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1 ＰＰＰ/ＰＦＩの概要 

1.1 ＰＰＰ/ＰＦＩとは 

ＰＰＰ「Pubric Private Partnership」（パブリック・プライベート・パートナーシップ）

とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政と民間が連携して行うことにより、民

間の創意工夫等を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図るものであり、Ｐ

ＦＩはその一類型です。 

ＰＦＩとは、「Private Finance Initiative」（プライベート・ファイナンス・イニシア

ティブ）の略で、公共事業を実施するための手法の一つです。ＰＦＩはこれまでの公共事業

と異なり、公共施設などの設計、建設、改修、維持管理、運営や運営に関する企画に、民

間の資金や経営能力、技術的能力を活用し、効率的で効果的に公共事業を行う手法です

（あくまで行政が発注者となり、公共事業として行うものであり、民営化とは異なりま

す）。 

従来の公共事業が、設計、建設、改修、維持管理、運営などの各業務を分割し、年度ご

とに民間事業者に発注するのに対し、一般的なＰＦＩは、全ての業務を長期の契約として

一括して委託し、行政が民間事業者にサービス対価を支払います。また、従来の細かな仕

様を定める「仕様発注」と違って、「性能発注」という“性能を満たしていれば細かな手法

は問わない”発注方式により業務を委託します。 

英国・サッチャー政権（1979～90年）、メージャー政権（1990～97年）の時代に、「小

さな政府」の実現をめざした行財政改革を推進する過程で生まれた公共サービスの提供手

法で、公民が協同して、効率的かつ効果的に質の高い公共サービス提供を実現する、ＰＰ

Ｐ（「Public Private Partnership」パブリック・プライベート・パートナーシップ）

の考えに基づいています。英国では、1992 年に初めて導入され、既に有料橋、鉄道、病院、

学校などの社会資本の整備がＰＦＩの手法によって大きな成果をあげています。 
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1.2 日本におけるＰＦＩ 

わが国においても、バブル崩壊後の厳しい財政状況、少子高齢化や高度情報化といった

社会環境の変化、多様化する市民ニーズなどを背景に、低廉で良質な公共サービスを提供

できるＰＦＩの事業手法が注目されるようになりました。 

こうした背景を受けて、平成 11 年 7 月には「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）が制定され、翌年 3 月には、内閣府の民間資金等活用

事業推進会議の検討を経てＰＦＩ基本方針が策定されたことで、ＰＦＩ事業の枠組みが設

けられました。 

ＰＦＩ法の条文では、ＰＦＩ事業の目的、対象事業や実施主体の定義、事業や事業者の

選定手続き方法などに加えて、国や地方公共団体からの法制上、税制上、金融上の支援策

や、民間資金等活用事業推進委員会（ＰＦＩ推進委員会）の権能など、ＰＦＩ事業の実施

に係る様々なルールが盛り込まれています。 

現在では、ＰＦＩに関する法整備が進み、国や自治体などで制度導入に積極的に取り組

まれてきています。民間の資金とノウハウの活用による効率的・効果的な社会資本の整備

が期待され、行財政改革の一つの手法となっています。 

また、公共施設等の大規模改修・更新について、国では、平成 23 年度の国土交通白書に

おいて、公共施設の維持管理・更新に従来どおりの費用の支出を継続すると仮定すると、

2037 年度には維持管理・更新費が投資総額を上回り、2011 年度（平成 23 年度）から 2060

年度（平成 72 年度）までの 50 年間に必要な更新費（約 190 兆円）のうち、全体必要額の

約 16％（約 30 兆円）の更新ができないと試算されております。このため、国や地方公共団

体においては、効率的な公共施設の維持管理・更新によるコスト縮減が強く求められてい

ます。 

 

一方、国や地方公共団体においては、効率的かつ効果的に社会資本を整備し、質の高い

公共サービスを提供することが求められています。 

国では、平成 27 年 12 月 15 日に、総事業費 10 億円以上の公共施設等の整備事業につい

ては、自ら整備する従来型手法に優先して、ＰＰＰ/ＰＦＩ手法の導入を検討することを定

めた「多様なＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入を優先的に検討するための指針」を策定し、公共施設

等の整備等と財政健全化の両立を図る上で、ＰＦＩ事業の活用を推進しています。 

その中で、人口 20 万人以上の地方公共団体においては、平成 28 年度末までに優先的検

討規程を定めるよう要請され、ＰＰＰ/ＰＦＩ手法による事業を積極的に導入することが求

められています。 
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1.3 優先的検討規程の概要 

「多様なＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入を優先的に検討するための指針」に基づき、以下の 3 点

を満たす優先的検討規程の策定が求められ、本市においてもマニュアルの改訂を行うとこ

ろです。 

Ⅰ.明確に定めた対象事業について優先的に検討を行うこと 

Ⅱ.客観的な基準によりＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入の適否を評価すること 

Ⅲ.評価の結果ＰＰＰ/ＰＦＩ手法に適さないとした場合は、その評価内容を公表すること 

優先的検討規程のプロセスは以下のとおりとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 優先的検討フロー 

（「ＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入優先的検討規程運用の手引」内閣府より作成） 
 

1.4 本市におけるＰＰＰ/ＰＦＩ 

本市においては、指定管理者制度、公有地活用事業等、多くのＰＰＰ事業を実施してき

ました。また、平成 28 年度からはＰＦＩ事業として、民間事業者の公募手続きを行ってい

ます。 

ＰＦＩについては、「堺市ＰＦＩマニュアル」を作成し、その後ＰＦＩ法の改正等に伴

い、改訂を重ねてきました。 

本マニュアルも、本市におけるＰＰＰ/ＰＦＩ事業の実績や国の「多様なＰＰＰ/ＰＦＩ

手法導入を優先的に検討するための指針」等を受け、優先的検討規程を盛り込みながら、

改訂を行ったものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 多様なＰＰＰ/ＰＦＩ 
（「ＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入優先的検討規程運用の手引」内閣府より作成） 

設計・建設 維持管理・運営

公共施設等
の整備等

ＢＴＯ、ＢＯＴ，ＢＯＯ、ＲＯ方式

ＢＴ方式 公共施設等運営権事業、Ｏ方式

ＤＢＯ方式、ＥＳＣＯ

民間建設借上方式 指定管理者制度、包括的民間委託

公的不動産
の利活用

定期借地権方式、公共所有床の活用、占用許可等の公共空間の利活用

ＰＦＩ (Private Finance Initiative)

ＰＰＰ (Public Private Partnership)

① ＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入の検討の開始

② 対象事業

③ 適切なＰＰＰ/ＰＦＩ手法の選択

④ 簡易な検討

⑤ 詳細な検討

⑥ ＰＰＰ/ＰＦＩ手法を導入
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切な場合

ＰＰＰ/ＰＦＩ手法

不採用の評価
結果の公表

左記以外

有利

有利

不利

不利

対象外
検討対象外
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2 本市におけるＰＰＰ/ＰＦＩ導入の手順 

2.1 堺市における優先的検討フロー 

本市においても、「ＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入優先的検討規程運用の手引」に準じ、本市の検

討体制などを踏まえ、検討フローを以下のとおり作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 堺市 優先的検討フロー 

検討の各段階について、解説を加えます。 

 

① ＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入の検討開始 

公共施設の整備事業について、基本構想、基本計画などを策定する段階や公共施設

の運営などの見直しを実施する段階などで優先的検討を実施することとしています。 

新たな公共施設の整備の初期段階から、事業手法についても検討を開始し、事業ス

ケジュールの中で、無理のない最適な事業スキームとする必要があります。 

ただし、以下の事業は除きます。 

(1) 民間事業者が実施することが法的に制限されている公共施設整備事業 

(2) 災害復旧事業等緊急に実施する必要がある公共施設整備事業等 

 

② 対象事業の抽出 

すべての事業に対してＰＰＰ/ＰＦＩ手法の導入の検討を行うことは、対象事業が多

くなり現実的ではありません。そのため、指針では、一定の基準を設けています。ま

た、既存の公共施設等の維持管理・運営については、今後、大規模修繕などの必要性

も踏まえ、適切な事業手法を見直すことが必要です。 

【対象：施設整備費が概ね 10億円以上又は年間維持管理費が概ね 1億円以上の事業】 

 

③ 適切なＰＰＰ/ＰＦＩ手法の選択 

事業内容によって想定される事業手法を抽出します。新たな公共施設の整備の初期

段階から、事業手法やスケジュール等、無理のない最適な事業スキームとする必要が

あります。 

   【ＰＦＩ、ＤＢＯ、指定管理者制度、包括民間委託など】 

※①～③までをチェックシート（本マニュアル 64 頁以降の「チェックシート」参照）

により簡易判定します。 

① ＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入の検討の開始

② 対象事業の抽出

③ 適切なＰＰＰ/ＰＦＩ手法の選択

④ 簡易な検討（類似事例、簡易定量評価、対話等）

⑤ 詳細な検討（導入可能性調査等）

⑥ ＰＰＰ/ＰＦＩ手法の導入

事業実績に照らし、
採用手法の導入
が適切な場合

⑦
ＰＰＰ/ＰＦＩ手法

不採用の評価
結果の公表

以上チェックシート判定

優位性の可能性

優位性の確認

優位性無

優位性無

総合的評価

法的規制等
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④ 簡易な検討 

ＰＰＰ/ＰＦＩ導入可能性調査業務を実施するかどうかを判断することになりま

す。類似事例、簡易定量評価、民間事業者へのヒアリングなどにより、導入の可否を

総合的に判断し、市として意思確認します。 

 

⑤ 詳細な検討 

外部のコンサルタントなどに依頼し詳細な検討を行い、事業手法を選定し、事業内

容、リスク分担などを検討します。この段階で民間事業者や専門家とのヒアリング等

を実施し、事業の確実性を確認することも必要です。 

※ 検討の結果、詳細な根拠を示されて導入を断念することがあります。 

 

⑥ ＰＰＰ/ＰＦＩ手法の導入 

総合的に判断を行い市としての意思決定を行います。 

    ※ほぼ導入が決定した事業でも情勢変化等何らかの要因で断念するまれなケースも想

定されます。 

 

⑦ ＰＰＰ/ＰＦＩ手法不採用の評価結果の公表 

優先的検討フローにおいて、ＰＰＰ/ＰＦＩ事業を採用しなかった事業については、

理由と共に速やかに公表することになっています。 

個別の事業ごとに公表しなくとも、当該年度の実施方針の策定の見通しを公表する

際に、採用しなかった事業についても、合わせて公表することも考えられます。 
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2.2 堺市におけるＰＦＩ事業の推進体制 

ＰＰＰ/ＰＦＩ手法の導入にあたっては、導入可能性の検討や手続きの過程において、建

築などの技術面や、財産管理、協定・契約、財政など、専門的知識を要する課題が多くあ

ります。 

本市が実施する事業へのＰＰＰ/ＰＦＩ手法の導入検討にあたっては、多くの関連部局に

またがる調整事項があるため、一定のルールを定めて進めることとします。 

本市では、【図 2-2】のような推進体制により、事業担当部局における検討や具体的導入

手続きなどを円滑に推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 ＰＰＰ/ＰＦＩ推進体制 

 

2.2.1 堺市ＰＦＩ等活用庁内委員会 

本市におけるＰＦＩを総合的に推進・調整するため、関係局長等で構成する「堺市ＰＦ

Ｉ等活用庁内委員会」（以下「活用庁内委員会」と呼称）を設置するとともに、そのもと

に必要に応じて「作業部会」を設置し、事業担当部局との協議・調整を図りながら、ＰＦ

Ｉ導入の候補事業の選定、ＰＦＩ導入適格事業案件の決定をはじめとする円滑な事業の推

進を図ります。 

「作業部会」は、財産管理、契約、財政などの専門知識を持った部・課の長で構成し、

ＰＦＩ導入の可否の検討（技術的支援・アドバイス等）、ＰＦＩの共通的な課題の検討、

蓄積した知識やノウハウの普及、マニュアルの修正への助言などを行います。 

 

 

 

 

 

 

市 長 

事業担当部局 

市長公室政策企画部 

堺市ＰＦＩ等活用庁内委員会 堺市ＰＦＩ事業検討委員会 

委員：学識経験者など 委員長：市長公室長 

委  員：総務局長、財政局長 

関係局長（指名による） 

作業部会 

部会長：民間活力導入担当課長 

部会員：総務課長、行政管理課長 

財政課長、契約課長 

調達課長、関係課長 

決 裁 

助言 検討依頼 

審査 依頼 

支援 

通知 

支援 
参加 
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2.2.2 市長公室政策企画部（以下「政策企画部」と呼称） 

政策企画部は、ＰＰＰ/ＰＦＩに関する情報、ノウハウ等を蓄積し、本市におけるＰＰＰ

/ＰＦＩに関する窓口とともに、ＰＰＰ/ＰＦＩ事業を推進するための役割を担います。 

ＰＰＰ/ＰＦＩマニュアルの作成など本市のＰＰＰ/ＰＦＩ事業への取り組みの推進機能、

民間事業者からの発案の受付及び事業担当部局への取り次ぎなど窓口機能、事業担当部局

へのＰＰＰ/ＰＦＩ事業に関する助言など、事業担当部局の支援機能を担います。 

 

2.2.3 事業担当部局 

事業担当部局は、主担当部局として以下のすべての事務を実施します。 

・ＰＰＰ/ＰＦＩ等導入の候補事業の発案 

・ＰＰＰ/ＰＦＩ等導入可能性調査等、ＰＦＩ等導入の候補事業の選定のための資料作成 

・民間事業者の募集・選定に関わる検討、活用庁内委員会の運営及び事務局の事務 

・堺市ＰＦＩ事業検討委員会（以下「ＰＦＩ事業検討委員会」と呼称）の運営及び事務

局の事務 

・ＰＰＰ/ＰＦＩ事業契約に関する事務 

・民間事業者が実施する業務のモニタリング 

 

2.2.4 堺市ＰＦＩ事業検討委員会の設置 

（１）設置目的と対象事務 

「ＰＦＩ法」に基づき、実施方針の策定、特定事業の選定及び民間事業者の選定を行

うに当たり、公正な競争を促進するとともに、事業の企画及び技術的能力等を総合的に

勘案するために必要な意見等をいただくために、ＰＦＩ事業検討委員会を事業ごとに設

置します。 

 

（２）堺市ＰＦＩ事業検討委員会の委員構成 

ＰＦＩ事業検討委員会の委員構成については、以下のとおりとします。 

・委  員…ＰＦＩ事業や法務、金融実務などに精通した有識者 

・専門委員…当該事業に精通した有識者 
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2.3 ＰＰＰ/ＰＦＩ事業の流れ 

一般的なＰＦＩ事業の流れと本市の手続き等を以下に示します。 

モニタリングにおいては、「指定管理者制度活用のためのガイドライン」（平成31年2月改訂）

との整合を図る必要があります。 

※ 業務の実施状況により契約解除、減額等の可能性あり 

図 2-3 ＰＰＰ/ＰＦＩ事業導入の流れ 

 

  

 主目的 期間 
事業部署の 
主作業 

庁内 
手続 

予算措置 留意点 
       

第１段階 

ＰＰＰ/ 

ＰＦＩ事業

の発案 

・基本計画等の 

策定 

・庁内合意形成 

・事業手法の決定 
1年 

程度 

・候補事業の抽出 

・基本計画の策定 

・チェックシートの

作成 

・ＰＰＰ/ＰＦＩ導

入可能性調査の実

施 

活用庁内

委員会 

アドバイザー

費用（債務負

担行為の場合

あり） 

委員会経費 

次年度予算措置

時期までに事業

手法を決定する

ことが望まし

い。 

       

第２段階 

民間事業者

の公募 

・民間事業者と 

事業契約を締結 
1～2年 

程度 

・民間事業者の選定

手続き 

・契約等の議案上程 

・ＰＦＩ事業検討 

委員会の運営 

活用庁内

委員会 

ＰＦＩ 

事業検討 

委員会 

事業費 

(債務負担行為) 

予算措置した年

度内に契約締結

が原則 

民間事業者       

第３段階 

モニタリング 

〇施設整備段階 

・設計‣建設の状況

確認 

〇維持管理運営段階 

・業務状況確認 

 
2～3 

年間程度 
 

10～20 
年間程度 

・モニタリング 

・事業費の支払 

 モニタリング

費用 

(委託の場合) 

モニタリング 

体制の明確化 

外部評価の実施等※ 

       

第４段階 

事業の終了 

・事業終了時の

対応を検討 

・必要な予算措置 

・新たな民間事業

者の募集等 

事業期間

終了後 

3年間 

程度 

・終了時の措置 

（施設の状況確認と

予算措置） 

・終了後の対応 

（新運営者の選定） 

 アドバイザー

費用等 

債務負担行為

（長期委託等） 

民間事業者と引き

継ぎなどについて

の協議を開始 
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2.4 第１段階：ＰＰＰ/ＰＦＩ事業の発案 

2.4.1 候補事業の選定 

事業担当部局において、ＰＰＰ/ＰＦＩ方式に適すると思われる事業等について、ＰＰＰ/

ＰＦＩ方式の適否について検討を行います。検討を行う時期は以下のとおりとします。 

・新たに公共施設等の整備等を行うために基本構想、基本計画等を策定する場合 

・公共施設等の運営等の見直しを行う場合 

・「インフラ長寿命基本計画」Ⅳの行動計画の改訂を行う場合 

・「公営企業の経営に当たっての留意事項について」第２の「経営戦略」の策定を行う場合 

 及び公営企業の経営の効率化に関する取り組みを検討する場合 

・「まち・ひと・しごと創生総合戦略」Ⅱ2(3)の「地方版総合戦略」 

（「堺市まち・ひと・しごと創生総合戦略」）の改訂を行う場合 

・市有地等の未利用資産等の有効活用を検討する場合 

・公共施設等の集約化又は複合化等を検討する場合 

事業担当部局において、対象事業についてチェックシート（64～67 頁参照）を作成しＰ

ＰＰ/ＰＦＩの採用の適否について評価をします。チェックシートにより、ＰＰＰ/ＰＦＩ

方式に適すると思われる事業について、事業担当部局において検討しＰＰＰ/ＰＦＩの候補

事業として選定します。この段階で、事業担当部局において、費用総額の比較による簡易

な検討を行い、評価することも考えられます。参考資料として、ＰＰＰ/ＰＦＩ手法簡易定

量評価調書（68,69 頁）を添付します。 

候補事業として選定された後、ＰＰＰ/ＰＦＩ導入可能性調査を実施し、専門的な外部コ

ンサルタントによるＶＦＭの算定等を実施します。ＶＦＭの算定結果等を再度、ＰＦＩ等

活用庁内委員会に報告し事業手法について、庁内の合意形成を図り決定します。 

 

