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木更津市 PPP（官民連携手法）導入指針の構成について 

本指針の構成については、次のとおりです。 

第 1 部 PPP（官民連携手法）導入指針 

第 2 部 PFI の導入に係る基本方針 

第 3 部 指定管理者制度の導入に係る基本方針（平成１7 年 6 月策定） 

資料編 ・用語集 

・PPP 導入に向けた庁内検討会における取り組み状況 

・PPP 導入に向けた庁内検討会委員名簿 

※第１部、第２部の目次は、各部別に記載してあります。 

※PPP 手法の一つであります指定管理者制度については、本市における導入の 

基本的な考え方が、平成 17 年 6 月策定された「指定管理者制度の導入に係る 

基本方針」において示されているため、第 3 部として組み入れました。



はじめに 

今、地方に大きな風が吹いています。明治以来「国が決めて地方が従う」と 

いう中央集権の風から、「自分たちの地域のことは自分たちで決める」という自 

治・分権への風であります。地方自治体がそれぞれの地域の個性を活かした取 

り組みを競い合いながら、特色ある独自のまちづくりを進めています。まさに 

地域のアイデンティティ(独自性)を新たに構築していくことで、地域からの新し 

い風を起こしていく自主・自立への時代となりつつあります。 

この大きな転換期に、本市では、一部停滞感が漂うなか、元気なまちづくり 

に向けた風をいち早く起こしていくことが重要となっています。 

私は、地域を経営するという発想から、民間等の資金やノウハウを活用した 

手法を導入し、地域活力溢れるまちづくりを進める政策（マニフェスト）を掲 

げました。 

このたび本市の厳しい財政状況の中で、多様化・高度化する市民ニーズに的 

確に対応し、市民の皆さんから、より満足の得られる公共サービスの提供を目 

指す新たなシステムとして、多くの自治体の先陣を切って、PPP（パブリック・ 

プライベート・パートナーシップ：官民連携手法）導入指針を策定いたしまし 

た。

本指針は、地域に根ざした民力(市民・自治会・NPO・企業等)と行政が相互に 

連携し、本市に必要な公共サービスを効率的・効果的に提供することにより、 

本市の個性を活かした豊かで活力あるまちづくりをさらに進めるものです。 

また、民力の積極的な導入を基本とした公共サービスの提供のあり方や検討 

を進めるための方向性を示すため、ＰＦＩの導入に係る基本方針もあわせて策 

定いたしました。 

今後、官民協働に基づく活力あるまちづくりへの実践につながるよう、皆様 

方のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

平成 18年 6 月 

木 更 津 市 長



 



第１部 

PPP（官民連携手法）導入指針
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第１章 PPP(官民連携手法)導入指針策定の 

基本的な考え方 

第 1 節 策定の趣旨 

木更津市は、南房総において海上、陸上における特色ある交通結節機能を有 

し、物流機能、商業機能を中心に、多くの来訪者により賑わいある街が形成さ 

れ、特に商業空間を中心として市民、企業の様々な活動が活発に行われるなど、 

自ら地域を創造してきたという歴史と自信に満ちた都市として栄えてきました。 

しかしながら、右肩上がりの経済成長の時代が終わり、国や地方自治体も同 

様に未曾有の財政危機を迎えようとしています。本市においても例外ではあり 

ません。 

一方、少子高齢化・人口減少時代の到来や、高度情報化の進展、地球環境問 

題の深刻化、男女共同参画社会の形成など、市民ニーズ※は多様化・高度化し、 

これまでの公共サービス※（行政が何らかの形で関与するサービス）の領域はま 

すます拡大していくことが予想されます。 

このため、本市においては、地方分権型社会へ移行する中、厳しい財政状況 

を乗り越え、市民の満足が得られる公共サービスの実現に向けた新たなシステ 

ムをスタートしていく転換期を迎えようとしています。 

このような中、近年、PFI※や指定管理者制度※などの民活手法が導入されると 

ともに、平成１6年 5月に策定された「規制改革・民間開放推進のための基本方 

針」 （平成 17年 5月一部改正）においては、官民の役割について再設計を行い、 

民間事業者の創意工夫を通じた効率的かつ地域ニーズに応えたサービスの実施 

が図れるよう「市場化テスト※（官民競争入札制度） 」の本格的導入に向け､法的 

枠組みも含めた整備を検討するとしており、これまで以上に民間活力導入の推 

進が加速されようとしています。 

地域においては、環境や健康を重視したライフスタイルなど、心の豊かさを 

求める価値観が一層高まりつつあり、自治会等地縁団体やボランティア、NPO※ 

活動を通じ自らが暮らす地域への活動に生き甲斐を見出す人々も増えてきてい 

ます。
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また、企業戦略の一環として、環境保護活動やキャンペーン活動を通じ、社 

会貢献をアピールする活動や、官から民への動きのなかで、公共サービスの提 

供を新たなビジネスチャンスとして捉え､参入を希望し積極的に取り組みたい 

と考える企業も増えています。 

本市では、このような多様な主体を公共サービスの担い手としてとらえ、こ 

れまで行政主導により提供してきた公共サービスの領域を、有効性や効率性の 

観点から見直し、官民連携による役割分担と責任に基づき公共サービスを提供 

する新たな手法「PPP(パブリック・プライベート・パートナーシップ) ※」(官 

民連携手法)の導入に向けた基本的な考え方を示すこととします。 

なお、本指針は、今後、国等における民間活力の動向や、様々な取り組み状 

況等を踏まえて、必要に応じて内容を改善し、充実を図っていくものです。
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第２節 指針の枠組み 

本指針は、公共サービスの提供に伴う様々な PPP(官民連携手法)の導入に関す 

る基本的な考え方を示すものとします。 

なお、 PFI については、 国等において導入に向けた環境が整備されているため、 

これらを踏まえた具体的な手順や取り組み体制を、「PFI の導入に係る基本方針」 

（第 2部）として明らかにしています。 
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行政の直接の実施が求められるものに対する手法となります。逆に関与度が小さいほど、民間の資源や経営・技術的能力 
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第３節 指針の性格・位置付け 

本指針は、将来都市像の実現に向けた「木更津市基本構想」及び「木更津市 

第２次総合３か年プラン」におけるまちづくりの方向性や様々な施策・事業に 

ついて、新たな官民連携手法である PPP 導入を検討することにより、民間の経 

営資源を幅広く取り入れ、市民の満足が得られるようなサービスを目指すこと 

とし、木更津市第 2次総合 3か年プランに位置付けています。 

また、本指針は、「木更津市行財政改革 5か年プラン（改訂版）」における「PPP 

（官民連携手法）による公共サービスの提供」の推進にあたっての基本的な考 

え方を示し、これら取り組みを支援します。 

PPP(官民連携手法)導入指針の位置付け 

木更津市第2次総合3か年プラン 

PPP(官民連携手法）導入指針 

木更津市行 
財政改革5 
か年プラン 
（改訂版） 

● PPP(官 

民連携手 
法）による 

公共サービ 

スの提供 

木更津市基本構想 
人にやさしく、環境と調和し、誇りに満ちた創造のまち きさらづ 

(東京湾新時代の要となる交流・連携都市） 

木更津市第2次総合3か年プラン 

PPP(官民連携手法）導入指針 

木更津市行 
財政改革5 
か年プラン 
（改訂版） 

● PPP(官 

民連携手 
法）による 

公共サービ 

スの提供 

木更津市基本構想 
人にやさしく、環境と調和し、誇りに満ちた創造のまち きさらづ 

(東京湾新時代の要となる交流・連携都市）
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第２章 PPP の概要 

第 1 節 PPP とは 

PPP（Public Private Partnership パブリック プライベート パートナー 

シップ）とは、これまでの行政主体による公共サービスを、誰が最も有効的で 

効率的なサービスの担い手になり得るのかとの観点から、行政と多様な構成主 

体との連携により提供していく新たな考え方であり、民間委託(アウトソーシン 

グ・公設民営)、PFI、指定管理者制度、民営化などの事業手法とともに、地域 

協働、産学官連携などを含めた官民連携手法の総称です。 

この場合の多様な構成主体とは、市民・自治会・各種団体・NPO・企業等を指 

し、これらをあわせて「民」とします。 

第２節 PPP の基本概念 

PPP の基本概念は、効率化を重視する行政経営の観点に、地域における人材・ 

モノ・資金・情報などの経営資源を有効に活用し、地域全体の効用を高める地 

域経営の観点を取り入れ、官と民との経営資源を最も適切にネットワーク化し 

公共サービスを提供することです。 

よって、PPP の導入により、これまでサービスの受け手であった多様な主体が 

提供する側へ参画することから、より満足度の高い市民サービスの提供やトー 

タルコストの縮減が期待されるとともに、民の活力の発揮や地域協働の推進に 

より公共サービスの領域を活発化させることで、豊かな活力ある地域づくりを 

目指すものです。 

第３節 PPP の性格 

PPP の導入にあたっては、これまでのように公共サービスの担い手を行政に限 

定せず、市民・自治会・各種団体・NPO・企業等の多様な主体も含めて認識し、 

相互に新たな関係を形成していくことが求められます。 

このため、PPP の性格として、次の 2点を常に意識し導入に向けた取り組みを 

進めていくことが重要となります。
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（１）民間の思考や発想を持つこと 

「民にできるものは、できるだけ民に」を基本的な考え方とし、新たな視点 

により、行政の経営資源を「民」の観点から見直し、「民」の経営資源を積極的 

に活用できるような思考や発想を持つことが必要です。 

（２）新たなネットワークガバナンスの形成 

公共サービスの提供にあたっては、連携主体をこれまでの既成概念や経験則 

で固定化するのではなく、ネットワークのなかで必要とされる機能により柔軟 

に認識し、相互関係で新たなガバナンス※（公共サービス提供者としての統治： 

公共性の担保）を形成することが必要です。 

公共サービスの提供 

PPP 
（官民連携手法） 

導入指針 

PPP(官民連携手法）導入概念 

企 業 市民・自治会・NPO等 

行 政 

公共サービスの提供 

PPP 
（官民連携手法） 

導入指針 

PPP(官民連携手法）導入概念 

企 業 市民・自治会・NPO等 

行 政



- 7 - 

第４節 海外及び日本における PPP 導入の取り組み 

（１）海外における取り組み 

財政状況の逼迫化等を先行的に経験している欧米諸国では、かねてから、行 

政部門の効率化等を図るべく、従来行政が独占していた公共部門に PFI 等によ 

り民間主体の活用が進められてきました。また、こうした経験をベースに、行 

政部門の効率化・活性化を目指すための理論として、ニュー・パブリック・マ 

ネジメント（以下 NPM※）が形成されてきました。 

NPM は、民間企業で活用されている経営手法を可能な限り公共部門へ活用する 

ことで、公共部門のマネジメント※の革新を図ろうとするものです。業績・成果 

によるマネジメント、顧客主義への転換、組織のフラット化、市場メカニズム 

の活用が重要な柱とされています。 

① イギリスにおける取り組み 

イギリスでは、サッチャー政権時代、1970 年代の後半の財政赤字や行政組織 

の肥大化、経済状況を打開するため、「民にできるものは、できるだけ民に」の 

方針に基づき、 80 年代に国有・公営企業の民営化を推進しました。 1988 年には、 

地方自治体のごみ収集や清掃、公用車管理、給食などの業務で、地方自治体と 

民間の両者の入札を義務付ける「強制競争入札」が導入されました。この仕組 

みを、日本では「市場化テスト（官民競争入札制度） 」と呼んでいます。 

さらに､1992 年には、行政は公共サービスの計画立案や監視などを担い､その 

実施はできるだけ民間に任せるという「PFI」の考え方が打ち出され、1994 年に 

は、原則すべての公共サービス事業に PFI 適用の検討が義務化されました。 

1997 年に誕生したブレア政権は､サッチャー政権以降の取り組みであった民 

間化政策の検証に基づき、コストに対し最も価値のあるサービス提供を目指す 

「Value for Money 」（VFM※）の視点のみではなく、有効性の向上、すなわち市 

民や地域にとって最も価値のあるサービスを提供し、市民や地域の効用や満足 

度の向上を目指すことの重要性を改めて認識し政策として取り入れるようにな 

りました。この考え方を、「Best Value※」といい、顧客である市民のニーズを 

把握することが大前提となることから、従来の行政と民間企業による連携にと 

どまらず、NPO・住民等も含めた連携を尊重する考え方が生まれ、PPP という概 

念が誕生し注目されるようになってきました。
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現在では、ハード事業のほか、教育、医療サービスなどのソフト事業や、徴 

税などの事務についても PPP が導入されています。 

② フランスにおける取り組み 

フランスでは、伝統的に「公共サービスのレベル設定及び最終的供給責任は 

政府の役割としつつ、提供主体は可能な限り民間に委ねる」との原則がありま 

す。

この中で､行政事業の権利を民間に委託するというコンセッション※なる概念 

があり､上下水道、廃棄物の収集・処理、駐車場、学校給食､プール、火葬場な 

ど幅広い範囲で行政サービスを民間に委ねています。 

③ ドイツにおける取り組み 

ドイツでは、行政財産※の概念が存在し、制度上民間に委ねることは簡単には 

できないこととされています。したがって、民営化を中心に取り組みが進めら 

れていますが、 PPP の官民連携による公共サービスの提供という考え方も徐々に 

浸透しつつあります。
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（２）日本における取り組み 

日本では、平成 11 年、国や地方自治体の財政悪化を受けて、「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）※」が成立し、平 

成 12 年、「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」が策定されました。 

その後、PFI 推進の環境整備を進めるため、PFI 法の一部改正（最終改正 平 

成 17 年 8 月 15 日）を行うとともに、次の 5 つのガイドラインが策定されまし 

た。

・PFI 事業実施プロセス※に関するガイドライン 

・PFI 事業におけるリスク分担等※に関するガイドライン 

・VFM(Value For Money)に関するガイドライン 

・契約に関するガイドライン 

・モニタリング※に関するガイドライン 

平成14年5月、経済産業省と経済産業研究所が設置した日本版PPP研究会が、 

PFI に加え、公共サービスの民間委託（アウトソーシング・公設民営）や民営化 

などを含む PPP の推進を提言しました。 

平成 15 年 6 月、 地方自治法の一部改正により、企業や NPO 等が公共施設を 

管理できる「指定管理者制度」が導入されました。 

平成 16年 5 月、経済社会の構造改革を進める観点から、内閣に「規制改革・ 

民間開放推進本部」が設置され、「規制改革・民間開放推進のための基本方針」 

が策定されました。平成 17年 5 月に一部改定されています。 

「規制改革・民間開放推進のための基本方針」の概要 

雇用創出と活力ある経済社会の実現を図るとともに、消費者・利用者の選択 

肢の拡大を通じた質の高い多様なサービスを享受できる豊かな国民生活を目指 

す上で、規制改革や行政関与の強い官製市場※及び行政サービスの民間開放の推 

進は重要な課題であるとし、次の 5つを基本的な考え方としています。 

１．官民の役割について再設計を行いつつ、民間事業者の創意工夫を通じた効 

率的かつ地域ニーズに応えたサービスの実施が図れるよう行政サービスの民 

間開放等を図るための制度改革を行う。
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このため、「市場化テスト(官民競争入札制度)」の本格的導入に向け、法的 

枠組み（「市場化テスト法（仮称）」 ） も含めた制度の整備を検討するとともに、 

モデル事業を試行的に実施する。 

２．少子高齢化社会の到来や生活者意識の向上へ対応を図るため、医療、福祉・ 

保育、教育等、いわゆる官製市場の分野において、良質かつ多様なサービス 

の供給が可能となるための制度改革を行う。 

３．情報化等の進展の中で、新たな産業や事業の創造を図るための制度の見直 

しや、投資の促進を図るための制度改革を行う。 

４．構造改革特区※が規制改革の突破口としての役割を今後とも果たしていくと 

ともに、特区を通じて地域活性化の動きが活発化してきている中で、地域の 

持つ様々な資源を知恵と工夫により有効活用し、個性ある地域の発展を形成 

する「地域再生」のための制度改革を行う。また、豊かで快適な活力ある都 

市を形成するための都市再生への取組みを行う。 

５．アジア諸国等との自由貿易協定を含む経済連携を推進するための人・モノ・ 

資金等の流動促進のための改革とあわせ、対日直接投資の拡大や観光立国に 

向けた整備を図るための制度改革を行う。 

現在、先進自治体などでは、PFI や指定管理者制度などハードを中心に PPP が 

進められていますが、今後は、内部事務等における包括委託（ビジネス・プロ 

セス・アウトソーシング等）やアウトソーシング、観光や広報等に係るサービ 

ス、自治会等との協働事業や産学官連携事業※などソフト中心の PPP の普及が期 

待されております。
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第５節 PPP の主な事業類型 

形 態 手 法 手 法 の 概 要 

直営型 
多様な雇用形態 

の活用 

臨時職員では一定の事務効率を得るようになった人材を長期雇 
用できないため、長期雇用が可能な非常勤一般職員や嘱託職員 
等、新たな職を制度化し活用の拡大を図る。また、同様のスキル 
※を持つ人材を有する民間主体からの人材派遣により、事務効率 
の改善を図る。 

業務委託 
行政が直営で行う業務について、その一部の専門的技術を要する 
業務や事務量の集中する業務を民間主体に委託する。民間の資源 
や能力を活用し、事務効率の改善やコスト削減等を図る。 

施設管理 

を対象に 

含まない 

場合 包括委託 
事務事業に係る一連の業務を包括して民間主体に委託する。包括 
して委託することにより、人材やスペースの有効活用、運用・維 
持コストの削減、高度な民間ノウハウの活用を図る。 

指定管理者制度 

公の施設※において、法人その他の団体の中から行政が指定する 
者（指定管理者）に公の施設の管理運営を委ねる。制度の導入に 
より運用・維持コストの削減、サービスの質の向上、高度な民間 
ノウハウの活用を図る。また指定管理者には使用申請に対する許 
可権限を与えることもできる。 既設 

貸与 

行政の所有する施設（普通財産）等を、有償又は無償で民間主体 
に貸与し、その民間主体が当該施設等を活用した事業運営、サー 
ビスの提供を行うことで、財政負担を軽減しつつサービスの確保 
及び質の向上を図る。 

民設公営 
民間主体が施設の建設等を行い、行政が管理運営を行う。民間主 
体から行政に施設等を譲渡する方式、行政が民間主体から施設等 
を借用する方式等がある。 

※
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
型
 

施
設
管
理
を
対
象
に
含
む
場
合
 

新設 

・ 

更新 ＰＦＩ 

公共施設等の整備について、行政と民間主体が契約を結び、適切 
なリスク分担のもと、設計、建設から維持管理、運営等に至るま 
での全部又は一部に、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活 
用して、より効率的、効果的なサービスの提供を図る。 

事業提携 

行政と民間主体が互いの立場や特性を十分に認識して尊重し合 
い、各々が持つ資源やノウハウを生かした役割・経費・責任の分 
担を行いサービス提供・施設管理を行う。アドプト制度※（里親 
制度とも呼ばれ、市民団体が自治体と協働※して道路や公園等の 
公共施設の美化運動を行う活動を制度化したもの。アドプトは養 
子等を意味する。 ）等がある。 

地域協働 

・ 

連携型 

補助・助成 

行政が直接的には行政サービスの提供を担わないが、民間主体の 
行う公共サービスの提供に対して、一定の要件・期間等を設定し、 
活動に必要な情報提供・財政的支援・場や資機材の提供・共催後 
援等の支援を行う。 

