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特定事業「木更津市庁舎整備事業」の選定について 

平成 25年 12月 20日 

 

第1  事業概要 

1 事業の概要 

(1) 事業名称 

木更津市庁舎整備事業 

(2) 公共施設等の管理者の名称 

木更津市長 水越 勇雄  

(3) 事業の目的  

現在の本庁舎は、昭和 47年に建設され、40年以上が経過し、耐震性能不足の問題があり、

更に老朽化や狭隘化による機能分散、高度情報化への対応、バリアフリー対応等において市

民サービスや行政効率の低下を招いている。 

この状況を鑑み、市では庁舎整備検討委員会を発足し、平成２５年４月に「庁舎整備基本

構想」を策定し、建替えに向けた具体的な構想をまとめた。更に、同年１０月に新庁舎設計

の指針となる「庁舎整備基本計画」を策定した。 

整備にあたっては、ＰＦＩ法に基づく事業として実施する。設計・建設及び維持管理・運

営を一体的に実施することにより、民間事業者の創意工夫の発揮によって公共サービスの質

の向上と財政負担の縮減がより一層期待されるところである。 

(4) 事業方式 

選定事業者が木更津市庁舎（以下「本施設」という。）の設計・建設を行った後、市に所

有権を移転し、事業期間終了までの間、本施設の維持管理・運営を行うＢＴＯ（Build 

Transfer Operate）方式とする。 

(5) 事業期間 

本事業の事業期間は、事業契約締結日の翌日から平成４４年３月末日までとする。 

設計・建設期間 

事業契約締結日の翌日～平成２９年９月３０日 

うち、既存施設の解体・駐車場整備期間 

平成２８年１２月１日～平成２９年９月３０日 

維持管理・運営期間 平成２８年１０月１日～平成４４年３月３１日 

 

(6) 事業範囲  

選定事業者が行う本事業の業務範囲は次のとおりである。 
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① 資金調達業務 

② 設計・建設段階 

ア 設計に関する業務 

(ｱ) 事前調査業務 

(ｲ) 設計（基本設計・実施設計）及び関連業務 

(ｳ) 各種申請業務 

イ 建設に関する業務 

(ｱ) 施工及び関連業務 

(ｲ) 各種申請に関する業務 

(ｳ) 什器・備品設置業務 

ウ 既存施設の解体及び撤去工事に関する業務 

(ｱ) 解体設計業務 

(ｲ) 解体及び撤去工事業務 

エ 駐車場・外構整備に関する業務 

オ 工事監理業務 

③ 維持管理・運営段階 

ア 維持管理業務 

(ｱ) 建築物保守管理業務 

(ｲ) 建築設備保守管理業務 

(ｳ) 駐車場・駐輪場保守管理業務 

(ｴ) 外構施設保守管理業務 

(ｵ) 植栽管理業務 

(ｶ) 清掃業務 

(ｷ) 環境衛生管理業務 

(ｸ) 安全管理業務 

(ｹ) 什器・備品管理業務 

(ｺ) 修繕･更新業務 

イ 運営業務 

(ｱ) 受付業務 

(ｲ) 電話交換業務 

(ｳ) 公用車運行管理業務 

ウ 付帯事業 

(ｱ) 食堂及びカフェ運営業務 

(ｲ) 売店運営業務 

(ｳ) 自動販売機運営業務 

(ｴ) その他選定事業者による提案事業 
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2  施設の概要 

(1) 立地条件 

項目 内容 

所在 木更津市潮見一丁目１番地 

敷地所有者 木更津市 

敷地面積 23,491.83㎡ 

区域 都市計画区域 

用途地域 準工業区域 

建蔽率／容積率 60％ ／ 200％ 

防火区域 なし 

前面道路 北側および東側：幅員約８ｍ 南側：約２５ｍ 

日影規制 なし 

高度地区 なし 

海抜 約３．１ｍ ＊東京湾の平均海面を海抜０ｍとする。 

高さ制限 ４５ｍ 

 

(2) 施設構成 

本施設の構成は次のとおりである。 

対象施設 部・課、内容等 

庁舎施設 

(市役所） 

延床面積： 

約 18,000㎡ 

総務部 秘書課、総務行革課、職員課、管財課 

企画部 企画課、情報政策課、みなと再生推進課、産業立地課 

財務部 財政課、市民税課、資産税課、収税対策室 

市民部 市民課、保険年金課、市民生活課、健康推進課 

福祉部 社会福祉課、障害福祉課、高齢者福祉課、児童家庭課 

環境部 生活環境課、廃棄物対策課 

経済部 農林水産課、商工観光課 

都市整備部 
都市政策課、市街地整備課、建築住宅課、 

下水道推進課、土木管理課、土木課、営繕課 

会計室 会計室 

市議会 市議会事務局 ※議場を含む。 

監査委員 監査委員事務局 

農業委員会 農業委員会事務局 

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 

教育部 
教育総務課、施設課、学校教育課、生涯学習課、 

文化課、体育課、まなび支援センター 

外構・その他 駐車スペース、駐輪スペース、多目的スペース、車庫棟等 
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第2  市が直接事業を実施する場合とＰＦＩで実施する場合の評価 