事業担当部局 
 

活用庁内委員会 
 

ＰＦＩ事業検討委員会 
 

 

期間の
目安 

       

候補事業の発案 

チェックシートの作成 

      

       

候補事業の選定     

 

  

       

ＰＰＰ/ＰＦＩ 

導入可能性調査の実施 

  

 

    

       

  検討結果の審議 
ＰＰＰ/ＰＦＩ 

導入の可否の決定 

    

       

第２段階へ 
「民間事業者の公募」 

      

図 2-4 ＰＰＰ/ＰＦＩ事業採用の流れ 

 

必要に応じ簡易な検討を実施 

６
カ
月
～
１
年 

コンサルタントへ委託 

（24頁以降参照）
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2.4.2 ＰＰＰ/ＰＦＩ手法の導入可能性調査の実施 

この段階では、ＰＰＰ/ＰＦＩ導入検討の候補 

事業として選定された事業について、ＶＦＭを

算出する定量的評価、公共サービス水準などの

定性的評価を行ったうえで、ＰＰＰ/ＰＦＩの導

入の可能性を検討します。なお、検討は事業担当

部局が行います。 

ＰＰＰ/ＰＦＩ導入可能性検討の結果、ＰＰＰ

/ＰＦＩ手法から、最適な事業手法を選定しま

す。ＰＰＰ/ＰＦＩ手法の採用に至らない場合に

は、従来型の公共事業となります。 

ＰＰＰ/ＰＦＩ手法の導入可能性調査の一般的

手準は右のフローのとおりとなっています。 

 

2.4.3 事業概要の整理 

どのような施設で、どのような公共サービスを提供するか、などの事業概要を整理しま

す。主な整理項目は以下のとおりです。上位関連計画との整合性、施設の規模、構造等、

提供される公共サービスの内容等を整理します。その他事業に応じ、現況の施設の状況な

ど、必要な項目を追加して整理します。 

表 2-1 事業概要の主な項目 

整理項目 内 容 

関連計画 関連する上位計画等 

立地条件等 整備箇所、地域地区、都市計画、インフラ整備状況等 

施設概要 主用途、構造、規模、主要室等 

業務概要 設計、建設、維持管理、運営等 

公共サービスの内容 主な機能、公共サービス内容、利用者の概要、料金体系等 

事業スケジュール 施設整備期間、供用開始予定時期等 

資金調達 交付金、基金、起債の条件等 

事業概要を整理する場合、以下の点を考慮して検討を行います。    

〇公の施設 

ＰＰＰ/ＰＦＩ事業により整備、維持管理運営を実施しようとする施設が「公の施

設」である場合は、施設の設置とその管理に関する事項は、条例で定める必要があ

ります（詳細は22頁「公の施設」をＰＦＩ事業で整備するときの留意点を参照）。 

〇法令上の課題の整理 

対象事業にＰＰＰ/ＰＦＩ手法を採用し民間事業者に業務を委ねる場合に、関連す

る法律等を整理し課題となる事項がないか検証する必要があります。 

〇交付金など 

補助金、交付金、公的融資、税制優遇などの公的支援について、従来方式の場合

に適用されるものや、ＰＰＰ/ＰＦＩ事業に適用可能と考えられるものについて整理

します。本市がＰＰＰ/ＰＦＩ事業者に対して行う財政的支出に対して、財政措置が講

じられる場合があるので必要に応じ、総務省自治行政局地域振興室に相談することも

考えられます。 

図 2-5 ＰＰＰ/ＰＦＩ手法の 

導入可能性調査のフロー 

 

③ 財政負担額の算出（ＶＦＭの検討）

④ 市場調査

⑤ 事業手法の選定

② 事業スキームの作成

① 事業概要の整理

フィードバック
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2.4.4 事業スキームの作成 

（１）適用可能な事業手法の抽出 

事業内容により、適用可能な事業手法が異なります。先行事例なども参考に、適用可

能なＰＰＰ/ＰＦＩ手法を抽出します。主な考え方は以下のとおりです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ※53頁「ＰＦＩの事業方式」54頁「ＰＰＰ方式」の表参照 

 

施設の建設から維持管理運営までを一括して発注

する場合は、ＢＴＯと指定管理者制度や公共施設等

運営権（コンセッション方式）などを合わせること

が可能です。 

また、公共施設等の将来の状況の変化が大きいこ

とが想定される場合などでは、運営等に係る契約内

容や要求水準の設定が困難な場合には、施設整備と

維持管理運営を一体としないことも考えられま

す。（市の政策を早急に反映する必要がある施設や

急速な技術革新や大きな需要変動が想定される場合

などで、市が直接実施すべきものなど） 

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.の各事業スキームの場合は、公的不動産

の利活用（定期借地権方式、市有床の活用、占用許

可等の公共空間の利活用等）と併せて実施すること

も考えられます。 

 各スキームの特性 

①公共施設等運営権 

（コンセッション方式） 

・公共施設等の管理者が所

有している施設 

・利用料金を徴収する施設 

②Ｏ方式 

 ①に該当しない場合に適

用可能 

③指定管理者制度 

 公の施設の適用 

④包括的民間委託 

 公共施設の維持管理等複数

業務を一括して委託 

図 2-6 事業スキームの選定フロー 

（「ＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入優先的検討規程運用の手引」内閣府より作成） 

 

  

建設（製造）に民間資金を活用するもの

設計・建設（製造）と運営を一括して委託するもの

施設整備（新設・改修）を伴う事業

YES

YES

YES

NO

NO

NO

BTO･BOT
BOO･RO Ⅱ.    DBO Ⅲ. BT

Ⅳ. 運営ＰＰＰ事業

①公共施設等運営権
（コンセッション方式）

②Ｏ方式

③指定管理者制度

④包括的民間委託Ⅰ.
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（２）事業スキームの作成 

適用可能な事業手法について、事業実施の条件を検討します。主な検討事項は以下の

とおりです。その他、各事業に応じ必要な事項を検討します。 
 

表 2-2 事業スキームの検討項目 

項 目 概 要 

事業手法 
ＰＰＰ（定期借地権方式、余剰地活用、占用許可等） 

ＰＦＩ（ＢＴＯ、ＢＯＴ、ＢＯＯ、ＲＯ、公共施設等運営権等） 

事業範囲 

施設整備業務（調査、設計、建設、工事監理等） 

維持管理業務（建築、設備、外構等の清掃、修繕等） 

運営業務（指定管理者制度の活用） 

マネジメント（事業全体、エネルギー等） 

付帯事業、余剰地活用の有無等 

事業期間 施設整備期間（〇年～〇年）維持管理運営期間（〇年～〇年の〇年間） 

リスク分担 特徴的リスク分担（事業特有のリスク、需要リスク等） 

スケジュール 事業者募集、供用開始予定日等 
 

事業スキームを作成する場合、以下の点を考慮して検討を行います。 

〇事業手法の検討 

可能性のある事業手法を抽出の上、必要に応じＶＦＭの算定や市場調査結果など

により選定します。 

〇事業範囲 

ＰＰＰ/ＰＦＩ事業として民間事業者に委ねる業務については、設計･建設、維持

管理･運営などの各業務のうち、法令等による制約がない部分について、原則として

民間事業者に委ねます。 

ただし、次の3点は、本市で行うことが必要です。 

・施設整備のための諸条件整理（公共サービスの内容など） 

・民間事業者へ要求する性能水準の決定（公共サービスの水準など） 

・公共が自ら実施した場合の建設費、維持管理・運営費などの算定 

〇事業期間 

ＰＰＰ/ＰＦＩ事業の場合、民間事業者の募集の前に事業期間を定めておきま

す。これまでのＰＦＩ事業では、10年～20年の期間の運営期間としている事例が多

くなっています。 

事業期間の設定における基本的な考え方として、公共側としては、一定の公共サ

ービスを継続的に行うのに適した期間の設定が必要です。また、民間事業者側とし

ては、個別の事業に対する投資・資金回収のために適切な期間の設定が求められま

す。具体的には、各事業特性に応じ、以下の点に留意する必要があります。 

表 2-3 事業期間の検討の留意事項 

留意点 内 容 

資金調達 事業期間が長いほど、民間事業者に金利や借換え費用が発生するため、

民間事業者の参画意向に影響するかどうか検討する必要があります。 

設備等の耐用年数 事業期間中に設備等の更新が必要となるかどうかを考慮します。 

陳腐化 技術進歩の早い機器が、事業期間中に陳腐化するかどうか考慮します。 
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（３）事業スケジュールの検討 

ＰＰＰ/ＰＦＩ事業の発案から事業終了に至るまでの詳細なスケジュールは、第2段階

以降を参照してください。 

事業の入札公告前に債務負担行為の予算措置が必要です。また、本市は、「ＰＦＩ

法」第12条、「ＰＦＩ法施行令」の規定により、公共施設などの買い入れに要する費用

が3億円以上となる事業は、契約締結にあたり議会の議決を得る必要があります。事業ス

ケジュールの検討では、議会の日程に注意すると共に、本市、民間事業者の双方にとっ

て十分な検討期間が確保されるように、余裕をもった計画とするよう努めます。 

さらに、本市は政令指定都市であるため、ＷＴＯ（世界貿易機関）政府調達協定と特

例政令により、「一般競争入札方式」による民間事業者の選定が義務付けられていま

す。加えて、『価格及び国民に提供されるサービスの質その他の条件により評価を行

う』（「ＰＦＩ法」第11条第2項で規定）観点から、総合評価一般競争入札が望ましい入

札方式と考えられます（国のＰＦＩ事業はすべて総合評価一般競争入札を採用）。 

また、入札公告から入札（提案書受付）まで少なくとも40日間を確保する必要がある

など、他にもいくつかの規定が適用されます。これらの規定を遵守したスケジュール

を、導入検討段階からあらかじめ立てておく必要があります。 
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2.4.5 財政負担額の算定（ＶＦＭの検討） 

 「ＶＦＭ」（ Value For Money）とは、一般に、「支払に対して最も価値の高いサービ 

スを供給する」という考え方です。同一の目的を有する2つの事業を比較する場合、支払に

対して価値の高いサービスを供給する方を他に対し「ＶＦＭがある」といい、残りの一方

を他に対し「ＶＦＭがない」といいます。公共施設等の整備等に関する事業をＰＦＩ事業

として実施するかどうかについては、ＰＦＩ事業として実施することにより、当該事業が

効率的かつ効果的に実施できることを基準としています。ＰＦＩ事業として実施する方

が、市が自ら実施する場合に比べてＶＦＭがある場合、ＰＦＩ事業の方が効率的かつ効果

的に実施できるということになります。 

ＶＦＭの検討では、市が自ら実施した場合のコスト（ＰＳＣ）とＰＦＩ事業のライフサ

イクルコスト（ＰＦＩ-ＬＣＣ）を比較して評価します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-7  VFM の概念図 

 

（１）市が従来方式で実施した場合の事業の費用（ＰＳＣ）の算定 

① 算定項目 

ＰＳＣ（Public Sector Comparator）とは、「市が自ら実施する場合の事業期間全

体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値」であり、算定にあたっては、対象とす

る事業を公共が自ら実施する場合に、各段階で想定される業務の発注形態などにより

算定します。事業の一部を請負、委託等により実施する場合は、その発注形態を想定

して算定します。 

事業の各段階の経費の積み上げには、ＰＦＩ事業との比較のために、事業そのもの

に直接必要とする経費（直接コスト）と、その事業の実施に必要な企画段階や事業期

間中における人件費や事務費など、間接的に必要な経費（間接コスト）を計上する必

要があります。そして、この間接コストについては、合理的に計算できる範囲におい

てＰＳＣに算入します。 

主な算定項目は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

（ＰＳＣ） （ＰＦＩ-ＬＣＣ） 
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表 2-4  ＰＳＣの算定項目 

項 目 内 容 

支 

出 

項 

目 

施設整備費 

(調査設計費 

建設費 等) 

・ 従来の設計施工分離方式を前提に、標準的な工法、工期での予定

価格ベースの経費を算出する。 

・ 施設整備の進捗に関わる市の人件費、事務費などの間接コスト

も、合理的に計算できる範囲において算入する。 

維持管理費 

運営費 

・ 類似施設の実績を参考に経費を算出する。 

・ 維持管理、運営に関わる市の人件費、事務費などの間接コスト

も、合理的に計算できる範囲において算入する。 

支払利息 
・ 設計、建設に必要な資金を地方債などにより調達する場合は、支

払利息を算出する。 

その他 ・ その他必要な経費を算出する。 

収 
入 
項 
目 

事業収入 ・ 利用者から徴収する施設利用料金等 

補助金等 ・ 交付金等 

調達資金 ・ 基金、地方債等 

 

② 算定方法 

ＰＳＣの算定手順は以下のとおりです。 

 

１ 
設計、建設、維持管理、運営の各段階で、想定した発注形態に基づいた費用や利用

料金収入見込み額等を算定 

  

２ 
市による資金調達（起債、基金、交付金など）を検討し、利息、返済及び据え置き

期間等を考慮し、キャッシュフローを作成 

  

３ 各年度の公的財政負担額※を、現在価値に換算し、その総額を算定 

  

４ リスクを定量化できる範囲で算入 

※ 原則として発生主義（業務実施時に計上）に基づいて算定 

図 2-8 ＰＳＣ算定手順 
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（２）ＰＦＩのＬＣＣ算定 

① 算定の前提条件 

ＰＦＩ事業として実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現

在価値を「ＰＦＩ事業のＬＣＣ」（ＰＦＩ-ＬＣＣ：Life Cycle Cost）ということと

します。 

ＰＦＩは、公共施設などの設計、建設、維持管理、運営を一体的に行うことによっ

て、事業コストの削減、財政負担の縮減が期待できるものであり、ＰＦＩのＬＣＣ算

定にあたっては、事業者がそれらの段階すべてを一元的に推進する事業を想定しま

す。なお、ＰＦＩ事業が上記の段階すべてを含んでいる事業でない場合は、当該ＰＦ

Ｉ事業に含まれる段階のすべてを一元的に推進する事業を想定します。 

② 算定方法 

・民間事業者が当該事業を行う場合の費用を、設計、建設、維持管理、運営の各段階

に推定し、積み上げ、公共が事業期間全体を通じて負担する費用を算定する。ＰＳ

Ｃに縮減率を掛けて算出しているものも多くなっています。 

・積み上げにあたっては、アドバイザーの活用や類似事業に関する実態調査や市場調

査を行うなどして、算出根拠を明確にしたうえで、民間事業者の損益計画、資金収

支計画などを年度ごとに想定し算定します。その際、民間事業者が求める適正な利

益、配当を織り込む必要があることに留意する必要があります。 

・また、ＬＣＣの比較においては、「イコールフッティング」の考えを反映する必要

があります。「イコールフッティング」とは、行政と民間事業者のコスト面での優

位差を取り除いてＬＣＣを比較することで、具体的には、固定資産税の非課税措置

や不動産所得税の減税措置、減価償却の特別措置などが挙げられます。従来型の公

共事業では、地方自治体等が国から補助金、地方交付税の適用や起債による低利資

金調達、非課税措置等により、民間事業者がＰＦＩ事業を実施する場合と比較して

コスト面で優位性があるため、公平な土台作りをするために調整措置を施します。 

・上記により得られた各年度の公的財政負担の額を現在価値に換算し、その総額を算定

します。 

③ 経費などの積み上げ 

ＰＦＩのＬＣＣを算定する場合にも、ＰＳＣを算定する場合に準じて、間接コスト

の現在価値をＰＦＩのＬＣＣに算入することが適当です。 

表 2-5 ＬＣＣの算定項目 

項 目 内 容 

支 

出 

項 

目 

設計費、建設費 
アドバイザーの活用や類似施設に関する調査などを行い、算出根拠を
明確にしたうえで、経費を算出する。 

維持管理費、 
運営費 

アドバイザーの活用や類似施設に関する調査などを行い、算出根拠を
明確にしたうえで、経費を算出する。 

減価償却費 建物、設備等の資産の種類ごとに減価償却費を算出する。 

支払利息 
事業者が設計、施工に必要な資金について、実現可能な借入金の金利
及び返済期間を想定したうえで、支払利息を算出する。 

その他 その他、必要な経費を積み上げる。 
収 
入 
項 
目 

事業収入 【例】利用者から徴収する施設利用料金等 

補助金等 交付金等 

調達資金 【例】出資金、借入金等 

※収入項目には、建設時、維持管理・運営時における収入を算出する。 

※算定はすべて現在価値に換算して行う。              
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（３）リスクの定量化 

リスクの定量化は、以下のような手順を追って行います。 

表 2-6 リスク定量化の手順 

作 業 項 目 作 業 内 容 

１．リスクの抽出 対象となる事業の実施に関わるリスクを抽出する。 

２．リスクの発生確率

と対応費用の特定 

抽出したリスクのすべてに対して、特に建設費、維持・管理の増
加、建設工事の遅延などの主要なリスクに関して、過去の類似事
例、データなどを分析のうえ、各リスクの発生する確率と対応費用
を算定する。 

３．契約条件の比較 従来型公共事業の施設整備・運営に関する契約書等を用いて、各
リスクに関して行政と民間事業者のリスク負担がどのような条件に
なっているのかを整理する。また、比較対象の事業方式（ここでは
ＰＦＩ）で実施する場合のリスク負担条件を設定して、従来型公共
事業の場合と、リスク負担に関わる契約条件の比較を行う。 

４．対象リスク表の 

作成 

上記の契約条件の比較結果を踏まえて、各リスクに関して、リスク内

容、発生確率、対応費用、負担条件などを整理した一覧表を作成する。 

５．リスクの再検討 必要に応じて、市場調査の内容を踏まえて、リスク一覧表を修正する。 

６．算定対象となる 

リスクの抽出 

リスク一覧表をもとに、民間事業者に移転できるリスクのうち、
影響の大きいリスク（対応費用の期待値が高いもの）を、リスク調
整費算定の対象として抽出する。 

７．リスク調整費の 

算定 

リスク調整費の算定のために、対象リスクの発生確率、費用、発
生の確率分布、残存リスクなどを特定する。次に、リスク調整費の
算定方法を決定して、リスク調整費を算定する。 

