後） 

利用料金の設定 届出 承認 届出 

運営権の移転の許可・指

定管理者の指定に 

係る議会の議決 

条例に特別な定めが

ある場合において 

不要 

必要 
条例で特別の定めが

ある場合において 

事後報告で可 

 

 

（改正概要より作成） 

改正法の詳細な内容は、以下のとおり。 

 

＜利用料金の設定＞ 

① PFI 法上、利用料金は、実施方針に従い、コンセッション事業者が定めるもの

とするが、コンセッション事業者は、あらかじめ、かかる利用料金を公共施設

等の管理者等に届け出なければならないとされている（23 条 2 項、届出制）。 

② 公共施設等運営権に係る公共施設等が公の施設であり、かつ、コンセッション

事業者が指定管理者として当該公の施設を管理する場合7において、（i）上記①

により定められた当該公共施設等の利用料金が実施方針条例8において定めら

れた利用料金に関する事項に適合し、かつ、（ii）当該利用料金を地方自治法 244

条の 2、8 項に定める利用料金として定めることが同法同条 9 項の条例の定め

るところに適合する場合には、同項後段の定める地方公共団体の承認は不要と

する（23 条 3 項、承認制を本特例により届出制に修正）。 

 

 

                               
7 但し、地方自治法 244 条の 2、5 項の規定により定められた期間が当該公共施設等運営権の存続期間

を超えない場合に限る。 
8 利用料金の範囲その他利用料金に関して利用者の利益を保護するために必要なものとして内閣府令で

定める事項を定めるものに限る。 

PFI 法による特例 
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＜公共施設等運営権の移転の許可及び指定管理者の指定＞ 

① PFI 法上、公共施設等運営権は、公共施設等の管理者の許可を受けなければ移

転することができず（26 条 2 項）、かかる公共施設等の管理者（地方公共団体

の長に限る。）は、あらかじめ議会の議決を経なければかかる許可を与えるこ

とができないが、条例に特別の定めがある場合はこの限りではないとされる

（26 条 3 項）。 

② 改正法では、公共施設等運営権に係る公共施設等が公の施設であり、かつ、上

記①の許可を受けて当該公共施設等運営権を移転した者が、その移転の際、指

定管理者として当該公の施設を管理していた場合において、かかる移転を受け

た者を当該公の施設の指定管理者として指定するとき9においては、地方自治

法 244 条の 2、6 項において求められる指定管理者の指定に係る事前の議会の

議決につき、条例に特別の定めがあれば、指定管理者の指定後遅滞なく議会に

報告することで足りるとされる（26 条 5 項、事後報告制）。 

 

改正法の下では、コンセッション事業の開始にあたり地方自治体が条例に特別の定

めを規定しておくことにより、指定管理者について地方自治法上求められる承認又は

議会の議決を省略することが可能となり、コンセッション事業の運営上の手続負担が

軽減されるとともに、運営期間中における政治リスクが減るものと期待される。 

本改正は、コンセッション事業者が指定管理者制度の適用を受けるために、PFI 法

だけでなく地方自治法上の規制が適用されるという「コンセッション制度と指定管理

者制度の二重適用」の問題について、一定の手当てを行ったものといえる。 

 

2. 補論（コンセッション制度と指定管理者制度の二重適用） 
 
コンセッション制度と指定管理者制度の二重適用については、これまで以下のよう

に議論されてきた。 

公共施設等運営権は、コンセッション事業者が公共施設等の運営等を行い収益する

権利をコンセッション事業者に対して設権（原文ママ）したものであり、コンセッシ

ョン事業者が公共施設等運営権を権原として当該公共施設等を貸与することを認め

たものではないため、原則として、コンセッション事業者が公共施設等を特定の第三

者に施設利用させる場合には、指定管理者制度を併用した上で、かかる第三者に指定

管理者として使用許可を与えなければならないと解されている（「公共施設等運営権

及び公共施設等運営事業に関するガイドライン」（以下「運営権ガイドライン」とい

う。）6.（3）ないし（5））。 

 