1 市の財政支出見込額による定量的評価 

(1) 市の財政支出額算定の前提条件 

本事業を市が直接実施する場合及びＰＦＩ事業として実施する場合の財政支出額の算定に

当たり、設定した主な前提条件は次の表のとおりである。 

なお、これらの前提条件は、市が独自に設定したものであり、実際の事業者の提案内容を制

約するものではない。 

ア 事業費などの算出方法 

項目 
ＰＳＣの 

費用の項目 

ＰＦＩ－ＬＣＣ 

の費用の項目 
算出根拠 

①施設整備費

の算出方法 

解体撤去費 

基本設計費 

実施設計費 

建設工事費 

駐車場・外構整備費 

工事監理費 

備品設置費 

その他 

解体撤去費 

基本設計費 

実施設計費 

建設工事費 

駐車場・外構整備費 

工事監理費 

備品設置費 

建中金利 

その他 

・ＰＳＣの費用は概略の施設

基本計画を策定し、同規模･

同用途の事業における実績

値等を勘案して算定。 

・ＰＦＩ－ＬＣＣの費用は市

自らが実施する場合に比べ

一定割合の縮減が実現する

ものとして設定。 

②維持管理業

務にかかる

費用の算出

方法 

法定点検費 

保安費 

経常的修繕費 等 

法定点検費 

保安費 

経常的修繕費 等 

・ＰＳＣの費用は予防保全に

よる施設維持管理を前提と

して、同規模･同用途の事業

における実績値、市の委託

実績等を勘案して算定。 

・ＰＦＩ－ＬＣＣの費用は市

自らが実施する場合に比べ

一定割合の縮減が実現する

ものとして設定。 

③運営費 人件費 

委託費 

人件費 

委託費 

ＳＰＣ経費等 

・ＰＳＣの人件費は運営業務

に必要な人数、時間に基づ

き積算。 

・ＰＳＣの委託費は市の委託

実績等を勘案して算定。 

・ＰＦＩ－ＬＣＣの費用は市自

らが実施する場合に比べ一

定割合の縮減が実現するも

のとして設定。 
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項目 
ＰＳＣの 

費用の項目 

ＰＦＩ－ＬＣＣ 

の費用の項目 
算出根拠 

④資金調達に

かかる費用

の算出方法 

起債（年利 2.0%、償還期

間 25年、うち据置 3年）:

施設整備費の 70% 

一般財源（基金充当を含

む）：施設整備費の 30% 

建設一時払金 

 ・起債（年利 2.0%、償

還期間 25 年、うち

据置 3 年）：3,000

百万円 

 ・一般財源（基金充当

を含む）：1,000百万

円 

施設整備費対価 

 ・割賦元本 

 ・割賦金利 

・ＰＦＩ－ＬＣＣの場合は施

設完工時、施設整備費対価

として一定額の建設一時払

金を起債及び一般財源にて

調達の上支払い、建設一時

払金を除く金額を割賦とし

て支払う。 

⑤その他の費

用 

 アドバイザー費 

モニタリング費等 

事業者収益、市税収入等 

・ＰＳＣについては、モニタ

リング費等として、管理監

督に係る費用を計上。 

・ＰＦＩ－ＬＣＣについては、

ＰＦＩ事業実施に係るアド

バイザー費、モニタリング

費、ＳＰＣの収益などを計

上。 

 

イ ＶＦＭ検討の前提条件 

項目 値 算出根拠 

①割引率 2.59％ 
・直近 10年間の 10 年物の国債表面利率及び GDPデフレ

ーターを勘案して設定 

②物価上昇率 － ・物価変動しない場合のＶＦＭが算定対象 

③リスク調整値 － 
・公表に際しての十分なデータが収集できないことから、

リスク移転については定性的効果として認識 

(2)  算定方法及び評価の結果 

上記の前提条件を基に、市が自ら実施する場合の市の財政負担額とＰＦＩ事業として実施す

る場合の市の財政負担額を事業期間中にわたり年度別に算出し、現在価値換算額で比較した。

この結果、本事業を市が自ら実施する場合に比べ、ＰＦＩ事業として実施する場合を比較する

と、次の表の通りである。 

 

 財政支出の比較 

市が直接実施する場合 １００ 

ＰＦＩ事業として実施する場合 ９０．５５ 
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2 本事業をＰＦＩ事業として実施することについての定性的評価 

(1) 施設整備と維持管理・運営の効率化 

市庁舎の設計、施工を民間事業者に一括して性能発注することにより、民間事業者による包

括的な創意工夫の発揮が期待でき、より効率的かつ機能的な施設整備が期待できる。 

 

(2) 民間のノウハウ活用によるサービス水準の向上 

本事業の施設整備について、民間事業者が有する維持管理の観点等からのＬＣＣ縮減やきめ

細かい施設整備に関するノウハウ等が活用されることにより、サービス水準の向上効果が期待

できる。 

 

(3) リスク分担の明確化とリスク管理の最適化 

事業開始前からリスクの分担を明確にすることにより、事業全体におけるリスク管理の最適

化が図られ、リスク発生の抑制、リスク発生時の損失拡大の抑制等の効果が見込まれる。 

 

3 総合的評価 

本事業は、ＰＦＩ事業として実施することにより、市が直接実施する場合に比べ、事業期間

全体を通じた市の財政支出額について、約９．４５％の縮減を期待することができるとともに、

公共サービスの水準の向上、市の財政資金の効果的かつ効率的な活用も期待することができる。 

したがって、本事業をＰＦＩ事業として実施することが適当であると認められるため、ＰＦ

Ｉ法第７条に基づく特定事業として選定する。 

 


