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 はじめに                                
      平成24年４月 

県有施設の整備に係るＰＦＩ検証委員会  

委員長 山 内 弘 隆  

平成11年９月に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」）が施行されて以来、内閣府の集計によれば、現在では全国で少なくとも375件を超える数のＰＦＩ事業が実施過程にあるとされている。また、国においては、平成22年６月に閣議決定された新成長戦略において、2020年までの11年間で少なくとも約10兆円以上のＰＦＩ事業規模の拡大を目指すことが盛り込まれるとともに、平成23年11月に改正ＰＦＩ法が全面的に施行され、公共施設等運営権制度など新たな制度も創設された。こうしたことなどを受け、ＰＦＩの今後の動向には注目が集まっているといえる。 一方、神奈川県においては、平成12年９月に「神奈川県におけるＰＦＩの活用指針」を策定するなど、県有施設の整備にあたり全国に先駆けてＰＦＩを導入してきた。それから10年以上が経過したこと等を受けて、ＰＦＩ手法を導入した効果について評価及び検証を行い、今後のＰＦＩ手法の活用に資するため、本委員会が設置されることとなった。 本委員会は、平成23年９月に発足して以来、計４回の会議を開催し、検証を重ねた。限られた時間のなかで、委員それぞれの見識に基づき議論を尽くしてきたが、客観的に突き詰めた検証を行うことは容易ではなく、効果の限定的な確認に留まった部分もある。また、平成19年11月にまとめられた内閣府のＰＦＩ推進委員会報告書で指摘されているようなＰＦＩを取り巻く個別の課題は、神奈川県においても当てはまる側面があり、本検証でも具体的に解決に向けた方途まで追究しきれなかった。  そうした積み残しはやむを得ないとして、本委員会における検証の意義をあげるとすれば、維持管理を中心としたサービス購入型の案件から運営業務を含み利用料金制度を導入した案件まで６つに及ぶ多様なＰＦＩ事業について、幅広い視点から横断的に検証したことにあると考えられる。  神奈川県においては、本委員会で総括した検証結果及び今後に向けた提言を踏まえ、現行のＰＦＩ事業のより効果的な実施に取り組むとともに、今後のＰＦＩ活用にあたっては、民間活力を活用する他の手法も含め、様々な課題や検討事項について十分な検討を加えつつ最適に活用することにより、必要な社会資本の整備に向けて取り組んでいってもらいたい。  最後に、本検証にご協力いただいた県民及び各民間事業者の皆様に御礼申し上げる。 
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本検証のねらい 

  

 神奈川県が最初にＰＦＩを導入した保健福祉大学特定事業の特定事業選定から11

年、同施設の供用開始からも８年が経過しており、またその他５つの施設もＰＦＩに

より供用開始されているなかで、これらの県有施設にＰＦＩを導入した結果、当初に

期待していた効果がどのように現れているかについて評価・検証を行うことがねらい

である。 

なお、県有施設における施設整備及び維持管理運営の手法にＰＦＩを活用したこと

で得られる効果等を検証するものであり、個別の事業について、必要性や施策目的の

達成状況を判断するものではない。 
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１ 神奈川県におけるＰＦＩ導入の背景 

 

 神奈川県におけるＰＦＩの導入効果等の検証に先立ち、ＰＦＩが導入されることとな

った背景を探るため、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法

律」（以下、「ＰＦＩ法」という。）が施行された平成11年前後の県の状況について振

り返ると、財政状況及び行政改革という側面が特徴的な背景として浮かび上がった。 

 

 ・厳しい財政状況と財政運営 

平成11年前後の神奈川県において、財政状況は非常に厳しいものであったといえる。

バブル崩壊後の長引く景気低迷の影響を受け、1,000億円以上に及ぶ県税収入の大幅

な減収という局面を迎えていた平成10年度には、「神奈川県財政の窮状について」を

県民に向けて発し、財政再建団体への転落という危惧も呈していた。様々な策を講じ

た結果として、財政再建団体への転落は回避されたが、平成10年度及び11年度と連続

して赤字団体となり、平成12年３月には今後の財政運営の方向を示す「財政健全化の

指針」を策定している。 

一方、バブル崩壊以降、景気対策として公共事業を実施してきた結果、バブル期の

平成元年から３年までの間6,000億円前後で推移してきた一般会計における県債現在

高は、平成11年度には２兆円規模まで膨らんでいた。 

こうしたなか、平成９年５月に定めた「行政システム改革推進本部取組方針」のな

かで、起債について「10年以内に県債の新規発行額を税収等県が自ら確保できる財源

の１割以内に抑制する」という目標を設定するなどして、県債の新規発行の抑制に努

めていたことに鑑みると、民間資金の活用を後押しする情勢が形成されつつあったと

考えられる。 

 

 ・行政改革と民間活力の活用 

神奈川県における行政改革については、平成９年５月に定めた「行政システム改革

推進本部取組方針」を受けて取り組まれていたが、こうした方針を受け、例えば「平

成10年度行政システム改革の取組」では、平成10年度の主な見直し事業のうち「県立

施設の整備・維持管理における民間活力の導入」として、「小田原合同庁舎（仮称）、

近代美術館新館の新築工事にリース方式を導入」という考え方が示されていた。また、

「平成11年度行政システム改革の取組」では、平成11年度の主な見直し事業として

「衛生研究所のリースによる整備」が、リース方式の活用及び初度調弁を必要最小限

度とする考え方とともに示されていた。さらに、ＰＦＩに関しては、多額の資金を必
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要とする施設整備について民間活力を活用するリース（神奈川）方式

1
の一つとして

示されていたことは特筆すべきことである。 

このように、行政運営の簡素化・効率化のほか、公共と民間の役割分担等を視点に

盛り込んだ行政改革の一環として、民間活力の導入が検討される状況になっていたと

考えられる。 

 

                         1当時は、賃貸借方式・割賦方式・リースバック方式・ＰＦＩ方式の４種類を位置づけていた。  
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２ 神奈川県のＰＦＩ事業の特徴 

 

前記「１ 神奈川県におけるＰＦＩ導入の背景」で振り返ったＰＦＩ導入の背景を踏

まえて、神奈川県がＰＦＩを導入した６つの特定事業の特徴を概観することとした。 

 

 ・導入時期 

   神奈川県におけるＰＦＩの導入は、平成12年度までに、保健福祉大学特定事業から

海洋総合文化ゾーン体験学習施設等特定事業までの４事業が特定事業として選定され

ていたが、これは、ＰＦＩ法が平成11年９月に施行されたことを考えると、全国に先

駆けてＰＦＩが導入されてきたといえる。 

   また、その時期は、前記１で振り返った、県が民間資金の活用に向けて舵取りを迫

られたと考えられる時期の直後にあたっており、密接な関係性が見出せる。 

    

 ・事業範囲 

初期の案件である保健福祉大学特定事業から近代美術館特定事業までの３つの事業

は、事業範囲に運営業務が含まれていない。ただし、近代美術館特定事業では、民間

事業者が独立採算で実施する付帯事業が含まれている。 

   その後に導入された、海洋総合文化ゾーン体験学習施設等特定事業を含めた３つの

事業では、運営業務が含まれており、時系列に沿って事業範囲が拡大してきた。 

また、花と緑のふれあいセンター特定事業については、利用料金制度を導入し、原

則として需要リスクを民間事業者に移転する難易度の高い事業として実施されている。 

 