民設民営 

民間主体が施設の建設・所有・管理運営を行う。行政と民間の共 
同出資による第三セクター※が施設等の建設・所有・管理運営と 
も行う方式、施設を管理運営する民間主体に対し一定の要件のも 
とに行政が支援を行う方式等がある。 

民営化 民間譲渡 

行政が所有する施設等を民間主体に譲渡し、それに伴い事業運営 
も民間主体に移管する。譲渡した対価は無償又は金銭・株式によ 
り取得する。 
対象としては、法令等の改正や市民ニーズの変化により行政自ら 
が提供主体となる必要性がなくなっているもの又は薄れてしま 
っているもの、若しくは、地域において民間市場が形成され既に 
成熟しており、行政がサービス提供主体から撤退しても市民に対 
する十分なサービスが維持確保されるもの等。 

※第１章第２節「PPP の概念図」を参照 

※行政の関与度とは、公共サービスの提供にかかる行政の関与の大きさを表します。関与度が大きいほど 

行政の関わりが求められる手法となります。反対に関与度が小さいほど、民間の資源や経営・技術的能 

力等の活用がより可能な手法となります。 

大

行

政

の

関

与

度

小
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第３章 本市における民間活力推進の現状・課題 

PPP は、公共サービス提供における官民連携手法の総称ですが、このうち、本 

市がこれまで民間活力の推進として取り組んできた民間委託や指定管理者制度 

導入等の現状を明らかにするとともに、その課題を、これらの取り組み状況や、 

庁内検討会で実施したヒアリング調査から整理しました。 

本整理を踏まえ、今後の方向性について検討するものとします。 

ヒアリング調査は、現状の事務事業から PPP 導入検討により効果が期待され 

るものを抽出し、 PPP 導入に伴う課題、阻害要因、必要な基盤整備等を担当課へ、 

また、官民連携にあたっての民側の課題等を把握するため民間事業者へそれぞ 

れヒアリングしたものです。 

第 1 節 本市における取り組み状況 

１）民間委託 (アウトソーシング・公設民営等) 

平成 16年度決算ベース（一般会計予算の委託費）における現状です。 

委託事業の性質別分類によると、半数が施設の維持管理に係る事業であり、 

次いで資格・専門的ノウハウを必要とするものとなっています。事業規模によ 

る分類からは、 100万円未満の比較的小規模な委託事業が約6割を占めています。 

委託先の分類によると、民間企業が80％強、商工会議所等の公共的団体が10％、 

自治会や任意団体が５％となっています。また、NPO が受託先となる事業は存在 

しませんでした。 

１ 委託事業の性質別分類（単位：件・％） 

事 業 内 容 件 数 割 合 

施設の維持管理等 ２３３ ５１.３ 

機械・機器等の保守等 ２４ ５.３ 

情報処理・情報システム管理等 ３９ ８.６ 

行事・イベント等の実施・運営等 １８ ４.０ 

計画等の策定 ５ １.１ 

資格・専門的ノウハウを必要とするもの ９２ ２０.２ 

上記以外の事務の効率化等に関するもの ４３ ９.５ 

計 ４５４ １００.０ 

※資格、専門的知識・技術・ノウハウを必要とするものは、不動産鑑定、測量、 

設計、予防接種、検診、環境データ等測定・分析などです。
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２ 事業規模による分類（単位：件・％） 

事 業 規 模 件 数 割 合 

１０００万円以上 ３９ ８.６ 

７５０万円以上 １０００万円未満 １１ ２.４ 

５００万円以上 ７５０万円未満 ２２ ４.８ 

２５０万円以上 ５００万円未満 ４２ ９.３ 

１００万円以上 ２５０万円未満 ７６ １６.７ 

１００万円未満 ２６４ ５８.２ 

計 ４５４ １００.０ 

３ 委託先の分類（単位：件・％） 

受 託 者 件 数 割 合 

商工会議所・農協・漁協等公共的団体 ４７ １０．４ 

自治会・協議会等任意団体 ２５ ５．５ 

民間企業 ３８２ ８４．１ 

計 ４５４ １００．０ 

※商工会議所・農協・漁協等公共的団体の受託事業は、公の施設等の管理・運 

営に係るものが大部分を占めています。 

※自治会・協議会等任意団体 ２５件の内訳は次のとおりです。 

・自治会・区・子供会等 ４件 （施設の管理等に係る内容が全て） 

・協議会・実行委員会等 １３件 （イベント等開催に係るものが大半） 

・ボーイスカウト・ボランティアの会等 ８件 

※NPO が受託先となる事業は存在しませんでした。 

２）指定管理者制度 

平成 15年 6月の地方自治法の一部改正により「指定管理者制度」が導入され、 

民間・NPO 等をはじめとする幅広い団体（個人を除く）が、「公の施設」の管理 

運営を担えることとなりました。本市においては、平成 18年度から市民会館を 

はじめとする 10 施設で導入し、このうち、7 施設が公募により指定管理者を選 

考した結果、市内の NPO 法人 1 者(1 施設)、社団法人 1 者（3 施設）、県外事業 

者の 3者(3 施設)が指定管理者となっています。市民総合福祉会館等の 3施設に 

ついては、様々な観点から検討した結果、これまでの委託先であった社会福祉 

協議会が単独指定により指定管理者となっています。平成 19年度の導入に向け 

1施設が検討中となっています。
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３）PFI 

木更津市立第一小学校改築事業について、PFI 手法の導入を検討しています。 

４）民営化 

平成 16年度、木更津市特別養護老人ホーム「さつき園」を、市内の社会福祉 

法人へ移譲しました。（建物は無償譲渡、土地は売却、職員は市へ引き上げ） 

また、現在、市立保育園 7 園のうち 4 園を民営化する方向で検討を進めてい 

ます。 

５）地域協働型 

地縁団体等コミュニティ※組織との協働※の取り組みが行われています。ごみ 

ゼロ運動、河川・道路等の清掃、防犯パトロール、花壇づくり等の活動のほか、 

学校を主体としたボランティア支援活動や、総合学習の一環として通学路の清 

掃（トンネルの落書き消し等）など地元自治会等が協力するなか地域一体とな 

った取り組みも始められています。 

６）連携型 

取り組みの一例として、産学官連携による協議会を立ち上げ地域ポータルサ 

イト※の運営事業が行われています。産がサイトの運営等、学が取材・作成支援 

等、官が関係機関の調整役等の役割分担のなか、各セクター※の資源を有効にネ 

ットワーク化し、情報化による地域の活性化やコミュニティの促進を活動趣旨 

として取り組みを進めています。
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第２節 課題 

（１）事業手法別の課題 

本市における民間活力推進の取り組み状況やヒアリング調査から導き出され 

た事業手法別の主要課題等は次のとおりです。 

事業手法 主要課題等 

民間委託 
（アウトソーシ 
ング・公設民営 
等） 

u 公共サービスの民間委託に伴う市民の不安等の払拭 
u 民間委託推進に係るガバナンス（公共性の担保）の確保 
u 施設の維持管理における積極的な民間活力導入の推進 
u 自治会等コミュニティ組織や NPO 等の担い手の育成・支援 
u ICT※を活用した事務の電子化の推進 
u 事務事業のマニュアル化の推進 
u 守秘義務等への対応 
u 庁内を横断した推進組織等の必要性 
u ICT の活用、組織制度の見直し、事務プロセスの見直しを包括した 

ビジネス・プロセス・アウトソーシング等の推進 
u 多様な職制の整備 

指定管理者制度 
u 民間のノウハウ等を活用した事業運営の必要性 
u 域内事業者の担い手の育成・支援 
u 地域コミュニティを活用した担い手の育成・支援 

PFI 

u 民間のノウハウ等を活用した事業運営の必要性 
u PFI 対象事業としての十分な検討の必要性 
u 庁内における総合的な推進体制の整備 
u PFI 導入に係る適正なスケジュールの確保 
u 実施プロセスにおける制度上の問題への対応 
u 地域内事業者の参画機会の確保 

民営化 

u 民営化対象事業としての十分な検討の必要性 
u 安定的かつ継続的なサービス提供の確保 
u 職員の対応 
u 市民や関係機関等への合意形成 
u 先進事例や民間市場の調査・情報収集等 

地域協働型 
u 自治会等地域コミュニティ型組織の育成・支援 
u NP0 等アソシエーション型組織※の育成・支援 

連携型 

u 活動趣旨・目的の明確化・共通意識の確保 
u 活動趣旨・目的に応じたガバナンス（公共性の担保）の形成 
u 各セクターにおける役割及びリスクの明確化 
u 初期段階における官の役割の強化 
u 各セクターにおけるボランタリー意識の醸成
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（２）横断的な課題 

事業手法別の主要課題等から、横断的な課題を次のとおり整理しました。 

視点 主要課題等 

官民連携による 
公共サービス 

u 市民満足度、費用対効果の確保 
u 安定的かつ継続的なサービス提供の確保 
u ガバナンス（公共性の担保）の確保・形成 
u 多様な担い手における役割及びリスク分担の明確化 

市民等への対応 
u 市民や関係機関等との合意形成 
u 公共サービスの民間化に伴う市民の不安等の払拭への対応 

職員の処遇 u 民間化※・民営化に伴う事務事業量や適材適所に応じた職員の配置 

受け皿としての 
多様な担い手の 
育成・確保 

u 地域内事業者の担い手の育成・支援 
u 地域コミュニティを活用した担い手の育成・支援 
u NPO 等アソシエーション型の担い手の育成・支援 

基盤の促進 
u ICT を活用した事務事業の電子化の推進 
u 事務事業のマニュアル化の推進 
u 正規職員以外の雇用形態による多様な職制の整備 

その他 

u 先進事例等の調査・情報収集等 
u 庁内を横断した推進体制等の整備 
u 民側の参入を促すための情報交換・勉強会等の場の確保 

(先進事例等の調査・民間市場の調査・情報収集等) 
u 多様な担い手の参画促進に係る環境整備
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第４章 本市における PPP 導入の推進方向 

第 1 節 PPP 導入の推進方向 

本市における PPP 導入の方向性について、これまでの民間活力の推進に係る 

取り組み状況や課題、ヒアリング調査を通じた導入に伴う阻害要因や必要な基 

盤整備等を踏まえ次のとおりとします。 

１）民間委託の推進(アウトソーシング・公設民営等) 

第 1 に、施設の管理運営業務が半数以上を占めている（第 3 章第 1 節 1 委託 

事業の性質別分類）ことから、施設の管理運営については、より弾力的・効果 

的・効率的な形態が不可欠となっています。このため、民間の活力がより期待 

できる包括委託や指定管理者制度等の検討を積極的に進める必要があります。 

第 2 に、本来、行政が行うべき計画等の策定を除く、その他の委託業務（上 

記分類表）全般については、事務の効率化等を目的にした内部事務の外部委託 

を進める必要があります。そのためには、ICT を活用しこれまでの業務プロセス 

のあり方を抜本的に見直すことや、全体最適化の観点から、電子化や汎用性の 

あるシステム等を導入することにより、外部委託化の環境を整備していきます。 

また、環境整備については、多様な職制の整備を進め、正規職員、臨時職員、 

非常勤職員などの職制や職務を勘案した適正な人員配置を行った上で、不定期 

業務や時期集中業務のマニュアル化を推進し、費用対効果を勘案しながら民間 

委託を検討することが必要となります。この中で守秘義務等の保持が求められ 

る場合は、個人情報保護条例の適用や契約行為等のなかで守秘義務を明確化す 

るなど対応を検討していきます。 

さらに、事務事業を類型化し、可能であれば幾つかの事務事業を束ねて発注 

することや、事務事業の性質によっては、地域コミュニティの活性化や住民の 

活力発揮の観点から、自治会等のコミュニティ組織や NPO 等を担い手として検 

討していくことが求められます。 
民間委託（業務委託） 

事業実施結果報告 

市役所 企業・自治会・NPO等 

市民等 

サービスの提供 
（受託業務の実施） 

業務委託（委託料の支払） 

業務の責任 

事業実施結果報告 

市役所 企業・自治会・NPO等 

市民等 

サービスの提供 
（受託業務の実施） 

業務委託（委託料の支払） 

業務の責任
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２）指定管理者制度 

本制度導入の目的は、「多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応 

するため、公の施設に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図ると 

ともに､経費の縮減を図ること」とされており、経済性の発揮の視点のみならず、 

施設を利用する住民の満足度を高めることが最重要課題とされています。 

このため、公の施設については、今後も、施設設置の目的や特性に応じた指 

定管理者制度の導入を積極的に検討する必要があります。このうち、地域住民 

の利用に供する施設等については、地域の NPO や住民組織(自治会等)などが積 

極的に参画できるインセンティブ※のある仕組みのもと、地域住民の自治意識の 

向上やコミュニティの担い手の育成の観点から地域協働型による指定管理者制 

度の導入を検討する必要があります。 

また、地域の雇用創出による活性化の観点から、地域内事業者の参入機会を促 

すような仕組みづくりも求められています。 

なお、具体的な指定管理者制度の導入にあたっては、「指定管理者制度の導入 

に係る基本方針」（第 3部）に基づき進めていくこととします。 

指定管理者制度 

３）PFI 

PFI 手法の導入にあたっては、PFI 導入事業として判断する前の十分な検討や 

PFI 導入に向けた方向性の整理、適正なスケジュールの確保、実施プロセスにお 

ける制度上の課題整理など庁内における推進体制等を早急に整備する必要があ 

ります。 

このため、「PFI の導入に係る基本方針」（第 2部）において、具体的な手順や 

取り組み体制を明らかにしています。 

市役所 
指定管理者 

（企業・自治会・NPO等） 

施設の管理 
（管理業務の実施） 

協定（指定管理料の支払） 

事業実施結果報告 

管理権限（利用許可） 

市民等 

利用申請・利用 

施 設 

市役所 
指定管理者 

（企業・自治会・NPO等） 

施設の管理 
（管理業務の実施） 

協定（指定管理料の支払） 

事業実施結果報告 

管理権限（利用許可） 

市民等 

利用申請・利用 

施 設
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ＰＦＩ 

４）民営化 

民営化の検討にあたっては、所管課のみならず庁内を横断した検討会等を設 

置するなど、市民ニーズや民間市場の調査等を前提に十分な議論や検討を行う 

必要があります。特に、法令等の改正や市民ニーズ等の変化により、行政自ら 

が提供主体となる必要性がなくなっているもの、又は薄れてしまっているもの、 

さらには、地域において民間市場が形成され既に成熟しており、行政がサービ 

ス提供主体から撤退しても市民に対する十分なサービスの量や質が維持、確保 

されるかどうかについて検討が不可欠です。 

また、民営化の推進に関しては、市民や関係機関等への合意形成、職員の処 

遇、補助金等の投入がある場合はその取り扱いなど制度上の問題もあり、慎重 

な対応や取り組みが求められます。 

民営化 

市役所 

市民等 

利用 

企業・自治会・NPO等 

資産（施設・事業権等） 

事業売却 

譲渡代金 

管理・運営 
（事業の実施） 

市役所 

市民等 

利用 

企業・自治会・NPO等 

資産（施設・事業権等） 

事業売却 

譲渡代金 

管理・運営 
（事業の実施） 

市役所 

PFI事業会社※ 

（特別目的会社：SPC） 

建設会社 

市民等 

利用 

施 設 

PFI事業契約 サービス料金支払い 

管理運営会社 

建設契約 管理運営委託 

建設 
管理運営 

出資者 

出資 

配当 

金融機関 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・ﾌｧｲﾅﾝｽ 

市役所 

PFI事業会社※ 

（特別目的会社：SPC） 

建設会社 

市民等 

利用 

施 設 

PFI事業契約 サービス料金支払い 

管理運営会社 

建設契約 管理運営委託 

建設 
管理運営 

出資者 

出資 

配当 

金融機関 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・ﾌｧｲﾅﾝｽ
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５）地域協働型 

地域住民の自治意識の向上やコミュニティの担い手の育成の観点から、地域 

の住民組織(自治会等)などとの協働型の取り組みが行われてきました。これら 

活動の幅を広げ、より主体的な取り組みとするため、地域でできることはでき 

るだけ地域で行っていくようなインセンティブのある新たな仕組みや支援が求 

められています。地域協働型の具体的な手法としては、事業提携、補助、助成 

等があります。 

また、これまで社会を支えてきた団塊の世代が大量に退職を迎えることによ 

って、様々な知識・経験、ノウハウを有する多くの人材が地域へ戻ってきます。 

そこで、この活力あふれる人材を地域運営等へ参画させていく新たな仕組みづ 

くりや、NPO 等のアソシエーション型の担い手として育成・支援していくことが 

必要です。 

事業提携（ソフト事業の場合） 

事業提携（施設管理の場合） 

補助・助成 

市役所 企業・自治会・NPO等 

市民等 

サービスの提供 
（提携事業の実施） 

業務提携 
（役割・経費・責任の分担） 

業務の責任 

市役所 企業・自治会・NPO等 

市民等 

サービスの提供 
（提携事業の実施） 

業務提携 
（役割・経費・責任の分担） 

業務の責任 

市役所 企業・自治会・NPO等 

施設の管理 
（提携事業の実施） 

業務提携 
（役割・経費・責任の分担） 

業務の責任 

市民等 

利用 

施 設 

市役所 企業・自治会・NPO等 

施設の管理 
（提携事業の実施） 

業務提携 
（役割・経費・責任の分担） 

業務の責任 

市民等 

利用 

施 設 

市役所 企業・自治会・NPO等 

市民等 

サービスの提供 
（補助対象事業の 

実施） 

補助（補助金の支出） 

事業実施結果報告 

業務の責任 

市役所 企業・自治会・NPO等 

市民等 

サービスの提供 
（補助対象事業の 

実施） 

補助（補助金の支出） 

事業実施結果報告 

業務の責任
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６）連携型 

企業・学機関・各種団体・NPO 等との連携事業の実施にあたっては、各主体が 

異なる組織構成からの倫理観や行動規範を有するため、本事業の活動趣旨や目 

的を明確化・共有化し、事業固有のガバナンスを形成することが求められます。 

このため、初期段階においては、官がネットワークの求心力を持ち、各主体 

の資源の交換や結合度を高める機能を担うことが必要となります。また、各主 

体に、地域課題解決に向けたボランタリー（自発的な）意識が不可欠となりま 

す。 

産学官連携事業（ソフト事業の場合） 

PPP 導入の推進方向（まとめ） 

PPP の推進方向は、多様な主体の特性や活力を活かし、契約を介した外部委託 

や協定による指定管理者制度の手法や、連携、支援、地域協働により公共サー 

ビスの供給形態を多様化していくことです。 

このため、ICT を活用した電子化や事務改善の取り組み、さらに多様な職制の 

整備等により外部委託化の環境を整備するとともに、民間活力の発想や新たな 

考えをもって様々な供給形態の導入検討を進めるための推進体制や、多様な担 

い手の育成・支援、さらにこれら担い手の参画を促すための仕組みづくりが求 

められます。 

また、市民の満足度向上や合意形成に向け、導入に伴う適正なモニタリング 

の実施や、これに伴う情報公開等は不可欠とされます。 

なお、国における市場化テストの動向を踏まえ、本市においても検討を進め 

ていきます。市場化テスト（官民競争入札制度）は、これまで官が独占してき 

た公共サービスについて官と民が対等な立場で競争入札を行い、価格・品質の 

両面で最も優れた者がそのサービスの提供を担う制度です。 

協議会等の運営組織 協議会等の運営組織 

官（市役所） 

学（学機関） 

市民等 

サービスの提供 
（連携事業の実施） 

産（企業・NPO等） 

パートナーシップに基づく協働 
（役割・経費・責任の分担） 

役割分担に基づき各主体が担当 
業務の責任 

協議会等の運営組織 協議会等の運営組織 

官（市役所） 

学（学機関） 

市民等 

サービスの提供 
（連携事業の実施） 

産（企業・NPO等） 

パートナーシップに基づく協働 
（役割・経費・責任の分担） 

役割分担に基づき各主体が担当 
業務の責任
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第５章 本市における PPP 導入の基本的考え方 