８．リスク調整費の 
精査 

算定したスク調整費の内容や水準の精査を行い、リスク調整費を
確定する。 

９．リスク調整費の 
ＰＳＣへの算入 

確定したリスク調整費をＰＳＣに算入して、当該事業のＰＳＣと
する。※ 

※リスク調整費の算定は、現在価値に換算して行う。 
 

表 2-7 リスクの影響に関するランク付け例 
 

 

 

 

 

 

 

同じリスクを処理する場合であっても民間事業者の方がうまく処理でき、リスク対応コ

ストが安くなると期待される部分については、行政から民間事業者へリスク移転を行いま

すが、この場合、リスクの定量化とは、リスク調整費、つまりリスクが顕在化した場合に

行政が負担することになる金銭的負担の期待値（財政負担×発生確率）の現在価値を算出

することといえます。 

リスク調整費の算定には、リスクの発生確率と対応費用を乗じる「簡便法」と、確率分

布の形態や各リスク間の関係まで考慮した「確率モデルによるシミュレーション」の2つの

手法があります。いずれの手法を用いるかは、手法の適合性やデータの入手可能性、分析

の難易度などの状況を踏まえて判断します。 

対応費用の大きさ 
小 中 大 

発生頻度 

低 ５ ４ ３ 

中 ４ ３ ２ 

高 ３ ２ １ 

重要度の高いリスクについて、リスク調整費の算定を行います。 
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（６）市場調査 

事業の枠組みの設定にあたっては、民間事業者の意見を聞いてそれを反映するための市

場調査（マーケットサウンディング）を行うことも有効です。 

市場調査では、民間事業者として、事業への関心の有無、事業に参画しやすくする工夫

などを類似事業への参画企業や同種事業の実施企業など複数の民間事業者、団体などを対

象に調査を実施します。 

ただし、市場調査にあたっては、当該事業に関する情報を提供する必要があるため、特

定の民間事業者のみに詳細な情報が流出することのないよう公平性、透明性に十分な配慮

が必要です。 

 

2.4.6 適切なＰＰＰ/ＰＦＩ手法の選択 

（１）ＶＦＭの分析 

算定した「ＰＳＣ」と「ＰＦＩのＬＣＣ」を比較し、定量的分析を行います。ただし、

両者に差が見られない場合や、民間事業者の選定の際に応募者が計画する公共サービスの

水準の評価が必要となる場合などには、明確な定量的指標で評価できない効果、いわゆる

定性的評価についても評価が必要となります。 

分析の結果、従来方式に比べ、ＰＦＩの手法を導入した場合の方が市の財政負担額が軽

減される場合、あるいは同じであっても、それを上回るサービス水準の向上が期待できる

場合にはＰＦＩ手法を導入します。この公共サービス水準の評価は、できる限り定量的に

行うことが望まれますが、定量化が困難なものを評価する場合には、客観性を確保したう

えで定性的な評価を行うこととなります。 
 

（２）リスク分担の考え方 

これまで公的部門が担ってきた様々なリスクを、適切に民間に移転することがＰＦＩの

大きな特徴です。リスクの抽出・分析とその定量化を行い、それらがＰＳＣの算定に適切

に反映されること、事業化にあたっては抽出・分析したリスクへの対応を正確に協定・契

約などに反映させていくことが、ＶＦＭの評価での重要なポイントとなります。 

リスクの検討にあたっては、事業実施に係るリスクを一覧表に整理し、その原因の把握

や、抽出したリスクが顕在化する確率、顕在化した場合に必要と見込まれる追加的支出の

定量化などを行います。また、協定・契約などの締結時には、「リスクを最もよく管理す

ることができる者がリスクを分担する」という考え方に基づいて、リスクが顕在化した場

合の追加的支出の分担を含む措置について、できる限り明確化し、協定・契約などで取り

決めることが必要です。なお、一般的なリスク分担例は、40頁を参照してください。 

 

【例】「決められた金額で工期内に完成するリスクは誰が負うのか」「工事や維持管

理・運営に関して第三者へ損害を与えた場合の分担はどうするのか」「法令など

の変更により、工事や維持管理・運営などの費用が増加した場合の分担はどうす

るのか」「需要をどう予測し、差が発生した場合の分担はどうするのか」など 

なお、協定などの当事者のリスク分担における対応は、選定事業における資金調達のコ

ストなどの条件に大きな影響を与えることから、経済的合理性を勘案して適切かつ明確な

内容とすることが必要です。 
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（３）ＰＦＩ事業の採算性分析 

ＰＦＩ事業への民間事業者の参画の可能性を判断する指標などには、次のようなものが

あり、現在価値による比較や指標が一定の水準であることが必要です。 

 

① 現在価値 

国の「ＰＦＩ基本方針」において、ＰＳＣとＰＦＩのＬＣＣを比較する際は，現在

価値に換算して比較することが定められています。「現在価値」とは、将来発生する

収入や費用を現在時点に評価し直した価値のことであり、この換算にあたって用いる

換算率が「割引率」となります。 

【例】インフレ率を「0」としても、現在の1億円を銀行に預ければ利子を生みますか

ら、現在の1億円と10年後の1億円を比較すると、現在の1億円の方に価値がある

といえます。このため、この2つの価値を比較する際に、10年後の1億円が現在の

何円に相当するかという換算が必要となり、この換算のことを現在価値に換算す

るといいます。10年後の1億円を割引率「ｒ」（年率）で現在価値に換算する場

合、 

1億円÷（1＋ｒ）10 により計算されます。 

なお、割引率は、長期国債、地方債の利回りの過去の平均や長期的見通しなどの

「リスクフリーレート」にインフレ率を加えた率とするのが適当で、4％程度を用いて

いるケースが一般的です。「ＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入優先的検討規程策定の手引」で

は、平成25年度、平成26年度に実施方針が公表されたＰＦＩ事業のうち、公表されて

いる割引率の平均として、簡易な検討においては 2.6％が採用されています。 

想定インフレ率の設定には「消費者物価指数」（総務省）のデータなどを参考にし

ます。 

割引率の算定にあたって国債や地方債の利回りを参照するのは、ＰＦＩ事業のサー

ビス購入費が、自治体によって支払われるためです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9 現在価値と割引率 

 

 

 

 

 

現在価値 １００万円 

９６万円 ＝ １００万円 ／（１+０.０４） 

現在価値 

現在価値 

将来時点で発生するコストや収入を、

現時点での価値に換算したもの。 

ＰＦＩ事業では、長期にわたる事業

全体のＬＣＣを比較検討する必要が

あるため、収支項目をすべて現在価

値に換算して算定評価を行います。 

現 在 １年後 
利率４％ 

１００万円 １０４万円 

将来価値 割引率 
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② Ｐ－ＩＲＲ（Project Internal Rate of Return：内部収益率） 

「Ｐ－ＩＲＲ（内部収益率）」とは、事業の採算性を評価するためによく利用され

る指標です。プロジェクトに対する投資利回りを表す指標であり、これが平均調達金

利（金融機関からの借入れに対する金利と投資家に対する配当の加重平均）よりも高

ければ、事業者にとって事業に参画するインセンティブがあるといえます。 

事業実施に伴うキャッシュフローの現在価値の合計と初期投資額とを等しくする、

つまり将来の収益の現在価値がゼロとなるような割引率のことで、次式を満たす

「ｒ」が「Ｐ－ＩＲＲ」となります。   
                                 N-1 

Σ（Ｎ年目のキャッシュイン－Ｎ年目のキャッシュアウト）／(1+ｒ) ＝ 初期投資額 

 

「キャッシュイン」とは、市が負担するサービス対価、補助金、事業からの現金収

入などの事業実施による現金ベースでの収入のことをいい、「キャッシュアウト」と

は、初期投資及び運営段階の現金支出、税金などの事業実施による現金ベースでの支

出のことをいいます。 

民間事業者が確保しようとする「Ｐ－ＩＲＲ」の水準は事業により異なります。リ

スクが高い事業では高めに設定し、低い事業では低めに設定するなど、事業リスクの

高低により増減させる必要がありますが、民間事業者の適正な利益を確保するため、

リスクの低い事業であっても、「Ｐ－ＩＲＲ」は民間事業者の平均調達金利よりも高

く設定する必要があります。 
 

③ Ｅ－ＩＲＲ（Equity Internal Rate of Return：自己資本内部収益率） 

「Ｅ－ＩＲＲ（自己資本内部収益率）」とは、プロジェクトの出資に対する採算性

（利回り）を示すもので、出資者が当該事業に出資すべきかどうかの判断指標となり

ます。 

元利金返済後配当前のキャッシュフローをキャッシュインフローとし、出資金をキ

ャッシュアウトフローとして、投資金額に対して将来受け取るキャッシュが、年利回

りに換算してどの程度になるかを数値化します。次式を満たす「ｒ」が「Ｅ－ＩＲ

Ｒ」となります。 
 

                                         N-1 

Σ（Ｎ年目のキャッシュイン－Ｎ年目のキャッシュアウト）／ (1+ｒ)  ＝ 資本金 

 

④ ＤＳＣＲ（Debt Service Coverage Ratio） 

「ＤＳＣＲ（元利金返済カバー率）」とは、融資の元利金の返済能力を計るための

一般的な指標であり、事業から生み出される毎年度のキャッシュフローが元利金を返

済するのに十分な水準かどうかを見るためのものです。 

この指標が1.0を下回る年度は、当該年度に想定される元利金返済前のキャッシュフ

ローだけでは元利金の返済ができないということになります。 

ＤＳＣＲ  ＝  当該年度に生み出されるキャッシュフロー総額（元利金返済前） 

／当該年度に返済すべき元利金 
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2.4.7 民間事業者からの提案への対応 

平成23年6月の「ＰＦＩ法」の改正により、「ＰＦＩ法」第6条に基づき、民間事業者か

らの提案がなされた場合は、当該提案について検討を加え、遅滞なくその結果を当該民間

事業者に通知する義務が追加されました。 

当該改正を踏まえ、民間提案がなされた場合の検討体制・対応プロセスについては以下

のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-10 民間提案への対応手順 

 

 

 

 

 

「ＰＦＩ法」第 6条に基づく民間提案 

 

政策企画部が受付窓口として法に定められ
た提出書類※1が揃っていることを確認し受
領 

 

。を 

 
政策企画部が事業担当部局に検討を依頼 

 

。を 

 
ＰＦＩ導入の候補事業の発案 

ＰＦＩ導入の候補事業の選定 

 

事業担当部局はチェックシートを作成及

び基本方針に基づく検討を実施※3 

提出された民間提案のみでは検討が難し

い場合は、民間事業者へのヒアリングや

追加で資料を提出させる等により検討を

実施 

※1 法に定められた書類 

 当該特定事業の案 

 当該特定事業の効果及び効率性に関

する評価の結果を示す書類 

 特定事業の効果及び効率性に関する

評価の過程及び方法を示す書類 

※2 法に基づく民間提案がなされた場

合、法に定められた検討を行う必要

があるため、次の段階へ進む。 事業担当部局はチェックシートを作成※2 

※3 「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」に基づく検

討内容 

1.公共施設等の整備等の必要性 

2.実現可能性 

3.ＰＦＩ事業を活用することの妥当性 

4.財政に及ぼす影響 

5.他の手法による整備等の可能性等 

活用庁内委員会で総合判断 

※4 民間提案のみで実施すべき導入可

能性調査相当の結果が出ている場合

は、省略することもできる。 

ＰＦＩ手法の導入可能性の検討※4 

 

 

ＰＦＩ導入の決定 
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2.4.8 「公の施設」をＰＦＩ事業で整備するときの留意点 

（１）「公の施設」とは 

普通地方公共団体が、住民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

ける施設（「地方自治法」第 244 条第 1 項）をいいます。 

（２）地方自治法の改正 

改正以前は、公の施設の民間事業者への管理委託は認められていませんでしたが、平

成 15 年 6 月の地方自治法の一部改正によって、普通地方公共団体は、公の施設の目的を

効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例によって、その管理を法人その

他の団体で当該地方公共団体が指定するもの（指定管理者）に委託することができる

（「地方自治法」第 244 条の 2 第 3 項）ことになり、民間事業者への包括的な委託の制

限が緩和されました。本市においても、同法改正を受けて「指定管理者制度活用のため

のガイドライン」を平成 16 年 7 月に策定しています。 

今後は、ＰＦＩで公の施設を整備する場合、指定管理者の公募、指定の期間、協定の

締結などについての整合性に注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-11 PFI 事業と指定管理者制度の関係 

  

ＰＦＩで必要な議会議決 

・債務負担行為の設定 

・ＰＦＩ事業契約の締結 

指定管理者制度で必要な議会議決 

・公の施設の設置管理条例の制定 

・指定管理者設置条例の制定 

（上記 2 つは同一の条例によることも可能） 

・指定管理者の指定 

 

 

供 

用 

開 

始 

議決スケジュールの概要 

管理者 

特 定 

公の施設の設置管理条例・ 

指定管理者設置条例の議決 

ポイント① 

条例で必要な指定の手続

き、管理の基準、業務の範

囲を、ＰＦＩの募集要項で

定める内容に含める。 

ポイント② 

指定管理者の選定基準とＰ

ＦＩ事業者選定基準と同一

とし、事業者の選定を同一

の選定委員会で審査する。 

ポイント③ 

指定管理者の指定とＰＦＩ

事業契約の締結はいずれも

議会の議決を要するため、

同時期に議会に諮る。 

ＰＦＩ事業契約・

指定管理者の指定

の議決 

(同一議会議決) 

仮契約 
 

 

公 

募 

事業者 

選 定 

ポイント③ 

債務負担行為の 

予算措置の議決 

ポイント② 
ポイント① 
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2.5 ＰＦＩ手法の導入の決定 

この段階では、ＰＦＩ手法を導入する事業を決定します。 

ＰＦＩ手法を導入する事業の決定は、以下のとおり「活用庁内委員会」にて行いま

す。活用庁内委員会における判断は、事業担当部局が実施した導入可能性調査結果を基に

行います。 

 

検 討 実 施 ： 事業担当部局 

導入の決定 ： 活用庁内委員会 

決 定 方 法 ： ＰＦＩ導入可能性調査結果による 

 

ＰＦＩ事業を採用しなかった事業について、理由と共に速やかに公表することになって

います。 

個別の事業ごとに公表しなくとも、当該年度の実施方針の策定の見通しを公表する際に、

採用しなかった事業についても、合わせて公表することも考えられます。 

主な理由は、以下のようなものが考えられます。 

 

〇 ＶＦＭが期待するほど発現しなかった 

・法令による基準が厳しいなど、民間の創意工夫のインセンティブが働きにくく、効

率的な事業が実施できない事業 

・施設整備費に比べて維持管理費が小さい事業 

・コスト競争になじまない、その他採算性の低い事業 

 

〇 長期契約になじまない事業であること 

・技術の陳腐化などが見込まれ、長期契約になじまない事業 

・政策の変更等が想定され、長期の契約になじまない事業 

 

〇 複数の民間事業者の参画が見込めず競争性が担保できない 

・高い特殊性が求められ、特定の民間事業者しか対応できない事業 

 

〇 その他 

・公共の目的や責任が優先されるべき事業 

・緊急性が求められるためＰＦＩ法の手続きを踏む時間がない事業 
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2.6 第２段階：民間事業者の公募 

ＰＦＩ手法を採用する場合、以下のフローに従い民間事業者の公募を行います。総合評

価方式を採用するため、学識経験者を含むＰＦＩ事業検討委員会により民間事業者を選定

します。また、公募にあたり資料等は、すべてホームページ等で公表します。 

事業担当部局  活用庁内委員会  ＰＦＩ事業検討委員会  期間の 
目安 

アドバイザリー業務委託       

実施方針等の作成       

  委員会・作業部会 
（庁内調整） 

 検討（実施方針・要求水

準書（案）） 

  

実施方針の公表       

       

実施方針に対する意見･質問
の受付及び回答作成･公表 

      

  委員会・作業部会 
（庁内調整） 

 検討（特定事業の評価・

選定） 

  

特定事業の選定・公表       

  
 

 検討（入札公告資料）   

  
 

    

入札公告       

       

民間事業者からの意見･質問

の受付及び回答作成･公表 

      

       

参加表明書の受付       

資格審査及び結果の通知       

       

民間事業者からの意見･質問

の受付及び回答作成･公表 

      

  
 

 検討（審査方法）   

入札（提案書の受付）       

       

評価のための基礎資料作成       

    プレゼン・審査   

最優秀提案者の決定       

       

落札者の決定       

       

基本協定・契約締結  市議会の議決     

 

図 2-12 民間事業者の公募手続き 

 

１
年
～
２
年 

必要に応じ実施方針の変更を公表 

入札資料 
の作成 

入札公告までに債務負担行為を設定 

（総合評価一般競争入札の場合） 
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2.6.1 実施方針の策定・公表                      

（１） 概要 

発案したＰＦＩ事業を実施するにあたって、まず実施方針を策定・公表する必要があり

ます（「ＰＦＩ法」第 5 条第 1 項で規定）。実施方針は、民間事業者による参画の検討が容

易になるように、具体的な記述を盛り込むことが「ＰＦＩ法」第 5 条第 2 項で規定されてい

ます（詳細は 27 頁参照）。また、実施方針の変更を行った際にも、遅延なく公表する必要

があります（「ＰＦＩ法」第 5 条第 2 項で規定）。 

実施方針の策定・公表については、公平性や透明性の確保の点から、民間事業者に対す

る準備期間の提供、市民に対する情報提供の点から、なるべく早い段階で行うことが大切

（「ＰＦＩ基本方針」第１項に記載）であり、公表については、広報、報道資料提供、ホ

ームページへの掲載などにより行います。 

 

（２）ＰＦＩ事業検討委員会の設置 

本市では、実施方針の策定から民間事業者の選定に至るまでのプロセスにおいて専門的

かつ公正な意見等を反映させるために、堺市付属機関の設置等に関する条例に基づき 

「ＰＦＩ事業検討委員会」を設置する必要があります。 

 

（３）実施方針の策定の見通しの公表 

実施方針の公表に先立ち、「ＰＦＩ法」第 15 条に基づき、実施方針の策定の見通しを公

表する必要があります。公表については、公共工事の発注の見通しの公表とあわせて行う

こと等が考えられます。 

なお、年度初めに公表が困難な場合は、公表の見通しが立った段階で遅滞なく公表する

ことが必要です。 

 

（４）実施方針の策定・公表にあたっての留意事項 

実施方針の策定・公表に際して、以下のような点に留意することが求められます。 

 