 ・実施体制 

   ＰＦＩの導入にあたっては、財産管理を所管する部署が県有施設の整備手法の一つ

としてのＰＦＩの全庁的な調整機能を担い、具体的に事業を実施する部署と連携しな

がら導入手続を進めてきたことが特徴的である。つまり、リースやＰＦＩという手

法・制度に関するノウハウを蓄積する部署が事業所管課とは別途に存在していたこと

により、ＰＦＩの活用をより推進できる体制が敷かれていたといえる。 

 

 ・事業期間 

   保健福祉大学から海洋総合文化ゾーン体験学習施設等まで４つの特定事業は、事業

期間が30年であった。一方、近年の全国におけるＰＦＩ事業の事例では、15～20年間

の事業期間が主流となっているが、県でも実施方針の策定時期が平成14年度以降であ

る寒川浄水場排水処理施設特定事業及び花と緑のふれあいセンター特定事業の事業期

間は20年間となっており、前４事業よりも短期となっている。 
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【神奈川県が実施している６つのＰＦＩ事業の概要】 

特定事業名称 〔主な施設名称〕 導入時期 事業範囲 事業期間 保健福祉大学 特定事業 〔保健福祉大学〕 ・実施方針の公表、特定事業の選定 平成12年１月 ・基本契約締結 平成12年７月 ①設計 ②建設 ③維持管理（修繕を含む） 平成12年７月 ～平成45年３月 〔維持管理期間〕 30年２ヶ月 衛生研究所 特定事業 〔衛生研究所〕 ・実施方針の公表       平成12年４月 ・特定事業の選定       平成12年６月 ・契約締結 平成13年３月 ①既存施設の解体・改修及び研究棟の建設 ②研究棟の県への賃貸 ③維持管理 ④研究支援 平成13年３月 ～平成45年３月 〔維持管理期間〕30年 
近代美術館 特定事業 〔近代美術館〕 

・実施方針の公表       平成12年７月 ・特定事業の選定       平成12年９月 ・契約締結 平成13年７月 ①葉山館施設整備 ②葉山館の県への賃貸 ③維持管理 ④美術館支援業務 （喫茶・ﾚｽﾄﾗﾝ、ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ、駐車場管理運営を含む） ⑤備品等整備 ⑥その他 
平成13年７月 ～平成45年３月 〔維持管理期間〕30年 

海洋総合文化 ゾーン体験学習施設等 特定事業 〔海洋総合文化ｿﾞｰﾝ体験学習施設等〕 
・実施方針の公表       平成13年２月 ・特定事業の選定       平成13年３月 ・契約締結 平成14年３月 ①水族館及び体験学習施設の設計、建設、維持管理、運営 ②ﾏﾘﾝﾗﾝﾄﾞ及び海の動物園の取得及び維持管理、運営 ③既存の水族館、ﾏﾘﾝﾗﾝﾄﾞ、海の動物園の動物・標本類等の取得 

平成14年３月 ～平成46年３月 〔維持管理・運営期間〕    30年 
寒川浄水場排水処理施設 特定事業 〔寒川浄水場排水処理施設〕 

・実施方針の公表       平成14年８月 ・特定事業の選定       平成14年11月 ・契約締結 平成15年12月 ①新設施設の設計及び建設等 ②新設施設及び濃縮施設の維持管理・運営（修繕及び機器更新を含む） ③脱水ケーキの再生利用 ④上澄水の返送 
平成15年12月 ～平成38年３月 〔維持管理・運営期間〕         20年 

花と緑のふれあいセンター 特定事業 〔花と緑のふれあいセンター〕 
・実施方針の公表       平成17年10月 ・特定事業の選定       平成18年１月 ・契約締結 平成19年３月 ①設計 ②除却・建設 ③什器・備品等整備 ④施設及び什器・備品等の県への所有権移転及び割賦販売 ⑤運営 ⑥維持管理 ⑦修繕・更新 

平成19年３月 ～平成42年３月 〔維持管理・運営期間〕       20年１ヶ月 
 
【参考】地方独立行政法人神奈川県立病院機構が実施しているＰＦＩ事業の概要 

特定事業名称 導入時期 事業範囲 事業期間 がんセンター 特定事業 〔がんセンター〕 ・実施方針の公表     平成20年８月 ・特定事業の選定 平成20年11月 ・契約締結 平成22年３月 旧がんセンター解体除却、設計、建設、医療機器・備品等調達、病院運営（統括ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、ﾒﾃﾞｨｶﾙｱｼｽﾀﾝﾄ、物流管理運営、検体検査等） 平成22年３月 ～平成46年３月 〔維持管理期間〕 20年５ヶ月 
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３ ＰＦＩの活用により期待される効果 

 

 ＰＦＩの活用により期待される効果として、平成12年９月に策定された「神奈川県

におけるＰＦＩの活用指針」（以下、「ＰＦＩ活用指針」という。）では、次の４点

を挙げている。 

 

   ① 公共サービス水準の向上 

      ＰＦＩ事業においては、利用者のニーズを把握し満足度を高めるような民間

事業者の経営上のノウハウや技術能力を活用することができるため、公共サー

ビス水準の向上が期待できる。 

 

   ② 事業コストの削減 

      ＰＦＩ事業においては、施設の「設計」、「建設」、「維持管理」及び「事

業運営」を一体的に民間事業者に委ねることに伴い一括発注が行われること、

仕様発注方式ではなく性能発注方式がとられること、及び事業全体のリスク管

理が効率的に行われることから、事業コストの削減が図られる。 

 

   ③ 財政支出の平準化 

      ＰＦＩ事業においては、県が直接事業を行った場合のように、施設の建設年

次における大きな財政支出は発生せず、財政支出は契約期間全体にわたって平

準化された形で民間事業者にサービスの対価として支払われることとなる。そ

のため、財政上の制約があるなかにあっても、複数の施設整備を同時に実施す

ることが可能となり、社会資本整備等が進むとともに、期待される公共サービ

スの早期提供が可能となる。 

 

   ④ 産業の振興 

      ＰＦＩ事業は、従来、一般的に公共が行ってきた公共事業の分野を民間に新

たな市場として開放することにより、民間事業者の事業機会が創出される。ま

た、事業者の資金調達にプロジェクトファイナンスの手法が取り入れられるこ

とから、新しいファイナンスマーケットの創設が促され、金融機関の新たなフ

ァイナンス業務が生じ、資金調達手法が多様化することとなる。この結果、民

間事業者に新しい事業機会を提供することになり、新規事業の創造を通して国

民経済の発展に寄与する。 
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４ 検証方法 

 

前記「３ ＰＦＩの活用により期待される効果」で記述したとおり、「ＰＦＩ活用

指針」では、ＰＦＩの活用による４つの効果を挙げているところであるが、④産業の

振興については、神奈川県がＰＦＩを導入した６事業をもってこれを推し量っていく

ことは困難であると考えられた。したがって、本検証においては、①公共サービス水

準の向上、②事業コストの削減、③財政支出の平準化の３点に関して検証を実施する

こととした。ただし、②については、ＰＦＩ法第８条に基づく事業者選定時の客観的

評価において算出した「県が直接事業を実施する場合の公共負担額」（以下、「ＰＳ

Ｃ支出額」）と「民間事業者の提案に基づく公共負担額」（以下、「ＰＦＩ支出

額」）等につき、その後の金利の改定等がこれらに及ぼした影響を試算し、「バリュ

ー・フォー・マネー」（ＶＦＭ）を再算出することによる、効果の限定的な確認に留

めた。 

また、各検証項目に関する具体的な検証方法については、下記表のとおりとし、対

象事業は、前記「２ 神奈川県のＰＦＩ事業の特徴」で示した６事業とした。（がん

センターについては、地方独立行政法人神奈川県立病院機構の実施事業であること及

び施設整備の途中であり供用開始されていないことから対象外とした。） 

なお、県有施設における施設整備及び維持管理運営の手法にＰＦＩを活用したこと

で得られる効果等を検証するものであり、個別の事業について、必要性や施策目的の

達成状況を判断するものではない。 

検 証 項 目 検  証  方  法 

 