第 1 節 PPP 導入の基本理念 

本市における PPP 導入は、地域活力の創造とともに公共サービスの供給能力 

を高めていくことを基本とします。 

このため、これまでの行政主導による公共サービス提供のあり方を思い切っ 

て見直し、何よりも地域に根ざした民間等の知恵や創意工夫が発揮できる環境 

づくりが不可欠です。 

そこで、導入に向けた基本理念を「地域活力溢れる 元気なまちづくり」と 

し、様々な政策課題解決に向けて取り組んでいきます。 

第 2 節 PPP 導入の視点 

本市における PPP 導入の基本理念に基づく視点を、次の５点とし、PPP 導入を 

進めます。 

１．市民サービスの向上 

２．トータルコストの縮減 

３．民間の事業機会の創出による地域活性化 

４．地域協働の推進 

５．スリムな行政システムの推進 

（１）市民サービスの向上 

地域で活動する住民、企業、団体等の有する特性（強み）や活力（民力）を 

最も効果的に活用する手法を用いて、市民サービスの一層の向上を図ります。 

（２）トータルコストの縮減 

公共サービス提供に係るトータルコストに着目し、地域活力を適切に導入す 

ることによりコスト縮減を図り、持続可能性を高めます。 

（３）民間の事業機会の創出による地域活性化
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従来、行政が行ってきた事業を、民間事業者へ委ねることで、民間に対する 

新たなビジネスチャンスの機会を創出し、地域経済の活性化を図ります。 

（４）地域協働の推進 

地域住民に寄与する公共サービス分野においては、地域住民の主体的な取り 

組みや地域コミュニティの活性化を促進するため、地域協働を推進します。 

※地域協働とは、ある一定の地域を前提に、そこに存在する住民が参画してい 

る多様な主体が、当該地域が必要とする公共的サービスの提供を協力して行う 

状態とします。 

（５）スリムな行政システムの推進 

これまで行政が担ってきた公共サービス領域を、有効性や効率性の観点から 

見直します。このため民間の有する経営資源を活かした手法により、スリムな 

行政システムの推進を図ります。 

PPP導入の基本理念 市民力の発揮できるまち 

（市民力とは、市民・民間の力） 

２．トータルコスト 
の 

縮減 

１．市民サービス 
の 

向上 

３．民間の 
事業機会創出 

による地域活性化 

４．地域協働 
の 

推進 

５．スリムな 
行政システム 

の推進 

PPP導入の目的 

本市におけるPPP(官民連携手法）導入の基本的考え方 （概念図） 

PPP 導入の基本理念 地域活力溢れる 元気なまちづくり 

２．トータルコスト 
の 

縮減 

１．市民サービス 
の 

向上 

３．民間の 
事業機会創出 

による地域活性化 

４．地域協働 
の 

推進 

５．スリムな 
行政システム 

の推進 

２．トータルコスト 
の 

縮減 

１．市民サービス 
の 

向上 

３．民間の 
事業機会の創出 

による地域活性化 

４．地域協働 
の 

推進 

５．スリムな 
行政システム 

の推進 

PPP導入の視点
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第３節 PPP 導入の対象領域 

PPP 導入の対象領域は、行政が直接実施すべき活動やサービスを除く全ての範 

囲とします。 

具体的には、民間のノウハウやスキル（技術）等の活用により、効率化・成 

果向上が期待できるサービス分野と、地域協働・連携型により効率化・成果向 

上が期待できるサービス分野をあわせた範囲となります。 

この対象領域へ PPP の導入を検討し、多様な担い手による特性や活力を活か 

すことで公益的領域を活発化させ、今後の地域活力の維持や拡大を図るととも 

に、財政の健全化や職員数の減少等にあわせた行政活動領域の見直しを図るこ 

ととします。 

PPP 導入の対象領域（今後の公共サービス提供のあり方） 

◆行政活動領域 これまで、行政が無私の行動主体として社会全体の純便益拡大を追及し、 

活動やサービスを実施してきた領域 

◆公益的領域 これまで、行政が責任を持ち積極的に取り組んできた地域振興・活性化、 

環境保護、コミュニティ支援、教育・学習、防犯・防災等に係るサービ 

ス分野の領域 

◆民間活動領域 地域住民・企業が、自らの効用最大化を求め活動する領域 

民間活動領域 行政活動領域 公益的領域 

地域協働・連携型により効率化・ 
成果向上が期待できるサービス分野 

行政が 
直接実施 

すべき活動 
・サービス 

民間のノウハウやスキル 
等の活用により効率化・ 
成果向上が期待できる 

サービス分野 

公共サービスの範囲 

○民間委託 
○指定管理者制度 
○ＰＦＩ 等 

○民間委託 

○指定管理者制度 
○ＰＦＩ 等 

企業 ＮＰＯ 地域住民 大学等 

○産業活動 
○経済活動 

○産業活動 

○経済活動 

○地域振興・活性化 
○環境保護 
○コミュニティ支援 

○教育・学習 
○防犯・防災 等 

○地域振興・活性化 

○環境保護 
○コミュニティ支援 
○教育・学習 

○防犯・防災 等 

政策立案 
規制 
監視 

指導 
徴税 等 

政策立案 

規制 
監視 
指導 

徴税 等 

自治会 

適切な役割分担、リスク分担の下、対等なパートナーとして協働 

行政 
行政もパートナーの 

一員として参画 

民間ビジネス化 

ＰＰＰの対象領域 

○民営化 ○民営化 

民間活動領域 行政活動領域 公益的領域 

地域協働・連携型により効率化・ 
成果向上が期待できるサービス分野 

行政が 
直接実施 

すべき活動 
・サービス 

民間のノウハウやスキル 
等の活用により効率化・ 
成果向上が期待できる 

サービス分野 

公共サービスの範囲 

○民間委託 
○指定管理者制度 
○ＰＦＩ 等 

○民間委託 

○指定管理者制度 
○ＰＦＩ 等 

企業 ＮＰＯ 地域住民 大学等 

○産業活動 
○経済活動 

○産業活動 

○経済活動 

○地域振興・活性化 
○環境保護 
○コミュニティ支援 

○教育・学習 
○防犯・防災 等 

○地域振興・活性化 

○環境保護 
○コミュニティ支援 
○教育・学習 

○防犯・防災 等 

政策立案 
規制 
監視 

指導 
徴税 等 

政策立案 

規制 
監視 
指導 

徴税 等 

自治会 

適切な役割分担、リスク分担の下、対等なパートナーとして協働 

行政 
行政もパートナーの 

一員として参画 

民間ビジネス化 

ＰＰＰの対象領域 

○民営化 ○民営化
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PPP 導入の背景 行政活動領域と民間活動領域の境界の変化 

これまでの行政主導による公共サービス提供のあり方 

地域の形成・維持に必要な活動 

行政活動 
領域 

民間活動 
領域 

公益的 
領域 

時代によって 
範囲が変動 

従来：歳入の拡大、職員数の増加等に合わせて行政活動領域を拡大 
（右肩上がりの環境下） 

今後：歳入の減少、職員数の減少等に合わせて行政活動領域の縮小 
と民間活動領域の拡大（低成長時代） 

地域の形成・維持に必要な活動 

行政活動 
領域 

民間活動 
領域 

公益的 
領域 

時代によって 
範囲が変動 

従来：歳入の拡大、職員数の増加等に合わせて行政活動領域を拡大 
（右肩上がりの環境下） 

今後：歳入の減少、職員数の減少等に合わせて行政活動領域の縮小 
と民間活動領域の拡大（低成長時代） 

公益的領域 

行政が直接実施 

行政活動領域 民間活動領域 

行政が実施・支援 

行政が実施・支援 

○行政活動（政策立 
案、規制、監視、指 
導、徴税等） 

○公共サービス 

○行政活動（政策立 
案、規制、監視、指 
導、徴税等） 

○公共サービス 

○地域振興・活性化 
○環境保護 
○コミュニティ支援 
○教育・学習 
○防犯・防災等 

○地域振興・活性化 
○環境保護 
○コミュニティ支援 
○教育・学習 
○防犯・防災等 

○産業活動 
○経済活動 

○産業活動 
○経済活動 

公益的領域 

行政が直接実施 

行政活動領域 民間活動領域 

行政が実施・支援 

行政が実施・支援 

○行政活動（政策立 
案、規制、監視、指 
導、徴税等） 

○公共サービス 

○行政活動（政策立 
案、規制、監視、指 
導、徴税等） 

○公共サービス 

○地域振興・活性化 
○環境保護 
○コミュニティ支援 
○教育・学習 
○防犯・防災等 

○地域振興・活性化 
○環境保護 
○コミュニティ支援 
○教育・学習 
○防犯・防災等 

○産業活動 
○経済活動 

○産業活動 
○経済活動
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第６章 本市における PPP 導入検討に向けた 

取り組み 

第 1 節 PPP 導入検討事業の考え方 

（１）PPP 導入検討事業の対象 

本来、行政が担うべき役割や、今後のまちづくりを進めるうえで、重点化す 

べき事務事業は何であるかを明らかにし、これらを除く全ての公共サービスを、 

本市における PPP 導入検討事業の対象とします。 

なお、本市が直接実施すべき活動や重点化すべき事務事業については、次の 

とおりです。 

行政が直接実施すべき活動や重点化すべき事務事業 

■政策立案等に関する事務事業 

・地方分権化に伴い、行政の役割として重点化すべき事務事業です。 

今後の地域活力の維持・拡大に向けた地域経営の観点(地域にとって何が 

最も重要な政策や施策なのか)から、企画立案や条例制定など、戦略本部と 

しての機能が行政へ求められています。 

■公権力の行使に係る事務事業 

・市民に義務や負担を負わせるものや、市民の自由や権利を制限する事務事 

業です。【許認可・税の賦課徴収・処分等】 

■供給手段に関する法令規定により制約のある事務事業 

・法令や条例等でサービスの提供主体が職員に限定されている事務事業です。 

なお、法改正の動きがある場合や、法令上の制約が少なく創意工夫により 

検討の可能性のある事務事業については検討の対象とします。
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（２）適切な事業手法の検討 

PPP 導入検討事業の対象となる公共サービスについて、次の効果や PPP 導入検 

討フロー等から、PPP の適用可能な事務事業を抽出し、適切な事業手法を検討し 

ていきます。 

１）PPP 導入により期待される効果 

PPP の適用可能な事務事業の抽出にあたっては、PPP 導入により期待される効 

果は何なのかを常に意識し、検証や検討を進めます。 

■民間化により期待される効果 

（民間化：公共サービスの提供に民間活力を導入すること。） 

①職員が自ら行うよりも専門的な技術やノウハウを持つ民間の活力を導入す 

ることで、有効性や効果が期待されるもの。 

②特定の業務を専門的かつ集中的に行っている民間企業等に委託すること 

で、経費軽減が期待されるもの。 

③地域に密着した地縁団体や NPO、ボランティアなどとの連携・協働により 

実施することで、今後の地域活力の維持・拡大に向けた多様な担い手の育 

成や地域コミュニティの活性化、自治意識の高揚が期待されるもの。 

④地方自治法に定める公の施設の指定管理者制度、PFI 等の活用による民間 

の柔軟性や機動性を生かし、施設等が提供するサービスの質の向上や、管 

理運営に係る経費軽減が期待されるもの。 

■民営化により期待される効果 

（民営化：資産の所有・管理運営・ガバナンス(公共サービス提供者としての 

統治：公共性の担保)を基本的に民間主体に委ねること。） 

①法令等の改正や市民ニーズ等の変化により、行政自らが提供主体となる必 

要性がなくなっているもの、又は薄れてしまっているもの。 

＊これにより、行政側の経営資源を、行政が主体となり実施すべき活動や 

重点化すべき事務事業へシフトできること。 

②地域において民間市場が形成され既に成熟しており、行政がサービス提供 

主体から撤退しても、市民に対する十分なサービスの量や質が維持、確保 

されるもの。 

＊これにより、民間による事業活動の活発化を促進できること。
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２）PPP 導入検討フロー等 

PPP の適用可能な事務事業の抽出にあたっては、 別紙 PPP 導入検討フロー等に 

より、受け手となる民間等や適正な事業手法の方向性を検討していきます。 

PPP(官民連携手法）導入検討フロー等のイメージ図 

３）適切な事務手法の検討 

PPP 導入により期待される効果や、PPP 導入検討フロー等により、導き出され 

た受け手となる民間等や適正な事業手法の方向性に基づき、適切な事業手法を 

判断していきます。 

PPP導入検討フロー 
■行政が直接実施すべき活動や公共 

サービスを明らかにし、それらをのぞく 
公共サービスを対象に検証・検討して 
ください 

（１）正規職員による実施の義務化規定 
の検証 

（２）民間等の活用可能範囲の検証 

（３）適切な事業手法の方向性の検討 

（４）受け手となる民間等や適正な事業 
手法の方向性の検討 

チェックリスト１ 

チェックリスト２ 

PPP導入検討フロー 
■行政が直接実施すべき活動や公共 

サービスを明らかにし、それらをのぞく 
公共サービスを対象に検証・検討して 
ください 

（１）正規職員による実施の義務化規定 
の検証 

（２）民間等の活用可能範囲の検証 

（３）適切な事業手法の方向性の検討 

（４）受け手となる民間等や適正な事業 
手法の方向性の検討 

チェックリスト１ 

チェックリスト２
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第２節 PPP 導入検討に向けた推進方策等 

本市における PPP 導入検討の推進にあたっては、次のような推進方策や基盤 

の促進が必要となります。 

（１）推進方策 

１）推進体制の整備 

PPP 導入検討の推進にあたっては、民間活力の思考や発想を新たな視点として 

持つことにより、これまでの既成概念や経験則にとらわれず官民連携のなかで 

ガバナンス（公共サービス提供者としての統治：公共性の担保）を形成するこ 

とが求められます。このため、庁内における PPP 推進に向けた横断的な組織（官 

民連携に向けた提案・検討の場）や、全庁的な推進を管理する組織が必要です。 

２）官民連携の強化 

PPP 導入検討の取り組みにあたっては、官民連携が基本となるため、地域にお 

ける第三者的立場から、官と民を繋ぐような機能を有する仕組みが求められま 

す。一例として、様々な知識や経験、ノウハウを有する団塊世代の大量退職者 

を有効活用する観点から、本仕組みの検討を進めていくことも必要です。 

また、民間の参入を促すための情報交換や勉強会の場も必要です。 

３）モニタリングの実施 

PPP 導入事業については、民の経営資源を活かし、競争原理等を導入しつつも、 

公共サービスとして必要なサービス水準等の維持・確保が求められるため、適 

正なモニタリング（監視）の実施が必要です。 

４）市民への周知・ＰＲの実施 

PPP 導入の推進にあたっては、これまでの公共サービスの担い手が行政である 

べきという、市民の既成概念を払拭し、PPP 推進への理解を促すため、PPP 導入 

検討に係る情報の公開や、PPP 導入事業の周知・ＰＲに努めることが必要です。
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（２）基盤の整備 

１）ICT の活用 

PPP の導入推進にあたっては、現状の事務事業について、効率化等の観点から、 

ICT を活用し、電子化（デジタル化・データ化）を進めるとともに、これまでの 

業務プロセスのあり方を抜本的に見直すなかで、民間活力導入に向けた基盤を 

確立する必要があります。 

２）多様な職制の検討 

PPP の導入推進にあたっては、民間活力導入を補完する基盤として、長期雇用 

等が可能な非常勤職員など多様な職制の検討を進め、整備する必要があります。
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現状どおり （正規職員による実施） 

(4) 受け手となる民間等や適正な事業手法の 
方向性の検討 

分類③ 施設・サービス等の受益範囲が特定地域に限定 
される場合 

分類④ 木更津市の地域性（文化・伝統等）を最大限に 
反映させる必要がある場合 

分類⑤ ③～④以外で事務事業全体の多くの業務で民間 
等の活用が可能な場合 

分類⑥ ③～④以外で事務事業の業務全体が一括で民間 
等の活用が可能な場合 

民間等からの情報収集 

l(2)(3)の検証結果に基づき、他の地方公共団体の先進事例等を参考に民間事業者等の 
参画可能性やその場合の条件等について、民間等から情報収集する 

(3) 適切な事業手法の方向性の検討 

分類① 単一業務では事務量が少ない場合、又は経験に 
基づく臨機応変な判断を伴う場合 

分類② ①以外の事務事業の全て 

正規職員以外の雇用形態による職員の活用 

lマニュアル等に基づく単純作業的な業務 → 臨時職員の活用 
l専門的知識や経験に基づく臨機応変な判断を伴う業務 → 再任用職員の活用 

全体が義務化 
されている 

分類① 
の場合 

全体の義務化は 
されていない 

自治会等のコミュニティ組織、ＮＰＯ等の活用 

lコミュニティ組織、ＮＰＯ等への委託 
lコミュニティ組織、ＮＰＯ等との地域協働・連携型 

分類③ 
の場合 市内の民間事業者や各種団体、NPO等の活用 

l市内民間事業者、各種団体、NPO等への委託 
l市内民間事業者、各種団体、NPO等との地域協働・連携型 

分類④ 
の場合 

大手事業者を含めた幅広い民間等の活用 

l民間事業者等への委託 

分類⑤ 
の場合 

ＰＦＩ、指定管理者制度、包括アウトソーシングの活用 

l建設事業を伴う場合はＰＦＩ 
l既存施設の管理・運営の場合は指定管理者制度 
l施設を伴わない場合は包括アウトソーシング 

分類⑥ 
の場合 

コミュニティ組織等 
の活性化 

l自治会等の活性化、 
ＮＰＯ等の育成 

分類② 
の場合 

行政が実施すべき活動や公共サービスの検証 （第６章第１節(1)を参照） 

l政策立案等に関する事務事業・・・地方分権化に伴い、行政の役割として重点化すべき事務事業 【企画立案や条例制定など】 

l公権力の行使に係る事務事業・・・市民に義務や負担を一方的に負わせる業務や、市民の自由や権利を一方的に制限する業務等 【許認可・税の賦課徴収・処分等】 

(2) 民間等の活用可能範囲の検証 

l事務事業全体の業務を整理し、正規職員以外による実施 
が可能な業務範囲を明確化する 
l可能な限り業務を大きな括りにまとめた活用可能範囲を 

設定する 

モニタリング 

l民間事業者等に対する 
委託等に関する継続的 
なモニタリングの実施 

ＰＰＰ導入の視点の確認 （第５章第２節を参照） 

■市民サービスの向上 
■トータルコストの縮減 
■民間の事業機会の創出による地域活性化 
■地域協働の推進 
■スリムな行政システムの推進 

ＰＰＰ導入により期待される効果の確認 （第６章第１節(2)を参照） 
■民間化により期待される効果 

①職員が自ら行うよりも専門的な技術やノウハウを持つ民間の活力を導入することで、有効性や効果が期待されるもの。 
②特定の業務を専門的かつ集中的に行っている民間企業等に委託することで、経費軽減が期待されるもの。 
③地域に密着した地縁団体やNPO、ボランティアなどとの連携・協働により実施することで、今後の地域活力の維持・拡大に向けた多様な担い手 