① 事業内容やリスク分担、手続き・関連制度に関する具体的な記述 

選定事業における行政の関与や、リスク分担の考え方についてできる限り具体的に

明らかにするとともに、民間事業者にとって事業参画の検討が容易になるように、事

業内容や選定方法、事業の実施に必要な許認可等、事業者が実施可能な事業の範囲、

適用可能な補助金、融資等の制度などについてなるべく具体的に記載する必要があり

ます。 

 

② 市場調査における公正な情報の提供 

実施方針の策定や、その後の特定事業の選定にあたって、所要の情報を得るために、

必要に応じて市場調査を実施します。この場合、事業に関する情報が特定の民間事業

者にのみ流出するおそれがあるため、調査の実施には注意する必要があります。 
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③ 民間事業者の意見の反映、実施方針の変更を想定したスケジュールの設定 

実施方針の公表後、民間事業者からの意見等を受付け、必要に応じて特定事業の選

定や事業者の募集に反映します。このため、これらに配慮したスケジュールの設定が

必要となります。また、民間事業者からの発案や意見、実施方針公表後の市場調査の

結果などを踏まえて、実施方針の内容を変更することも想定されます。 

 

（５）民間提案があった場合の、提案に含まれる知的財産の保護 

知的財産※にあたる情報については公表しないことが原則です。ただし、知的財産にあた

る情報を公表しないと、実施方針が策定できない場合は、当該情報を含む提案を行った民

間事業者の了承を得た上で公表を行うことができます。なお、この場合においては、あわ

せて、事業者選定の際に当該者に対して一定の評価を行うことを検討する必要がありま

す。 

また、知的財産にあたる情報の範囲については、民間事業者との間に齟齬が生じないよ

うに、提案を行った民間事業者にあらかじめ明示するよう求めることも考えられます。 

 

※ 「知的財産」とは、高度な技術・ノウハウ、先進性・独創性の高いアイディア又は営業秘

密を含むなど事業活動にとって有用な情報であって、公表することにより提案を行った民

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おそれがある情報をいいます。 

 

 

 

職員の派遣等の人的援助に関する基本的な事項 

平成 23 年 6 月の法改正により、職員の派遣等についての配慮が追加されました。これは、特

に公共施設等運営事業等、市側にノウハウや人材が豊富な事業において、事業者からの要請な

どに応じて人的援助を行うことにより、スムーズな事業実施を期待するものです。 

職員派遣については、既存の職員派遣等に係る制度の範囲内で、一定期間の派遣等の後に官

署に復帰することを前提として職員の派遣、職員の出張、講習会の開催等の人的援助を行う必

要があります。 
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（６）実施方針に盛り込むべき事項の詳細 

（「ＰＦＩ法」第 5 条第 2 項）においては、以下の①～⑦に関する事項を定めることが義

務付けられています。それぞれの項目において記載すべき主な事項を示します。また、①

～⑦以外においても記載すべき主な事項を⑧に示します。 

 

① 特定事業の選定に関する事項 

・事業の名称／事業内容／事業の範囲／事業期間／事業スケジュール／事業終了時

の措置  

・根拠法令に関する事項  

・選定事業の実施に当たって必要な許認可等  

・事業の選定方法／選定基準／評価の考え方  

・事業スキームを民間事業者の提案に委ねる場合にはその旨  

・事業の公表方法 等 

② 事業者の募集及び選定に関する事項 

・募集方法／募集手続／募集スケジュール  

・参加資格要件／提出書類  

・株式譲渡に関し、制限条件がある場合は、当該方針  

・審査・選定方法  

・選定した場合の公表方法 等 

③ 事業者の責任明確化など、事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

・基本的な考え方／想定されるリスク／リスクの責任分担  

・事業実施状況の確認・監視方法  

・事業協定などに定めるべき事項 等 

④ 公共施設などの立地・規模・配置に関する事項 

・施設の立地条件／施設の設計条件 等 

⑤ 事業計画や協定などの解釈について疑義が生じた場合の措置に関する事項 

・協議の方法  

・紛争の際の裁判手続に関する事項 

⑥ 事業継続が困難となった場合における措置に関する事項 

・具体的事由／当事者間の措置  

・事業協定などの解約事項／損害賠償／事業継続方法  

・金融機関などとの協議 等 

⑦ 法制上・税制上の措置、財政上・金融上の支援に関する事項 

・財政上、金融上の支援措置 等 

⑧ その他特定事業の実施に関し必要な事項 

・議会の議決  

・実施方針に対する意見の取扱 等 
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2.6.2 特定事業の評価・選定、公表（債務負担行為の予算措置を含む）   

（１）業務の概要 

実施方針を策定・公表した事業について、市がＰＦＩ事業として実施決定することを

「特定事業の選定」といい、「ＰＦＩ法」第７条で規定されています。 

特定事業の選定を判断するＶＦＭ評価は、「ＰＦＩ導入可能性検討」において検証した

ものに、その後、策定・公表した実施方針などの具体化した内容を加えて行います（「Ｐ

ＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン」に記載）。特定事業の選定を行ったときは、

その判断結果を評価の内容とあわせて速やかに公表し、特定事業の選定を行わないときも

同様とします（「ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン」に記載）。 

また、特定事業の選定後は、民間事業者の入札公告までに債務負担行為の予算措置を行

うことが求められます。債務負担行為の予算措置には議会の議決が必要（「地方自治法」

第214条）となるので、議会の日程に注意し、余裕を持ったスケジュールで手続きを進める

ことが求められます（詳細は 29頁を参照）。 

 

（２）特定事業の選定基準 

特定事業の選定にあたっては、ＰＦＩ事業として実施することにより、公共施設などの

設計、建設、維持管理・運営が効率的かつ効果的に実施できることを基準とします。具体

的には、民間事業者に委ねることで、次のいずれかが期待できることを基準とします。 

 

○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 

 

なお、公的財政負担の見込額の算定にあたっては、財政上の支援にかかる支出や、民間

事業者からの税収その他の収入などについても見込まれる範囲で算出し、これを現在価値

に換算したうえで評価します。 

また、公共サービスの水準の評価は、定量的評価と定性的な評価を合わせて行い、総合

的に評価します。 

 

（３）選定結果などの公表 

特定事業の選定を行ったときは、その選定結果を、評価の内容とあわせ、速やかに公表

します。公共サービス水準について定性的な評価を行なった場合には、その評価方法も公

表する内容に含めます。 

さらに、評価の結果、特定事業の選定を行わないこととしたときも、同様に公表しま

す。この際、市財政負担の見込額を公表することにより、その後の入札などにおいて正当

な競争が阻害されるおそれがある場合などは、市財政負担の縮減の額や割合の見込みのみ

を示すことも可能です。 

また、選定又は不選定の結果に関する詳細な資料についても、適切な時期に適宜公表す

ることが必要です。 
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（４）債務負担行為の予算措置 

ＰＦＩ事業による協定・契約などは、建設から維持管理・運営にいたるまで多年度にわ

たる協定・契約となるため、債務負担行為の予算措置が必要です。債務負担行為の限度額

は、特定事業の評価により得られた選定事業者との協定・契約などの予定額で、施設の建

設・取得、維持管理・運営に係る全ての費用（金利・インフレ率を含む）の総額となりま

す。なお、金額による表示が難しい場合は、文言による限度額の設定もできます。 

債務負担行為の予算措置は、原則として、総合評価一般競争入札の場合は入札公告まで

となります。予算措置には議会の議決が必要となる（「地方自治法」第214条）ので、あら

かじめ余裕を持ったスケジュールを設定し、手続きを進めることが求められます。 

 

2.6.3 民間事業者の募集・評価・審査・選定、公表 

（１）概要 

本段階では、特定事業の選定・公表を行った事業に関して、入札公告による民間事業者

の募集、ＰＦＩ事業者の選定を行い、選定結果を公表します（「ＰＦＩ法」第 11 条第 1 項

で規定）。 

本市は政令指定都市であるため、民間事業者の選定にあたって、ＷＴＯ（世界貿易機関）

政府調達協定と特例政令の規定（36 頁を参照）により、一般競争入札方式による民間事業

者の選定が義務付けられており、ＷＴＯ政府調達協定の対象となる事業については総合評

価一般競争入札方式の採用を原則とします。 

 

（２）事業者選定方法・選定プロセスの選択 

独立採算型の事業等、ＷＴＯ政府調達協定の対象とならない事業については、事業の規

模、内容、特性等を総合的に勘案し、公平性・透明性・競争性を確保しつつ、公募型プロ

ポーザル方式を含め、民間の創意工夫を生かすことができる最適な選定方法・選定プロセ

スを選択することが望ましいといえます。この際、市場調査（マーケットサウンディング）

を実施し、その結果を踏まえることも有益な方法です。 

事業者選定方法については、総合評価一般競争入札方式と公募型プロポーザル方式の 2 つ

の方法があります。（ＷＴＯ政府調達協定対象事業については、公募型プロポーザル方式

は原則採用できません。） 

選定プロセスの選択における主な留意点を以下に示します。 

 

（３）総合評価一般競争入札方式の場合の留意点 

○多段階選抜 

・総合評価一般競争入札方式の場合は、多段階選抜は可能ですが、最初の選抜は絶対

評価による参加資格の確認である場合には、三者を選定するといった絞込みはでき

ません。しかしながら、応募者が多数見込まれる場合においては、応募者の提案の

負担軽減等の観点から、上記の資格要件に加え、民間事業者が提案しようとする事

業計画が、募集する事業に関して一定の性能を有しているかどうかの審査を事前に

行うことにより、当該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の上、一般競争入札に参加できるようにすることが適当

と考えられます。 
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○対話の実施 

・市は民間事業者に対してニーズを明確に伝え、民間事業者からニーズにあった提案

が提出されるための工夫をすることが求められることから、事業の難易度が高い場

合においては、市と民間事業者との意思の疎通を図るための質問・回答（以下「対

話」という。）を行うことが考えられます。 

・なお、応募者毎に対面で対話を行うことにより、市のニーズにかなった提案が得ら

れる可能性が高まる場合も考えられるため、必要に応じて応募者毎に対面による対

話を行うことも考えられます。 

 

（４）技術提案制度の活用 

要求水準を満たすための有力な方法が複数存在し、高度な技術や優れた工夫を含む幅広

い提案がなされることが想定され、市において提案書のみでは提案内容の妥当性や技術的

評価、要求水準に達しているか否かの確認が困難と見込まれる場合等の特定事業において、

総合評価一般競争入札方式により民間事業者を選定する場合においては、公共工事の品質

確保の促進に関する法律（平成 17年法律第 18号）に準じて導入された技術提案制度を活用

することが考えられます。 

この場合、応募者から特定事業に関する技術又は工夫についての提案（以下「技術提案」

という。）を求めるとともに、技術提案の内容の一部を改善することでより優れた技術提

案となる場合等においては、技術提案の改善を求め又は改善を提案する機会を与えること

（技術対話）や最も優れた提案に基づき予定価格を作成することにより、民間事業者の高

度な技術や優れた工夫を含む幅広い提案を求めることが考えられます。 

 

（５）公募型プロポーザル方式の場合の留意点 

〇公募型プロポーザル方式の概要 

・市のみでは、事業目的やニーズを満たすことのできる手法や要求水準等を設定する

ことが困難であるため、事業スキーム、資金調達スキーム、運営方法等多面的な観

点から幅広い提案を求める必要があり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に

規定する随意契約によることができる場合であり、かつＷＴＯ政府調達協定の対象

外となる場合については、企画競争、公募型プロポーザル等いわゆる競争性のある

随意契約によることが考えられます。 

・公募型プロポーザル方式の場合、必要に応じ、多段階選抜による参加者の絞込み、

競争的対話方式の活用、次点応募者との交渉も視野にいれた事業者選定等を行うこ

とが考えられます。 

○競争的対話方式 

・要求水準書等の作成（調整）のため、事業スキーム、資金調達スキーム、運営方法

等多面的な観点から幅広い提案を求める必要がある場合、市の判断により、競争的

対話方式の活用が考えられます。 

・具体的には、①市が応募者と提案内容の確認・交渉を行い、その結果に基づき要求

水準書等を作成（調整）すること、②①の対話終了後、提案書の提出要請を行うこ

と、③必要に応じ、対話参加者を三者程度に絞り込むこと、が考えられます。 
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・対話が実施される間においては、対話内容は秘匿することを原則とされますが、公

募時に提示した要求水準等の変更など、公平性・透明性・競争性確保の観点から公

表の必要があるものについては適切な時期に公表します。 

 

○ 公募型プロポーザル方式については、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達

手続の特例を定める政令（平成 7 年 11 月 1 日政令第 372 号）」により、ＷＴＯ政府

調達協定の対象事業においては、本市では採用が困難なため、原則、総合評価一般競

争入札方式を活用します。（ＷＴＯについては 36頁参照） 

○ 事業の難易度が高く、事業者との密接なコミュニケーションが必要な場合は、適宜

対話や技術提案制度の活用を検討する必要があります。 

○ 対話や技術提案制度の活用にあたっては、十分な時間の確保が必要なことや、担当

部局の負担が大きいこと等から、事業の性質に応じて、判断するものとします。 

 

（６）基本的な考え方 

事業者の募集・評価・審査・選定、公表に際しては、次の 6点が重要となります。 

 

① 基本原則 

 「公平性原則」に則った競争性の確保 

 「透明性原則」に基づく手続の透明性の確保 

 所要の提案準備期間や協定・契約などの締結に要する期間の確保 

 応募者の負担軽減への配慮 

 

② 事業者の創意工夫発揮の誘導 

提供されるべき公共サービスの水準を必要な限度で示す（性能発注）ことを基本と

し、構造物・建築物の具体的な仕様の特定（仕様発注）については必要最小限にとど

めるようにします。 

なお、発注する性能の具体的な内容については、できる限り明確に提示して、応募

者が共通の理解を得るようにすることが重要です。 

 

③ 客観的な審査基準の設定 

事業者の審査・選定に際しては、次の点に注意し、客観的な評価基準を設定するこ

とが求められます。 

 

○ 価格及び非価格要素の総合評価方式により選定を行おうとする場合には、評価項目、

評価基準、配点などを募集の際にあらかじめ明示する 

○ 原則として、募集の際に明示していない項目については評価をしない 

○ 定性的な評価項目についても、できる限り具体的な評価基準を示す 

○ 応募者間の順位付けにより評価するのではなく、設定された評価基準に従って個別

の提案を評価する 
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［留意事項］ 

民間提案における知的財産部分を活用し、実施方針を公表した場合は当該提案に対

する加点評価の実施の可否と、加点する場合の程度を検討します。 

検討にあたっては、ＰＦＩ事業検討委員会により決定します。 

また、事業者の審査基準について有識者に意見を伺う際にも、加点の可否等につい

て意見聴取を行う必要があります。 

 

なお、実施方針の策定に寄与する提案とは、個別の案件ごとに判断する必要があり

ますが、「ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン」では、例として以下のも

のが挙げられています。 

 

【例】 

・従来事業実施が難しいと考えられ、実施されていなかった分野や業務について、

ＰＦＩによる事業実施を可能とするような優れた提案がなされた場合。 

・ＰＦＩ事業の実績がある分野や業務において、より効果的・効率的な事業実施を

実現するような優れた提案がなされた場合。 

 

④ 協定・契約条件の明示 

できる限り、協定・契約書案あるいは協定・契約条件を明示します。また、民間事

業者への支払い方法、民間事業者へのペナルティについても同様に事前に示すことが

重要です。 

 

⑤ 質疑応答の機会の確保 

事業者には質問の機会を与え、その回答については、他の応募者にも公表すること

により公平性を確保するようにします。 

 

⑥ 地域活性化の推進 

国の「多様な PPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針（令和 3年改定版）」

では、「地域における事業機会の創出、地域資源の活用その他地域の活性化を図る観

点から、公共施設整備事業を実施する民間事業者の選定を行うに当たっては、事業の

特性に応じ、地域の民間事業者の創意工夫について適切な審査及び評価を行うととも

に、民間事業者の選定に際しての評価に適切に反映させることが望ましい。」として

います。 

このことも踏まえ、事業毎に、事業者選定に当たり市内事業者が参画することを評

価基準に加えるなど、市内事業者の参画を促すことを検討します。 

   ［留意事項］ 

    ＷＴＯ政府調達協定（以下「協定」という。）の適用対象となる事業については、例

えば、下請企業に市内事業者を指定し、国外企業の参入可能性を排除することは、協

定に抵触する可能性があります。協定に抵触しないよう留意し、事業毎に、事業者選

定にあたり、「地域活性化」の提案を求め、評価基準に加えることを検討します（P35

表 2-9参照）。 
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2.6.4 事業者の募集 

（１）入札（募集要項）公告 

事業の範囲、入札条件、入札手続、事業者の選定基準についての公告を行い、公告の後、

入札説明書（募集要項）をホームページなどで公表します。 

 

（２）入札説明書（募集要項）など 

市が求める公共サービス水準や事業者選定基準など、事業者の選定に関する事項につい

て提示した入札説明書を作成しホームページなどで公表します。 

この際に、公共サービスの提供に必要な施設の整備を伴う場合について、必要な性能

（設計、運営・維持管理）を規定した上でその性能を満たすことを要件として発注する方

式である性能発注方式を採用するため、それらの条件をまとめた要求水準書を同時に公表

します。 

 

入札説明書の記載内容例 
 

① 事業の趣旨 

② 事業の概要（事業名、施設概要、事業内容、事業スケジュール、費用負担、施設の設

計要件、遵守すべき法令など） 

③ 募集手続（募集要項配布、説明会開催、質問書受付・回答、申込書受付、提案書受付

など） 

④ 審査基準（参加資格要件、選定審査会、審査方法、審査項目） 

⑤ 協定・契約などの基本条件（基本的考え方、リスクと責任分担、事業実施状況の監視、

協定・契約などの解釈、株式譲渡の条件、事業の破綻） 

⑥ その他（リスク分担表、事業スキーム図） 

⑦ 参考資料（様式集、関係規程集、図面） 

 

 

（３）現地説明会の開催・質疑応答の機会 

必要に応じて、ＰＦＩ事業の概要などを説明し、事業申込予定業者からの質問や事業へ

の意見を聴取して、事業に反映するための現地説明会を開催します。質問と回答は全て文

書によるものとし、その内容はホームページなどで公表するものとします。 
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（４）事業者の評価・審査・選定 

総合評価方式による一般的な審査の流れは以下のように 2 段階で実施しています。 

 

一次審査（入札参加資格確認） 

・入札参加者の構成 

・参加資格要件（共通） 

・個別業務に係る参加資格要件 

 