公共サービス水準の 

向上 

 

 

 

 

 

 

○ 県、民間事業者及び施設利用者の満足度等を把握するた

め、県事業所管課、県とＰＦＩ事業に係る特定事業契約を

締結した民間事業者（以下、「ＳＰＣ」：特別目的会

社）、及び県職員を含む施設利用者に対して、それぞれア

ンケート調査を実施（ＳＰＣまたは県事業所管課が実施し

た既往アンケートも利用）した。 

○ 民間事業者の創意工夫等の状況について、県事業所管課

へのヒアリング及び事業者選定時の提案審査講評等におけ

る記述からの抽出を実施した。 

○ 上記に加え、サービス水準の達成状況の裏づけとなるモ

ニタリングについて、検証に係る補足的な判断材料とする

ため、近年の実施結果を調査した。(平成21～23年度上期を対象) 
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金利の改定等による 

ＶＦＭへの影響の試算        ↓↓↓↓    

 

○ ＰＳＣ支出額については、次の考え方により試算した。 

・ 県債の発行・償還に係る金利等について、可能な範囲

でＰＦＩにより施設が建設された年度における金利等に

置き換えた。 

・ 維持管理（運営）費について、ＰＦＩにおける支払実

績等を考慮して、毎年度の改定率を変更した。 

・ 現在価値に置き換える際の割引率について、事業者選

定時における客観的評価で採用した数値で据え置いた。 

○ ＰＦＩ支出額については、次の考え方により試算した。 

・ 民間事業者に支払うサービス購入料について、平成22

年度までの支出額（実績）に置き換えた。 

・ 平成23年度以降のサービス購入料について、過去の実

績から改定後の金利を仮定して、施設整備費に係る将来

の割賦料等を推計するとともに、維持管理（運営）費の

支出額（実績）を考慮した改定率を仮定することによ

り、将来の維持管理（運営）費を推計した。 

・ 現在価値に置き換える際の割引率について、ＰＳＣ支

出額の試算と同様に、事業者選定時における客観的評価

で採用した数値で据え置いた。 

○ 上記を踏まえ、金利の改定等が「ＰＳＣ支出額－ＰＦＩ

支出額」で表されるＶＦＭへ及ぼした影響を試算した。 

 

 

財政支出の平準化 

 
○ 各事業における支出額（実績）を確認するとともに、上

記金利の改定等によるＶＦＭへの影響の試算結果を利用し

て、事業期間中の財政支出の見込みを推定した。 

 

ＰＦＩ法第８条に基づく事業者選定時の客観的評価において算出した「ＰＳＣ支出額」と「ＰＦＩ支出額」等につき、その後の金利の改定等がこれらに及ぼした影響を試算した。 
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５ 各事業の検証結果 

 

（１）保健福祉大学特定事業  

■ 事業の目的 

高齢社会で求められる保健・医療・福祉の総合的能力を持つ人材を養成するため、保

健・医療・福祉の総合的人材養成機能、卒後教育機能及び専門実践研究機能を有する県

立大学を設置し、運営する。 

 

■ 事業概要 １ 事業期間  平成12年7月21日～平成45年3月31日  開学     ：平成15年4月1日  設計・建設期間：平成12年7月～平成15年1月  維持管理期間 ：平成15年2月～平成45年3月（30年２ヶ月） ２ 施設概要 所在地：横須賀市平成町１丁目10番１ 敷地面積：37,821.80㎡  建築概要：教育研究棟（鉄骨造6F）他 延床面積41,861.45㎡ その他：学部・学科の基本構成及び入学定員 １学部（保健福祉学部）４学科・220人 大学院（保健福祉学研究科）20人     ※教職員及び学生で最大約1,200人規模 ３ 事業費概要  （単位：千円） 債務負担行為額：37,478,000 契約ベース 施設整備費 11,081,940（元金）に割賦金利を乗じた額 維持管理費 147,493（H15）(H17年度以降は前年度に改定率を乗じた額） （H16は166,483に改定率を反映させた額） ４ 事業方式・事業形態 ＢＴＯ方式  サービス購入型 ５ 事業範囲  校舎及び附帯施設(体育館、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ等)に関する次の業務 ① 設計業務 ② 建設業務（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞの造成等を含む） ③ 校舎及び附帯施設の維持管理業務 (ｱ) 建物及び設備の保守管理（機能維持修繕を含む） (ｲ) 清掃業務 (ｳ) 保安警備業務 (ｴ) 環境衛生管理業務 
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  (ｵ) 植栽処理業務 ※ 修繕を含む。修繕については、毎年度、県が予算措置した範囲内で事業者が修繕計画を立て、実施する。 ６ 事業者選定方法等 応募企業(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)数 公募型プロポーザル（衛生部設置審査会） 応募企業（ｸﾞﾙｰﾌﾟ）数：7 ７ 契約・締結相手方 契約締結(成立)年月日 ｴｽﾋﾟｰｼｰ・ﾋﾟｰｴﾌｱｲ神奈川-㈱［㈱大林組］ ・基本契約（特定事業契約）（H12.7.21締結） ・建物等割賦販売に関する付属契約(H13.9.14締結) ・維持管理業務に関する付属契約（H15.1.30締結） ８ 当初の基準金利 スプレッド 金利計 基準金利：0.305％ （県が完工を確認した日（H15.1.31）から14営業日後(H15.2.21) の６ヶ月LIBORﾍﾞｰｽ5年物（円-円）金利ｽﾜｯﾌﾟﾚｰﾄ） スプレッド：1.99％ 金利計：2.295％（当初５年間） 
 

■ 公共サービス水準の向上について 

○ 公共サービス水準（要求水準）の達成 

・ 県事業所管課へのアンケート結果において、モニタリングの実施結果によるサー

ビス購入料の減額はなかったと回答された。 

 ・ 県からの改善要求等により業務不履行に至る手前で課題を解決した事例を探るた

めに実施した、近年のモニタリング結果の調査においても、業務不履行及びサービ

ス購入料の減額はなかったことが確認された。なお、第三者による外部検査として

実施している一般モニタリングにおいて改善を指摘され、ＳＰＣがこれに応じて対

処した事例があった。 

 

○ 施設利用者の満足度 

施設利用者へのアンケート結果において、施設利用者の満足度は次のとおり示され

ていた。〔詳細は参考資料１〕 

・ 学生及び教職員を対象としたアンケート（５段階評価）では、「清掃状況、清潔

感、空調の快適さ、床の歩きやすさ」等の快適性に係る設問に関して、「よい

(５)」から「普通(３)」との回答が90%を超えていた。また、「使いやすいスペー

スか、備品類は使いやすいか、安全上の不安はないか」等の機能性に係る設問に関

しても、「よい(５)」から「普通(３)」との回答が90％を超えていた。 

・ 在勤する県職員を対象としたアンケート（３段階評価）では、「施設の清潔さ」

に係る設問に関して「Ａ．十分清潔」及び「Ｂ．普通」との回答が96％となってお
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り、「分かりやすい案内表示」に係る設問に関して「Ａ．分かりやすい」及び「Ｂ．