の育成や地域コミュニティの活性化、自治意識の高揚が期待されるもの。 
④地方自治法に定める公の施設の指定管理者制度、PFI等の活用による民間の柔軟性や機動性を生かし、施設等が提供するサービスの質の 

向上や、管理運営に係る経費軽減が期待されるもの。 

■民営化により期待される効果 
⑤法令等の改正や市民ニーズ等の変化により、行政自らが提供主体となる必要性がなくなっているもの、又は薄れてしまっているもの。 

これにより、行政側の地域資源を本来地域にとって必要な事務事業へシフトできること。 
⑥地域において民間市場が形成され既に成熟しており、行政がサービス提供主体から撤退しても、市民に対する十分なサービスの量や質が維持、 

確保されるもの。これにより、民間事業者による事業活動が促進されること。 

ＰＰＰ導入検討フロー 

チェックリスト２により分類を検討 

チェックリスト１により分類を検討 

(1) 正規職員による実施の義務化規定の検証 
（供給手段に関する法令規定により制約のある事務事業） 

●事務事業の業務全体について、正規職員による実施が 
法律・条例で義務化されているか 

該当しない事業 

（ＰＰＰ導入検討の 
対象となる事務事業） 

現状どおり （正規職員による実施） 

(4) 受け手となる民間等や適正な事業手法の 
方向性の検討 

分類③ 施設・サービス等の受益範囲が特定地域に限定 
される場合 

分類④ 木更津市の地域性（文化・伝統等）を最大限に 
反映させる必要がある場合 

分類⑤ ③～④以外で事務事業全体の多くの業務で民間 
等の活用が可能な場合 

分類⑥ ③～④以外で事務事業の業務全体が一括で民間 
等の活用が可能な場合 

民間等からの情報収集 

l(2)(3)の検証結果に基づき、他の地方公共団体の先進事例等を参考に民間事業者等の 
参画可能性やその場合の条件等について、民間等から情報収集する 

(3) 適切な事業手法の方向性の検討 

分類① 単一業務では事務量が少ない場合、又は経験に 
基づく臨機応変な判断を伴う場合 

分類② ①以外の事務事業の全て 

正規職員以外の雇用形態による職員の活用 

lマニュアル等に基づく単純作業的な業務 → 臨時職員の活用 
l専門的知識や経験に基づく臨機応変な判断を伴う業務 → 再任用職員の活用 

全体が義務化 
されている 

分類① 
の場合 

全体の義務化は 
されていない 

自治会等のコミュニティ組織、ＮＰＯ等の活用 

lコミュニティ組織、ＮＰＯ等への委託 
lコミュニティ組織、ＮＰＯ等との地域協働・連携型 

分類③ 
の場合 市内の民間事業者や各種団体、NPO等の活用 

l市内民間事業者、各種団体、NPO等への委託 
l市内民間事業者、各種団体、NPO等との地域協働・連携型 

分類④ 
の場合 

大手事業者を含めた幅広い民間等の活用 

l民間事業者等への委託 

分類⑤ 
の場合 

ＰＦＩ、指定管理者制度、包括アウトソーシングの活用 

l建設事業を伴う場合はＰＦＩ 
l既存施設の管理・運営の場合は指定管理者制度 
l施設を伴わない場合は包括アウトソーシング 

分類⑥ 
の場合 

コミュニティ組織等 
の活性化 

l自治会等の活性化、 
ＮＰＯ等の育成 

分類② 
の場合 

行政が実施すべき活動や公共サービスの検証 （第６章第１節(1)を参照） 

l政策立案等に関する事務事業・・・地方分権化に伴い、行政の役割として重点化すべき事務事業 【企画立案や条例制定など】 

l公権力の行使に係る事務事業・・・市民に義務や負担を一方的に負わせる業務や、市民の自由や権利を一方的に制限する業務等 【許認可・税の賦課徴収・処分等】 

(2) 民間等の活用可能範囲の検証 

l事務事業全体の業務を整理し、正規職員以外による実施 
が可能な業務範囲を明確化する 
l可能な限り業務を大きな括りにまとめた活用可能範囲を 

設定する 

モニタリング 

l民間事業者等に対する 
委託等に関する継続的 
なモニタリングの実施 

ＰＰＰ導入の視点の確認 （第５章第２節を参照） 

■市民サービスの向上 
■トータルコストの縮減 
■民間の事業機会の創出による地域活性化 
■地域協働の推進 
■スリムな行政システムの推進 

ＰＰＰ導入により期待される効果の確認 （第６章第１節(2)を参照） 
■民間化により期待される効果 

①職員が自ら行うよりも専門的な技術やノウハウを持つ民間の活力を導入することで、有効性や効果が期待されるもの。 
②特定の業務を専門的かつ集中的に行っている民間企業等に委託することで、経費軽減が期待されるもの。 
③地域に密着した地縁団体やNPO、ボランティアなどとの連携・協働により実施することで、今後の地域活力の維持・拡大に向けた多様な担い手 

の育成や地域コミュニティの活性化、自治意識の高揚が期待されるもの。 
④地方自治法に定める公の施設の指定管理者制度、PFI等の活用による民間の柔軟性や機動性を生かし、施設等が提供するサービスの質の 

向上や、管理運営に係る経費軽減が期待されるもの。 

■民営化により期待される効果 
⑤法令等の改正や市民ニーズ等の変化により、行政自らが提供主体となる必要性がなくなっているもの、又は薄れてしまっているもの。 

これにより、行政側の地域資源を本来地域にとって必要な事務事業へシフトできること。 
⑥地域において民間市場が形成され既に成熟しており、行政がサービス提供主体から撤退しても、市民に対する十分なサービスの量や質が維持、 

確保されるもの。これにより、民間事業者による事業活動が促進されること。 

ＰＰＰ導入検討フロー 

チェックリスト２により分類を検討 

チェックリスト１により分類を検討 

(1) 正規職員による実施の義務化規定の検証 
（供給手段に関する法令規定により制約のある事務事業） 

●事務事業の業務全体について、正規職員による実施が 
法律・条例で義務化されているか 

該当しない事業 

（ＰＰＰ導入検討の 
対象となる事務事業） 

別 紙
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事務事業や庁内業務に関するＰＰＰ推進のための仕分けフローのチェックリスト 

チェックリスト１（民間等の活用方法の検討） 

チェック項目１ チェック項目２ 分類 

該当する場合は分類②へ。 

該当しない場合は分類①へ。 

□部門内の他の業務で民間等を 

活用可能な業務がない 

① 単一業務では事務量が少ない場合、又は経験に基づく 

臨機応変な判断を伴う場合 

以下の項目に１つでも該当する場合は分類②へ。 

該当しない場合はチェック項目２へ。 

□事務事業全体の中から一部の業務を切り出して外部に委託す 

ることが可能 

□特定の施設の維持・管理に係る全体業務を一括して外部に委託 

することが可能 

□市民・事業者等に対する特定のサービスの業務全体を一括して 

外部に委託することが可能 

□庁内向け（職員向け）の特定の間接業務全体を一括して外部に 

委託することが可能 

② ①以外の事務事業の全て 

チェックリスト２（受け皿となる民間等の検討） 

チェック項目 

（あてはまる項目を選択） 
分類 該当する事務事業例 受け皿となる民間等の方向性 具体的なＰＰＰ手法例 

l 自治会等のコミュニティ組織、ＮＰＯ等の 

活用 

Øコミュニティ組織、ＮＰＯ等への委託 業務委託 

□公園や集会場などの施設の利用者の多く 

が、施設が立地している周辺の住民に限定 

される 

□サービスを提供する場所が市役所外の特 

定地域であり、その利用者の多くが提供場 

所周辺の住民に限定される 

③ 施設・サービス等の 

受益範囲が特定地域に 

限定される場合 

l 広報・広聴：広報紙等の各戸配布 

l 施設管理・運営：各地域に立地する集会所・公民館等、各地域に立地 

する公園・広場等、各地域の生活道路等 

l 申請・届出等受理：出張所等における住民異動、各種届出の受理 

l 証明書等交付：出張所等における住民票・印鑑証明書等の交付 

l 貸出・返却受領：移動図書館サービス 
Øコミュニティ組織、ＮＰＯ等との地域協 

働・連携型 

l 民間支援（補助・助成等） 

l 事業提携（相互協力） 

l 市内の民間事業者や各種団体、ＮＰＯ等の 

活用 

Ø市内民間事業者、各種団体、ＮＰＯ等へ 

の委託 
業務委託 

□市内の歴史・文化等の地域資源に基づいた 

イベントなど 

□市内の歴史・文化等の地域資源に関する情 

報提供など 

□市内の中小・零細事業者の経営状況や経営 

環境を踏まえた対応が必要である 

④ 木更津市の地域性 

（文化・伝統・産業特 

性等）を最大限に反映 

させる必要がある場合 

l 情報発信：地域振興に関するイベント等の開催 

l 普及・啓発：地域特性に応じたシンポジウム・講演等の開催 

l 人材育成：地域特性に応じた研修・講座等の事業 

l 交流：住民間や地域間の交流を目的とした事業 

l 融資・貸付：中小企業等への融資・貸付 

l 補助・助成、人的給付：地域の振興に関する各種活動に対する支援 
Ø市内民間事業者、各種団体、ＮＰＯ等と 

の地域協働・連携型 

l 民間支援（補助・助成等） 

l 事業提携（相互協力） 

大手事業者を含めた幅広い民間等の活用 □マニュアル等の整備により民間でも実施 

可能な定型的なサービス・業務である 

□民間でも実施可能な専門的なサービス・業 

務である 

□民間の方がより優れた専門性を有するサ 

ービス・業務である 

⑤ ③～④以外で事務事 

業に関する多くの業務 

で民間等の活用が可能 

な場合 

l 相談・助言：法律相談など民間がより優れた専門性を有する相談業務 

l 情報発信：一般的なイベント等の開催 

l 普及・啓発：一般的なシンポジウム・講演等の開催 

l 人材育成：一般的な研修・講座等の事業 

l 人的給付：福祉サービスなどの一般的なソフト系の行政サービス 

l 審査・認定：境界立ち会い業務、建築確認など 

l 検査・診断：観測・測定業務など 

l 公共工事（基盤）、公共施設建設（施設）、施設の保守修繕 

l 施設管理：施設管理に係る一部の業務 

Ø民間事業者等への業務委託 

l 業務委託 

l 民間支援（補助・助成等） 

l 事業提携（相互協力） 

大手事業者を含めた幅広い民間等の活用 

Ø 施設を伴わない場合は包括アウトソー 

シング 
l 包括委託・民営化 

Ø建設事業を伴う場合はＰＦＩ l ＰＦＩ 

□間接業務などを一括して委託することで 

効率的・効果的な実施が可能である 

□施設の管理・運営を一括して委託すること 

で弾力的・効率的・効果的な実施が可能で 

ある 

□施設の建設から管理・運営までを一括して 

委託することで弾力的・効率的・効果的な 

実施が可能である 

⑥ ③～④以外で事務事 

業に関する業務全体が 

一括で民間等の活用が 

可能な場合 

l 施設運営・施設管理 

l 公共施設建設 

l 庁内における間接業務（総務事務・経理） 
Ø 既存施設の管理・運営の場合は指定管理 

者制度 
• 指定管理者制度・民営化 

該当しない 

１つでも該当する 

全て該当 
しない 

該当する 

正規職員以外の雇用形態による 

職員の活用 

民間等からの情報収集を行う 

（⑷受け皿となる民間等の検討）



第 2 部 

PFI の導入に係る基本方針 

本市では、第1部で示したように、公共サービスの提供にあたっては、多様な 

主体の特性(強み)や民力（活力）を活かしたPPP(官民連携手法)の導入を進めて 

いきますが、中でも、PFI（Private Finance Initiative：プライベート・ファ 

イナンス・イニシアティブ）については、公共施設等の整備事業における有効 

な手法の一つとして位置付け、PFIに適する事業について積極的に導入を推進し 

ていきます。 

このため、民間の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。 ）などの関係法令や国における基本方針・ガイドラ 

イン等※を踏まえた本市におけるPFI導入の基本的な考え方を示します。
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第１章 PFI の概要 

PFI（Private Finance Initiative）の概要については、PFI法や関係法令、国 

における基本方針・ガイドライン等で次のとおり示されています。 

第 1 節 PFI とは 

PFI とは、公共施設等の社会資本の整備について、民間事業者に委ねることが 

適切なものについては、官民の適切なリスク分担※のもと、設計、建設から維持 

管理、運営等に至るまでの全部又は一部に、民間の資金、経営能力及び技術的 

能力を活用して、より効率的かつ効果的な公共サービスを提供する事業手法で 

す。 

第 2 節 PFI 導入による効果 

公共施設等の整備において PFI を導入することにより、一般的に従来の公共 

事業に比較し、次のような効果が期待されています。 

１）低廉かつ良質な公共サービスの提供 

PFI 事業においては、民間の資金やノウハウを活用し、設計、建設、維持管理、 

運営等が一体的に行われることや、従来、公共セクターが負担していたリスク 

を官民が適切に分担することから、事業費を削減しつつ、より低廉かつ良質な 

公共サービスの提供が期待されます。 

２）公共サービス提供における官民の適切な役割分担 

民間事業者に委ねることが適切な事業については、PFI 事業の実施により、民 

間事業者の創意工夫やノウハウが最大限に活かされた公共サービスが提供され 

るため、官民の適切な役割分担に基づく新たなパートナーシップの構築につな 

がることが期待されます。 

３）民間の事業機会の創出による地域経済の活性化 

PFI 事業においては、従来、公共セクターが行ってきた事業分野を民間事業者 

に委ねることから、新たな事業分野にも民間事業者の参入機会が創出されると 

ともに、他の収益事業と組み合わせることによって、新たな事業機会を生み出 

すことも可能となります。 また、資金調達方法として、プロジェクト・ファイ
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ナンス（Project Finance）等の新たな手法を取り入れる等により、新規事業の 

創出による地域経済の活性化につながることが期待されます。 

プロジェクト・ファイナンスは、コーポレート・ファイナンス※（Corporate 

Finance）と比較されるもので、不動産等を担保とせず、PFI 事業等のプロジェ 

クトの収益のみを返済原資とするため、特定プロジェクトに関する資産等以外 

は出資者に遡及責任を求めません。このことから、金融機関は、PFI 事業の採算 

性やリスク分担等を総合的に評価して、融資の可否を判断することになります。 

４）財政支出の平準化 

PFI 事業においては、公共セクターが自ら公共施設等を整備した場合の施設等 

の建設年次に生じる多大な財政支出が発生せず、民間事業者の公共サービス提 

供開始時から、事業契約期間全体にわたって均等に民間事業者に公共サービス 

の対価として支払われることから、財政支出の平準化が期待されます。 

第３節 PFI 事業の性格 

国が策定した「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」（以下「基本方針」という。 ）の中で、PFI 導入によって 

期待される効果を十分に発揮するため、事業には次のような性格を持つことが 

示されています。 

１）５つの原則 

①公共性のある事業であること（公共性原則） 

従来から公共セクターが実施してきた事業を対象とします。 

②民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用すること 

（民間経営資源活用原則） 

公共施設等の設計、建設、維持管理、運営等について、民間の資金、経営能 

力及び技術的能力を活用することが PFI の基本的な考え方です。 

③民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に 

実施すること（効率性原則） 

民間事業者の自主性と創意工夫を最大限に尊重することにより、事業の実施
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がより効率的かつ効果的に行われます。 

④特定事業の選定、民間事業者の選定において公平性が担保されること 

（公平性原則） 

特定事業の選定、民間事業者の選定にあたっては、公平性が担保されること 

が必要となります。 

⑤特定事業の発案から終結に至る全過程を通じて透明性が確保されること 

（透明性原則） 

公共サービスの提供を民間事業者に委ねることから、特定事業の発案から終 

結に至る全過程を通じて透明性が確保されることが必要となります。 

２）３つの主義 

①各段階での評価決定について客観性があること （客観主義） 

PFI 事業の実施にあたっては、選定や評価をする際、客観性のある基準を定め 

て行うことが必要となります。 

②公共施設等の管理者等と選定事業者との間の合意について、明文により、当 

事者の役割及び責任分担等の契約内容を明確にすること （契約主義） 

PFI 事業は契約期間が長期にわたることから、当事者間の役割や責任分担等に 

ついて疑義が生じないように、具体的な規定に基づく事業契約を結ぶことが 

必要となります。 

③事業を担う企業体の法人格上の独立性又は事業部門の区分経理上の独立性が 

確保されること （独立主義） 

事業を実施するために設立された企業体（PFI 事業者）は、親会社とは独立し 

た法人格を持ち、企業体の経理は親会社から独立することが必要となります。
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第 4 節 PFI 事業の特徴 

PFI 事業は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して公共事業を実施 

することから従来の公共事業と比較し下表のような特徴があるとされています。 

従来型の公共事業 PFI 事業 

関係者 
公共セクター、建設会社、メンテ 

ナンス会社等 

SPC※（特定目的会社）と企業連合、金融機関、 

保険会社、公共セクター 

施設の設計、建設、維持管理、運 

営を個別に公共セクターが実施 

基本的に施設の設計、建設、維持管理、運営を 

民間事業者が一体的に実施 

実施方法 

発注方法及び 

発注内容 

●仕様発注：構造や材料等に関す 

る詳細な仕様書を公共セクターが 

作成し民間に発注 

●分離分割発注：設計、建設、維 

持管理、運営を分割して発注 

●性能発注※（アウトプット※仕様） ：公共セク 

ターは、事業の性能（質や水準）のみを指定し、 

民間は、これに見合う事業をノウハウ（最新技 

術や創意工夫等）を最大限に発揮し実施 

●一括発注：設計、建設、維持管理、運営を民 

間事業者（SPC※）に一括発注 

基本的に官の分担 官民双方で分担 

官民における 

リスク分担 

＊リスクとは、事故、需要の変動、天災、物価の上昇等の様々な予測不可能な要素のこと。こ 

れらは追加コスト、事業の遅延、公共サービス水準の低下等により、事業の破綻につながるこ 

とが懸念される。PFI 事業は、事業契約期間中に想定されるリスクの種類、発生確率、事業へ 

の影響程度等を事前に把握し、個々のリスクについて官民いずれが的確に予測し発生率を下げ 

られるか、リスクが発生した場合に追加的支出を極力小さくし得るかにより官民のリスクの分 

担を定める。契約期間全体を通してのリスク管理、コストの最小限化を図る。 

コストの 

考え方 

設計、建設、維持管理、運営を分 

割し、イニシャルコスト※を重要 

視 

設計、建設、維持管理、運営に係る総事業費 

（LCC：ライフ・サイクル・コスト）を考える。 

コストパフォーマンスを重要視 

資金調達※ 

財政資金（起債、一般財源、交付 

金、国庫補助金など） 

SPCがプロジェクト・ファイナンスによる資金調 

達

（公的補助を併用・活用の場合もある。） 

協定・契約な 

どの手法 

請負契約(原則単年度・短期) 事業協定・契約等(長期) 