                               
9 条例について上記①の特別な定めがある場合であって、地方自治法 244 条の 2、5 項の規定により定 
められる期間が当該公共施設等運営権の存続期間を超えない場合に限る。 
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（2017 年 3 月 31 日「公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライ

ンの改正について（概要）」PPP／PFI 推進室（以下「運営権ガイドライン改正概要」

という。）より作成） 

 

これに関し、2017 年 3 月 31 日付の運営権ガイドライン改正により、現行法上も以

下の手法により、コンセッション事業者は、指定管理者制度を併用せずに特定の第三

者に対して公共施設等を使用させることが可能であることが明らかにされている（運

営権ガイドライン 9.（9）及び（10））。 

 

① 地方公共団体が対象施設を普通財産化した上でコンセッション事業者に貸し

付ける方式 

② 「貸付方式」：地方公共団体が行政財産をコンセッション事業者に貸し付ける

方式（施設目的の範囲外の使用に供する場合に限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（運営権ガイドライン改正概要より抜粋） 

しかしながら、運営権ガイドライン改正で示された上記の方法によっては、公共施

設等を普通財産化せず、公共施設等の設置の目的の範囲内で特定の第三者に対して使

用させることができないため、かかる場合は、原則通り、指定管理者制度の併用が必

要となる。 

改正法では、コンセッション制度と指定管理者制度の二重適用を受ける場合におけ

るコンセッション事業者の負担軽減は図られたものの、以上の点（二重適用を受ける

範囲）には変更がないものと考えられる。 

コンセッション事業者 

＋ 

指定管理者 

特定の第三者 

使用許可 

地方公共団体 

運営権の設定 

指定管理者の 

指定 

原則 

地方公共団体 コンセッション事業者 特定の第三者 

契約 
運営権の設定 

貸付方式 

財産の貸付け 

普通財産又は行政財産（施設目的の範囲外の使用に供する場合。 

PFI 法 69 条 6 項等に基づく。） 
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Ⅴ. 水道事業等に対する財政融資資金の繰上償還に係る補償金の免除 
 
改正法では、水道や下水道の分野におけるコンセッション事業を促進するため、2018

年度から 2021 年度までの間に実施方針条例を定めること等を要件として、水道事業又

は下水道事業に係る公共施設等運営権を設定した地方公共団体に対し、当該地方公共団

体に対して貸し付けられた当該事業に係る旧資金運用部資金の繰上償還を認めた上、繰

上償還に係る地方債の元金償還金以外の金銭（以下「補償金」という。）を免除する制

度（以下「本免除制度」という。）が設けられている。 

なお、改正概要によれば、地方公共団体金融機構資金についても、同様の措置を講ず

るように政府から要請するとされている。 

 

＜水道事業等に係る繰上償還の補償金免除＞ 

 

 

 

 

 

（改正概要から作成） 

 

改正法の詳細な内容は、以下のとおり。 

 

繰上償還の対象（以下「対象貸付金」という。）となるのは、（i）1997 年 1 月 31 日

までに地方公共団体に対して貸し付けられた旧資金運用部資金10又は 1997年 3月 31日

までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧公営企業金融公庫資金11であって、

（ii）年利 3％以上のもののうち、（iii）水道事業等12に係る公共施設等の建設、改修、維

持管理又は運営（以下「建設等」という。）に充てられた金額に相当するもの13である。 

また、本免除制度の適用を受けることができる地方公共団体は以下のとおりである。 

 

① 2017 年度までに水道事業等に係る公共施設等運営権に関する実施方針条例

（以下「水道事業等公共施設等運営権条例」という。）を定めており、これに

基づいて 2018 年度から 2020 年度までの間に水道事業等に係るコンセッショ

ン事業が開始された地方公共団体 
                               

10 資金運用部資金法等の一部を改正する法律 1条の規定による改正前の資金運用部資金法 6条 1項に規 
定する資金運用部資金をいう。 

11 地方公共団体金融機構法附則 9 条 1 項の規定による解散前の公営企業金融公庫の資金をいう。 
12 水道法による水道事業もしくは水道用水供給事業又は下水道法による公共下水道もしくは流域下水