二次審査（事業者提案審査） 

□入札（入札金額の確認） 

・予定価格以下であることを確認（予定価格≧入札価格） 

 

□基礎審査（要求水準を満足することを確認） 

・入札説明書、要求水準書等に定める性能等を満たして 

いることを確認 

 

□提案審査（提案内容の評価） 

・提案内容を評価基準に基づき評価を実施 

 

ＰＦＩ事業検討委員会による最優秀提案者の決定 

 

市による落札者の決定 

図 2-13 審査の流れ 

① 一次審査（入札参加資格審査） 

応募した事業者がＰＦＩ事業を確実に遂行できる能力を有しているかどうかを審査

するため、参加資格・決算の状況・事業の実績・提案の概要などを書面提出させ、事

前に資格審査を行います。資格審査では、審査基準を満たす事業者はすべて二次審査

に進むことになります。 

表 2-8 資格審査の項目例 

事項 審査項目 審査対象 Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社 

適性資格 

基準 

欠格事項 
過去の違法行為の有無、提出

書類の重大な虚偽記載など 
○ ○ ○ ○ ○ 

財務状況 資産・負債内容、収益性など ○ ○ ○ ○ ○ 

技術力 実務実績、技術者資格、人数等 ○ ○ ○ × ○ 

基本能力 

基準 

技術適性 
一級建築士事務所登録の有

無、建設企業の登録状況など 
○ ○ ○ ○ ○ 

品質保証
能力 

ＩＳＯの取得状況 ○ ○ ○ ○ × 

類似業務
の実績 

類似施設の整備、運営の経験 ○ ○ ○ ○ ○ 

事業内容 
の理解度 

事業の 
理解度 

本事業目的の理解の有無 ○ ○ ○ ○ ○ 

※表中の例では、欠格項目があるＤ社とＥ社には入札参加資格が無いため、今後の事業
者の評価・選定の対象外となります。 

※次頁の『事業者選定の審査項目例』の表では、欠格となったＤ社とＥ社を除いた 3 社
について審査した場合の審査項目例を記載しています。 

失格 

資格が具備され
ていない場合 

失格 

入札価格が予定価
格を超えた場合 

失格 

要求水準などが未
達の場合 
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〇加算方式 

性能評価点＋価格評価点で採点する方式。価格評価点の比率をどの程度にする

かによって全体の評価に大きな影響を及ぼす。 

〇除算方式

性能評価点を価格で除した値で採点し、単位価格当たりの付加価値を明確にす

る方式。 

② 事業者の評価・選定 

本市では、ＰＦＩ事業の実施において、総合評価一般競争入札方式による事業者の

評価・選定を行います（29 頁参照）。総合評価一般競争入札方式では、落札者の決定

において、価格だけでなく維持管理・運営の水準・リスク分担、その他の要素を総合

的に判断して、発注者にとって最も有利な提案をした事業者を落札者とする方式であ

り、選定方式には以下の 2 つの方式があります。 

 

 

 

 

 

 

（５）事業者の選定基準 

事業者の選定基準は、実施方針で示した要求するサービスの水準、実現性、価格などを

評価項目として設定し、各提案書を項目ごとに採点するために設定するものであり、この

基準は入札説明書(募集要項)に明示します。主な評価項目は下表のとおりです。 

審査項目は、必須項目と加点項目で構成されており、必須項目で要求水準を満たした事

業者について、加点項目の評価により点数付けを行います。なお、要求水準を満たさない

事業者は失格となります。 

表 2-9 事業者選定の審査項目例 

 事項 審査項目 対象項目 Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 

必 

須 

項 

目 

事業計画 収支計画 ＤＳＣＲ、など ○ ○ ○ 

設計 

・施工計画 

要求水準を満

たしているか 
部屋数、など ○ ○ × 

運営・ 

維持管理計画 

要求水準を満

たしているか 
有資格者の配置、など ○ ○ ○ 

 

加 

点 

項 

目 

 

事業計画 

ファイナンシ

ング 

資金計画、返済計画の妥当

性、など 
２ ４ ― 

経営 

・管理体制 

組織力、資格・人員資源配

分、など 
３ ３ ― 

地域活性化 
市内事業者との連携・協

力、地元雇用の促進など 
４ ２ ― 

設計・施工計画 

安全性 防災性、など ３ ４ ― 

機能性 利便性、バリアフリー、など ２ ２ ― 

提案と実現性 性能・機能、デザイン、など ４ ２ ― 

事業計画と 

その実現性 

スケジュール、建設・品質

管理計画の妥当性、など 
３ ３ ― 

施設計画 共用部、外構計画、など ３ ３ ― 

設備計画 電気、機械設備、など ２ ３ ― 

運営・ 

維持管理計画 

執行体制 業務の執行体制、など ２ ３ ― 

運営水準の充足 サービス業務内容、など ３ ３ ― 

※表中の例では、Ｃ社は必須項目で欠格事項があるため、その後の加点項目による審査

の対象外となっています。 
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（６）事業者の選定結果などの公表 

事業者の選定を行ったときは、評価の結果並びに評価基準及び選定の方法に応じた資料

を公表します。また、選定されなかった事業者に対しても、非選定理由の説明機会を設け

ます。なお、特定事業の選定を取り消した場合は、速やかにその理由と必要資料を公表し

ます。 

 

【参考】ＷＴＯ政府調達協定と特例政令 

 

○ ＷＴＯ政府調達協定 

ＷＴＯ政府調達協定とは、1994 年 4 月 15 日にマラケシュで作成された政府調達に

関する協定（95 年 1 月発効）です。地方自治体では、都道府県と政令指定都市が対

象であり、その他の市町村や一部事務組合、広域連合は対象外です。 

具体的には、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令（平成 7 年 11 月 1 日政令第 372 号）」の規定に基づき、民間事業者の募集を行う

ことになります。 

ＰＦＩは設計、建設と維持管理、運営の混合契約と解されますが、予定価格が、

その主目的である調達項目ごとの適用基準額に達していれば適用されることになり

ます。例えば、建設工事が主目的の場合は 22 億 8,000 万円以上（令和 4 年 4 月 1 日

～令和 6 年 3 月 31 日まで適用）であれば適用されますが、ＷＴＯ政府調達協定上の

特定役務以外が主目的である事業は適用されません。 

  

○ 特例政令 

「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布につ

いて（事務次官通知）（平成 7 年 11 月 1 日自治行第 82 号）」及び「地方公共団体

の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布について（自治省行政

局長通知）（平成 7 年 11 月 1 日自治行第 83 号）」に規定される主な留意点は次の

とおりです。 

① 一般競争入札で行う場合、所在地に関する必要な資格を定めることはできません 

② 原則として、競争入札によるため、随意契約となる公募型プロポーザルは適用で

きません 

③ 入札公告から入札（提案書受付）まで少なくとも 40 日間を確保する必要があります 

④ 入札公告における一定事項については英語（又はフランス語かスペイン語）で記

載する必要があります 

⑤ 郵便による入札を禁止できません 

 

なお、「地方公共団体におけるＰＦＩ事業について（平成 12 年 3 月 29 日自治画

第 67 号）」第 5 の 4 に、「政府調達協定の適用を受けるＰＦＩ契約についての留意

点」が掲載されていますので参照してください。 
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2.6.5 協定・契約などの締結                           

（１）概要 

選定された事業者が実際にＰＦＩ事業を実施するに先立って、当該事業の実施方針及び

「ＰＦＩ基本方針」に基づいた事業計画又は基本協定の策定・締結と、ＰＦＩ事業契約の

締結を行う必要があります（「ＰＦＩ法」第 14 条第 1 項で規定）。 

また、本市は政令指定都市であるため、「ＰＦＩ法」第 12 条第 1 項と「ＰＦＩ法施行令」

に基づき、予定価格のうち、維持管理・運営などに関する金額を除いた公共施設などの買

い入れに要する費用が 3 億円以上となる事業については、ＰＦＩ事業契約が議会で承認され

る必要があります。 

加えて、事業者が行政の出資又は拠出に係る法人である場合には、当該事業者の責任が

不明確とならないよう特に留意して、前項の事業計画又は協定において公共施設等の管理

者等との責任分担を明記する必要があります（「ＰＦＩ法」第 14 条第 2 項で規定）。 

さらに、協定・契約の内容は、具体的かつ明確に文書化し、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おそれのない範囲で公開することが求められます（「Ｐ

ＦＩ基本方針」第 3 項に記載）。またリスク分担や債務に関する取り決め、モニタリング等

の民間事業者への本市の関与の仕方などについても盛り込むことも求められます（「ＰＦ

Ｉ基本方針」第 2 項に記載）。 

 

（２）協定・契約などの基本内容 

ＰＦＩ事業の協定・契約などの締結にあたっては、次の事項に注意します。 

 

① 具体的かつ明確な取り決め 

事業実施に係る責任とリスクの分担、その他協定・契約など、当事者の権利義務を

取り決めるものであるため、曖昧さを避け、具体的・明確に文書化するようにします。 

 

② 協定・契約などの当事者双方の負う債務の詳細、履行方法など 

協定・契約などにおいて、当事者双方の負う債務の詳細、履行方法などについて次

の事項を定めます。 

 

○ 公共サービスの内容と質 

○ 公共サービス水準の測定と評価方法 

○ 料金、算定方法など 

○ ＰＦＩ事業の修復に必要な適切かつ合理的な措置 

○ 債務不履行の治癒、当事者の救済措置 

○ 事業・継続困難時の措置 など 
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③ 公共施設の管理者などの民間事業者への関与 

公共施設の管理者などの民間事業者に対する関与を必要最小限のものにすることに

配慮しつつ、適正な公共サービスの提供を担保するため、以下の事項などを考慮し、

協定・契約などでこれらについて合意しておきます。 

 

○ 公共サービスの水準を監視できること 

○ ＰＦＩ事業者から、定期的に協定・契約などの義務履行に係る事業の実施状況報告

の提出を求めることができること 

○ ＰＦＩ事業者から、公認会計士などによる監査を経た財務の状況についての報告

書の提出を定期的に求めることができること 

○ ＰＦＩ事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがある事態が発生したときには、

公共施設の管理者などはＰＦＩ事業者に対し報告を求めることができること。また、

第三者である専門家による調査の実施とその調査報告書の提出を求めることができ

ること 

○ 公共サービスの適正かつ確実な提供を確保するため、必要かつ合理的な措置と、公

共施設の管理者などの救済のための手段を規定すること 

○ ＰＦＩ事業に対する上記の各事項の公共の関与（協定などの規定に基づくことが必

要）以外の関与は、安全性の確保、環境の保全に対する検査・モニタリングなど、

選定事業の適正かつ確実な実施の確保に必要とされる合理的な範囲に限定すること 

 

 

（３）リスク分担と協定・契約など 

以下の原則に従い定めたリスク分担についての合意内容は、協定・契約などにすべて明

確に記述することが必要です（18 頁参照）。なお、一般的なリスク分担例は、40 ページを

参照してください。 

 

〇 想定されるリスクをできる限り明確化したうえで、「リスクを最もよく管理するこ

とができる者が分担する」との考え方に基づいて取り決める 

〇 経済的に合理的な手段で軽減又は除去できるリスクとして措置を講ずるものの範囲

及びその内容を明確に規定する 

 

（４）事業契約書案の作成と議決 

ＰＦＩ事業における契約に関して、本市においては、予定価格のうち、維持管理・運営

などに関する金額を除いた公共施設などの買い入れに要する費用が 3 億円以上となる事業は、

契約締結にあたっては、議会の承認を得る必要があります（「ＰＦＩ法」第 12 条、「ＰＦ

Ｉ法施行令」）。 
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① 事業契約書（案）の作成 

ＰＦＩにおいては、これまでの契約とは異なり、あらゆる事態を想定して、市とＰ

ＦＩ事業者の役割、負担を規定した契約を締結します。具体的には、実施方針等で公

表したリスク分担や条件規定書をもとに、弁護士などの専門家と相談して、事業契約

書（案）の策定準備を行います 

 

② 基本協定の締結、事業契約書の協議 

落札者と事業契約締結に向けて双方の準備行為を義務化し、その進め方や期限等、

ＰＦＩ事業者となるＳＰＣの設立について規定した基本協定を締結します。これに基

づき、提案事項の公表している事業契約書（案）への反映や、条文の内容の明確化な

ど必要となる協議を行います。 

また、落札者が複数の企業グループである場合、基本協定を締結することにより、

事業契約の相手方の同一性を担保する必要があります。 

 

③ 仮事業契約の締結 

議決が必要なＰＦＩ事業契約などを行う場合は、事業契約締結の議決がなされた時

点で本契約となることを明記した仮契約を締結しておきます。 

 

④ 事業契約等の内容の公開 

「ＰＦＩ法」第 15 条第 3 項に基づき、事業契約等の内容を公開する必要がありま

す。法に規定されている内容は以下のとおりですが、公開することにより、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おそれのある事項を除き事業契約

等の内容を公表することが望ましいです。 

・公共施設等の名称及び立地 

・選定事業者の商号又は名称 

・公共施設等の整備等の内容 

・契約期間 

・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 

・その他内閣府令で定める事項 

 

⑤ 直接協定（ダイレクトアグリーメント）の締結 

ＰＦＩ事業者による事業の実施が困難となった場合やそのおそれがある場合などに、

市によるＰＦＩ事業契約の解除権行使を融資機関が一定期間留保することや、金融機

関による担保権の設定・実行に関する取り決めなど、事業に対する一定の介入を可能

とするために、市と融資金融機関との間で直接結ばれる協定です。（43 ページの介入

権を参照） 
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表 2-10 一般的なリスク分担例 

段階 リスクの種類 リスクの内容 
負 担 者 

市 事業者 

共   

通 

募集要項の誤り 募集要項の誤りによるもの ○   

法令等の変更  
本事業に特定的に影響を及ぼす法令等の変更 ○   

一般の民間事業全てに影響を及ぼす法令等の変更   〇  

第三者賠償 調査・工事による騒音・振動・地盤沈下等による場合   ○ 

住民対応 
本事業を実施することに関する住民反対運動等 ○   

調査・工事の実施に関する住民反対運動等   ○ 

事故の発生 設計・建設・運営する上での事故の発生   ○ 

環境の保全 設計・建設・運営する上での環境の破壊   ○ 

測量等調査の誤り 測量等の調査の誤り   ○ 

事業の中止・延期 

市の指示、議会の不承認によるもの ○   

施設建設に必要な許認可等の遅延によるもの   ○ 

事業者の事業放棄、破綻によるもの   ○ 

物価 事業協定締結後のインフレ・デフレ ○ ○ 

金利 金利の変動   ○ 

不可抗力 天災、暴動等による事業実施の変更、中止又は延期 ○ ○ 

計 

画 

設 

計 

設計変更 
市の提示条件・指示の不備、変更によるもの ○   

事業者の指示・判断の不備によるもの   ○ 

応募コスト 落選時の応募コストの負担   ○ 

資金調達 必要な資金の確保に関すること   ○ 

建   

設 

用地の確保 建設工事に要する資材置き場等の確保に関すること   ○ 

設計変更 
市の提示条件・指示の不備、変更によるもの ○   

事業者の指示・判断の不備によるもの   ○ 

工事遅延・未完工 工事の遅延・未完工による開業の遅延   ○ 

工事費増大 
市の指示による工事費の増大 ○   

上記以外の工事費の増大   ○ 

性能 要求仕様の不適合（施工不良を含む）   ○ 

一般的損害 工事目的物、材料、他の関連工事に関して生じた損害   ○ 

瑕疵担保 隠れた瑕疵の担保責任   ○ 

運   

営 

需要変動 利用者数の増減による営業収入の変動   ○ 

計画変更 用途の変更等、市の責による事業内容の変更 ○   

運営費の上昇 物価変動や計画変更以外の要因による運営費の増大   ○ 

施設損傷 事故、災害による施設の損傷   ○ 

性能 要求仕様の不適合   ○ 
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2.7 第３段階：ＰＦＩ事業の実施、監視                        

2.7.1 概要 

本市と事業契約を締結した事業者は、当該事業の実施方針及びＰＦＩ基本方針に基づい

た協定・契約などに従ってＰＦＩ事業を実施します（「ＰＦＩ法」第 14 条第 1 項で規

定）。また、本市は、協定・契約などに定める範囲内で事業進行のモニタリングなどを行

うとともに、サービス提供の対価を事業者に支払います。 

 

2.7.2 事業の実施 

ＰＦＩ事業者が事業を実施するにあたり、市は、募集資料や提案事項などに基づき、事

業契約書において定められている事項が履行されているか確認する必要があります。 

 

2.7.3 事業進行のモニタリング 

（１）進行監視 

市は、ＰＦＩ事業者との役割分担について、また下記のようなモニタリングや指導を

行うことを事業契約書に明記しておくことが必要です。 

市では、「指定管理者制度活用のためのガイドライン」を制定し、指定管理者制度を

運用しています。ガイドラインには、モニタリングについて明記されており、その資料

を基に必要に応じ、追加資料の提出を求めるなど、指定管理者制度と併用する場合には、

調整を図る必要があります。 

 

〇 公共サービスの水準の監視 

〇 ＰＦＩ事業者から協定・契約などの義務履行に係る事業の実施状況報告の定期的な

提出 

〇 ＰＦＩ事業者からの公認会計士による監査を経た財務の状況についての報告書（Ｐ

ＦＩ事業の実施に影響する可能性のある範囲内に限る）の定期的な提出 

〇 ＰＦＩ事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがある事態が発生した場合、ＰＦ

Ｉ事業者からの報告、第三者（専門家）による調査の実施、調査報告書の提出 

 

 
前年度 当該年度 次年度 

 第１ 四半期 第 2 四半期  第 4 四半期  
２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月   ３月 ４月 

民 

間 

事 

業 

者 

    

 
    

市   
 

 

図 2-14 モニタリングの実施計画例 
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（２）改善勧告とペナルティ、監視結果の公表 