PFI法では、国の事業は30年を限度と規定し、債 

務負担行為※の設定が必要 

事業評価 
VFM評価・公共による監視・モニタリング※調査 

など 

＊公共サービスの水準が保たれているかどうか常にモニタリングにより監視し、サービス水準に応じた支払いを 

行う。 基準に達しない場合には、支払いの額が減額される。また、公共サービスが基準を超えた場合には、一 

定のボーナスを支払う事例もみられる。
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第 5 節 PFI の対象施設 

PFI 事業の対象となる公共施設等は、PFI 法第２条により、次の施設が示され 

ています。 

区分 対象となる公共施設等 

公共施設 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等 

公用施設 庁舎、宿舎等 

公益的施設 公営住宅、教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、 

更生保護施設、駐車場、地下街等 

その他の施設 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設（廃棄 

物処理施設を除く。）、観光施設、研究施設 

上記に掲げる施設に準ずる施設として政令で定めるもの 

第 6 節 VFM とは 

PFI 導入の可能性の検討にあたっては、VFM(Value For Money)の有無（VFM が 

達成されているか否か）を評価することが基本となります。PFI 事業における 

VFM とは、公的資金がいかに効率的かつ効果的に運用されているかの尺度であり、 

PFI 事業を実施するかどうかの判断基準となります。 

PFI 事業における VFM の達成は、「同一の支出のもとでは、より質の高い公共 

サービスを提供する」、「同一のサービス水準であるならば、より少ない支出で 

提供する」を目指すものです。このことから、PFI 事業による公共施設等の整備 

が、従来型の公共事業に比較し優れている（VFM が達成されている）のであれば、 

当該事業への PFI 導入の可能性があることとなります。 

VFM の評価は事業契約期間全体を通じて、その検討を行うことになります。こ 

のことから、従来型の公共事業を実施した場合の事業期間全体の公的財政負担 

の見込み額 PSC（Public Sector Comparator）と、PFI 手法を導入した場合の事 

業契約期間全体の PFI 事業者への支払い見込み額 LCC（Life Cycle Cost）を、 

それぞれ現在価値に換算したうえで、比較することになります。 

＊PSC（Public Sector Comparator） 

従来型の公共事業を実施した場合の総コストであり、設計、建設、維持管理、 

運営等の全てに要する総事業費です。
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＊LCC（Life Cycle Cost） 

PFI を導入した場合の PFI 事業者への支払い見込み額であり、PFI 事業者が 

設計、建設、維持管理、運営等の各段階の全てを一元的に実施するものと想 

定し、PFI 事業者が当該事業を行う場合の費用を段階ごとに推定し、積み上 

げたうえで、公共セクターが事業契約期間全体を通じて負担する費用を算定 

します。 

VFM は、一般的には次のような数式により計算されますが、リスクの定量化や 

事業契約期間中の変動要因を的確に推測、反映することが重要となります。 

VFM（％）＝（PSC－LCC）／PSC 

なお、PSC＜LCC の場合には VFM は発生しないことから、原則 PFI 手法を導入 

しないこととなりますが、 PFI 事業によるサービス水準の向上等他の要素も考慮 

したうえで実施すべきかどうかの評価をする必要があります。 

◆ PSC と LCC の比較による VFM 

支
 
出
 
金
 

額
 

支
 
出
 
金
 

額
 

設
計
委
託

費
・
建
設

工
事

費
 維持管理・運営経費 

サービス購入費 

委託料 

従来の公共事業 ＰＦＩ事業 

ＶＦＭの概念図 

建設期間 運営期間 建設期間 運営期間 

施設等の建設年度に生じる多大な財政支出が発生せず、事業契約期間全体にわ 
たって均等に民間事業者に公共サービスの対価として支払われることから、財政 
支出の平準化が期待されます。 

支
 
出
 
金
 

額
 

支
 
出
 
金
 

額
 

設
計
委
託

費
・
建
設

工
事

費
 維持管理・運営経費 

サービス購入費 

委託料 

従来の公共事業 ＰＦＩ事業 

ＶＦＭの概念図 

建設期間 運営期間 建設期間 運営期間 

施設等の建設年度に生じる多大な財政支出が発生せず、事業契約期間全体にわ 
たって均等に民間事業者に公共サービスの対価として支払われることから、財政 
支出の平準化が期待されます。
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※VFM達成の要因 ⇒公共から見て、PFIによるコスト削減額が、PFIにより新た 

に発生するコストに対し、大きくなることにより確保されます。 

●新たに発生するコスト 

アドバイザー※等への支払・契約締結に伴うコスト・民間事業者のより高い資 

金調達コスト・モニタリングに伴うコスト・民間事業者の利益・民間事業者 

が負担する税金 

●削減が見込まれるコスト 

民間事業者の創意工夫によるコスト削減（事業の一括管理、リスク管理、技 

術革新その他の企業努力） 

財政支出 

モニタリング 

利益 

入札経費 入札経費 

従来の公共の支出 PFI の公共の支出 

（PSC） （LCC） 

リスク対応費 

資金調達コスト 

維持管理・運営費 

設計・建設費 

リスク対応費 

資金調達コスト 

維持管理・運営費 

設計・建設費 

VFM
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第 7 節 PFI 事業の仕組み 

PFI 事業の仕組みとしては、公共セクターと、契約に基づき公共サービスを提 

供する PFI 事業者、PFI 事業者に資金を融資する金融機関を軸に、これらに技術 

的・法制的な助言を行うアドバイザー※（コンサルタント）、リスクを補完する 

保険会社、設計、建設及び管理運営会社等から構成される形態が一般的です。 

公共セクターは、設計、建設、維持管理、運営等からなる特定事業を選定・ 

公表し、民間事業者の募集・契約の締結を行い、契約を締結した民間事業者は 

PFI 事業者となり公共サービスを提供します。また、公共セクターは、PFI 事業 

者が適正な内容及び水準の公共サービスを提供しているかどうか、モニタリン 

グにより監視します。 

一般的に、PFI 事業は公共施設等の設計、建設、維持管理、運営等を一体的に 

行うことから、様々な業種の企業等がそれぞれ出資し、PFI 事業実施のための特 

別目的会社 SPC（Special Purpose Company）を設立します。 

◆PFI 事業のスキーム 

注：DA（Direct Agreement） 

地方公共団体等と PFI 事業者に資金を融資する金融機関との間で直接結ばれる契約です。 

PFI 事業者の経営が行き詰まった場合、金融機関に直接介入の権利を与えることにより、事 

業の再建の機会が増加します。また、地方公共団体等と金融機関が緊密な連携を図ること 

により、急な公共サービスの停止を防ぐことが可能となります。 

金融機関 地方公共団体等 アドバイザー 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｽ 公募･選定 事業契約 評価・管理 

設計・建設会社 

投 資 者 ＰＦＩ事業者 

（ＳＰＣ） 

維持管理・運営委託 

出資・配当 

保険契約 サービスの提供 管理運営会社 

保険会社 住民・利用者 

ＤA（注） 委託契約 

設計・施行委託 
出資 

配当
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第 8 節 PFI の事業形態 

民間事業者は、公共施設等の設計、建設、維持管理、運営等に要する費用を、 

地方公共団体等がそのサービス調達の対価として支払う費用で回収します。こ 

の資金回収の方法に着目して、一般的に PFI 事業は、次の３つの形態に分類さ 

れます。 

但し、この 3つの形態は基本的なものであり、それぞれの中間的な形態等も考 

えられることから、これらの形態を参考にしながら、最も効率的かつ効果的な 

PFI の事業形態を検討する必要があります。 

○ サービス購入型 

PFI 事業者が公共施設等の設計、建設、維持管理、運営等を行い、地方公共団体等から 

のサービス提供の対価として支払われるサービス購入料金等の収入により事業のコスト 

を回収する。 

モデル図 

サービス購入料金支払い サービス提供 

○ ジョイント・ベンチャー型 

官民双方の資金を用いて公共施設等の設計、建設、維持管理、運営等を行い、PFI 事業 

者は、地方公共団体等からの補助金等と利用者から利用料金を徴収して事業のコストを回 

収する。 

モデル図 

利用料金支払い 

○ 独立採算型 

地方公共団体等から契約等に基づき事業許可を受けたPFI事業者が、公共施設等の設計、 

建設、維持管理、運営等を行い、利用者から利用料金を徴収して事業のコストを回収する。 

モデル図 

許可申請等 利用料金支払い 

地方公共団体等 PFI 事業者 利 用 者 

地方公共団体等 PFI 事業者 利 用 者 

事業許可等 サービス提供 

地方公共団体等 PFI 事業者 利 用 者 

サービス提供 
補助金等
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第 9 節 PFI の事業方式 

PFI 事業は、公共施設等の設計、建設から維持管理、運営等に至るまでの全部 

又は一部を民間事業者に委ねることから、公共施設等の建設や所有形態につい 

て検討する必要があります。 一般的には、事業スキームにより、次のように分 

類されますが、通常、BOT 方式、BTO 方式が多く用いられています。 

事 業 方 式 概 要 

BOT 

（Build Operate 

Transfer） 

PFI 事業者が自ら資金を調達し、施設等を建設（Build）し、事業 

契約期間にわたって維持管理、運営（Operate）を行い、建設資金 

等を回収した後に地方公共団体等に施設の所有権を移転 

（Transfer）する。 

BTO 

（Build Transfer 

Operate） 

PFI 事業者が自ら資金を調達し、施設等を建設（Build）し、施設 

の所有権を地方公共団体等に移転（Transfer）した後に事業契約期 

間にわたって、維持管理、運営（Operate）を行い、建設資金等を 

回収する。 

BOO 

（Build Own 

Operate） 

PFI 事業者が自ら資金を調達し、施設等を建設（Build）し、事業 

契約期間にわたって維持管理、運営（Operate）を行い、建設資金 

等を回収するが、施設の所有権を最終的に地方公共団体等に移転し 

ない（Own）。 

BLT 

（Build Lease 

Transfer） 

PFI 事業者が自ら資金を調達し、施設等を建設（Build）し、地方 

公共団体等に当該施設をリース（Lease）し、リース代金を得ると 

ともに、一定期間、維持管理、運営（Operate）を行い、建設資金 

等を回収した後に地方公共団体等に施設の所有権を移転 

（Transfer）する。 

ROT 

（Rehabilitate 

Operate Transfer） 

PFI 事業者が自ら資金を調達し、既存の施設等を改修、補修 

（Rehabilitate）し、事業契約期間にわたって維持管理、運営 

（Operate）を行い、建設資金等を回収した後に地方公共団体等に 

施設の所有権を移転（Transfer）する。



- 11 - 

第 10 節 PFI 事業の実施プロセス 

PFI 事業の実施プロセスについて、国が策定した「PFI 事業実施プロセスに関 

するガイドライン」の中で次のように示されています。 

１）特定事業の選定 

ステップ １ 事業の発案（民間事業者からの発案を含む。 ） 

① PFI 事業として実施することの検討、民間事業者からの発案の積極的な取り上げ 

② 民間事業者の発案に係る受付、評価等を行う体制の整備等 

③ PFI 事業としての適合性が高く、かつ、市民のニーズに照らし、早期に着手すべきも 

のと判断される事業から、実施方針※を策定する等の手続きに着手 

ステップ ２ 実施方針の策定及び公表 

① 公平性、透明性に配慮した早い段階での実施方針※の策定、公表 

② 民間事業者の参入に配慮した内容の具体性と、検討の進捗に伴う内容の順次詳細化、 

補完の許容 

③ 公共施設等の管理者等の関与、想定されるリスク及びその分担をできる限り具体的に 

明確化 

④ 必要な許認可等、民間事業者が行い得る公共施設等の維持管理又は運営の範囲、適用 

可能な補助金、融資等の具体的内容をできる限り明確化 

ステップ ３ 特定事業の評価・選定、公表 

① PFI 事業として実施することにより、効率的かつ効果的に実施できることが基準（同 

一サービス水準の下での公的財政負担の縮減、同一負担水準の下での公共サービス水 

準の向上等） 

② 公的財政負担の総額の現在価値※換算による評価（所要の適切な調整を行った上で） 

③ 定量的評価の原則と、これが困難な場合における客観性を確保した上での定性的評価 

④ 選定の結果等の公表における透明性の確保 

債務負担行為の設定 

① 総合評価一般競争入札※の場合は、民間事業者募集の前に債務負担行為を設定 

② 公募型プロポーザル方式の場合は、民間事業者の選定後、契約締結前に債務 

負担行為を設定
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２）民間事業者の募集及び選定等 

ステップ ４ 民間事業者の募集、評価・選定、公表 

① 競争性の担保、手続きの透明性の確保 

② 民間事業者の創意工夫の発揮への留意、提案準備期間確保への配慮 

③ 価格以外の条件をも考慮した「総合評価」の場合における評価基準の客観性の確保 

④ いわゆる性能発注の重視 

⑤ 民間事業者の質問に対する公正な情報提供 

⑥ 選定の結果等の公表における透明性の確保 

ステップ ５ 契約等の締結等 

① 契約等による規定とその公開 

・当事者間の権利義務等についての具体的かつ明確な取決め 

・適正な公共サービス提供の担保のための規定 

－ 公共サービス水準の監視 

－ 実施状況、財務状況についての報告 

－ 問題があった場合の報告と第三者である専門家による調査・報告の提出 

－ 公共サービスの適正かつ確実な提供を確保するための必要かつ合理的な措置等 

－ 安全性の確保、環境の保全等に必要な範囲での公共の関与 

・リスク配分の適正化に配慮したリスク分担の明確化、リスクの軽減・除去への対応の 

明確化 

・事業終了後、事業継続困難の場合、契約解除に関する具体的かつ明確な規定 

・選定事業の態様等に応じた適切な取決め 

・契約等の解釈に疑義が生じた場合等についての具体的かつ明確な規定 

３）PFI 事業の実施 

ステップ ６ 事業の実施、監視等 

① 契約等に従った事業の実施 

② 提供される公共サービスの水準の監視等 

ステップ ７ 事業の終了 

① 土地の明渡し等、あらかじめ契約等で定めた資産の取り扱いに則した措置
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PFI 事業は、公平性や透明性の原則等を確保するため、実施方針の策定・公表 

から特定事業の選定・公表、民間事業者の募集・選定・公表などについて、PFI 

法に規定された事項や所定の基準に則り手続きを進めることが必要とされてい 

ます。このことから、従来型の公共事業に比較すると、計画を策定してから実 

際に公共サービスの提供が開始できるまでに長期間を要するとされています。 

一般的には、実施方針の策定・公表から契約の締結等までに、1年以上の期間 

を要する事例が多くみられます。但し、PFI 事業の内容や規模等により、実施方 

針の策定までの期間や契約の締結等の後に公共施設等の建設が完了するまでの 

期間には差があります。 

また、初期段階での検討の如何が事業に大きな影響を及ぼしますので、実施 

方針策定前に導入可能性調査を実施するなど、事業に対する考え方を整理して 

おくことが重要となります。
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第２章 PFI 事業の課題 

第 1 節 ６つの課題 

平成 11 年 7 月に PFI 法が制定され、平成 12 年 3 月には基本方針が策定され 

ました。さらに、内閣府から各種ガイドラインが示されるなど、PFI 事業導入の 

環境整備が進められてきましたが、さらに PFI 手法の特性等を活かすために次 

の事項が課題として指摘されています。 

１）VFM の達成のためには、ある程度の事業規模が必要であること 

PFI 事業は従来型の公共事業に比較して、アドバイザー委託経費や民間による 

資金調達コスト等 PFI 事業特有の費用の増大が伴います。このことから、VFM を 

達成するためには、ある程度の事業規模が必要であると指摘されています。 

２）割賦方式の PFI 事業は財政負担の繰延べになりやすいこと 

PFI 事業の主な目的は VFM の最大化です。 財政負担の平準化や繰延べのみを目 

的とした割賦方式の PFI 事業は、後年度に財政負担を繰り延べるだけで、財政 

負担の縮減効果は生じないと指摘されています。 

３）従来型公共事業とのイコールフッティングの確保が必要であること 

地方公共団体が公共施設等を整備する場合に国庫補助負担金制度等が適用と 

なる事業については、一般的に、PFI 事業で整備する場合にも同等の措置が講じ 

られるとされています。しかし、一部の事業を除いては、事業の要綱等が PFI 

事業に即した内容になっていないことや、 BOT 方式に関しては補助対象事業に該 

当しないなどの課題が指摘されています。 

また、現行では、BTO 方式の PFI 事業については、固定資産税や都市計画税が 

非課税となりますが、BOT 方式ではいずれの税も課税されています。 

さらに、地方税法の規定によると、不動産取得税については、原資取得が、 

特別目的会社 SPC から地方公共団体等への 2 者間の移転の場合には非課税とな 

りますが、ゼネコンから特別目的会社 SPC、その後、地方公共団体等への 3者間 

の移転が行われる場合には課税されることになっているなど、 PFI 事業として実 

施した場合であっても不利にならない措置を講じる必要があります。 

４）公の施設に係る指定管理者制度との整合が必要であること 

地方自治法の改正に伴い「公の施設の指定管理者制度」が創設され、民間事 

業者等も公の施設の管理委託を受託できるようになったことから、当該制度と
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の整合を図りながら PFI 事業を推進する必要があります。 

５）適切なモニタリングに関するデータの蓄積が必要であること 

PFI 事業は、仕様書に基づく仕様発注ではなく、要求水準書※等に基づき提供 

される公共サービスの内容や水準を求める性能発注を原則としていることから、 

要求した公共サービスの内容や水準が確保されているかどうかについて、監視 

（モニタリング）を行うことが必要となります。 PFI 事業を実施するにあたっ 

ては、要求する公共サービスの内容や水準を数値化し、監視（モニタリング） 

することから、全国で実施されている同種・同様の PFI 事業のモニタリング内 

容等を参考としながら、モニタリングに関するデータの蓄積を行うことが必要 

であると指摘されています。 

６）プロジェクト・ファイナンスによる資金調達の確立が必要であること 

PFI 事業は、民間資金を活用して公共施設等を整備するものであり、プロジェ 

クト・ファイナンスにより民間資金を提供する金融機関の果たす役割は極めて 

重要になります。しかし、PFI 事業契約において、官民の適切なリスク分担が確 

保されずに、金融機関から PFI 事業の安定性・継続性に懸念があると判断され、 

円滑な資金調達が困難になることもあります。
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第３章 本市における PFI 導入に向けた考え方 