普通」との回答が87％となっており、「温度管理等による快適な利用」に係る設問

に関して「Ａ．十分快適」及び「Ｂ．普通」との回答が76％となっており、「施設

内の備品等の利用しやすさ」に係る設問に関して「Ａ．十分利用しやすい」及び

「Ｂ．普通」との回答が89％となっていた。 

  

○ 民間事業者による創意工夫等について〔詳細は参考資料２〕 

  ・ 県事業所管課及びＳＰＣへのアンケートにおいて、民間事業者による創意工夫に

相当すると考えられるものを抽出するために設けた２つの設問、①要求水準を上回

る提案・取組み、②ＰＦＩにおけるメリット・成果については、次のとおり回答さ

れた。 

 

①要求水準を上回る提案・取組み 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

   ②ＰＦＩにおけるメリット・成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 設計、建設及び維持管理（運営）まで一括して発注するＰＦＩの特徴を視点に置

き、提案審査講評等から、落札者の提案内容のうち評価されていた主なものを抽出

したところ、次のとおりであった。 

【県】 

節電などについて日頃からきめ細かな提案、取組みを行っている。最近の例で

は、個別空調機を置くサークル室にタイマーを設置し、時間外の無駄な運転を抑

制することが提案され実施した。 

【ＳＰＣ】 

資源の有効活用と省エネルギーを図るため「エコロジカルルーフ」を設置し

た。教育研究棟は免震構造を採用し、募集要項を上回ったと考えている。 

【県】 

 建設から維持管理までが一貫した考え方や体制で行われており、効率的で円滑

な維持管理が出来ている。節電への取り組みも、中央監視室でのデータ管理等、

ＰＦＩ事業の利点が十分発揮された。 

【ＳＰＣ】 

施設のライフサイクルコストの縮減、より効率的、効果的な公共サービスの提

供、運営コストの削減等を通じ、自治体財政の弾力化が図られる。 
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「維持管理」に係る評価項目において、「配管腐食確認のためのサンプリング管設

置」、「エネルギー・メンテナンス状況のデータ管理」、「機器汎用性に配慮した

オープンシステム」、「警備エリアのゾーニング」に係る提案が主に評価されてい

た。 

 

■ 金利の改定等によるＶＦＭへの影響の試算について 

事業者選定時の客観的評価において算出したＶＦＭが、金利の改定等を反映した現状

においても一定程度確保されていることが確認された。〔詳細は参考資料３〕 

 

■ 財政支出の平準化について 

金利の改定等によるＶＦＭへの影響の試算結果を利用して、事業期間における想定条

件下での財政支出の見込みを推定することで、次のとおりグラフにより視覚的に把握さ

れた。〔詳細は参考資料４〕 保健福祉大学　　財政支出の平準化

01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,000

H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 年度

金額（千円） ＰＳＣ支出額ＰＦＩ支出額

 
 

■ 検証結果に対する考察 

 

○ サービス水準の向上について 

  県は特定事業選定時において、「設計、施工及び維持管理を民間事業者が一括して請

け負うことにより、効率的で機能的な施設となることが期待できる」と示していた。 

この点に関して、これまで業務不履行及びサービス購入料の減額がなく、業務不履行

まで至らない水準の課題についても、モニタリングに基づく改善要望等を行って対応を

図っていること、施設利用者へのアンケート結果において概ね高い満足度が得られてい

ること、及び以下で述べるとおりＶＦＭの確保が引き続き確認されていることを踏まえ

ると、サービス水準の向上について総体的にみた場合には、一定程度の効果が現れてい
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ると考えられる。 

しかし、民間事業者の創意工夫の発揮についてみた場合、サンプリング管の設置とい

った維持管理の効率化を図る工夫のほかは特筆すべきものがみられない。運営業務を事

業範囲に含まない本事業において、民間事業者が創意工夫を発揮できる余地は限られる

ことはやむを得ないとしても、例えば民間事業者の収益となる付帯事業を一部に盛り込

むなどして、施設運営全体に好影響を与える民間事業者のノウハウを引き出す工夫が欲

しかった。 

 

○ 金利の改定等によるＶＦＭへの影響の試算結果について 

  ＰＦＩ法に基づく事業者選定時の客観的評価において算出されたＶＦＭの数値につ

き、その後の金利の改定等が当該計算値に及ぼした影響を試算した結果、現状において

も引き続きＶＦＭは一定程度確保されていることが確認された。 

 

○ 財政支出の平準化について 

施設整備に係る初期投資部分について、財政支出の平準化の効果が現れていると考え

られる。一方、維持管理期間においては、大規模な修繕等を実施する年度で支出が突出

することとなるため、財政支出の平準化の効果は認められない。 

  また、県が直接事業を実施する場合と比較すると、総合的にみて財政支出の平準化の

効果が現れている、とまでいうことはできない。 
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（２）衛生研究所特定事業 

■ 事業の目的 

新しい感染症、残留農薬などによる健康被害の防止や、県民の健康維持・増進と生活

の質の向上をめざした保健サービスの強化が求められていることから、老朽化した衛生

研究所の施設整備と機能の充実を図り、地域保健に関する科学的・技術的中核施設とす

るため、茅ヶ崎市内に移転、整備を行う。 

 

■ 事業概要 １ 事業期間 平成13年3月21日～平成45年3月31日  開所     ：平成15年6月1日  設計・建設期間：平成13年3月～平成15年3月  維持管理期間 ：平成15年4月～平成45年3月（30年間） ２ 施設概要 所在地：茅ヶ崎市下町屋1丁目3番1 敷地面積：20,348.31㎡  建築概要：研究棟（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3F） 延床面積8,897㎡ その他：事務棟（SRC造7F 延床面積約8,391㎡）の一部を改修し、研究事務室、管理事務室、共同研究事務室、防災備蓄資機材倉庫などを配置 ３ 事業費概要  （単位：千円） 債務負担行為額：33,437,000 契約ベース 施設整備費 5,708,999（元金）に割賦金利を乗じた額 維持管理費 475,650（H15）（翌年度以降は改定率を乗じた額） ４ 事業方式・事業形態 ＢＯＴ方式 サービス購入型 ５ 事業範囲 ① 既存施設の解体、改修及び研究棟の建設工事 ② 研究棟の県への賃貸業務 ③ 維持管理業務 (ｱ) 建物及び設備の保守管理業務 (ｲ)清掃業務 (ｳ)警備業務 (ｴ)環境対策業務 (ｵ)植栽維持管理業務 ④ 研究支援業務 (ｱ) 実験器具洗浄業務 (ｲ) 放射線取扱施設保守管理業務 (ｳ) 実験動物飼育管理業務 (ｴ) LAN・情報ｼｽﾃﾑ運用業務 (ｵ) 図書情報閲覧室維持管理業務 



- 14 - 

 (ｶ)自動車運転等業務   (ｷ)電話交換業務 ６ 事業者選定方法等 応募企業(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)数 総合評価一般競争入札（衛生部設置審査会）※VE提案 応募企業（ｸﾞﾙｰﾌﾟ）数：7（うち１ｸﾞﾙｰﾌﾟ入札辞退） ７ 契約・締結相手方 契約締結(成立)年月日 ㈲ﾋﾟｰ･ｴﾌ･ｱｲ･ｴﾑ･ｼｰﾜﾝ［三菱商事㈱］ 特定事業契約（H13.3.21） ８ 当初の基準金利 スプレッド 金利計 基準金利：1.176％ （契約日の６ヶ月LIBORﾍﾞｰｽ10年物（円-円）金利ｽﾜｯﾌﾟﾚｰﾄ） スプレッド：1.50％ 金利計：2.676％（当初10年間） 
 