市は、モニタリングの結果、事業内容が契約書等に定める水準を逸脱している場合は、

改善勧告を行うとともに、改善がなされない場合には事業契約書に従い、ＰＦＩ事業者

へのサービス対価の減額などのペナルティを課すことや、事業契約を解除することがで

きます。 

国の「モニタリングに関するガイドライン」では、「管理者等は、当該選定事業の実

施に係る透明性を確保するため、モニタリング等の結果について、住民等に対し積極的

に公表することが必要である。」としています。 

それを踏まえ、市はＰＦＩ事業実施に係る透明性を確保するため、監視などの結果を

公表します。 

なお、公表することにより事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するお

それのある事項については、あらかじめ事業者と協議を行い、公表について協定・契約

などで定めます。 

また、市では、指定管理者制度の適正かつ効果的な運用を図るため、指定管理者によ

る公の施設の管理運営に関する評価を行っています。 

 指定管理者による自己評価（第一次評価）、市による評価（第二次評価）に加え、平

成 25 年度から、それらの評価方法や結果等を含め、指定管理者制度の運用等について第

三者の立場から外部有識者の意見を聴取するため、指定管理者制度懇話会を開催し、そ

の結果を公表しています。 

指定管理者制度とＰＦＩを併用する場合は、指定管理者制度におけるモニタリングの

仕組みを活用することが考えられますが、指定管理者制度を併用しない場合は、同様の

仕組みを導入する必要があります。 

 

2.7.4 関係者の協議 

ＰＦＩ事業者は、事業契約に基づき主体的に事業を実施しますが、10年～30年後といっ

た将来の状況においては、社会経済情勢の動きや技術革新、契約などの解釈に疑義が生じ

た場合など、詳細に確定できない事項も多く、臨機応変に対応できるよう、ＰＦＩ事業者、

行政などによる関係者で協議を行う必要があります。 

 

2.7.5 事業破綻時の処理 

（１）協定・契約時の取り決め事項 

協定・契約などにおいて、事業継続困難時の措置などについて以下の事項を定めてお

きます。 

〇 事業継続が困難となる事由（できる限り具体的に列挙する） 

〇 事業継続が困難となる事由が発生した場合や、発生するおそれが強いと認められる

場合において協定などの当事者のとるべき措置（責任の有無に応じて具体的・明確

に規定する） 

〇 事業修復の可能性があり、事業を継続することが合理的である場合における事業修

復に必要な措置（責任の有無に応じて具体的かつ明確に規定すること。） 

〇 事業破綻時における公共サービスの提供の確保について、事業に応じて、的確な措

置を講ずること 

〇 協定・契約などの解除条件となる事由が発生したときに当事者のとるべき措置 
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（２）事業破綻時の対応 

① 市の責任に帰すべき事由による破綻の場合 

・事業の修復…ＰＦＩ事業者は、市に対し、相当の期間を定め、債務不履行を治癒す

ることを催告し、事業を修復する機会を与えます。 

・損害の賠償…相当の期間内に当該不履行状態が治癒されない場合、ＰＦＩ事業者は、

当該協定・契約などを解除し、更に、損害賠償請求をすることができます。この

場合、市はＰＦＩ事業者に対し、その逸失利益を含む一切の損害を賠償しなけれ

ばなりません。 

 

② ＰＦＩ事業者の責任に帰すべき事由による破綻の場合 

・事業の修復…ＰＦＩ協定・契約を解除する前に、市はＰＦＩ事業者に対し、相当の

期間を定め、債務不履行を治癒することを催告し、事業を修復する機会を与えま

す。また、事業資金を貸し付けている金融機関に対しても事業修復の機会（介入

権）を与え、事業者や関係者は相当の期間中に事業修復を行います。 

・損害の賠償…相当の期間内に当該不履行状態を治癒し、事業を修復しない場合、市

はＰＦＩ事業者に対し、損害賠償請求をすることができます。また、ＰＦＩ事業

者が市の提供した財産を利用していた場合、その上に存在するその所有物を収去

させ、財産を原状回復させたうえで、市に返還させなければなりません。 

 

③ 不可抗力による破綻 

不可抗力によりＰＦＩ事業協定・契約などに規定された債務の履行ができず、当該

事業を実施することができない場合、事業の性格、保険付保の有無などを勘案のうえ、

当事者間で、その適切な処理方法について、関係者協議会で協議することが必要で

す。この際、当事者間で新たな合意が成立したときは、協定・契約など条件を変更の

うえ、協定・契約などを継続することになります。しかし、相当の期間内に当事者間

の合意に至らない場合、協定・契約などを解除することになります。 

 
 

介入権（「Step-in right」 ステップ・インライト） 

ＰＦＩ事業者の借入金返済の原資を、事業に係る収入や資産に限定する資金調達方式で

は、融資を行う金融機関にとって、事業の悪化時に事業収益の源泉となる資産・権利・協

定・契約・担保などを確実に管理し、事業を修復する機会を確保し、事業会社からの返済

原資を確実なものにすることが必要です。 

このため、金融機関はＰＦＩ協定・契約などや融資契約などにおいて、こうした事業修

復を行う権利（介入権）を確保することが必要になります。修復可能な範囲の事業悪化に

ついては、協定・契約上、ＰＦＩ事業者に相当の期間内に修復する義務が科されるととも

に、金融機関の関係者には、相応の期間を置いて、追加資金の注入やオペレーターの交代

など、事業の修復を行う権利が与えられます。 
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2.8 第４段階：事業終了時の処理 

契約書などに定める事業の終了時期となった場合は、土地の明渡しなど、あらかじめ定

められた資産の取扱に則って措置がなされ、事業は終了します。 

事業期間中に、施設や備品等の老朽化などが進み、事業期間終了後もそのままの状態で

使用可能か判断する必要があります。 

事業期間が終了した段階で、公共サービスの提供を終了する場合は、それ以降のことを

考慮する必要はありませんが、多くの事業では、その後も同様の公共サービスの提供を継

続する必要があると考えられます。 

ここでは、事業契約の終了をもってＰＦＩ事業を終了し、その後指定管理者制度などの

運営方式に移行する場合の一般的な手続きなどについて記載します。なお、事業規模が小

さいなど、手続きに 3 ヵ年も必要としない場合など、事業に応じて適切に対応します。 

 

表 2-11 事業終了時の処理 

 終了 3年度前 終了前 2年度前 最終年度 
新契約 
初年度 

     

主な 

協議事項 

契約終了までの 

業務内容 

（改修工事、事務処

理、引継ぎ、検査等） 

スケジュール 等 

契約終了までの 

改修工事内容、工期、

費用負担等 

必要書類 

スケジュール など 

契約終了までの 

改修工事内容、工期、

費用負担等 

必要書類 

スケジュール等 

事業計画 

モニタリング

計画等 

     

主作業 
業務体制の構築 

(技術、法務等) 

終了前検査 

 

終了検査・引渡し 

運営準備・引継ぎ 

運営開始 

 
     

終了後の

対応 

事業者募集条件の整理 

 

事業者募集条件の整理 

 

事業者募集・契約 

新事業者の準備対応 
― 

     

予算化 

 予算化 

（市負担分改修費） 

予算化 

（市負担分改修費） 

（新規契約分） 

― 

 

 

〇終了前 3年度（契約終了に向けた業務内容とスケジュールの調整） 

    市とＰＦＩ事業者は、施設や運営の現状を点検し、事業終了までの期間に実施すべき

事項やスケジュール等について協議を行うこととします。特に大規模修繕など、長期

間にわたり費用の大きい工事などが想定される場合は、運営に支障をきたさず、契約

終了までに完了させるため、早期に対応を協議します。 

    また、今後の作業を円滑に進めるため、契約書、要求水準書、提案書等により、必要

な書類、手続きなどについても、市、ＰＦＩ事業者の双方で確認しておきます。 
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〇終了前 2年度（引渡し条件の確定と改修工事計画の策定） 

ＰＦＩ事業者は、事業契約が終了する本年度中に、施設、設備機器、備品等の改修、

修繕又は更新の必要性を検討します。 

市は、本年度中にＰＦＩ事業者に通知を行った上、終了前検査を実施し、要求水準

書及び事業者提案に記載された全ての事項がその要求水準書及び事業者提案を満たし

ているかを確認します。検査の過程で施設に修繕すべき点がある場合、市はＰＦＩ事

業者にこれを通知し、ＰＦＩ事業者は速やかにこれを修繕することとします。ただし、

市が修繕を要するとした箇所について、不可抗力等ＰＦＩ事業者の責に依らない場合

には、ＰＦＩ事業者と市でその費用負担について協議します。（一定の金額を超える

部分を市が負担する等、契約書に記載することなどが考えられます。） 

ＰＦＩ事業者は、本事業契約が終了する 1 年前までに、本事業契約終了後の施設及び

設備機器並びに備品等の改修、修繕及び更新の必要性について調査を行い、これを市

に報告することとします。 

市は、事業契約の終了後の維持管理・運営業務をどのような手法で実施するかを検

討する必要があります。契約交渉を行い、ＰＦＩ事業者を引き続き指定管理者に指定

することや新たに事業者を募集することなどが想定されます。そのための予算化、資

料作成などの準備を進め、契約終了年度の早い時期に次の維持管理運営事業者を選定

し、新年度から維持管理運営業務を実施可能なように準備期間を確保する必要があり

ます。 

 

〇契約終了年度（円滑な業務の引継ぎ） 

  ＰＦＩ事業者は、事業契約が終了したときは、市又は市の指定する者に維持管理業

務及び運営業務の引継ぎを行うことになります。 

ＰＦＩ事業者は、事業契約の終了までに必要な改修、修繕及び更新を完了します。 

ＰＦＩ事業者は、事業契約の終了にあたって、市が要求水準書記載の業務等の遂行

のために施設を継続使用できるよう、市に対し維持管理業務及び運営業務に関して必

要な事項の説明を行うこととします。また、ＰＦＩ事業者が用いた維持管理業務及び

運営業務に関するマニュアル、その他の資料を市へ提供するほか、施設等の視察など、

業務の引継ぎに必要な協力を行うこととします。 
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3 ＰＦＩのしくみ 

3.1 ＰＦＩの構造 

 一般的なＰＦＩ事業の仕組みは、下図のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※注：「特別目的会社」（ＳＰＣ）＝「Special Purpose Company」 

図 3-1 ＰＦＩ事業の仕組み 
 

ＰＦＩ事業において、市は、提供する公共サービスの内容や水準を検討して、事業の実

施について決定します。そのうえで事業をＰＦＩ手法で推進するためのプロセスとして

「実施方針」などを策定、公表し、「特定事業の選定」によりＰＦＩ事業の実施を決定、

公表します。その後、「民間事業者」を募集、評価、選定して、ＰＦＩ事業開始後は、

「民間事業者」から提供される公共サービスの内容などを監視（モニタリング）し、適切

な公共サービスの提供が行われるよう必要に応じて是正指示などを行います。 

一方、「民間事業者」は、ＰＦＩ事業に参加する異業種の複数の企業とコンソーシアム

（企業連合）を作り、コンソーシアムに参加した企業が出資して、実際に事業を行うＳＰ

Ｃを設立し、堺市とＰＦＩ事業契約を締結するのが一般的です。ＳＰＣは、必要に応じて

コンソーシアム参加企業と工事請負や管理運営などについて、個別の契約を結びます。 

コンソーシアムの組成・ＳＰＣの設立は法律で規定されているものではありませんが、

複数の事業領域を一括して長期契約することや、民間事業者のＰＦＩ事業以外の事業の不

振が原因で、当該ＰＦＩ事業のサービスの低下や、事業が中断することを避けるために、

ＳＰＣの設立を義務付けることが望ましいといえます。 

また、「金融機関」はＰＦＩ事業者に融資を行うとともに、「堺市」と直接協定を結び

事業の継続性の担保を図ることがあります。「アドバイザー」は、「堺市」に金融・法

務・技術等に関する助言を行います。「保険会社」は、ＳＰＣのリスクをカバーします。 

 

 

コンソーシアム 
（企業連合） 

事業契約 

直接協定 

契約の 

議決等 
融資契約 

保険契約 

サービス提供 

出 資 

金融、法務、技術 

などに関する助言 

設計･建設 

請負契約等 

 

金融機関 保険会社 

アドバイザー 

堺市
議会 

維持管理運営

委託契約等 
ＰＦＩ事業者 

ＳＰＣ※注 

（特別目的会社） 

堺 

市 

①設計・建設会社 

②管理・運営会社 

出資者（①②も含む） 

市  民 
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事業に係る主要な関係者のＰＦＩ事業における主な業務分担は以下のようになっています。 

 

  〇 堺市 

① 提供する公共サービスの内容・水準を確定し、事業の実施を決定する。 

② 事業の実施方針などを策定して特定事業を選定、ＰＦＩ事業の適用を決定公表す

る。 

③ 民間事業者を募集、評価、選定し、ＰＦＩ事業を実施する。 

④ モニタリングにより、適正な公共サービスの提供が行われるように指示する。 

 

〇 民間事業者 

① コンソーシアムを組成し、ＰＦＩ事業の公募に参加する。 

② 選定されたコンソーシアムはＳＰＣを設立し、行政とＰＦＩ事業契約を締結する。 

③ ＳＰＣは必要に応じ、コンソーシアム参加企業と個別の事業契約を締結する。 

④ ＰＦＩ事業を実施する。 

 

  〇 金融機関 

①ＰＦＩ事業者へ融資を行う。 

② ＳＰＣの破綻により事業継続に支障が出る場合に備え、行政と直接協定を締結す

る。 

③ ＳＰＣの業務をモニタリングする。 

④ 事業継続に支障がでる場合に、介入権（ステップ イン ライト）により事業継続

に協力する。 

 

 〇 アドバイザー 

堺市に対し、金融（リスク分析、ＶＦＭ評価など）、法務（事業者の募集資料、民

間事業者との協定・契約条件に対する評価など）、技術（性能に関する仕様書の作成、

技術的リスク分析など）に関する助言を行う。 

  

  〇 保険会社 

ＳＰＣのリスクをカバーする。 
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3.2 ＰＦＩの基本理念 

ＰＦＩの基本理念は次のとおりです。 

ＰＦＩの基本理念 

① 民間の資金とノウハウの活用 

ＰＦＩは、民間の資金、経営能力・技術的能力などを活用する手法であるため、公

共の関与は最小限にとどめ、民間の創意工夫を積極的に導き出すように努める必要が

あります。 

 

② ＶＦＭの達成 

ＰＦＩにおける最も重要な理念です。ＶＦＭ【注①】とは、支払いに対して最も価

値の高いサービスを提供しようという考え方で、ＰＦＩでは、ＶＦＭが達成されてい

ることが必要です。ＶＦＭの評価は、従来型の手法により公共直営事業を行った場合

の設計・建設費から維持管理・運営費、リスク管理までの事業全体の予想コスト「Ｐ

ＳＣ」【注②】と、ＰＦＩ手法により事業を行った場合の公共負担の予想コスト「Ｐ

ＦＩのＬＣＣ」【注③】を現在価値で比較して行います。 

現在価値とは、将来発生する収入や費用を現時点に評価し直した価値のことで

す。ＰＦＩ事業においては、長期の事業期間全体のＬＣＣを比較する必要があるため、

現在価値によるＶＦＭの評価を行います。現在価値は将来価値を割引率（将来の現金

が持つ金銭価値の不確実性を、一年あたりに定量換算した係数）の年数乗で割ること

により求められます（詳細は 19 頁を参照）。 

 

【注①】Value For Money（バリュー・フォー・マネー） 

【注②】Public Sector Comparator（パブリック・セクター・コンパレーター） 

【注③】Life Cycle Cost（ライフ・サイクル・コスト） 

 

③ リスク分担の明確化 

ＶＦＭの増減要因には、建設や運営管理に係るコストの削減や、リスク調整費が挙

げられますが、中でもリスク調整費の縮減はＶＦＭを産み出す要因のひとつとなって

います。 

事業実施期間中には、債務不履行、事故、需要の変動、天災、物価の上昇など、予

測できない事態により損失が発生するおそれがあります。従来方式では、公共が基本

的にこれらリスクをすべて負いますが、ＰＦＩでは、リスクを公共と民間で分担して、

その分担を協定・契約などに明示します。 

リスク分担にあたっては、想定できるリスクをできる限り明らかにし、「リスクを

最もよく管理することができるものが負担する」という考え方で、公共と民間のどち

らが負担するかを明確にします。したがって、民間事業者に過度にリスクを移転する

と、民間事業者のリスク管理費、ひいてはサービス対価の支払いが増大する可能性を

招き、かえってＶＦＭを低下させ事業の効率化を妨げるという点に注意する必要があ

ります。なお、天災や暴動といった不可抗力による回避できないリスクも想定され、

そのようなリスクが顕在化した際の対処法や追加的支出の負担割合についても、あら

かじめ行政と民間事業者の間の契約段階で取り決めておく必要があります。 
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維持管理･運営費 

公租公課など 

維持管理･運営費 

 

支払い利息 

リスク調整費 
ＶＦＭ 

リスク調整費 

設計・建設費 設計・建設費 

支払い利息 

 

                          

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 ＶＦＭ評価の概念図 

 

ケース１ＰＳＣ＞ＰＦＩのＬＣＣ⇒ＶＦＭ達成⇒ＰＦＩ導入可能性あり 

ケース２ＰＳＣ＜ＰＦＩのＬＣＣ⇒ＶＦＭなし⇒ＰＦＩ以外の手法検討へ 
  

ただし、評価要素には、定量的評価「支払い額」と定性的評価「サービスの価値」

があり、ＰＦＩ事業で公共サービス水準の向上が期待できれば、「ＰＳＣ＝ＰＦＩの

ＬＣＣ」「ＰＳＣ＜ＰＦＩのＬＣＣ」の場合でも、ＶＦＭが達成されることになりま

す（公共サービス水準の向上が何らかの方法で評価できることが前提）。 

リスク調整額については定量化が困難な場合も多く、考慮しない場合も多くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来型公共事業のリスク分担 

金融機関 

管理運営会社 
建設会社 

出資者 

行政 
保険会社 

ＰＦＩ事業では、リスクを最もよく

管理することができるものが負担し

ます。 

行政 

民間 

民間 

図 3-3 リスク分担の概念図 

ＰＦＩ事業におけるリスク分担 

従来型公共事業の予想コストの 

現在価値（ＰＳＣ） 

ＰＦＩ事業の予想コストの 

現在価値（ＰＦＩのＬＣＣ） 



    

 50 

3.3 ＰＦＩの効果 

ＰＦＩ事業を行うことにより、次のような効果が期待されます。 

（１）低廉かつ良質な公共サービスの提供 

ＰＦＩ事業では、設計、建設、改修、維持管理、運営などの業務を一括で発注すると

ともに、「性能を満たしていれば細かな手法は問わない」という「性能発注方式」が特

徴です。また、効率的なリスクの管理や良好な競争環境の構築なども期待することがで

きます。これらによって、民間事業者の資金、経営能力や技術的能力を活用することが

できるため、低廉かつ良質な公共サービスの提供が期待できます。 

 