第 1 節 PFI の導入について 

本市では、PFIを公共施設等の整備事業における有効な手法の一つとして位置 

付け、PFIに適する事業について積極的に導入を推進していきます。 

具体的には、PFIの導入によって、良質で低廉な公共サービスの提供が期待で 

きること、財政支出の平準化により財政負担の軽減が図れること、また、公共 

サービスの提供にあたって官民連携の促進や、民間の事業機会の創出により経 

済の活性化が図れることなどについて、PFI導入に適しているか否かを個々の事 

業について検討していきます。 

第２節 PFI の導入検討事業の対象 

PFIを事業化するにあたっては、アドバイザー費用等のPFI固有の費用が発生 

します。事業規模が小さい場合には、このような費用を吸収できず、PFIによる 

費用削減効果が期待できなくなります。そこで、 次の基準を満たす事業規模を、 

当面のPFI導入検討対象とします。 

○原則的に総合計画に位置付けられている事業で、設計・建設等の施設建設費 

が概ね10億円を超えるもの 

但し、民間事業者のノウハウ等を活用することによってサービスの著しい向 

上が見込める場合など、この基準以下であっても、PFI導入の検討対象とするこ 

ととします。なお、今後のPFI適用事業の具体的な経験を踏まえ、見直しするも 

のとします。
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第３節 推進体制 

本市のPFI導入検討事業に係る推進体制については、「事業担当課」を中心に、 

「事業担当部」と「企画政策部」の連携のもと、庁内の検討組織として「PFI導 

入検討委員会」を設置し、「庁議」の決定を受けて進めていきます。また、PFI 

は導入検討から実施の各段階で、財務、法務、技術面など様々な専門知識を必 

要とするため、学識経験者等で構成する「PFI事業者等審査委員会」における審 

議や「外部アドバイザー」の活用についても推進体制に組み入れることとしま 

す。 

（１）推進体制のスキーム 

推進体制のスキームについては、次のとおりです。 

発議 

結果報告 検討依頼 導入検討委員会設置 

事務局：企画政策室 

相談 

調整 

審査委員会 設置 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ契約 専門的助言 

・審査依頼 結果通知 

専門的助言 

庁 議 

PFI 導入・実施の方針化 

PFI 導入検討委員会 

・PFI 導入可能性調査実施事業の検討 

・従来型その他の事業手法の方向付け 

・個別 PFI事業案件の推進 

PFI 推進担当課 

企画政策室 

事業担当課 

・PFI 導入検討書等の作成 

・PFI 導入可能性調査をはじめ 

個別 PFI事業の実務 

アドバイザー 

・PFI 導入可能性調査 

・アドバイザリー業務 

PFI 事業者等審査委員会 

（学識経験者等で構成） 

・PFI 事業実施方針等の検討 

・事業者の選定 

専門的助言
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（２）推進体制に基づく役割 

１）事業担当課 

PFIの導入検討と具体的な事業の実施については、事業担当課が中心となって 

進めます。事業担当課では、必要に応じて課内にPFI担当を置くとともに、PFI 

導入検討委員会の開催依頼等に関する事務手続きやPFI事業者等審査委員会の 

事務局を担います。また、PFI推進担当課である企画政策室と必要に応じて随時 

調整を図ります。 

２）PFI 推進担当課(企画政策室) 

企画政策室は、PFI導入検討委員会の事務局を担当し、PFI事業の推進に向け 

た調整、必要な情報の提供等を行います。 

３）PFI 導入検討委員会 

PFI導入検討委員会 （以下「検討委員会」） は、 事業担当課から提出された「PFI 

導入検討書」等に基づいて、事業内容が、PFI導入可能性調査等の手続きを進め 

るかどうか検討します。検討の結果、PFIに適すると認めた場合はその旨を、適 

さないと認められた場合には他の事業手法による方向性を示し、事業担当課に 

報告します。 

また、検討委員会は、庁議においてPFI導入の方針が決定されたときは、引き 

続き当該PFI事業の推進に向けて、事業担当課からの依頼に基づき、必要な検討 

を行います。 

委員構成は、次のメンバーを基本的に考えるものとします。 

・委員長 企画政策室長 

・委 員 事業担当課長、財政課長、総務課長、管財課長、行政改革推進室長、 

その他関係課長 

・事務局 企画政策室 

※事業担当課は、説明及び質疑等への対応をするものとします。 

検討委員会の委員構成・検討事項等は、設置要綱等を制定し、その中で明ら 

かにすることとします。
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４）庁議 

庁議は、PFIの導入や実施に関し、市としての方針決定を行います。 

事業担当部長からの発議により、検討委員会の検討結果を踏まえ、PFI導入可 

能性調査実施の適否や、PFI導入の方針を決定するほか、PFI事業の推進にあた 

り重要な判断が求められる場合には庁議の審議に付すものとします。 

５）PFI 事業者等審査委員会 

「PFI事業者等審査委員会」（以下「審査委員会」）は、個別事業ごとに事業 

担当課が設置します。 

審査委員会は、実施方針等の内容の審査、民間事業者からの提案図書等の審 

査、提案内容の評価及び順位等の審査、審査結果の公表事項、時期、方法の審 

査等を行います。 

【主な設置理由】 

・民間事業者の選定は、透明性・公平性を確保する必要があること。 

・地方自治法施行令第167条の10の2及び地方自治法施行規則第12条の4に基づき、 

総合評価一般競争入札※を実施しようとするとき、落札者決定基準を策定する 

とき及び落札者を決定するときは、２名以上の学識経験者の意見を聞くこと 

とされていること。 

委員構成は、学識経験者2名以上、企画政策部長、総務部長等、事務局は事業 

担当課を基本的に考えるものとしますが、審査委員会の委員構成、検討事項等 

は、個別事業ごとに設置要綱を制定し、その中で明らかにすることとします。 

※学識経験者は、法務・金融・技術に関する専門知識を有する大学教授、弁護 

士、公認会計士、建築士、金融専門家等に依頼します。 

※PFI推進担当課である企画政策室は、事務局のオブザーバーとして出席するも 

のとします。



- 20 - 

第４節 PFI 実施手順 

１）事業の発案 

事業担当課において、事業の必要性、緊急性等を十分検討した結果、必要性、 

緊急性等が高く、早期に実施する必要があると判断された公共施設等の整備事 

業については、より効率的かつ効果的に実施できる事業手法を検討します。 

その結果、PFI手法の導入効果が見込まれると判断した場合は、検討委員会へ 

の付議手続きを進めます。 

①「PFI導入検討書」等の作成 

事業担当課は、「PFI導入検討書」等、検討委員会資料を作成します。 

②民間事業者からの発案について 

民間事業者からの発案があれば、事業担当課が受付します。民間事業者から 

の発案は、事業担当課において検討できるレベルに達しているものを対象とし 

ます。 

事業担当課は、受付した民間事業者からの発案の検討を行い、PFI手法等の導 

入が適切であると判断した場合には、自ら発案した場合と同様の手続きをとり、 

その結果を民間事業者に通知します。 

③検討委員会による検討 

検討委員会は、事業担当課から提出された「PFI導入検討書」等に基づき検討 

を行います。検討にあたり必要に応じて専門的、技術的知識を有する各部課職 

員の出席を要請します。 

民間発案の主な内容 

・事業名 

・発案者の住所、氏名・法人名 

・担当者名、所属、連絡先電話番号 

・事業の趣旨、内容（具体的に） 

・事業の仕組み及び構成 

・事業資金の調達方法及び事業の採算性分析 

・想定されるリスクと分担の考え方 

・PFI により達成される効果 

・その他必要とされる事項
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検討の結果、PFI導入に適すると認められた場合はその旨を、適さないと認め 

られた場合には他の事業手法による方向性を示し、事業担当課に報告します。 

事業担当部長は、検討委員会での検討報告を受け、庁議にPFI手法導入に係る 

発議を行います。 

④庁議の開催 

事業担当部長からの発議により、検討委員会の検討結果を踏まえ、PFI手法導 

入に係る可能性調査の実施等について庁内決定を行います。また、必要に応じ 

て当該事業の内容等について指示、助言等を行います。 

⑤PFI導入可能性調査等に係る予算措置 

PFI導入可能性調査等の実施について承認を得た事業担当課は、事業規模、内 

容、期間等に合わせ、財政課と協議し予算調整を行います。PFI導入可能性調査 

費や、金融、技術、法務等に関する専門的知識を有するアドバイザーとの契約 

経費を計上します。また、必要に応じて推進体制について検討を行います。 

⑥PFI導入可能性調査の実施 

事業担当課は、事業実施の前提条件を整理した上で、VFM(シミュレーション 

＝予測の計算)を試算し、具体的な検証を行うため、PFI導入可能性調査を実施 

します。 

VFMを試算する場合は、将来の収支を現在価値に換算する方式を用いて、事業 

全体のコストを算出します。また、定量的に評価できない部分については、で 

きるだけ客観的なデータに基づく定性的な評価を加えるものとします。 

⑦PFI導入の方針決定 

PFI導入可能性調査の結果に基づき、事業担当課は検討の上、次の内容を中心 

に改めてPFI導入の可否について、検討委員会に付議します。 

・本市にとってPFI導入が妥当な整備手法であるかどうか。 

・法的規制などの計画実現の支障要因の確認とその克服の見込みはどうか。 

・将来の財政負担に問題はないかどうか。 

・事業スケジュールは適当かどうか。 

検討委員会での検討の結果、PFI導入が適当と認められた場合には、速やかに 

事業担当課に報告します。また、 PFI導入が適当と認められない場合にもその旨、 

事業担当課へ報告します。 

事業担当部長からの発議により、検討委員会の検討結果を踏まえ、庁議にお
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いてPFI導入に係る方針決定を行います。 

⑧アドバイザーの選定、契約 

PFI導入の方針決定を受け、事業担当課は、次の委託内容によりアドバイザリ 

ー業務契約を締結します。アドバイザーとの契約にあたっては、競争性の確保 

や業務の特殊性を考慮し、総合評価一般競争入札、公募型プロポーザル方式※な 

どを活用します。 

・実施方針策定に向けた事業内容の検討 

・VFM評価のためのデータ収集・整理、リスク分担の整理 

・PFI事業形態の検討 

・要求水準書、落札者決定基準、入札説明書等諸書類の作成支援 

・審査委員会委員の人選支援、運営支援 

・その他事業担当課が必要とする事項 

⑨審査委員会の設置及び委員の選任 

事業担当課は、PFI事業者を、競争性、公正性、透明性を確保し厳正かつ公平 

に選定するため、事業案件ごとに「審査委員会」を設置し、委員を選任します。 

２）実施方針の策定及び公表 

PFI法第5条に基づき、特定事業の選定及び民間事業者の選定を行おうとする 

ときは、その前に実施方針の策定、公表を行わなければなりません。 

①実施方針の策定 

事業担当課は、PFI法及びガイドライン等を踏まえ、PFI事業としての実施方 

針を策定します。実施方針の策定にあたっては、選定事業における市の関与、 

リスク分担等に関する考え方を明らかにする必要があります。 

【実施方針に定める事項】 

・特定事業の選定に関する事項 

・民間事業者の募集及び選定に関する事項 

・民間事業者の責任の明確化等、事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事 

項 

・公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 

・事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事 

項 

・事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

・法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項
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・その他特定事業の実施に関し必要な事項 

事業担当課は、実施方針を公表する前に、検討委員会及び審査委員会を開催 

し実施方針（案）に対する意見聴取を行います。公表後、実施方針等に反映す 

べき意見等があった場合は、実施方針を見直します。 

②要求水準書（案）の作成 

事業担当課は、実施方針と併せて、要求水準書（案）を作成します。要求水 

準書（案）は、性能発注の原則に基づき、市が要求する具体的なサービス水準 

を示し、最低限満たさなければならない施設の要件を明記します。要求水準書 

（案）の作成にあたっては、検討委員会及び審査委員会に提案し意見聴取しま 

す。 

③実施方針、要求水準書(案)の公表 

事業担当課は、民間事業者や関係住民へ周知するため、策定した実施方針、 

要求水準書（案）をできる限り早い段階で公表します。また、公表後、内容を 

補完・変更した場合は、遅滞なくその旨を公表します。実施方針、要求水準書 

（案）の公表にあたっては、インターネット等を活用して行います。 

④落札者決定基準（案）の作成、公表 

事業担当課は、落札者決定基準（案）を作成します。落札者決定基準（案） 

には、実施方針、要求水準書（案）で示したサービス水準、価格、安全性等の 

性能発注に対する評価項目及び配点を示します。落札者決定基準（案）の作成 

にあたっては、審査委員会に提案し意見聴取します。 

落札者決定基準（案）は、民間事業者にとっては、創意工夫のある企画提案 

内容を検討する際の判断材料となるものなので、できるだけ実施方針、要求水 

準書（案）と同時に公表することが望まれますが、困難な場合は入札公告（公 

募）時までに公表します。 

⑤条件規定書（案）の作成、公表 

事業担当課は、PFI事業実施に伴う市と民間事業者との契約条件を明らかにす 

るため、条件規定書（案）を作成します。条件規定書（案）は、契約書の骨子 

として市と民間事業者間の権利義務等を具体的に記載します。条件規定書（案） 

の作成にあたっては、検討委員会及び審査委員会に提案し意見聴取します。 

落札者決定基準（案）と同様な観点から、できるだけ実施方針、要求水準書 

（案）と同時に公表することが望まれますが、困難な場合は入札公告（公募）
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時までに公表します。 

⑥質問及び意見等の受付 

実施方針等に対する民間事業者の質問及び意見等を書面により受付けします 

が、受付けの期間は、民間事業者が十分検討することができる日数を設定しま 

す。

事業担当課は、質問内容を十分精査した上で、質問に対しての回答書を作成 

し、すべて書面により回答します。民間事業者からの質問及びその回答につい 

ては、公平性、透明性を確保する観点から民間事業者独自の手法等に係る事項 

等を除き、原則として公開します。実施方針等に反映すべき意見があった場合 

は、実施方針の見直しを行います。 

３）特定事業の評価・選定、公表 

事業担当課は、実施方針の公表後、当該事業を特定事業として選定するか否 

かの評価を行います。評価するにあたっては、VFM評価を基準とし、PFI事業と 

して実施することの適否を検証します。VFM評価にあたっては、次のいずれかが 

確保されていることが基準となります。 

・公共サービスが同一の水準にある場合において、事業期間全体を通じた公的 

財政負担の縮減を期待できること 

・公的財政負担が同一の水準にある場合において、公共サービスの水準の向上 

を期待できること 

①特定事業の評価、選定 

公共サービスの水準の評価は、できる限り定量的に行いますが、困難な場合 

は、客観性を確保した上で定性的な評価を行います。事業担当部課は、VFM評価 

を基準として総合的評価を行った後、当該事業を特定事業として選定するか否 

かを決定し、検討委員会に報告します。 

なお、民間事業者からの意見により実施方針の変更を行い、VFMに大幅な影響 

が出る場合には庁議に諮るものとします。 

②選定結果等（特定事業の選定）の公表 

事業担当課は、特定事業の選定にあたって評価を行ったときは、その結果を 

評価内容とあわせて速やかに公表します。VFM評価により算定した公的財政負担 

の見込額については、原則として公表しますが、公表することにより、その後 

の入札等において正当な競争が阻害される恐れがある場合等においては、公的
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財政負担の縮減額又は割合(VFMの割合)の見込みのみを公表します。公共サービ 

スの水準について定性的な評価を行った場合は、その評価の方法と結果を合わ 

せて公表します。 

③債務負担行為の設定(自治法第214条) 

事業担当課は、入札公告（公募）前に、財政課と協議・調整し、PFI事業に係 

る債務負担行為を設定します。債務負担行為の設定額は、VFM評価で算定された 

PSC(従来の公共事業を実施した場合の総コスト)かPFI事業のLCC（PFI事業を実 

施した場合の総コスト）をベースとし事業期間全体の建設費、維持管理費及び 

運営費等を含む事業費の総額とします。債務負担行為の設定額は、現在価値へ 

換算する前の金額を用いるとともに、物価や金利の変動などの将来にわたる未 

確定要素も想定し設定します。債務負担行為の設定期間は、設計期間等を含む 

PFI事業の契約期間とします。 

４）PFI事業者の募集、評価・選定、公表 

事業担当課は、関係書類を最終確定するため、審査委員会を開催します。審 

査委員会においては、入札公告（公募）時に必要な要求水準書、落札者決定基 

準（事業者選定基準）、条件規定書及び入札説明書(募集要項)等の内容を審査 

します。選定にあたっては、PFI法第7条により公募の方法等により選定するも 

のとされ、原則的に「総合評価一般競争入札」となりますが、よりよい事業内 

容とするため事業者との交渉が重要であり必要となる場合等は、公募型プロポ 

ーザル方式を採用します。その場合は、括弧書きの文言となります。 

①入札公告（公募）、説明会の開催 

事業担当課は、確定した諸書類に基づき、インターネット等を活用し、入札 

公告（公募）を行います。公表後、民間事業者に対する説明会を開催します。 

説明会開催日以後、要求水準書等に対する民間事業者の質問及び意見等を書面 

により受付けます。受付けの期間は、民間事業者が十分検討できる日数を設定 

します。事業担当課は、質問内容を十分精査した上で、質問に対しての回答書 

を作成し、すべて書面により回答します。民間事業者からの質問及びその回答 

については、公平性、透明性を確保する観点から民間事業者独自の手法等に係 

る事項等を除き、原則として公開します。 

②事業者の選定、公表 

PFI事業の実施にあたっては、民間事業者の創意工夫を最大限活用することが
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重要なことから、民間事業者の負担を軽減するとともに、より創意工夫のある 

企画を意欲的に提案してもらうため、当該PFI事業を適切に実施できる能力を有 

する民間事業者のみがより詳細な事業計画等を作成し入札に参加できるよう事 

業者の選定については、総合評価一般競争入札方式、公募型プロポーザル方式 

とも基本的に二段階で選定を行います。 

事業担当課は、入札書類や提案書等の第一次審査書類の受付け締め切り後、 

審査委員会を開催し、事業者の参加資格審査や業務遂行能力審査等（財務諸表・ 

事業内容の基礎審査等）について評価を行い、第一次審査通過事業者を選定し 

ます。事業担当課は、第一次審査結果について応募事業者に通知するとともに、 

インターネット等を活用し速やかに公表します。 

事業担当課は、入札書類又は第二次提案書類の受付け締め切り後、審査委員 

会を開催し、第二次審査として、事業内容審査や価格審査を行い総合的な観点 

から事業者を評価し、選定事業者又は最優秀提案事業者を決定します。公募型 

プロポーザル※方式による場合は、事業担当課が最優秀提案事業者と契約交渉を 

行い、合意に達した場合は、当該事業者を選定事業者として決定します。その 

結果を、第二次応募事業者に通知するとともに、インターネット等を活用し速 

やかに公表します。 

５）契約の締結 

事業担当課は、財政課・総務課・管財課等と協議・調整のうえ、契約を締結 

するにあたって、条件規定書を基に選定事業者と協議し次の事項等について取 

り決めます。 

・事業に係る責任とリスクの分担 

・事業者により提供されるサービスの内容と質 

・事業者により提供されるサービス水準の測定と評価方法 

・市が支払う料金及び算定方法 

・市の民間事業者への関与 

・事業終了時の取扱い 

・事業継続困難時の措置 

・事業破綻時の措置 

・契約の解除条件 

事業担当課は、取り決めた内容を契約書（案）として審査委員会に提案し、 

意見聴取します。その結果を踏まえ選定事業者と仮契約を締結します。
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①議会の議決（PFI法9条） 