■ 公共サービス水準の向上について 

○ 公共サービス水準（要求水準）の達成 

・ 県事業所管課へのアンケート結果において、モニタリングの実施結果によるサー

ビス購入料の減額はなかったと回答された。 

 ・ 県からの改善要求等により業務不履行に至る手前で課題を解決した事例を探るた

めに実施した、近年のモニタリング結果の調査においても、業務不履行及びサービ

ス購入料の減額はなかったことが確認された。なお、機器の故障発生を受けて県か

ら対応を要望し、ＳＰＣがこれに対処した事例があった。 

 

○ 施設利用者の満足度 

施設利用者へのアンケート結果において、施設利用者の満足度は次のとおり示され

ていた。〔詳細は参考資料１〕 

・ 在勤する県職員を対象としたアンケート（３段階評価）では、「施設の清潔さ」

に係る設問に関して「Ａ．十分清潔」との回答が94％となっており、「分かりやす

い案内表示」に係る設問に関して「Ｂ．普通」との回答が94％となっており、「温

度管理等による快適な利用」に係る設問に関して「Ａ．十分快適」及び「Ｂ．普

通」との回答が78％となっており、「施設内の備品等の利用しやすさ」に係る設問

に関して「Ａ．十分利用しやすい」及び「Ｂ．普通」との回答が89％となっていた。 

  

○ 民間事業者による創意工夫等について〔詳細は参考資料２〕 

  ・ 県事業所管課及びＳＰＣへのアンケートにおいて、民間事業者による創意工夫に

相当すると考えられるものを抽出するために設けた２つの設問、①要求水準を上回

る提案・取組み、②ＰＦＩにおけるメリット・成果については、次のとおり回答さ
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れた。 

 

①要求水準を上回る提案・取組み 

   

 

 

 

  

 

 

   ②ＰＦＩにおけるメリット・成果 

 

 

 

 

 

 

 

・ 設計、建設及び維持管理（運営）まで一括して発注するＰＦＩの特徴を視点に置

き、提案審査講評等から、落札者の提案内容のうち評価されていた主なものを抽出

したところ、次のとおりであった。 

 

「光熱水費の削減額」に係る評価項目において、ＶＥ提案による光熱水費の削減額

の高さが評価されていた。特に空調機設備について、蒸気発生機を各機に組み込む

方式からセントラル供給（間接蒸気）式に変更することにより設備の集約化を図る

提案がされていた。 

 

■ 金利の改定等によるＶＦＭへの影響の試算について 

事業者選定時の客観的評価において算出したＶＦＭが、金利の改定等を反映した現状

においても一定程度確保されていることが確認された。〔詳細は参考資料３〕 

 

■ 財政支出の平準化について 

金利の改定等によるＶＦＭへの影響の試算結果を利用して、事業期間における想定条

件下での財政支出の見込みを推定することで、次のとおりグラフにより視覚的に把握さ

れた。〔詳細は参考資料４〕 

【県】 

なし 

【ＳＰＣ】 

修繕計画の最適化により捻出された財源により、要求水準外の業務に流動的に

対応した。 

【県】 

 一体的、計画的に維持管理、計画修繕が行われるので、室内も大変きれいで質

の高いメンテナンスが行われている。 

【ＳＰＣ】 

公共の不動産・建設ビジネスへの参入機会が得られたこと。ノウハウの蓄積 
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衛生研究所　　財政支出の平準化

01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,000

H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 年度

金額（千円） ＰＳＣ支出額ＰＦＩ支出額

 
 

■ 検証結果に対する考察 

 

○ サービス水準の向上について 

  県は特定事業選定時において、「建設、維持管理、研究支援関係の業務を民間事業者

が一括して請け負うことにより、効率的で機能的な施設運営を期待することができる」

と示していた。 

この点に関して、これまで業務不履行及びサービス購入料の減額がなく、業務不履行

まで至らない水準の課題についても、モニタリングに基づく改善要望等を行って対応を

図っていること、施設利用者へのアンケート結果において概ね高い満足度が得られてい

ること、及び以下で述べるとおりＶＦＭの確保が引き続き確認されていることを踏まえ

ると、サービス水準の向上について総体的にみた場合には、一定程度の効果が現れてい

ると考えられる。 

しかし、民間事業者の創意工夫の発揮についてみた場合、ＶＥ提案による光熱水費の

削減といった維持管理の効率化を図る工夫のほかは特筆すべきものがみられない。運営

業務を事業範囲に含まない本事業において、民間事業者が創意工夫を発揮できる余地は

限られることはやむを得ず、また重要な研究施設であることから、民間事業者の収益と

なる付帯事業を導入することも難しく、本事業においてそうした民間事業者のノウハウ

を引き出すことは困難であったと考えられる。  
○ 金利の改定等によるＶＦＭへの影響の試算結果について 

ＰＦＩ法に基づく事業者選定時の客観的評価において算出されたＶＦＭの数値につ

き、その後の金利の改定等が当該計算値に及ぼした影響を試算した結果、現状において

も引き続きＶＦＭは一定程度確保されていることが確認された。 
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○ 財政支出の平準化について 

施設整備に係る初期投資部分について、県が直接事業を実施する場合と比較して財政

支出の平準化の効果が現れていると考えられる。また、維持管理期間において、修繕費

等を含めたサービス購入料を平準化して支払っていくことにより、県が直接事業を実施

する場合と比較して財政支出の平準化の効果が現れていると考えられる。   
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（３）近代美術館特定事業 

■ 事業の目的  

近代美術館の当時の所在地（鎌倉市）で不足する機能について、鎌倉館と連携する新

館を葉山町に建設し、２館体制により、これまでの高い企画力を受け継ぎ、展示・収蔵

機能の充実など、生涯学習時代にふさわしい機能を備えた美術館を整備する。 

 