道の用に供する施設に関する事業をいう。以下同じ。 
13 当該金額が明らかでないときは、当該公共施設等の建設等に要した費用その他の事情を考慮して内閣 

府令・総務省令・財務省令で定める基準により算定した金額とする。 

融資 

（地方債） 
財投特会 

（財政融資資金勘定） 

補償金 

免除 

繰上償還 

地方公共団体の 

水道事業・下水道事業 

コンセッション 

事業者 

運営権の設定 

運営権対価 
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② 2018 年度から 2021 年度までの間に水道事業等公共施設等運営権条例を定め

た地方公共団体 

 

これから本免除制度の利用を検討する多くの地方公共団体は上記②の適用を検討す

ることになると思われる。 

本免除制度の前提となるその他の繰上償還の要件は以下のとおりである。 

 

① 対象貸付金について繰上償還を行うとする旨の申出を行った地方公共団体の

水道事業等の経営健全化が特に必要であること。 

② 当該地方公共団体から水道事業等に係るコンセッション事業に関し政令で定

める事項を定めた計画が提出されていること。 

③ 上記②の計画の内容が当該地方公共団体の水道事業等の健全かつ効率的な運

営に相当程度資するものであると認められるものであること。 

 

上記の要件を全て満たす場合、政府は、政令で定めるところにより、（i）当該申出に

係る対象貸付金が旧資金運用部資金であるときは、限度額（附則 4 条 2 項に定められた

意味を有するものとする。以下同じ。）を限度として繰上償還に応ずるものとし、（ii）

当該申出に係る対象貸付金が旧公営企業金融公庫資金であるときは、地方公共団体金融

機構に対して限度額を限度として繰上償還に応ずるよう要請するものとされている（附

則 4 条 1 項）。 

政府は、かかる繰上償還に応ずるために必要な金銭として対象貸付金の元金償還金以

外の金銭を受領しないものとし（附則 4 条 3 項）、地方公共団体金融機構が政府の要請

により繰上償還に応ずる場合も同様とされる（附則 4 条 4 項）（補償金の免除）。 

上記のような補償金の免除制度については、従前から産業競争力会議等において財務

省等の関係省庁間で議論及び調整が行われていたものであり、今回、特に水道事業等の

コンセッション事業の促進策として提示されたものと考えられる。 

本免除制度の効果については、今後の検証等の結果を待たなければならないが、特に

水道事業のコンセッションについては、本免除制度だけでなく、水道法の改正も検討さ

れている。2017 年 3 月 7 日、地方公共団体が水道事業者等としての位置づけを維持し

つつ、厚生労働大臣等の許可を受けて、水道施設に関する公共施設等運営権を民間事業

者に設定することが可能になる仕組みの導入を含む水道法の一部を改正する法律案が

国会に提出されたが、審議に至らず、その後、同年 9 月 28 日に衆議院が解散し、廃案

となっている。同年 11 月 9 日の未来投資会議構造改革徹底推進会合で配布された厚生

労働省医薬・生活衛生局水道課作成の会議資料によると、今後、改正法案を国会に再提

し、早期の成立を目指すとされている。かかる水道法の改正を含む多面的な政策により、

今後、水道事業等においてコンセッション事業の導入が進むことが期待されている。 
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Ⅵ. 施行時期 

 
本改正法案は、成立した場合、公布の日から起算して 6 月を超えない範囲内において

政令で定める日から施行するとされ、本免除制度に係る附則 4 条及びその他の附則の改

正については、公布の日から起算して 3 月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行するとされている。 

 

Ⅶ. 結語 
 
本改正法案が成立し、施行された場合には、改正法に規定される諸制度が地方公共団

体におけるコンセッション事業の導入や民間事業者における同事業への参入に向けた

検討を後押しすることが期待される。特に水道及び下水道の分野については、水道法の

改正なども相まって、コンセッション事業及びその他の形態の PPP／PFI に関する今後

の動向が注目される。また、その他の分野についても、幅広い分野でのコンセッション

事業の具体化に向けた動きが見られるものと思われる。 

森・濱田松本法律事務所エネルギー・インフラストラクチャーPG では、これらの動

向をフォローするとともに、多くのコンセッション事業を含む PPP／PFI 案件に関与

した経験を生かし、PPP／PFI の活用を検討する関係者へのサポートを強化していく所

存である。 

 