事業担当課は、当該事業における契約金額のうち、維持管理、運営等に関す 

る金額を除いた金額が1億5千万円以上となる事業については、PFI事業の契約締 

結議案を議会に提出し、議会の議決を得ます。 

（平成12年3月29日自治画第67号：自治事務次官通知を参照） 

②契約の締結 

事業担当課は、選定事業者と契約を締結します。事業担当課は、民間事業者 

の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れのある事項を除き、取り 

決めた契約書等を公開します。 

６）事業の実施、監視等 

選定事業者は、実施方針に基づき、契約に従って選定事業を実施します。契 

約で定める範囲内で、選定事業者は、事業の進捗状況や財務状況報告書等を定 

期的に報告するとともに、事業担当課は、事業の監視を行います。また、必要 

に応じ市民等に公開します。 

７）事業の終了 

契約に定める事業期間が終わったとき、選定事業は終了となります。選定事 

業が終了したときの土地の明渡し等については、契約で定められた資産の取扱 

いに則り適切な処理を行います。事業担当課は、 VFMの事後評価を行うとともに、 

当該事業に関わる記録を保存します。 

［参 考］ 

〇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 

（平成 11年法律第 117 号 最終改正 平成 17年法律第 95号） 

〇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施行令 

（平成 11年政令第 279 号） 

〇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（平成 12年 3 月 13 日総理府告示第 11号） 

〇PFI 事業実施プロセスに関するガイドライン（内閣府） 

〇PFI 事業におけるリスク分担等に関するガイドライン（内閣府） 

〇VFM（Value For Money）に関するガイドライン（内閣府） 

〇契約に関するガイドライン－PFI 事業契約における留意事項について



- 28 - 

（内閣府） 

〇モニタリングに関するガイドライン（内閣府） 

〇地方公共団体における PFI 事業について 

（平成 12年 3 月 29 日付自治画第 67号 平成１7年 10 月 3日一部改正 

自治事務次官通知） 

〇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に基づ 

いて地方公共団体が実施する事業に係る地方財政措置について 

（平成 12年 3 月 29 日付自治調第 25号 自治省財務局長通知） 

〇PFI 事業に係る民間事業者の選定及び協定締結手続きについて 

（平成 15 年 3 月 31 日付総行行第 43 号、総行地第 44 号 総務省自治行 

政局行政課長 総務省自治行政局地域振興課長通知）
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木更津市 PFI 導入検討書 

年 月 日提出 

事業担当部課名 

担当者・連絡先 

事業名 

総合計画等の 

位置付け 

事業概要等 

（目的・内容等） 

事業期間 

事業の効果 

総事業費 

（事業規模） 

用地等の概要 

建設等の概要 

PFI 導入の目的 

事業方式等 

PFI 導入による 

メリット 

PFI 導入に伴う 

課題等 

別紙１



木更津市PFI導入手順１ 

事業の発案：「PFI導入検討書」等の作成 
■民間事業者からの発案について 事業担当課が受付し､PFI手法等の導入 

が適切であると判断された場合は、自らの発案と同様の手続きを行う 

ステップ１ 事業の発案(民間事業者からの発案含む） 

ステップ２ 実施方針の策定及び公表 

説 明 

議 会 議 会 

庁議で 「PFI導入可能性調査｣実施の意思決定 

PFI導入可能性調査費等の予算措置 
①PFI導入可能性調査費 ②アドバイザリー業務費（アドバイザーは金融･技術･ 
法務等に関する専門的知識を有する者） ③その他推進体制の検討等 

PFI導入可能性調査の実施 
■VFMの試算等､PFI導入の具体的な検証を行う 

協議･調整 

財政課  PFI導入可能性調査 

の結果報告 

PFI導入の可否報告 

庁議  PFI導入の方針決定 

アドバイザ－の選定、契約 
■アドバイザリー業務 ①実施方針策定に向けた事業内容の検討 ②VFM評 
価のためのデータ収集･整理、リスク分担の整理 ③PFI事業形態の検討 ④要 

求水準書・落札者決定基準・入札説明書等諸書類の作成支援 ⑤審査委員会 
委員の人選支援・運営支援等 

審査委員会の設置及び委員の選出 
■審査委員会業務 ①実施方針（案）・要求水準書（案）・落札者決定基準（案） 
等諸書類の審査 ②提案図書等の審査 ③提案内容の評価及び順位等の審 
査 ④審査結果の公表事項･時期・方法の審査 

審査委員会 

議 会 議 会 
説 明 

実施方針（案）の策定＆要求水準書（案）等の作成 
①実施方針（案） 
PFI法第５条に基づき、特定事業の選定及び民間事業者の選 

定に当たり、特定事業の実施に関する方針 
②要求水準書（案） 

性能発注の原則に基づき、市が要求する具体なサービス水 
準を示したもの 
③落札者決定基準（案） 

要求水準書(案）で示した性能発注に対する各評価項目及び 

その配点を示したもの 
④条件規定書(案） 

契約の骨子であり、市と民間事業者間の権利義務等を具体 
に示したもの 

質問･意見等 
実施方針＆要求水準書等の公表 
■落札者決定基準及び条件規定書については、同時に公表することが困難な 
場合は、入札公告(公募）時までに公表 

必要に応じて実施方針＆要求水準書等の見直し 
■実施方針等に反映すべき意見があった場合は､当該意見を参考に実施方針 
等を見直す 

民間事業者 

提 出 

PFI導入の適否報告 

PFI導入 

検討委員会で 
検討 

PFI導入 

検討委員で 
検討 

提案し意見聴取 
③落札者決定基準（案） 
は審査委員会のみへ 

PFI導入 

検討委員会 

回 答 

原則公表 市のHP等 

別紙２ 

 30 



木更津市PFI導入手順２ 

特定事業の評価･選定 
■PFI導入可能性調査結果におけるVFM評価を基準にPFI事業 

実施の適否について総合的に検証し、特定事業として選定 

ステップ３ 特定事業の評価･選定､公表 

ステップ４  PFI事業者の募集、評価･選定､公表 

説 明 

議 会 議 会 

報 告 

選定結果等の公表 
■VFM評価により算定された公的財政負担の見込み額を原則公表 但し、そ 

の後の入札等において正当な競争が阻害されるおそれがある場合等において 
は､公的財政負担の縮減額又はその割合の見込みのみ公表（ PFI事業実施プ 

ロセスに関するガイドライン） 

債務負担行為の設定(自治法第２１４条） 
■特定事業選定時のVFM評価において算出されたPSCかPFI事業のLCCを 

ベースとし､現在価値への割引換算前の数字により設定 

債務負担行為の設定(自治法第２１４条） 
■特定事業選定時のVFM評価において算出されたPSCかPFI事業のLCCを 

ベースとし､現在価値への割引換算前の数字により設定 

PFI導入 

検討委員会 

公 表 

協議･調整 

財政課 

入札公告(公募）時の最終的な必要書類の確定(事業内容検討に従い詳細化） 
①要求水準書 ②落札者決定基準 ③条件規定書 ④入札説明書等 

入札公告(公募） 

審査委員会で 
審査 

依 頼 

報 告 

説明会の実施 
民間事業者 

質問・意見等 
回 答 

民間事業者 
結果通知 

第一次審査（入札参加資格･業務遂行能力審査等） 審査委員会で 
審 査 

依 頼 

報 告 

第一次審査の結果通知 

民間事業者 
結果通知 

第二次審査（事業内容審査・価格審査等） 審査委員会で 
審 査 

依 頼 

報 告 

第二次審査の結果通知 

ステップ５ 契約の締結 

協 議 

選定事業者（SPC）と事業契約書（案）の作成 

協議・調整 

財政課・総務課･管財課等 

選定事業者 

審査委員会 意見聴取 

選定事業者（SPC）と仮契約 選定事業者 
仮契約 

議会でPFI事業の契約締結案の議決（PFI法第９条） 議会でPFI事業の契約締結案の議決（PFI法第９条） 

選定事業者（SPC）と契約の締結 
選定事業者 

ステップ６ 事業の実施、監視等 

選定事業者（SPC）からの実施状況･財務状況報告書等の提出等 

ステップ７ 事業の終了 

施設･土地等の引渡し、明渡し 事業実施に係る記録保存等 

契 約 

市のHP等（以下同様） 

債務負担行為設定の事前説明も含む 

公 表 

公 表 

選定事業者 
提出等 

公 表 

必要に応じ公表 

第一次審査書類提出 

第二次審査書類提出 
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はじめに 

指定管理者制度とは、自治体が行う公の施設の管理手法の 1 つです。 

公の施設とは、住民の利用に供するための施設で、住民の福祉を増進する目的で自治体が 

設置するものを指します（地方自治法第 244条） 。例えば、公園、市営球場、市民会館、図書館、 

公民館、福祉会館、道路、市営霊園などがこれに当たります。 

つまり公の施設は、単なる収益事業のための施設ではなく、住民の利用に供するための施 

設であって、住民の福祉を増進する目的で設置するものであるため、その設置目的に基づい 

た業務を継続的、かつ、安定的に実施していくことが求められるものです。 

そのため、原則的に自治体自身が管理を行うこととされており、従来、管理の一部を自治 

体以外のものに行わせる場合は、自治体の出資法人等の法人に限られていました。 

このような制度に対して、地方自治法の一部を改正する法律（平成 15年法律第 81号（平成 15 

年 6 月公布、9 月施行））により、変化の著しい社会情勢の中、多様化する住民ニーズに対応す 

るために、民間の能力を活用しつつ、住民サービスの提供のあり方を再検討し、地域の振興 

及び活性化を図る目的で指定管理者制度が導入されることとなりました。 

この指定管理者制度は、従来の自治体の出資法人等に限定して公の施設の管理の一部を行 

わせる制度とは異なり、法人その他の団体の中から、自治体が指定する者（「指定管理者」） 

に公の施設の管理をゆだねるという制度です。 

この基本方針は、まず公の施設ごとに、その施設の設置目的や業務の内容、運営の状況を 

考慮した上で、市が直接管理を行うこととするのか、あるいは指定管理者制度による管理を 

行うのかについて検討し、指定管理者制度による管理を行う場合には、どのような団体に管 

理をゆだねるのか、また、どのような方法により選定、指定を行うのかについて示したもの 

です。 

１ 指定管理者制度の導入について 

前にも述べたとおり、公の施設は、住民の福祉を増進する目的で設置する施設であるた 

め、指定管理者制度の導入にあたっては、単に経費の節減が図ることができればよいとい 

うものではなく、住民へのサービス提供を優先して考慮する必要があります。 

そのため、公の施設ごとに設置目的や実施している事業の内容、利用状況などを整理す 

るとともに、次に示す視点を基に指定管理者制度の導入について検討し、指定管理者制度 

により管理を行うことが、効果的、効率的な施設については、指定管理者制度の導入を進 

めていくこととします。 

⑴ 施設の設置目的や事業の内容から、施設の貸出が主のものとなる施設については、指 

定管理者制度の導入を、積極的に検討していきます。（例：自転車駐車場等） 

⑵ 施設の設置目的や事業の内容が、施設の貸出だけではなく一定の事業を実施する施設 

についても、その施設で実施する（している）事業について指定管理者によって実施す
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ることが可能である場合には、指定管理者制度の導入を検討していきます。（例：市民会 

館等） 

⑶ 施設の利用者に対して、専門的な知識や技術により対応する必要がある施設であって、 

指定管理者に管理をゆだねることについて、現状では利用者から不安の指摘などが予想 

され、施設の機能が十分に発揮できないと認められる場合は、市が直接施設の管理を行 

うこととします。（例：幼児言語センター、青少年指導センター等） 

⑷ 市民（地域住民）主体の管理を目指す施設であって、現時点では活動基盤が必ずしも 

強固でない団体にいずれ管理をゆだねようとする場合には、まず、市が直接施設の管理 

を行うこととし、状況に応じて指定管理者制度の導入を検討していきます。 （例：少年自 

然の家キャンプ場等） 

⑸ 上記以外の場合で、施設の設置目的や実施している事業の内容、利用状況などを考慮 

した上で、指定管理者制度を導入することが合理的であると判断した場合は、制度の導 

入を進めていくこととし、そうでない場合には、市が直接施設の管理を行うこととしま 

す。 

２ 指定管理者が行う「業務の範囲」 

指定管理者制度においては、住民が公の施設を利用する場合などの「申請」に対する「許 

可」を指定管理者が行えるようになりました。 

また、従来からあった利用料金制度（公の施設の使用料を、施設の管理を行う者の収入 

とする制度）についても、継続して活用することが可能です。 

そのため、指定管理者制度を有効的に導入するために、まず、指定管理者にゆだねる管 

理の範囲をどこまでとするのかについて検討し、具体的な内容については、公の施設ごと 

に条例で「業務の範囲」として定めることとします。 

「業務の範囲」を検討する上では、次の施設類型を基準に行うこととします。 

⑴ 施設の貸出のみを行う（施設の使用許可が主な業務となる）施設 

＜業務の内容＞ 

① 施設の日常的な運営管理（日常的な施設運営、鍵の管理、館内の整頓等） 

② 施設の使用許可 

③ 利用料金制度の導入 

施設の管理を行う上での、支出構成と収入構成を考慮した上で、判断することとし 

ます。 

⑵ 施設の貸出とともに自主事業を実施する施設 

＜業務の内容＞ 

① 施設の日常的な運営管理（日常的な施設運営、鍵の管理、館内の整頓等）
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② 施設の使用許可 

③ 自主事業 

指定管理者に施設の設置目的等に沿った自主事業を実施してもらうこととします。 

⑶ 利用者に対して専門的な個別対応が必要である施設 

＜業務の内容＞ 

① 施設の日常的な運営管理（日常的な施設運営、鍵の管理、館内の整頓等） 

② 施設の使用許可 

③ 利用者への専門的な個別対応 

指定管理者に、施設の設置目的等を考慮した上で、利用者への個別対応を実施して 

もらうこととします。 

３ 「業務の範囲」の設定に関連する留意事項 

⑴ 上記の「業務の範囲」とは別に、施設の規模、指定管理者の施設管理能力等によって 

「業務の範囲」に含めることができるものがあります。 （例：施設及び付属設備の維持及 

び小破修繕） 

また、 「業務の範囲」は、施設の利用頻度や施設建設後の経過年数などを考慮した上で 

判断することとします。 

⑵ 指定管理者制度を導入した場合であっても、指定管理者が次のような個別の業務を別 

の団体に行わせることがありますが、これに関しては、特に制限がありません。 

・清掃業務 

・施設の維持補修等のメンテナンス業務 

・エレベーターの保守管理業務 

・警備業務など 

４ 指定管理者候補者の選定の手続等 

⑴ 指定管理者候補者選定委員会及び指定管理者制度検討委員会の設置 

指定管理者は、公の施設の日常的な運営管理を行うだけではなく、原則的に住民から 

の使用申請に対する処分（使用許可等）を行うこととなり、かつ、その状況が中長期的 

に継続することとなります。そのため、指定管理者候補者を選定する場合には、公の施 

設の果たすべき機能を考慮しながら、指定管理者候補者としての妥当性について選定す 

るとともに、選定手続の公平性・透明性を担保するため、市の附属機関として指定管理 

者候補者選定委員会を設置することとします。 

また、指定管理者制度の導入について、調査、検討を行ってきた市の内部的な組織で 

ある指定管理者制度検討委員会については、引き続き存続させることとします。 

① 指定管理者候補者選定委員会
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公の施設を所管する市の担当課等において策定された、各施設の指定管理者募集要 

項及び指定管理者選定基準に基づき指定管理者候補者の選定を行うため、市の職員、 

市民の代表及び学識経験者により構成される指定管理者候補者選定委員会において選 

定することとします。 

② 指定管理者制度検討委員会 

指定管理者の募集要項や選定基準については、公の施設を所管する市の担当課等に 

おいて策定しますが、選定基準等に関する総合的な調整を必要とする場合や、指定管 

理者制度の導入のあり方に関して検討する庁内の機関は必要であると考え、すでに設 

置されている指定管理者制度検討委員会を引き続き存続させることとし、必要に応じ 

て、下部組織となる検討部会の設置についても検討することとします。 

⑵ 指定管理者の応募資格 

指定管理者となることができる団体には、法律上の制限はありません。しかし、公の 

施設の果たすべき機能を確保するためや、その施設の特殊性から、募集要項の中で条件 

を加えた上で募集することもあります。 （例：特定の地域の団体に限定するなど） 

⑶ 指定管理者候補者の選定のあり方 

指定管理者制度を導入する目的の一つに、民間の能力を活用しつつ、住民サービスの 

向上を図ることが挙げられることから、指定管理者候補者を選定する場合は、原則的に 

公募を行い、応募のあった複数の団体から選考することとします。 

ただし、施設を管理する上で専門的な技術を必要とする場合など、特別の理由がある 

ときには、公募によらず、特定の団体を指定管理者候補者として選定することもありま 

す。 （公募によらない場合であっても、 指定管理者候補者選定委員会において事業内容等 

について審査することとします。） 

⑷ 指定管理者候補者選定時の評価基準 

指定管理者候補者の選定に当たっては、住民の平等利用の確保や、設置目的を達成す 

る上で必要な管理能力などについて考慮し、総合的に判断する必要があると考えます。 

そのため、おおむね次の項目によって選定を実施することとします。（この場合、次の 

項目を効果的に評価するため、さらに細目を設定する場合や基準の重要度を設定する場 

合があります。） 

① 団体の安定性、継続性 

② 団体運営の透明性、公正性 

③ 運営実績 

④ 効率的運営、効率化への取り組み 

⑤ 施設管理への意欲、熱意 

⑥ 施設管理の安全性への配慮
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⑦ 施設利用者への対応 

⑧ 職員の育成 

⑨ 団体の理念、姿勢 

⑩ 本市における団体の運営状況 

⑸ 指定管理者の指定の期間 

公の施設の指定管理者が管理を行う期間「指定期間」は、原則的に「最長５年、最短 

１年」の範囲内とし、公の施設を所管する市の担当課等で、最も合理的な対応ができる 

ように個別に決定することとします。 

ただし、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（平成 11 年 

法律 117号）に基づき、施設の設計、建築、維持管理及び運営までのすべてを民間企業等 

の団体にゆだねた場合（ＰＦＩ事業）などには、原則の期間よりも長い指定期間とする 

こともあります。 

⑹ 利用料金制度の導入 

指定管理者制度の導入に合わせて、利用料金制度を導入することにより、自立的経営 

が図られる公の施設（設置目的を達成した上で採算性が見込まれる施設）については、 

利用料金制度の導入を積極的に進めていくこととします。 

この場合の、指定管理者の収入となる利用料金については、市の条例によりその額、 

あるいはその額の範囲が定められることとなります。 

⑺ 条例化の取り組み 

指定管理者候補者の選定手続、遵守事項等の統一化を図るため、市では、共通する選 

定手続等に関して包括的な条例を制定することとします。 

また、各公の施設の「業務の範囲」の設定や、指定管理者になることができる団体の 

要件については、施設の特性に応じて判断する必要があることから、包括的な条例の中 

ではなく、個別の設置条例の中で規定することとします。 

５ 指定管理者制度の導入による個人情報保護の対策 

指定管理者が、公の施設を管理する上で保有する個人情報の適正な取り扱いを確保する 

ため、本市の個人情報の保護に関する制度の見直しも視野に入れながら慎重に検討してい 

くこととします。 

６ 指定管理者制度における情報公開 

指定管理者候補者の選定過程や公募団体の評価などを公開することは、行政手続及び意 

思形成過程の透明性を確保するとともに、住民に対する説明責任を果たすということから 

も必要であると考えます。 

さらには、公の施設の管理を行う指定管理者の施設管理に関する情報についても、原則
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的に公開していくことが必要であると考え、指定管理者の運営実績等に関しても、積極的 