（２）事業の安定性の確保 

ＰＦＩ事業では、行政によるモニタリング（事業開始後における民間事業者のサービ

ス提供の水準が行政の要求水準を満たしているかどうかについてチェック）が実施され、

要求水準を下回る場合には、行政から民間事業者に支払われるサービス対価の減額など

が行われます。したがって、民間事業者にはＰＦＩ事業の安定性、サービス価値の向上

に努めるインセンティブが生まれます。 

また、行政と金融機関の間の直接協定（民間事業者が事業遂行困難となった場合に、

資金を供給している金融機関が事業の修復を目的に、事業に介入するための必要事項を

規定した協定）により、金融機関にも事業継続や事業再構築を積極的に行おうとする強

いインセンティブが働きます。 

さらに、ＰＦＩ事業においては複数の民間事業者が協力してＳＰＣを組成しているの

で、事業者間でリスクを分担してＳＰＣの倒産を防ぐことができます。 

以上のことから、ＰＦＩ事業は従来の公共事業に比べ、事業の安定性が確保されるこ

とが期待されます。 

 

（３）公民の新たなパートナーシップの形成―効率的な行政運営 

ＰＦＩ事業では、民間事業者に委ねることが適切なものについて、民間事業者の自主

性、創意工夫を尊重しつつ、できる限り民間事業者に委ねて事業を実施することから、

公民の役割分担に基づく、新たなパートナーシップの形成を図ることが期待できます。 

 

（４）民間の事業機会の創出による経済の活性化 

これまで行政が直接実施してきた事業分野への民間参入を促進することによって、民

間事業者の新たな事業機会を創出することが期待できます。 

 

（５）財政負担の平準化 

ＰＦＩ事業における財政支出は、民間事業者のサービス開始後、協定・契約など期間

全体にわたってサービス対価として支払うため、財政負担の平準化が期待できます。 

 

（６）説明責任の向上 

ＰＦＩ事業では透明性や公平性が基本原則となっていることから、事業契約までの各

段階や運営段階における事業内容や提供サービスの要求水準などが公開されているため、

利用者や住民からも事業評価がしやすく、行政の説明責任を果たすことが期待できます。 
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3.4 ＰＦＩ事業の性格 

 ＰＦＩの基本理念や期待される成果を実現するため、ＰＦＩ事業は次のような性格を

持つことが求められます（「ＰＦＩ基本方針」で規定）。 

 

ＰＦＩ事業の原則 

①「公共性の原則」 

住民ニーズの高い公共性のある事業であること 

②「民間経営資源活用の原則」 

民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用すること 

③「効率性の原則」 

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 

④「公平性の原則」  

ＰＦＩ事業の選定、ＰＦＩ事業者の選定、事業の実施期間中において公平性が担

保されること 

⑤「透明性の原則」 

ＰＦＩ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 

 

 

ＰＦＩ事業において貫くべき主義 

①「客観主義」 

各段階（ＰＦＩ導入検討から特定事業の選定、実施方針の策定、特定事業の選定、

事業者の選定・事業実施、モニタリング、事業の終了）の全てのプロセスでの評価

決定について客観性があること 

②「契約主義」 

公共施設の管理者などとＰＦＩ事業者との間の合意について、明文によって、当

事者の役割、責任分担などの契約内容を明確にすること 

③「独立主義」 

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 
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3.5 ＰＰＰ/ＰＦＩの事業形態と事業方式 

ＰＦＩには、主に 3 つの事業形態と、さまざまな事業方式があります。各事業形態と事業

方式については、個々の事業の性質により選択するものが異なります。 

 

3.5.1 ＰＦＩの事業形態 

ＰＦＩ事業のコスト回収における公共からの支払い方法に着目すると、【表 3-1】の 3 つ

の事業形態に区分されます。事業実施にあたっては、法制度や採算性、民間事業者の動向

などを踏まえ、最も効率的・効果的な事業形態を構築する必要があります。 

 

表 3-1 一般的なＰＦＩの事業形態 

 

３つの事業形態の概要 公共の関与 事 例 

①サービス購入型 

 

 

 

 

民間事業者が独自に資金を調達し、施設の設計・建設、

維持管理・運営等を行い、住民に対しサービスを提

供。コストは（サービス提供の）対価として公共が支払

い事業費を賄う。 

公共がサービス

提供の対価を支

払う 

 衛生研究所 

 美術館 

 浄水場 

 発電施設 

 小学校 

 ゴミ処理場 

②ジョイントベンチャー型（混合型） 

 

 

 

 

民間事業者が独自に資金を調達し、施設の設計・建設、

維持管理・運営等を行い、住民に対しサービスを提

供。コストは（サービス提供の）対価として公共が支払

う、又はサービスの利用者（住民）から直接的な対価の

支払いを加えた資金で事業費を賄う。 

初期投資や利用

料金の一部を補

助 

 宿泊施設 

 余熱利用施設 

③独立採算型 

 

 

 

 

民間事業者が独自に資金を調達し、施設の設計・建設、

維持管理・運営等を行い、住民に対しサービスを提

供。コストはサービスの利用者（住民）から直接的な対

価の支払いにより事業費を賄う。 

公共性の確保に

関する処理（行

政的許認可の付

与、サービス要

求水準の規定な

ど）のみ行い財

政的関与は行わ

ない 

 港湾コンテナ 

ターミナル施設 

 駐車場 

PFI事業者
（SPC）

堺市 市民
許認可など

サービス
の提供

利用料
の支払い

PFI事業者
（SPC）

堺市 市民

サービス対価
の支払い

サービス
の提供

利用料
の支払い

PFI事業者
（SPC）

堺市 市民

サービス対価
の支払い

サービス
の提供
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3.5.2 ＰＦＩの事業方式 

事業の設計、建設、維持管理、運営の過程における、公共と民間との事業資産の所有形

態などに着目すると、ＰＦＩの代表的な事業方式は【表 3-2】のように分類できます。 

新築型の事業方式において、ＢＯＴ方式とＢＯＯ方式では、事業終了時の施設の所有者

がそれぞれ行政と民間事業者であり、施設の処分やその負担を誰が負うのかという点で異

なります。また、ＢＴＯ方式とＢＯＯ方式では、前者の方が補助金の適用手続きが容易で

ある傾向があります。改修型の手法については、ＲＯ、ＲＯＴといった既存の施設を修繕

する方式のＰＦＩ事業もあります。 

さらに、これらの代表的なＰＦＩの事業方式以外にも、行政が資金調達を担う方式、な

ど民間活用手法の様々なバリエーションがあります（【表 3-3】を参照） 

 

表 3-2 ＰＦＩの事業方式（代表例） 

類型 内容 

新 

築 

型 

ＢＯＴ 

（Build Operate 
 Transfer） 

〇民間が自ら資金調達を行い、施設を「建設」 

〇民間が契約期間中、施設を「所有」し「管理・運営」を行って資金回

収 

〇事業終了段階で、公共に施設の所有権を「移転」 

ＢＯＯ 

（Build Own 
Operate） 

〇民間が自ら資金調達を行い、施設を「建設」 

〇民間が施設を「所有」し続けたまま、「管理・運営」 

〇事業終了段階で、民間が「所有」継続もしくは撤去 

ＢＴＯ 

（Build Ｔransfer 
Operate） 

〇民間が自ら資金調達を行い、施設を「建設」 

〇施設完成後、所有権を民間から公共に「移転」 

〇民間が施設を「管理・運営」 

ＢＴ 

（Build 

Transfer） 

〇民間が自ら資金調達を行い、施設を「建設」 

〇その後、施設の所有権を民間から公共に「移転」 

改 

修
・

補 

修 

型 

ＲＯ 

（Rehabilitate 
Operate） 

〇民間が自ら資金調達を行い、既存施設の「改修・補修」 

〇民間が施設を「管理・運営」 

・Ｂuild（ビルド）＝建設         ・Rehabilitate（リハビリテイト）＝修繕  

・Operate（オペレート）＝運営    ・Transfer（トランスファー）＝譲渡・所有権の移転 

・Own（オウン）＝保有 
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3.5.3 ＰＰＰとＰＦＩ 

   公民連携事業（ＰＰＰ）とは、行政、民間（企業）、市民（ＮＰＯ等）などが多種多

様な形で連携・協力して、より良い公共サービスを提供していくことであり、ＰＦＩ方

式はＰＰＰに含まれます。 

表 3-3 ＰＰＰ方式（代表例） 

類 型 内 容 

行
政
資
金
調
達
型 

ＤＢ 

(Design Build） 
・行政が資金調達し、民間が施設の「設計」、「建設」を一体的に行う 

ＤＢＯ 
(Design Build 

  Operate） 

・行政が資金調達し、民間が施設の「設計」、「建設」、「管理・運営」を

一体的に行う 

維

持

管

理

段

階

の

み 

指定管理者 

制度 

・公の施設について、指定管理者が維持管理、運営を長期・包括により行う

事業方式。  

長期・ 

包括委託 

・維持管理業務を長期・包括（施設全体や複数施設を対象とする）で委託す

る事業方式。  

市場化テスト 

・「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」に基づき実施される

制度であり、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に参加し、価格・質の両面で最も

優れた者が、そのサービスの提供を担っていく方式。指定管理者は「公の

施設（地方自治法上の指定施設）」が対象であるが、市場化テストはあらゆ

る公共サービスを対象としている。 

公

有

財

産

活

用 

定期借地方式 

・公有地を民間に賃貸する方法。普通借地権とは異なり、原則的に契約期

間終了後の更新がない定期借地権を活用するもの。賃貸借条件として、

公益施設の導入を義務付ける場合や、賃貸人として公共の入居を前提と

する場合もある。 

等価交換方式 

・施設整備を行うに当たり、土地は公共が、建設費は民間事業者が負担

して建物を作り、完成後にそれぞれがそれぞれの出費の割合に応じて

土地と建物を取得する開発方法。 

売却方式 ・公有地等の売却により資金を調達する方式。 

資
金
調
達 
の 
P 
P 
P 

インフラ 

・ファンド 

・インフラへの投資を専門とするファンド。金融機関（＝ファンドマネ

ジャー）が投資家から資金を集め、資金管理や投資先の選定を行う。  

プロジェクト 

・ボンド 

・インフラ事業を行うために必要な資金を調達する目的で事業体が発行

するボンド（社債）。通常の社債とは異なり、その返済原資は、事業

から得られる収益に限定される。 

ミニ公募債 

（住民参加型市

場公募地方債） 

・債券発行によって資金を調達する市場公募地方債の一類型。購入者を

「当該債券の発行団体内に居住する個人・法人」に限定している銘柄

が多い点が特徴である。 

そ

の

他 

ネーミング 

ライツ 

・スポーツ・文化施設などの施設の所有権をそのままにして、施設名称

（愛称）の命名権だけを譲渡し、協賛金（契約料）を得る制度。 

行政サポーター
制度、行政パー
トナー制度 

・市民やボランティアを行政サービスに組み込む方法。 

・Design（デザイン）＝設計 
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表 3-4 ＰＦＩとＰＰＰにおける民間の役割 

   凡例               民間事業者の役割            

                   官民いずれの役割もある場合  

類型 企画 
設計 

建設 

維持 

管理 
運営 

資金 

調達 

施設の

所有 
特徴 

Ｐ

Ｆ

Ｉ 

・ＢＴＯ 

・ＲＯ 

      ＰＦＩ法に基づく事業手法であり、公

共事業であること、民間による資金調

達であることがＰＦＩ手法であること

の条件となっている。 

 

・ＢＯＯ 

・ＢＯＴ 

・ＲＯＴ 

      

・ＢＴ       

ＤＢ 

      施工しやすさや材料調達等を考慮した

設計ができることによるコスト縮減効

果が期待できる。 

ＤＢＯ 

      ＰＦＩ（ＢＴＯ）と比べ、資金調達を 

市が行う方式。市の資金調達が容易な

事業で主に活用されている。 

指定管理者 

制度 

      公の施設を対象とし、料金の収受、使

用許可権限の行使を付与することがで

きる等、総合的な管理・運営が可能で

ある。 

長期・包括 

委託 

      複数業務について包括・長期委託を行

うことにより、人員配置等における自

由度が増し、効率化が図られる。 

市場化 

テスト 

      行政サービス全般を対象としており、

施設整備や維持管理を伴わない業務に

対しても適用可能である。 
 

定期借地 

方式 

      土地の所有のみが市となる。基本は民

間事業であるが、公有地の賃貸借条件

として、公益的機能等の付加や用途制

限などの条件付けが可能である。 

等価交換 

方式 

      施設と土地については、原則区分所有

となる。市の所有する部分についての

企画は行政となる。 

売却方式 

      民間事業であるが、売却の際に、公益

的機能の付加等を条件づける等ができ

る。 

※ ＰＦＩ（ＢＴ）については、内閣府ＰＦＩ推進室により公表されているＰＦＩ事業件数に

は含まれていない。 

  

注：委託業務の包括化であり運営業務 

があれば含むことも考えられる。 

※ 建設期間中のみ 
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ＰＦＩ事業における行政財産貸付条件の緩和 

平成 17 年 8 月の「ＰＦＩ法」改正によって、ＰＦＩ事業を実施する際に、民間事業者

の行政財産利用に関する条件が緩和されました。 

 

① 公共施設等と民間施設との合築（利用目的の異なる公共施設を複合化すること）の

場合、行政財産である土地を、ＰＦＩ事業者だけでなく、ＰＦＩ事業者から民間施設

部分を譲渡された第三者に貸付けることが可能になりました（再譲渡の場合も同様）。 

② また、合築以外の形態による民間施設（ただしＰＦＩ事業に資するものに限定）を

併設する場合にも、行政財産である土地をＰＦＩ事業者又はＰＦＩ事業者から民間施

設部分を譲渡された第三者に貸付けることが可能になりました（再譲渡の場合も同

様）。 
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3.5.4 公共施設等運営権及び公共施設等運営事業について 

平成 23 年 6 月の「ＰＦＩ法」改正によって、公共施設等運営権の設定が可能となりまし

た。これは、施設の所有権は行政が保持したままで、施設を運営する権利を民間事業者に

設定することにより、民間事業者は、より自由に当該施設を運営することができるように

なります。一方行政にとっては、民間事業者から運営権対価を受け取ることにより、施設

収入の早期回収が可能となります。 

なお、運営事業とするためには、利用料金収入を自らの収入として民間事業者が収受す

ることが条件となります。 

 

 

 

 

 

 

 
（「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」内閣府より作成） 

図 3-4 公共施設等運営権のスキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-5 公共施設等運営権の設定手続き 

 

地方公共団体で公共施設等運営事業を行う場合は、条例の定めるところにより実施方針

を策定する必要があり、実施方針策定前に議会の議決が必要です。 

民間事業者の選定後、これまでのＰＦＩ事業と同様に事業契約の締結に加え、運営権設

定においても議決が必要となります。また、公の施設の場合は指定管理者の指定の議決も

必要となります。これらがすべて議決されることにより、公共施設等運営事業が可能とな

ることから、同一の議会において議決を行うことが望ましいと考えられます。 

  

金融機関
投資家

公共主体 PFI事業者 施設利用者

施設所有権 運営権

運営権設定

対価支払 料金支払

サービス提供

抵当権設定

融資・投資

条例の制定

特定事業の選定

民間事業者の選定

運営事業を実施

実施方針の公表

議会の議決

運営権実施契約を締結

民間事業者に運営権を設定

・事業者選定手続き、業務範囲、
利用料金に関する事項、その
他必要な事項を規定

・条例の定めるところにより、
実施方針を策定

・運営権の設定前に議会の議決
が必要（第１９条）
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3.6 資金の調達 

ＰＦＩにおいては、基本的には民間事業者の裁量により自己資金（出資金）や多様な民

間資金の調達方法の中から、長期的な視点を踏まえて最も有利な資金調達を行いますが、

主に「プロジェクト・ファイナンス」という手法が採用されています。従来型の資金調達

である「コーポレート・ファイナンス」との違いは【表 3-5】のとおりです。 

 

表 3-5 プロジェクト・ファイナンスとコーポレート・ファイナンスの比較 

 プロジェクト 

・ファイナンス 

コーポレート 

・ファイナンス 

概  要 

当該事業から生じたキャッシュフ

ローを返済原資とし、当該事業に

かかる資産等を担保とする融資方

式。ＰＦＩでは、ＳＰＣが事業自

体の信用で借り入れる。事業のキ

ャッシュフローに依存するため、

事業に係るリスクは可能な限り明

確化し、関係者が最も適切にリス

クコントロールできるよう分担す

る必要ある。担保は事業に関連す

る資産や契約書に記載されている

範囲に限定される。 

親会社（出資会社）の信用力を背

景とし、事業実施会社全体が得る

全ての収益を返済原資とする融資

方式。貸付金の保全措置も事業資

産の担保設定に限定されず、当該

会社が有する事業以外の資産から

の担保差入れも行われる。 

融 資 先 ＳＰＣ（事業主体） 親会社（出資会社） 

返済原資 当該事業のキャッシュフロー 事業実施会社の全ての収益 

担  保 当該事業の収益・資産 親会社の一般資産 
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（１）官民連携によるインフラファンドの設立 

平成25年6月12日に成立したＰＦＩ法の改正により、㈱民間資金等活用事業推進機構（官

民連携によるインフラファンド）が設立されました。 

官民連携によるインフラファンドの機能を担う㈱民間資金等活用事業推進機構を設立す

ることにより、独立採算型等のＰＦＩ事業に対し金融支援等を実施し、国の資金を呼び水

としてインフラ事業への民間投資を喚起し、財政負担の縮減や民間の事業機会の創出を図

り、我が国の成長力強化に寄与することを目的としています。 

機構の概要は以下のとおりです。 
 

① 機構の主な業務 

・独立採算型等（コンセッション方式を含む。）のＰＦＩ事業等に対する出融資（優

先株・劣後債の取得等） 

・ＰＦＩ事業者等に対する専門家の派遣及び助言 

② 機構への出資等 

・官民による共同出資、政府保証等 

③ その他 

・業務の中立性・公平性の確保等のため、機構への民間資金等活用事業支援委員会の

設置や国による監督等により、ガバナンスを確保 

・機構は15年間（平成40年3月末）を目途に業務を終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（内閣府ＰＦＩ推進室 HPより作成） 

図 3-6   官民連携インフラファンドの概要 

 

 

 

 

 