 

文献情報 
 論文     「＜新春企画 企業法務 テーマ別 2018 年の展望＞エネルギー・環 

境 電力システム改革・パリ協定 今後の動向に注目」 

掲載誌   会社法務 A2Z No.128 2018 年 1 月号 

著者    市村 拓斗、木山 二郎 

 

 論文     「The Public‐Private Partnership Law Review 3rd Edition－Japan 

Chapter」 

掲載誌   The Public‐Private Partnership Law Review 3rd Edition 2017 年 3 月号 

著者    佐藤 正謙、岡谷 茂樹、末廣 裕亮 

 

 論文    「Annual Review Energy＆Utilities 2017」 

掲載誌   Financier Worldwide 2017 年 2 月号 

著者    石川 直樹 
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 論文    「ガス・電力自由化で相互参入・異業種提携に注目」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2017 年 1 月号 

著者    市村 拓斗、木山 二郎 

 

 論文      「連系線の利用ルール（後編）経過措置が焦点 PPA 見直しは必須」 

掲載誌   日経エネルギーNext 第 23 号 2016 年 11 月 20 日号 

著者    木山 二郎 

 

 論文     「連系線の利用ルール 先着優先を見直しオークション方式へ」 

掲載誌   日経エネルギーNext 第 22 号 2016 年 10 月 20 日号 

著者    木山 二郎 

 

 本      『Energy Fifth Edition』（2016 年 10 月刊） 

出版社   Global Legal Insights 

著者    小林 卓泰、岡谷 茂樹 

 

 論文     「自家発の調整力活用も市場の拡大に期待」 

掲載誌   月刊エネルギーフォーラム No.741 2016 年 9 月号 

著者    市村 拓斗 

 

NEWS 
 Chambers Global 2018 にて高い評価を得ました 

Chambers Global 2018 で、当事務所は日本における下記の分野で上位グループ 

にランキングされ、25 名の弁護士がその分野で日本を代表する弁護士に選ばれ 

ました。当事務所のバンコクオフィスおよびヤンゴンオフィスにおいても下記の 

分野で上位グループにランキングされ、各オフィスに所属する弁護士が下記の分 

野にて高い評価を得ております。 

 

なお、ヤンゴンオフィスは日本の法律事務所として唯一、GENERAL BUSINESS  

LAW：MYANMAR および GENERAL BUSINESS LAW：INTERNATIONAL FIRMS  

— MYANMAR の分野でランクインし、ヤンゴンオフィスの代表である武川 丈士 

が日本人として唯一 GENERAL BUSINESS LAW：INTERNATIONAL FIRMS —  

MYANMAR にランクインしております。 

 

詳細は Chambers のウェブサイトに掲載されております。 

 

 

 



 

 

 
 

ENERGY & INFRASTRUCTURE BULLETIN 
 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2018 Mori Hamada ＆ Matsumoto. All rights reserved. 

 12 
 

JAPAN 

・Banking＆Finance：Domestic（Band 1） 

・Capital Markets：Domestic（Band 1） 

・Capital Markets：Domestic Securitisation＆Derivatives（Band 1） 

・Corporate／M＆A：Domestic（Band 1） 

・Corporate／M＆A（Foreign Expertise）：China 

・Dispute Resolution：Domestic（Band 2） 

・Intellectual Property：Domestic（Band 2） 

 

MYANMAR 

・General Business Law（Band 4） 

・General Business Law：International Firms（Band 3） 

 

THAILAND（Chandler MHM Limited） 

・Banking＆Finance（Band 2）) 

・Corporate／M＆A （Band 2） 

・Projects＆Energy（Band 1）  

 