■ 事業概要 １ 事業期間 平成13年7月5日～平成45年3月31日  開館     ：平成15年10月11日  設計・建設期間：平成13年7月～平成15年3月  維持管理期間   (葉山新館･鎌倉館別館)：平成15年4月～平成45年3月（30年間） (鎌倉館本館)：平成15年４月～平成28年３月（13年間） ２ 施設概要 所在地：三浦郡葉山町一色三ヶ岡2208-1(葉山新館)     鎌倉市雪ノ下2-1-53(鎌倉館本館)、2-8-1(鎌倉館別館) 敷地面積：14,971.84㎡(葉山新館) 4,243.12㎡(鎌倉館本館)、4,937.00㎡(鎌倉館別館) 建築概要：葉山新館(鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上2階地下2階建 延床面積7,111.51㎡) ３ 事業費概要  （単位：千円） 債務負担行為額：18,561,000 契約ベース 施設整備費  3,381,000（元金）に割賦金利を乗じた額 維持管理費 （H15）321,470、（H16～H27）279,859に改定率を乗じた額、（H28～H44）239,655に改定率を乗じた額 ４ 事業方式・事業形態 ＢＯＴ方式、サービス購入型  (葉山新館のﾚｽﾄﾗﾝ、ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ、駐車場は独立採算) ５ 事業範囲 ① 葉山館施設整備業務 ② 葉山館の県への賃貸業務 ③ 維持管理業務 (ｱ)建物及び設備の保守管理業務（鎌倉館については修理業務を除く） (ｲ)清掃業務（独立採算部分を除く） (ｳ)警備業務 (ｴ)環境衛生管理業務 (ｵ)植栽維持管理業務 (ｶ)入館者受付、展示作品監視業務（鎌倉館における図録等の    販売業務を含む） 
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    ④ 美術館支援業務 (ｱ)美術情報ｼｽﾃﾑ整備及び運用支援業務 (ｲ)葉山館喫茶・ﾚｽﾄﾗﾝ、ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ、駐車場管理運営業務 ⑤ 備品等整備業務 ⑥ その他業務(葉山館のﾊﾞｽﾍﾞｲ等に係る道路法第24条に基づく自費施工工事) ６ 事業者選定方法等 応募企業(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)数 総合評価一般競争入札（PFI事業者選定審査会）※VE提案 応募企業（ｸﾞﾙｰﾌﾟ）数：8（うち1ｸﾞﾙｰﾌﾟ入札辞退） ７ 契約・締結相手方 契約締結(成立)年月日 ㈱ﾓﾏ神奈川ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ［伊藤忠商事㈱］ ・特定事業契約（H13.7.5）・特定事業契約変更（H23.3) ８ 当初の基準金利 スプレッド 金利計 基準金利：1.259％ （契約日の６ヶ月LIBORﾍﾞｰｽ10年物（円-円）金利ｽﾜｯﾌﾟﾚｰﾄ） スプレッド：1.70％   金利計：2.959％（当初10年間） 
 

■ 公共サービス水準の向上について 

○ 公共サービス水準（要求水準）の達成 

・ 県事業所管課へのアンケート結果において、モニタリングの実施結果によるサー

ビス購入料の減額はなかったと回答された。 

 ・ 県からの改善要求等により業務不履行に至る手前で課題を解決した事例を探るた

めに実施した、近年のモニタリング結果の調査においても、業務不履行及びサービ

ス購入料の減額はなかったことが確認された。なお、美術品の取扱いに関して県か

ら改善要望が出され、ＳＰＣがこれに応じて対処した事例があった。 

 

○ 施設利用者の満足度 

施設利用者へのアンケート結果において、施設利用者の満足度は次のとおり示され

ていた。〔詳細は参考資料１〕 

・ 来場者を対象としたアンケート（５段階評価）では、「施設の清潔度」、「案内

表示」及び「受付やスタッフの印象」に係る設問に関して、「良い(５)」から「普

通(３)」との回答が約90％となっていた。また、独立採算事業である「ミュージア

ムショップ、レストランの印象」等に係る設問に関して、「良い(５)」から「普通

(３)」との回答が約70％となっていた。 

・ 在勤する県職員を対象としたアンケート（３段階評価）では、「施設の清潔さ」

に係る設問に関して「Ａ．十分清潔」及び「Ｂ．普通」との回答が75％となってお
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り、「分かりやすい案内表示」に係る設問に関して「Ｂ．普通」との回答が62％と

なっており、「温度管理等による快適な利用」に係る設問に関して「Ｂ．普通」と

の回答が100％となっており、「施設内の備品等の利用しやすさ」に係る設問に関

して「Ｂ．普通」との回答が75％となっていた。 

  

○ 民間事業者による創意工夫等について〔詳細は参考資料２〕 

  ・ 県事業所管課及びＳＰＣへのアンケートにおいて、民間事業者による創意工夫に

相当すると考えられるものを抽出するために設けた２つの設問、①要求水準を上回

る提案・取組み、②ＰＦＩにおけるメリット・成果については、次のとおり回答さ

れた。 

 

①要求水準を上回る提案・取組み 

   

 

 

 

  

 

 

 

   ②ＰＦＩにおけるメリット・成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・  民間事業者の創意工夫等の状況について、県事業所管課へヒアリングを行った

ところ、次のとおりの結果であった。 

 

 

 

【県】 

 なし 

【ＳＰＣ】 

 なし。（特記するほどの代表的な事項はないものの、日常の事業運営上出てく

る事業契約や要求水準では想定しきれない細かな課題について、県と協議の上、

適宜対応、実施している。） 

【県】 

 毎年事業者を選定する必要がないことから、入札等の事務省力化ができる。ま

た、年度毎のサービスの提供のバラつきがなくなる。さらに、施設に対する様々

なノウハウ（美術館の特殊事情等への理解）の蓄積があり、継続して安定サービ

スが可能。 

【ＳＰＣ】 

基本的には、施設性能を適正に長期維持するための予算が確保されている。 
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県及びＳＰＣの両者が長期的な視点に立ち、各種業務についてマネジメントサイ

クルを構築しながら業務の改善を図っていくことができる。 

ＳＰＣ内部で、経年によるノウハウの蓄積と継承が比較的効果的に行われる傾向

にあり、年度替りによりサービス水準を低下させることなく、安定したサービスが

提供できている。 

 独立採算事業であるレストラン運営について、企画に携わる県の学芸員とＳＰＣ

担当者が協議会の場で協議を行うことで、展覧会の内容とリンクした独創的なメニ

ューをレストランで考案することにつながった。 

 

・ 設計、建設及び維持管理（運営）まで一括して発注するＰＦＩの特徴を視点に置

き、提案審査講評等から、落札者の提案内容のうち評価されていた主なものを抽出

したところ、次のとおりであった。 

 

 「喫茶・レストラン、ミュージアムショップ、駐車場の運営内容の向上」に係る

評価項目において、レストランに関する新調理システム（クックチル）の導入によ

る需要変動への対応や、美術館の意見を反映する場（事業推進協議会）の設置によ

る美術館との調和への配慮に係る提案が評価されていた。 

 「美術館の利便性・快適性・機能性の向上」に係る評価項目では、管理運営マニ

ュアルの作成とそれによる従業員のマルチジョブ化があらゆる部門で来館者への対

応に積極的に取り組むことにつながり、美術館全体の快適性・機能性の向上に資す

る工夫と認められるとして評価されていた。 

 

■ 金利の改定等によるＶＦＭへの影響の試算について 

  事業者選定時の客観的評価において算出したＶＦＭが、金利の改定等を反映した現状

においても一定程度確保されていることが確認された。〔詳細は参考資料３〕 

 

■ 財政支出の平準化について 

  金利の改定等によるＶＦＭへの影響の試算結果を利用して、事業期間における想定条

件下での財政支出の見込みを推定することで、次のとおりグラフにより視覚的に把握さ

れた。〔詳細は参考資料４〕 
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近代美術館　　財政支出の平準化

0200,000400,000600,000800,0001,000,000

H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 年度

金額（千円） ＰＳＣ支出額ＰＦＩ支出額

 

 

■ 検証結果に対する考察 

 