国費

出資・融資

銀行・証券等

民間事業者

産投出資

国

民間

国費

民間資金

出融資

投資家

PFI事業
（独立採算型等）

株式会社 民間資金等
活用事業推進機構

保証

借
入
金

株
式

メザニン
（優先株・
劣後債等）
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3.7 これまでの手法との比較                             

従来型の公共事業、民間委託、第 3 セクターとＰＦＩの相違点については、主に以下のよ

うな点が挙げられます。 

 

（１）従来型の公共事業との主な相違点 

 

表 3-6 従来型の公共事業とＰＦＩの比較 

 従来型の公共事業 Ｐ Ｆ Ｉ   

関係者 
自治体、建設会社、メンテナンス会

社等 

ＳＰＣと企業連合、金融機関、保険

会社、自治体 

実施方法 

施設の設計、建設、維持管理、運営

を独立して公共が実施又は、個別に

民間に委託 

基本的に、施設の設計、建設、維持

管理、運営をＰＦＩ事業者が一体的

に一定期間実施 

発注方法 

及び 

発注内容 

仕様発注＝構造・材料などに関する

詳細な仕様書を公共が作成し、民間

に発注 

性能発注＝公共は、事業の性能（質

や水準）のみを指定し、民間はノウ

ハウを活かし、それを実現可能な方

法で実施 

分離分割発注＝設計、建設、維持管

理、運営を分割して発注 

一括発注＝設計、建設、維持管理、

運営を事業者（ＳＰＣ）に一括して

発注 

リスク 

分 担 
基本的に公共が負う 公民の双方で分担 

コストの 

考え方 

設計、建設、維持管理、運営を分割

し、 特にイニシャルコストを重要

視 

設計、建設、維持管理、運営にかか

る総事業費（ＬＣＣ ライフ・サイ

クル・コスト）で考える 

資金調達 
財政資金（起債、一般財源、交付

金、国庫補助等） 

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）を行う 

協定・契約 

などの方法 
請負契約（短期） 事業協定・契約等（長期） 

事業評価 総論的になりがち 
ＶＦＭ評価、公共による監視、モニ

タリング調査等 
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（２）民間委託との相違点 

表 3-7 民間委託とＰＦＩの比較 

民間委託 Ｐ Ｆ Ｉ 

事業主体は、あくまで公共のため、公共の決

めた仕様を民間に委託し、事業を実施す

る。このため、民間の創意工夫はほとんど働

かない。 

民間が事業リスクをとるため、民間の資金

やノウハウを活用し、効率的・効果的な公

共サービスの提供が行えるように創意工夫

する。 

 

（３）第３セクターとの相違点  

表 3-8 第３セクターとＰＦＩの比較 

 第３セクター Ｐ Ｆ Ｉ 

事業形態 

公共と民間が共同出資し、事業を行

う。経営には、役員派遣などを通じ

て公共が関与。 

民間主導による公共事業。民間が設

計・建設・維持管理・運営を行い、

収益性を追求。 

公民の 

責任分担 

公民出資によることから、責任分担

が明確化されずに事業が行われてき

たケースが見られる。経営の悪化や

破綻などの問題が生じた場合、民間

が公共側に過度の依存をするなどの

問題が発生。 

長期にわたって公民の責任分担を協

定・契約などにおいて明確化し、連

携して市民サービスの向上をめざ

す。 

対象事業 
公民の境界線にある事業 

（「公共事業」＋α） 

公共事業そのもの 

（「公共事業」のみ） 

事業者の 

選定 

公開性のない公民協議による選定方

式 

公募を原則とする公開性・透明性の

高い選定方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-9 仕様発注と性能発注の違い（具体例） 

事業の種別

例 

発注方式 

仕様発注 性能発注 

図書館 
収蔵雑誌の指定、階段の段数の指定

等 

市民の教養のバランス、ユニバーサ

ルデザイン等 

学校 
給食メニューの指定、内装建材の指

定等 

生徒の栄養バランス維持、建物の安

全性確保等 

劇場 
上演スケジュールの指定、入場料の

指定等 

地域劇団との連携、利用者数の目標

等 

ＰＦＩ事業は、第３セクターの場

合に比べて、「事業の公共性が高

く」、「責任分担の明確化が図り

やすい」場合に、適用されるべき

事業方式であるといえます。 

第 3 

セクター 
公共性 

責任分担 

の明確性 

高 

低 
高 

ＰＦＩ 

図 3-7   第３セクターとＰＦＩの位置づけ 
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（４）民間提案へ対応する際の留意事項 

① 民間提案がなされる前から、民間事業者と意見交換等を行い、検討に必要な情報の

提供等を実施します。 

② 民間提案がなされた後、提案内容の検討にあたっては、適宜民間事業者に問い合わ

せや追加資料の提出要請等を行うことも考えられます。 

 

 

アドバイザーの活用について 

 

ＰＦＩ事業を進めるには、専門知識やノウハウを必要とすることから、手法の導入

検討や、協定・契約時の役割・リスク分担などの具体的規定に、外部コンサルタント

（アドバイザー）を活用することは非常に有効です。選考にあたっては、公募などに

よる競争性を確保することはもちろん、公共と民間事業者が同一コンサルタントから

アドバイスを受けることや、関連企業による秘密漏洩につながることのないように注

意してください。アドバイザーの種類と役割は次のとおりです。 

 

〇 総合（元請）アドバイザー（金融系シンクタンク、技術系コンサルタントなど）… 

ＰＦＩ事業の範囲の明確化とプロジェクトの組み立て／想定事業枠組みの構築と

投資魅力度の評価 

〇 金融アドバイザー… 

ＶＦＭ評価への助言、リスク分析／民間事業者の選定基準の設定、選定・評価へ

の助言／協定・契約締結に向けての交渉 

〇 法務アドバイザー… 

公募資料などへの助言／協定・契約書など条件設定、協定・契約案の作成／民間

事業者からの協定・契約条件に対する評価・助言／市の代理人として交渉を主導

／協定・契約書の作成 

〇 技術アドバイザー… 

性能に関する仕様書の作成／技術面での公募資料などの作成への参画／技術的リ

スク分析／ＶＦＭ評価の支援／民間事業者の選定における技術的項目の設定及び

評価 

 

一般的には、市は総合（元請）アドバイザーを選定し、当該アドバイザーが必要に

応じて、個別のアドバイザー（金融、法務、技術等）と協力を行います。 

また、アドバイザーの能力は事業の成否を大きく左右するため、価格のみで選定す

るのではなく、ＰＦＩの知識、対象事業分野の専門性なども総合的に評価する、プロ

ポーザル方式による選定が適切です。 

アドバイザーの選定にあたっては、評価基準の内容や審査体制など、あらかじめ詳

細に定めておく必要があります。また、有能なアドバイザーを活用し、適切に手続き

を進めるためにも、適切なアドバイザーフィー(委託料)を支払うことが求められます。 
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4 おわりに 

本マニュアルは、平成 15 年 6 月に策定した当初のガイドラインを、その後のＰＦＩ法の

改正、本市における実際のＰＦＩ案件についての検討を通じて生じた課題や問題点を踏ま

えて、平成 29 年 3 月に改定し、公民連携手法を踏まえて、平成 30 年 3 月に、透明性の一

層の確保等を図るため令和 2 年 12 月に、又、地域活性化の推進のため令和 3 年 10 月に改

定したものです。 

今後とも、各局においてＰＰＰ/ＰＦＩの導入を積極的に検討するにあたり、本マニュア

ルを有効に活用されることを望みます。 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 参 考 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

【関連省庁・団体ホームページ】 

 

◎内閣府ＰＰＰ/ＰＦＩ推進室           http://www8.cao.go.jp/pfi/index.html  

◎ＰＦＩ推進委員会                   http://www8.cao.go.jp/pfi/iinkai.html 

◎国土交通省ＰＰＰ/ＰＦＩ 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/index.html 

◎文部科学省 ＰＦＩを活用した公立学校施設の整備 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/pfi.htm 

◎（財）地域総合整備財団（ふるさと財団）  http://www.furusato-zaidan.or.jp/ 

◎自治体ＰＦＩ推進センター           http://www.pficenter.jp/ 

◎特定非営利活動法人日本ＰＦＩ・ＰＰＰ協会 http://www.pfikyokai.or.jp/ 

◎ＰＦＩインフォメーション         http://www.pfinet.jp/ 
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5 資料編 

5.1 チェックシート 

ＰＰＰ/ＰＦＩ導入の候補事業の発案・選定 

 

 

 

チェック項目 
チェック 上位計画名と位置付けを記入 

大項目 小項目 

上位計

画との

整合性 

１ 

堺市のマスタープラン、社会資本総合整

備計画等、市の計画の中で整備の必要性

が位置付けられている。 

□ 

  

⇒チェックがある場合は次に進む 

チェック項目 
チェック 想定規模を記入 

大項目 小項目 

事業 

規模 

１ 
施設整備について、相当な規模がある。 

（概ね 10 億円以上の建設工事費） 
□ 

  

２ 
維持管理運営費について、相当な規模が

ある。（概ね年間１億円以上） 
□ 

  

３ 

類似他施設と一括で発注することが可能

であり、一括発注を行うことにより、施

設整備費が相当な事業規模となる。 

□ 

  

４ 

類似他施設と一括で発注することが可能

であり、一括発注を行うことにより、維

持管理運営費が相当な事業規模となる。 

□ 

  

５ 

余剰用地や余剰容積が存在し、民間収益

事業と一括で発注することにより、民間

事業者の収益事業になる可能性がある。 

□ 

  

⇒一つでもチェックがある場合は次に進む 

■施設整備費に関する相当規模の目安（以下のいずれかを満たす規模） 

・事業担当課が所管する事業の中で、主要な事業である。 

・事業担当課の単年度予算の 1割以上の施設整備費となる可能性がある。 

・複数年にまたがる工事が予定されている。 

・施設整備費が概ね 10億円以上となる可能性がある。 

■維持管理運営に関する相当規模の目安（以下のいずれかを満たす規模） 

・当該施設や類似施設において、維持管理運営業務を指定管理者により実施している。 

・年間の維持管理運営費が概ね１億円以上となる可能性がある。 

 

 

 

 

 

資料作成者（チェック・記入欄への記入）：事業担当部局 

発案及び候補事業の選定        ：事業担当部局 
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チェック項目 
チェック 連携可能な内容を記入 

大項目 小項目 

公民 

連携 

手法 

１ 
周辺エリアにおける公的不動産における

公民連携の可能性がある。 
□ 

  

２ 
周辺エリアにおけるエリアマネジメント

との連携の可能性がある。 
□ 

  

３ 
周辺エリアにおけるパークマネジメント

との連携の可能性がある。 
□ 

  

⇒検討した上で次に進む 

■公的不動産における公民連携の判断材料（以下のいずれかの可能性があるか） 

・既存の公的不動産の活用（公共施設整備後に発生した未利用地の活用、未利用地の容積率の

活用など）の可能性がある。 

・既存の公的不動産の集約・再配置（公共施設の統合で発生した未利用地の活用など）の可能

性がある。 

・都市計画諸制度の利用（容積率の緩和、立体都市計画制度の活用など）の可能性がある。 

・周辺の民有地と併せた開発の可能性がある。 

■エリアマネジメントとの連携の判断材料（以下のいずれかの可能性があるか） 

・エリアマネジメントが必要となる背景（環境や安全・安心への関心、維持管理・運営の必要

性、地域間競争の進行に伴う地域の魅力づくりの必要性など）がある。 

・エリアマネジメントの効果（新たな事業や雇用の創出、来街者や滞在時間の増加、資産価値

の維持・向上など）がある。 

■パークマネジメントとの連携の判断基準（以下のいずれかの可能性があるか） 

・様々な主体との連携（地域住民との連携、エリアマネジメント団体との連携、民間事業者と

の連携、市民の継続的な参加など）の可能性がある。 

・様々な施設との連携（都市公園の中に施設を設置、隣接施設との一体的整備、隣接施設との

一体的な整備・管理など）の可能性がある。 

■留意事項 

・公的不動産における公民連携、エリアマネジメントとの連携、パークマネジメントとの連携

はそれぞれ独立するものではなく、互いに連携することで相乗効果を生み出すことが可能で

す。 

・周辺施設等との連携可能性がある場合、対象施設とそれぞれの手法をどのように連携させる

かについて検討し、周辺エリアの事業規模を把握した上で、ＰＰＰ/ＰＦＩ導入手順に沿った

検討を行い、実際の導入段階でも認識する必要があります。 

・公民連携手法は検討事項であるため、チェックの有無に関わらず次に進む。 
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チェック項目 
チェック 

下記 1又は 2に該当の場合、

左記にチェックを入れる 大項目 小項目 

民間 

活用の

適正 

１ 
同種・類似のＰＰＰ/ＰＦＩ事業が存在す

るか。 
□ 

□1.多く存在する 

□2.ある程度存在する 

□3.存在しない 

２ 

ＰＰＰ/ＰＦＩ事業とすることにより、民

間の技術やノウハウの活用の余地が大きく

なる可能性はあるか。 

□ 

□1.活用の余地が大きい 

□2.ある程度活用の余地がある 

□3.活用の余地がほとんどない 

３ 

運営事業に関し、同種・類似の民間事業が

存在し、民間事業者の参入が見込まれる

か。 

□ 

□1.多くの民間事業者の参入

が見込まれる 

□2.ある程度民間事業者の参

入が見込まれる 

□3.民間事業者の参入が見込

めない 

⇒すべてチェックされた場合は次に進む

■留意事項 

２の問については、以下のような視点での検討を実施します。 

・市職員等が主に利用(運営管理）する施設であり、細かな打合せ等を行わないと設計が困難で

あり、性能発注に適していないような事業ではないか。 

・維持管理運営について、毎年度業務内容が異なり、発注時点で将来の業務内容が予測できない

など、長期での性能発注に適していない事業ではないか。 

 

チェック項目 
チェック 対象となる計画名等を記入 

大項目 小項目 

事業 

スケジ

ュール 

１ 

事業用地は決定しているか。（確保でき

ている、若しくは確保の目途がついてい

ること。） 

□ 

（対象用地住所及び面積を記入） 

２ 

新設の場合は、機能や規模、コンセプト等

の計画が作成されているか。(基本計画等) 
□ 

（該当する基本計画や改修計画等計

画名を記入） 

改修の場合は、健全度調査が行われ、必

要な改修内容が確認されているか。 

３ 

事業手法検討を行うために必要な期間を

確保することが可能か。（ＰＰＰ/ＰＦＩ

導入可能性調査と事業者選定期間を併せ

て最低 1 年半程度の確保が可能か） 

□ 

（供用開始時期が決定している場合

はその時期を記入） 

⇒すべてチェックされた場合は次に進む 

■留意事項 

・１，２に当てはまらない場合は、ＰＰＰ/ＰＦＩ手法が適していないということではなく、Ｐ

ＰＰ/ＰＦＩ導入可能性調査を実施する時期に至っていないということであり、今後の進捗を

踏まえ、再度検討を行う必要があります。 
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チェック項目 
チェック 

制約条件がある場合は 

その内容を記入 大項目 小項目 

制約 

条件 

１ 

維持管理運営業務について、民間に委託す

ることに法的又は制度的制約がない、又は

一部にとどまる。（公権力の行使が必要な

業務等、法的に行政以外が実施することを

禁止されている業務等） 

□ 

  

２ 

個人情報の取扱や機密情報等、民間事業者

が取り扱うことが困難な業務等が含まれて

いない、又は一部にとどまる。 

□ 

  

３ 

事業実施環境が整っている。（住民合意が

とれている、若しくは住民合意の見込みが

ある、その他事業をＰＦＩ手法で実施する

にあたっての阻害要因がない等） 

□ 

  

⇒すべてチェックされた場合は次に進む 

チェック項目 
チェック チェックした・しない理由 

大項目 小項目 

民間 

活用の

適正 

１ 

設計・施工・維持管理・運営を包括的・長

期に委託することにより、民間の創意工夫

の余地が広がることが想定されるか。 

□ 

  

２ 性能発注を行うことに適した事業か。 □ 
  

３ 
民間活用を行うことに対する制約条件は存

在しない。 
□ 

  

４ 

ＰＦＩ手法等を活用した場合でも交付金・

補助金を受けることが可能である。もしく

は、元々、交付金・補助金を受けられない

事業である。 

□ 

  

５ 市の政策を反映する必要がある事業か。 □ 
 

６ コスト競争に適した事業か。 □ 
 

⇒総合的に判断 

■留意事項 

・資料作成にあたり、事業担当部局は、他都市事例の調査や専門機関（ふるさと財団や内閣府

ＰＰＰ/ＰＦＩ推進室等）への確認等を実施することも有効です。 

・活用庁内委員会においては、事業担当部局が作成した資料に基づき、総合的に判断し、候補

事業の選定を決定します。 
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5.2 ＰＰＰ/ＰＦＩ手法簡易定量評価調書 

 

ＰＰＰ/ＰＦＩ手法簡易定量評価調書 

 

 従来型手法 

（公共施設等の管理者等が自ら 

整備等を行う手法） 

採用手法 

 

（候補となるＰＰＰ/ＰＦＩ手法） 

整備等費用 
（運営等を除く）   

<算出根拠>   

運営等費用   

<算出根拠>   

利用料金収入   

<算出根拠>   

資金調達費用   

<算出根拠>   

調査等費用   

<算出根拠>   

税金   

<算出根拠>   

税引き後損益   

<算出根拠>   

合計   

合計（現在価値）   

財政支出削減額   

その他 

（前提条件等） 

  

 

【参考資料】 

内閣府 PPP/PFI手法導入優先的検討規程策定の手引  

http://www8.cao.go.jp/pfi/yuusenkentou/sakuteitebiki/sakuteitebiki.html 

国土交通省 VFM 簡易算定モデル（Excel）及びマニュアル：

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/sosei_kanminrenkei_fr1_000006.html 
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ＰＰＰ/ＰＦＩ手法簡易定量評価調書記載の根拠 

 

（１）従来型手法による場合の費用（ＰＳＣ）の算定根拠 

 

公共施設等の整備等の費用 
（運営等を除く）  

公共施設等の運営等の費用  

民間事業者の適正な利益及び配当  

調査に要する費用  

資金調達に要する費用  

利用料金収入  

 

（２）採用手法を導入した場合の費用の算定根拠 

 

公共施設等の整備等の費用 
（運営等を除く）  

公共施設等の運営等の費用  

利用料金収入  

資金調達に要する費用  

調査に要する費用  

税金  

民間事業者の適正な利益及び配当  

 

（３）その他の課程 

 

事業期間  

割引率  

 
のさ 