＜弁護士＞ 

JAPAN 

・Banking＆Finance：Domestic 

 Leading Individual：桑原 聡子、佐藤 正謙、小林 卓泰、青山 大樹 

・Banking＆Finance：Domestic Firms：Financial Services Regulation 

Leading Individual：石黒 徹 

・Capital Markets：Domestic 

Leading Individual：石黒 徹、鈴木 克昌、尾本 太郎 

・Capital Markets：Domestic：Securitisation＆Derivatives 

Leading Individual：佐藤 正謙、江平 享 

・Capital Markets：J-REITs 

Leading Individual：藤津 康彦、尾本 太郎 

・Corporate／M＆A：Domestic 

Leading Individual：菊地 伸、桑原 聡子、棚橋 元、土屋 智弘、石綿 学、大石  

篤史、松村 祐土、紀平 貴之、小島 義博 

・Corporate／M＆A（Foreign Expertise）－Japan：China 

Leading Individual：射手矢 好雄、石本 茂彦、康 石 

・Dispute Resolution：Domestic 

Leading Individual：関戸 麦 
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・Dispute Resolution：Aritration（Foreign Expertise）－Japan：China 

Leading Individual：射手矢 好雄 

・Intellectual Property：Domestic 

Leading Individual：三好 豊 

・Intellectual Property（Foreign Expertise）－Japan：China 

Leading Individual：小野寺 良文 

 

CHINA 

・Corporate／M＆A（International Firms）（Expertise Based Abroad）– China： 

JapanLeading Individual：射手矢 好雄、康 石 

・Intellectual Property（International Firms）（Expertise Based Abroad）– China： 

JapanLeading Individual：小野寺 良文 

 

MYANMAR 

・General Business Law 

 Leading Individual：ウィン・ナイン 

・General Business Law：International Firms 

Recognised Practitioner：武川 丈士 

・General Business Law：International Firms （Expertise Based Abroad） 

Leading Individual：アルバート・チャンドラー（Thailand, Chandler MHM  

Limited） 

 

THAILAND（Chandler MHM Limited） 

・Banking＆Finance 

Leading Individual：アルバート・チャンドラー、ジェッサダー・サワッディポン 

Recognised Practitioner：ジョセフ・ティスティウォン 

・Corporate／M＆A 

Leading Individual：ラッタナ・プーンソムバットラート 

・Projects＆Energy 

Leading Individual：アルバート・チャンドラー、ジェッサダー・サワッディ 

ポン、ジョセフ・ティスティウォン 

Recognised Practitioner：ラッタナ・プーンソムバットラート 

 

 Chambers Asia-Pacific Awards 2018 において Shortlisted law firms に選ばれました 

Chambers Asia-Pacific Awards 2018 において、当事務所は Japan（Domestic law  

Advisers）分野において Shortlisted law firms に選ばれました 
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 新人弁護士（41 名）が入所しました 

 

 パートナー及びオブ・カウンセル就任のお知らせ  

本年 1 月 1 日付にて、下記の 12 名の弁護士がパートナーに就任いたしました。 

 

【パートナー】 

加賀美 有人、大室 幸子、金丸 祐子、末廣 裕亮、園田 観希央、竹内 哲、東 陽

介、本間 隆浩、村上 祐亮、山内 洋嗣、李 政潤、河島 勇太 

 

また、同日付で 7 名の弁護士がオブ・カウンセルに就任いたしました。 

 

【オブ・カウンセル】 

佐藤 貴哉、田井中 克之、田中 浩之、藤田 知也、市村 拓斗、石田 幹人、金丸 

由美 

 

新パートナーの末廣裕亮は、エネルギー分野のプロジェクトファイナンス案件に

関する豊富な経験を有するほか、バンキング取引、債権法改正、FinTech に関す

る相談も取り扱っております。 

 

新パートナーの村上祐亮は、プロジェクトファイナンス案件（エネルギー及びイ

ンフラ・PPP／PFI 分野）において豊富な経験を有しているほか、クロスボーダ

ー案件にも多数関与しております。 

 

新オブ・カウンセルの市村拓斗は、電力・ガス事業分野において卓越した知見を

有し、エネルギー分野に関する業務を幅広く取り扱っております。 

 

今後ともクライアントの皆様により良いリーガル・サービスを提供するため、

日々研鑽に努めて参ります。引き続きご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いいたし

ます。 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