○ サービス水準の向上について 

  県は特定事業選定時において、「建設、維持管理、美術館支援及び備品等整備関係の

業務を民間事業者が一括して請け負うことにより、効率的で機能的な施設運営を期待す

ることができる」と示していた。 

この点に関して、これまで業務不履行及びサービス購入料の減額がなく、業務不履行

まで至らない水準の課題についても、モニタリングに基づく改善要望等を行って対応を

図っていること、施設利用者へのアンケート結果において概ね高い満足度が得られてい

ること、及び以下で述べるとおりＶＦＭの確保が引き続き確認されていることを踏まえ

ると、サービス水準の向上について総体的にみた場合には、一定程度の効果が現れてい

ると考えられる。 

しかし、ＰＦＩにおける最大の特徴というべき民間事業者の創意工夫の発揮について

みた場合、厳密な意味では、ＰＦＩ事業に特有の創意工夫として特筆すべきものはみら

れなかった。例えば、県事業所管課へのヒアリング結果で、創意工夫の状況またはＰＦ

Ｉによる特徴として、展覧会の内容とリンクした独創的なメニューの提供が挙げられて

おり、確かにレストラン利用者の満足度を高める取組みであると認められるが、ＰＦＩ

事業でなければ実現できなかった、とまでいうことはできないと考えられる。同様に、

管理運営マニュアルの作成による従業員のマルチジョブ化についても、ＰＦＩ事業でな

ければ実現できなかったとまでいうことはできない。 

なお、県が直接事業を実施する場合における従前の実態との比較からあえてＰＦＩ事

業特有の創意工夫として整理するとすれば、レストランにおける新調理システム（クッ
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クチル）導入による需要変動への対応という提案は、行政財産の目的外使用許可による

従前のレストラン経営では得難かったものとして該当すると考えられる。 

美術館本体に係る運営業務を事業範囲に含まない本事業において、民間事業者が創意

工夫を発揮できる余地は限られることはやむを得ないが、仮に指定管理者制度が創設さ

れた後であれば、美術館本体の運営業務もＰＦＩの事業範囲に含めることにより、民間

事業者のノウハウを最大限に引き出すことが可能となったと考えられる。 

 

○ 金利の改定等によるＶＦＭへの影響の試算結果について 

ＰＦＩ法に基づく事業者選定時の客観的評価において算出されたＶＦＭの数値につ

き、その後の金利の改定等が当該計算値に及ぼした影響を試算した結果、現状において

も引き続きＶＦＭは一定程度確保されていることが確認された。 

 

○ 財政支出の平準化について 

  施設整備に係る初期投資部分について、県が直接事業を実施する場合と比較して財政

支出の平準化の効果が現れていると考えられる。また、維持管理期間において、修繕費

等を含めたサービス購入料を平準化して支払っていくことにより、県が直接事業を実施

する場合と比較して財政支出の平準化の効果が現れていると考えられる。 
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（４）海洋総合文化ゾーン体験学習施設等特定事業 

■ 事業の目的 

  県立湘南海岸公園の東部地区に整備しようとしている海洋総合文化ゾーンにおいて、

レクリエーション、海洋環境の教育・啓発、生物の保全・育成、海洋生態系の調査・研

究等の機能の充実を図り、「海洋文化や海洋環境の重要性を次世代に伝える水族館を中

心とした海洋文化活動の拠点」を形成するため、民間の能力を活用して、水族館及び体

験学習施設を建設するとともに既存のマリンランド及び海の動物園を活用し、４つの施

設の一体的運営を行う。 

 

■ 事業概要 １ 事業期間 平成14年3月20日～平成46年3月31日  開館     ：平成16年4月16日  設計・建設期間：平成14年3月～平成16年4月  維持管理・運営期間：平成16年4月～平成46年3月（30年間） ２ 施設概要 所在地：藤沢市片瀬海岸2丁目、3丁目地内（県立湘南海岸公園内） 施設概要：水族館と体験学習施設を連絡通路で結んだ一体の施設として整備する。 水族館等 延床面積12,811.27㎡ 体験学習施設延床面積 986.84㎡ ３ 事業費概要  （単位：千円） 債務負担行為額：3,382,000※国庫補助金：240,000（国120,000） 契約ベース 施設整備費 400,734（元金）に割賦金利を乗じた額 維持管理・運営費 49,878（H16）（翌年度以降は改定率を乗じた額） 水族館建設支援金 500,000 ４ 事業方式・事業形態 体験学習施設：ＢＴＯ方式、サービス購入型 水族館、ﾏﾘﾝﾗﾝﾄﾞ、海の動物園：ＢＯＯ方式、独立採算を主体とするｼﾞｮｲﾝﾄﾍﾞﾝﾁｬｰ型  ① 水族館及び体験学習施設の設計、建設、維持管理、運営 (ｱ) 施設整備に係る設計及び建設工事及びこれらの関連業務 (ｲ) 工事監理業務 (ｳ) 維持管理用務 ・清掃、保守管理、警備、水槽等の展示品の保守管理業務 (ｴ) 運営業務 ・水族館の小型生物の飼育、展示及びこれに必要な業務 ・地域や関係研究機関等と連携した調査・研究業務 ・体験学習施設の装置等の展示及びこれに必要な業務     ・学習・調査・研究の支援に関して必要な業務 
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② ﾏﾘﾝﾗﾝﾄﾞ及び海の動物園の取得及び維持管理、運営 (ｱ) 施設等の取得業務 (ｲ) 維持管理業務 ・清掃、保守管理、警備、水槽及びﾌﾟｰﾙ等の保守管理業務 (ｳ) 運営業務 ・鯨類・海獣類等の飼育・展示及びこれに必要な業務 ・環境学習の支援に必要な業務、ｱﾄﾗｸｼｮﾝ等の運営業務 ③ 既存の水族館、ﾏﾘﾝﾗﾝﾄﾞ、海の動物園の動物・標本類等の取得 ６ 事業者選定方法等 応募企業(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)数 公募型プロポーザル （PFI事業者選定審査会） 応募企業（ｸﾞﾙｰﾌﾟ）数：1 ７ 契約・締結相手方 契約締結(成立)年月日 江の島ﾋﾟｰｴﾌｱｲ㈱［オリックス㈱］ 特定事業契約（H14.3.20） ８ 当初の基準金利 スプレッド 金利計 基準金利：1.438％ （契約日の６ヶ月LIBORﾍﾞｰｽ10年物（円-円）金利ｽﾜｯﾌﾟﾚｰﾄ） スプレッド：2.00％   金利計：3.438％（当初10年間） 
 

■ 公共サービス水準の向上について 

○ 公共サービス水準（要求水準）の達成 

・ 県事業所管課へのアンケート結果において、モニタリングの実施結果によるペナ

ルティポイントの付与及びサービス購入料の減額はなかったと回答された。 

 ・ 県からの改善要求等により業務不履行に至る手前で課題を解決した事例を探るた

めに実施した、近年のモニタリング結果の調査においても、業務不履行及びサービ

ス購入料の減額はなかったことが確認された。なお、防災などの危機管理対策に関

して、ＳＰＣから県に対して報告された事例があった。 

 

○ 施設利用者の満足度 

施設利用者へのアンケート結果において、施設利用者の満足度は次のとおり示され

ていた。〔詳細は参考資料１〕 

・ 体験学習施設の来場者を対象としたアンケート（３段階評価）では、「施設の清

潔さ」、「分かりやすい案内表示」、「温度管理等による快適な利用」及び「設備

や備品の利用しやすさ」に係る設問に関して、「分かりやすい案内表示」が「Ａ．

分かりやすい」及び「Ｂ．普通」との回答が91％となったほかは、「Ａ．十分（清

潔、快適、利用しやすい）」及び「Ｂ．普通」との回答がほぼ100％となっていた。 
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・ また、「接客態度・応対」に係る設問に関して「Ａ．十分満足」及び「Ｂ．概ね

満足」との回答が100％となっており、「体験プログラムや展示といったサービス

の質」に係る設問に関して「Ａ．十分満足」及び「Ｂ．概ね満足」との回答が95％

となっており、「広報」に係る設問に関して「Ａ．十分満足」及び「Ｂ．概ね満

足」との回答が84％となっていた。 

 