に公開するよう検討することとします。 

７ 指定管理者制度における予算 

地方自治法第２３２条の３において、地方公共団体の支出の原因となる契約その他の行 

為（支出負担行為）は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない 

旨を規定しています。このことを指定管理者の選定に係る一連の流れに照らした場合、指 

定管理者を指定する議決を得る時期は、指定管理者が、実際に施設の管理を行う期間（指 

定期間）の開始時期よりも前であり、かつ、指定をする段階で数年の期間、該当となる施 

設の管理をゆだねることが一般的となると想定されるため、指定管理者を指定する議決を 

得る時点で、債務負担行為の設定を行うこととします。 

８ 指定管理者制度を導入した場合の苦情処理 

指定管理者が行った処分（公の施設の使用不許可等）に関する不服申立てについては、 

市が受けることとなります。また、指定管理者が行ったサービス提供に関する苦情への対 

応については、指定管理者のみならず、市としても、対応する必要があると考えるため、 

これらについては、該当となる施設を所管する市の担当課等において処理することとしま 

す。 

９ 指定管理者の事業内容の点検 

公の施設とは、あくまで「住民の福祉を増進する」ための施設であって、単なる収益事 

業のための施設ではありません。指定管理者制度においては、そのような施設の管理を中 

長期にわたり指定管理者にゆだねることとなることから、指定管理者によるサービス水準 

の確保と、適正な管理の確保が重要であるため、事業実施内容の点検は不可欠であると考 

えます。 

そのため、地方自治法上要求されている事業報告書の提出を求めるだけでなく、施設の 

設置目的や特殊性、指定管理者が行う業務の範囲などを考慮した上で、事業実施内容の点 

検を行うための基準を作成するなど、必要な検討を行うこととします。 

１０ 協定に盛り込む事項 

公の施設の設置者である市と、管理を行う指定管理者の関係について明確にするととも 

に、指定管理者制度の有効な導入、運用を行うために、おおむね次の事項を協定内容に盛 

り込むこととし、指定管理者と信義誠実な関係を保つよう努めることとします。 

⑴ 公の施設で実施する事業計画に関する事項 

⑵ 事業計画が達成されなかった場合の対応に関する事項 

⑶ 利用料金に関する事項
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⑷ 本市が支払う管理費用に関する事項 

⑸ 事業報告に関する事項 

⑹ 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

⑺ 管理業務を行う上で保有する個人情報の保護及び情報の公開に関する事項 

⑻ 公の施設で事故が発生した場合の対応に関する事項 

⑼ その他市長が別に定める事項 

１１ 指定管理者の指定の取消等 

地方自治法第２４４条の２第１１項において、指定管理者が市の指示に従わないときや 

施設管理を継続することが適当でないと認められるときは、 指定管理者の指定を取り消し、 

又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができると規定しています。 

これは、公の施設が単なる収益事業のための施設ではなく、住民の利用に供するための 

施設であって、住民の福祉を増進する目的で設置するものであるため、その設置目的に基 

づいた業務を継続的、かつ、安定的に実施していくことが求められるためです。 

そのため、地方自治法の趣旨を踏まえるとともに、協定において解除等が実施された場 

合の違約金等に関する規定をするなど、指定管理者の指定の取消等に関する必要な検討を 

行うこととします。



 

 

資  料  編 
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資料編：ＰＰＰ(官民連携手法)導入指針 用語集 

（１）あ～ん 

アウトソーシング【outsourcing】 

従来、内部で行われていた業務を専門業者等に外注するもの。専門業者等を有効に活用することによ

り、コスト削減や効率化を図る。業務委託、指定管理者制度等、様々な形態がある。 

 

アソシエーション型組織 

共通の利害関係に基づいて自発的につくられる組織。連盟、連合、協会等。 

 

アドプト制度 

道路や河川等の公共施設の一部を養子とみなし、地域住民、団体、企業等が里親となって、行政と協

働により公共施設の一部を保守・管理していく制度。 

 

インセンティブ【incentive】 

目的を達成するための刺激や、ものごとに取り組む意欲を高める働き。 

 

公の施設 

地方公共団体が設置する施設のうち、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために設

けられる施設（地方自治法第244条）。公園、市民会館、体育施設、図書館、公民館、駐車場等がある。 

 

官製市場 

運営主体の制限を行うなど公的関与の強い市場及び公共サービス分野。 

 

ガバナンス【governance】 

一般的には、支配や統治等の意味。ここでは、公共性の担保を図るため、公共サービスの提供者とし

て公共性に基づいた意思決定や合意形成等を表す。 

 

行政財産 

地方公共団体において公用又は公共用に供する財産。行政目的のために利用されるべきものであるた

め、貸付、私権の設定等は原則として禁止されるが、PFIに関しては、PFI法第 11条の 2の規定によ

り選定事業者に対する行政財産の貸付が可能となる。 

 

協働 

同じ目的のために、お互いを尊重して協力関係によって事業を行うこと。 

 

公共サービス 

広く社会全体に関する福利のために供するサービス（業務）。多くの公共サービスを行政が担っている

が、サービスによって市民、自治会、各種団体、NPO、企業等もサービスの担い手となる。 

 

公設民営 

民間のノウハウ等を活かした公共施設を実現することを目的に、行政などの公共部門が施設等を整備

し、運営を民間事業者等が行う方式。 
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構造改革特区 

地方公共団体や民間事業者等の自発的な提案により、地域の特性に応じた規制の特例を導入する特定

の区域を設け、その地域での構造改革を進めるもの。構造改革特別区域法によって規制の特例措置と

して提案が認められた場合、地方公共団体が「構造改革特別区域計画」を作成し、内閣総理大臣の認

定を受けて特区が導入される。 

 

コミュニティ【Community】 

一定の地域において、同じ地域に住むことによって共同の意識を持った住民による地域社会、集団、

共同体等。 

 

コンセッション【Concession】 

事業特権・特許等の意味。上下水道、電力、ガス等の供給や施設等の建設、管理及び運営、公共サー

ビスの提供を受託者に行わせる事業方式。契約により、受託者が事業に必要な施設、システム等を建

設・構築し、一定期間において公共サービスの提供を行い、利用者から直接徴収する利用料金を事業

報酬とする。 

 

産学官連携事業 

産（産業界：民間事業者等）、学（学機関：学校等）、官（行政）が事業の趣旨を共有し、それぞれの

特性を生かした役割、経費、責任を分担し、連携して行う事業。 

 

市場化テスト 

これまで行政が独占してきた公共サービスについて、行政と民間が対等な立場で競争入札を行い、価

格・品質の両面で最も優れた者がそのサービスの提供を担う制度。 

 

指定管理者制度 

地方自治法第244条の改正（平成 15年9月施行）により創設された制度。これまで公共的な団体にし

か管理委託できなかったが、指定管理者制度の創設により、民間事業者をはじめ NPO 団体やボランテ

ィア団体などに幅広く管理を委任できる。また、これまで地方公共団体以外には認められなかった使

用許可の一部についても、指定管理者に委任することができる。導入により、民間事業者のノウハウ

を活用し、サービスの向上や管理経費の節減等が期待される。 

 

スキル【skill】 

訓練によって身につけることができる、技術上の能力。 

 

セクター【sector】 

区域・分野・部門。 

 

第三セクター 

官民共同出資で設立された事業体で、公共部門で行うべき事業に民間部門の資金や経営ノウハウを積

極的に活用するための方式で、公共でも民間でもない、第三の部門が行う事業。 

 

地域ポータルサイト 

地域や住民が必要とする情報、また地域が持つ目的を実現するための情報を、利用者の視点から総合

的に提供するサイト。行政と民間主体が連携して情報を受発信することにより、地域の活性化や地域

コミュニティの醸成を図る。 
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ニーズ【needs】 

必要や要求。 

 

ビジネス・プロセス・アウトソーシング【business process outsourcing】 

業務の計画・設計から、組織・体制の整備、運営まで一連の作業を一括して委託する事業方式。 

 

プロセス【process】 

過程、手順、経過。 

 

マネジメント【management】 

経営管理、運営管理。経営や運営について、組織だって管理すること。 

 

民営化 

公共サービスの所有と管理運営、ガバナンスを譲渡方式もしくは株式取得・売却方式により、基本的

に民間主体に移管する形態のこと。 

 

民間化 

本指針においては、行政によって提供されているサービスを民間主体に委ねることをいう。民間委託、

指定管理者制度、民営化等様々な形態がある。 

 

モニタリング【monitoring】 

公共サービスの履行に関し、適正かつ確実なサービスの提供の確保がなされているかどうかを確認す

る重要な手段であり、管理者等の責任において、事業者等により提供される公共サービスの水準を監

視（測定・評価）する行為。 

 

リスク分担 

リスクとは、事故、需要の変動、天災、物価の上昇等の様々な予測不可能な要素のこと。これらは追

加コスト、事業の遅延、公共サービス水準の低下等により、事業の破綻につながることが懸念される。

想定されるリスクの種類、発生確率、事業への影響程度等を事前に把握し、個々のリスクについて官

民いずれが的確に予測し発生率を下げられるか、リスクが発生した場合に追加的支出を極力小さくし

得るかにより官民のリスクの分担を定める。 
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（２）Ａ～Ｚ 

Best Value（ﾍﾞｽﾄ・ﾊﾞﾘｭｰ） 

VFM（Value for Money）に有効性の向上を加え、「住民のニーズに対し最も（Best）価値のあるサービ

スを提供し、住民の効用や満足度の向上を目指す」という考え方。 

 

ICT（ｱｲ・ｼｰ・ﾃｨｰ）【Information and Communications Technology】 

「情報通信技術」の略。総務省でも、増大するコミュニケーションの重要性に鑑み、情報通信技術を

表す語としてICTを使用し、「平成 17年度ICT政策大綱」「u－Japan政策」「平成 17年度情報通信白書」

等においても、従来のITを ICTに置き換え使用している。 

 

NPM（ｴﾇ・ﾋﾟｰ・ｴﾑ）【New Public Management】 

民間企業における経営理念・経営手法・成功事例等を積極的に行政の現場に導入することで、経済性、

効率性、有効性を向上させ、市民が支払う税金に対する満足度の最大化を目指す考え方。 

 

NPO（ｴﾇ・ﾋﾟｰ・ｵｰ）【Nonprofit Organization】 

継続的、自発的に社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称。「NPO法人」という場合には、

特定非営利活動促進法に基づき法人格が付与された特定非営利活動法人を指す。 

 

PFI（ﾋﾟｰ・ｴﾌ・ｱｲ）【Private Finance Initiative】 

公共施設等の社会資本の整備について、民間事業者に委ねることが適切なものについては、官民の適

切なリスク分担のものと、設計、建設から維持管理、運営等に至るまでの全部又は一部に、民間の資

金、経営能力及び技術的能力を活用して、より効率的かつ効果的な公共サービスを提供する新しい事

業手法。 

 

PFI法 

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。平成11年 7月に制定された我が国

においてPFIを実施する上で基本となる法律で、PFIの理念、手続、財政上の支援措置、規制緩和の促

進等を定めている。 

 

PPP（ﾋﾟｰ・ﾋﾟｰ・ﾋﾟｰ）【Public Private Partnership】 

これまでの行政主体による公共サービスを、誰が最も有効的で効率的なサービスの担い手になり得る

のかとの観点から、行政と多様な構成主体との連携により公共サービスを提供していく考え方で、民

間委託（アウトソーシング・公設民営）、PFI、指定管理者制度、民営化等の事業手法とともに、地域

協働、産学官連携等を含めた官民連携手法の総称。 

 

SPC（ｴｽ・ﾋﾟｰ・ｼｰ）【Special Purpose Company】 

ある特別の事業を行うために設立された事業会社。PFIでは、公募提案する共同企業体（コンソーシア

ム）が新会社を設立して、建設・運営・管理にあたることが多い。 

 

VFM（ﾊﾞﾘｭｰ・ﾌｫｰ・ﾏﾈｰ）【Value for Money】 

支払（Money）に対して最も価値の高いサービス（Value）を提供するという考え方
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資料編：ＰＦＩの導入に係る基本方針 用語集 

（１）あ～ん 

アウトプット【output】 

業務プロセスの実行結果。 

 

アドバイザー 

PFI事業において求められる財務、法務等の専門知識等についてアドバイスする専門家。活用が想定さ

れるアドバイザーとしては、総合アドバイザー、財務アドバイザー、技術アドバイザー、法務アドバ

イザー等が挙げられる｡ 

 

イニシャルコスト【initial cost】 

計画から、施設の設計、建設までの初期段階に必要なコスト。 

 

関係法令や国における基本方針・ガイドライン等 

・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 

（平成11年法律第 117号 最終改正 平成17年法律第95号） 

・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施行令（平成 11年政令第279号） 

・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 

（平成12年 3月 13日総理府告示第11号） 

・PFI事業実施プロセスに関するガイドライン（内閣府） 

・PFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン（内閣府） 

・VFM（Value For Money）に関するガイドライン(内閣府) 

・契約に関するガイドライン－PFI事業契約における留意事項について（内閣府） 

・モニタリングに関するガイドライン（内閣府） 

・地方公共団体におけるＰＦＩ事業について（総務事務次官通知） 

・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に基づいて地方公共団体が実施す

る事業に係る地方財政措置について（自治省財務局長通知） 

 

現在価値（PV）【Present Value】 

複数年にわたる事業の経済的価値を図るために、将来価値を一定の割引率で置きかえたもの。 

 

コーポレートファイナンス【Corporate Finance】 

従来型企業貸付の主流で、企業活動全体が債務返済の原資となる資金調達形式。特定のプロジェクト

の採算性等が問われるプロジェクト・ファイナンスに対して、企業の持つ人、物、金（カネ）全体が

信用力となる。 

 

公募型プロポーザル方式 

公募により提案書を募集し、あらかじめ示された評価基準に従って最優秀提案書を特定した後、その

提案者の提出者との間で契約を締結する方式。随意契約であるので、調達内容が随意契約の要件（地

方自治法施行令第167条の2第 1項各号を参照）を満たしていることが必要となる。 
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債務負担行為 

建設工事や土地の購入が複数年度にわたる場合に、翌年度以降発生する支出や、債務保証又は損失補

償のように債務不履行等の一定の事実が発生した時の支出を予定するなど、将来の財政支出を約束す

る行為。地方公共団体が債務を負担する行為をするには、地方自治法第 214 条に基づき、あらかじめ

議会による承認を得なければならない。 

 

資金調達  

 資金調達とは資金を仕入れること。従来型の公共事業では、起債や補助金、独自財源という方法で資

金を調達した。PFIでは、SPCが金融機関から借り入れて建設等に必要な資金の一部を調達する。 

 

実施方針 

特定事業の選定、民間事業者の選定等に関する方針。公共施設等の管理者等は、PFI事業を行うに当た

り、実施方針を定めて、これを公表しなければならない。（PFI法第5条） 

 

性能発注  

発注者が求めるサービス水準を明らかにし、事業者が満たすべき水準の詳細を規定した発注のこと。

PFI事業については、仕様発注方式よりも性能発注方式の方が PFI法の主旨である「民間の創意工夫の

発揮」が実現しやすくなる。 

 

総合評価一般競争入札 

一般競争入札は、原則として予定価格の範囲内で最低価格の入札者が落札者となる。総合評価一般競

争入札は、予定価格の範囲内で申し込みをした者のうち、価格だけではなくその他の条件（維持管理・

運営のサービス水準、技術力等）を総合的に勘案し、落札者を決定するもの（地方自治法施行令第167

条の 10の2）。 

 

モニタリング【monitoring】 

選定事業者による公共サービスの履行に関し、約定に従い適正かつ確実なサービスの提供の確保がな

されているかどうかを確認する重要な手段であり、公共施設等の管理者等の責任において、選定事業

者により提供される公共サービスの水準を監視（測定・評価）する行為。 

 

要求水準書 

PFI事業で、民間事業者に対して求める条件や内容を明記したもの。 

 

リスク分担 

リスクとは、事故、需要の変動、天災、物価の上昇等の様々な予測不可能な要素のこと。これらは追

加コスト、事業の遅延、公共サービス水準の低下等により、事業の破綻につながることが懸念される。

想定されるリスクの種類、発生確率、事業への影響程度等を事前に把握し、個々のリスクについて官

民いずれが的確に予測し発生率を下げられるか、リスクが発生した場合に追加的支出を極力小さくし

得るかにより官民のリスクの分担を定める。 
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（２）Ａ～Ｚ 

PSC（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ・ｾｸﾀｰ・ｺﾝﾊﾟﾚｰﾀｰ）【Public Sector Comparator】 

従来型の公共事業を実施した場合の総コストであり、設計、建設、維持管理、運営等の全てに要する

総事業費。提案されたPFI事業が従来型の公共事業に比べ、VFMが得られるかの評価を行う際に使用さ

れる。 
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資料編：PPP導入に向けた庁内検討会における取り組み状況 

◆平成16年度 

■第１回PPP導入に向けた庁内検討会 

平成16年12月20日 

〇PPP導入に向けた庁内検討会の設置 

〇PPPに関する基礎知識等に係る情報共有 

■第2回PPP導入に向けた庁内検討会 

平成17年１月19日 

〇PPPに関する基礎知識等に係る情報共有 

・手法別スキームの整理等 

◆平成17年度 

■第1回PPP導入に向けた庁内検討会 

 平成17年11月1日 

〇PPPの対象領域の整理 

〇PPPと情報化の整理 

＊アドバイザー招聘 

■第2回PPP導入に向けた庁内検討会 

平成17年11月11日 

〇本市の公共サービスの洗い出し方策の検討 

 

■第3回PPP導入に向けた庁内検討会 

平成17年11月22日 

〇本市の公共サービスの洗い出し方策の検討 

・洗い出しの前提となる基本データの検討 

〇今後求められる地域経営、行政経営の考え方の整理 

＊アドバイザー招聘 

■第4回PPP導入に向けた庁内検討会 

平成17年12月19日 

〇本市の公共サービスの洗い出し方策の検討 

 ・洗い出しの視点、具体的な方法等の検討 

＊アドバイザー招聘 

■庁内ヒアリング調査 

平成18年2月1・2日 

〇PPP導入・検討にあたっての課題・阻害要因、必要な

環境整備等の整理 

■アドバイザーを交えた事前協議 

平成18年2月8日 

〇庁内ヒアリング調査結果の事前分析等 

＊アドバイザー招聘 

■第5回PPP導入に向けた庁内検討会 

平成18年2月23日 

〇庁内ヒアリング調査結果の分析・整理 

〇本市におけるPPP導入の基本的考え方の整理  

＊アドバイザー招聘 

■民間ヒアリング調査 〇民間における課題等の整理 

＊アドバイザー招聘 

■第6回PPP導入に向けた庁内検討会 

平成18年3月2日 

〇本市におけるPPP導入の基本的考え方の整理 

＊アドバイザー招聘 

■第7回PPP導入に向けた庁内検討会 

平成18年3月8日 

〇PFIの導入に係る基本方針の検討・整理 

  

■第8回PPP導入に向けた庁内検討会 

平成18年3月10日 

〇PPP導入指針の基本骨子の整理 

・PPP（官民連携手法）導入指針（素案）のまとめ 

・PFIの導入に係る基本方針（素案）のまとめ 

＊アドバイザー招聘 

＊ 財団法人地域活性化センター「平成 17年度地域づくりアドバイザー事業」の助成を受け、 

富士通総研(株)公共コンサルティング事業部 PPP推進室の佐々木 央 氏をアドバイザーとして 

招聘しました。
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