○ 民間事業者による創意工夫等について〔詳細は参考資料２〕 

・ 県事業所管課及びＳＰＣへのアンケートにおいて、民間事業者による創意工夫に

相当すると考えられるものを抽出するために設けた２つの設問、①要求水準を上回

る提案・取組み、②ＰＦＩにおけるメリット・成果については、次のとおり回答さ

れた。 

 

①要求水準を上回る提案・取組み 

   

 

 

 

  

 

 

   ②ＰＦＩにおけるメリット・成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・  民間事業者の創意工夫等の状況について、県事業所管課へヒアリングを行った

ところ、次のとおりの結果であった。 

 

 

【県】 

 なし 

【ＳＰＣ】 

 要求水準書にあるものについては上乗せを行っており、要求水準書にないもの

は独自の取組も行っている。 

【県】 

民間ならではのノウハウを活かして、利用者へのサービスを提供しており、好

評であるとの意見を多数得ている。入館者数も当初目標を大幅に上回っており、

ＳＰＣの努力が成果となって現れている。 

【ＳＰＣ】 

 良い意味において行政と直接的に連携をしながら事業が進められ、営業面、近

隣との共生、環境維持、リスク管理等、民間単独で進めるよりも話が進めやすい

ケースがある。 
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    水族館と体験学習施設とをつなぐ通路で、体験学習プログラムの様子や展示物が

通行者の目に止まるように工夫して、水族館から体験学習施設への利用者の流入を

効果的に誘引している。 

    また、体験学習施設における一部のプログラムでは、活動の場を水族館に移して

実施することにより、水族館の特徴を取り入れた満足度の高いプログラムとなるよ

う工夫がされている。 

 体験学習施設におけるプログラムの中には、参加者の宿泊や調理といった内容を

伴い、安全面及び衛生面等において事業実施者として重要な責任や対応が求められ

るものもあるが、民間事業者のノウハウ及び柔軟で機動的な組織体制を活用するこ

とにより安定して対応できている。 

 東日本大震災後、いち早く照明のＬＥＤ化や仮設発電機の導入に取り組み、節電

等の実績をつくったことなどから、意思決定のスピードが公共と比較して速く、環

境の変化に合わせた機動的な対応がされていると考えられる。 

 

・ 設計、建設及び維持管理（運営）まで一括して発注するＰＦＩの特徴を視点に置

き、提案審査講評等から、落札者の提案内容のうち評価されていた主なものを抽出

したところ、次のとおりであった。 

 

 「運営業務」に係る評価項目において、ハンズ・オン方式などに係る提案が評価

されている。特に体験学習施設については、磯の生物観察会などフィールドでの体

験学習プログラムや、地元団体・ボランティア・教育機関・研究機関等の関係者と

の多様な連携に係る提案が運営力を高めると評価されていた。 

 「施設計画」に係る評価項目において、細長い形状で高さ制限も厳しいという敷

地条件があるなかで、施設全体を改築し集約したことが評価されており、施設の集

約化で生じる空地をまとめて配置することによる公園・緑地機能の確保及び地盤面

の高さを国道面に合わせたことによる来館者や公園利用者の動線・視線の確保につ

いて、施設全体の魅力を向上させる工夫として評価されていた。 

 

■ 金利の改定等によるＶＦＭへの影響の試算について 

  事業者選定時の客観的評価において算出したＶＦＭが、金利の改定等を反映した現状

においても一定程度確保されていることが確認された。〔詳細は参考資料３〕 

 

■ 財政支出の平準化について 

金利の改定等によるＶＦＭへの影響の試算結果を利用して、事業期間における想定条

件下での財政支出の見込みを推定することで、次のとおりグラフにより視覚的に把握さ
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れた。〔詳細は参考資料４〕 海洋総合文化ゾーン体験学習施設等　 財政支出の平準化
050,000100,000150,000200,000250,000300,000
H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 H32 H34 H36 H38 H40 H42 H44 年度

金額（千円） ＰＳＣ支出額ＰＦＩ支出額
 

 

■ 検証結果に対する考察 

 

本事業は、ＢＯＯ方式として独立採算を主体とするジョイントベンチャー型とする水族

館、マリンランド及び海の動物園と、ＢＴＯ方式として県からサービス購入料が支払われ

る体験学習施設から成っているが、本検証の対象は県がサービス購入料を支払う体験学習

施設とする。 

 

○ サービス水準の向上について 

  本事業については、維持管理業務のほか県民に直接サービスを提供する運営業務を事

業範囲としている。 

まず、維持管理業務の領域に関して、県は特定事業選定時において、「体験学習施設

の設計、建設、維持管理及び運営に係る業務を民間事業者に一括して委託することによ

り、施設等の効率的・機能的な維持管理・運営を行うことができる」と示していた。 

この点に関して、これまで業務不履行及びサービス購入料の減額がなく、業務不履行

まで至らない水準の課題についても、日常的な相互の連絡・協議等を利用して対応を図

っていること、施設利用者へのアンケート結果において概ね高い満足度が得られている

こと、及び以下で述べるとおりＶＦＭの確保が引き続き確認されていることを踏まえる

と、一定程度の効果が現れていると考えられる。 

次に、県民に直接サービスを提供する運営業務の領域に関して、県は特定事業選定時

において、「体験学習施設の運営に民間事業者が有する専門的な知識やノウハウを活用

することにより、利用者のニーズに対応した良質で多様なサービスを柔軟に提供するこ

とができる」と示していた。この領域こそが、ＰＦＩにおける最大の特徴というべき民

間事業者による創意工夫の発揮を強く期待できる領域であり、ひいては公共サービス水
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準の向上と密接に関連するものである。 

この点に関して検証結果を振り返ると、来館者を対象としたアンケートにおいて、

「接客態度・応対」及び「体験プログラムや展示といったサービスの質」に係る設問に

関する満足度は高い結果となっていた。また、県事業所管課へのヒアリング結果では、

水族館との相互連携や調理を伴う体験学習プログラム等が、創意工夫の状況またはＰＦ

Ｉによる特徴として挙げられた。さらに、提案審査講評等では、触れて体感させる展示

方式や、磯での生物観察会といったフィールドにおける体験学習プログラムといった落

札者の提案が評価されていた。こうしたことから、運営業務の領域において、多様で柔

軟なサービスの提供に向けた創意工夫が幾つか発揮されていると考えられる。 

以上を踏まえると、民間事業者による創意工夫等については、若干物足りなさを感じ

るところではあるが、体験学習施設の延床面積が約980㎡しかなく、限られたスペース

の中で展示や体験学習プログラムを実施する必要があることを考慮すると、創意工夫を

発揮するにも一定の限界はあると考えられるため、絶対評価の視点であるということを

前提に、公共サービス水準の向上について総体的にみた場合には、一定程度の効果が現

れていると整理することとする。 

 

○ 金利の改定等によるＶＦＭへの影響の試算結果について 

ＰＦＩ法に基づく事業者選定時の客観的評価において算出されたＶＦＭの数値につ

き、その後の金利の改定等が当該計算値に及ぼした影響を試算した結果、現状において

も引き続きＶＦＭは一定程度確保されていることが確認された。 

 

○ 財政支出の平準化について 

施設整備に係る初期投資部分について、国庫補助金が充当される部分を除けば、県が

直接事業を実施する場合と比較して財政支出の平準化の効果が現れていると考えられ

る。一方、維持管理期間においては、大規模な修繕等を実施する年度で支出が突出する

こととなるため、財政支出の平準化の効果は認められない。 

したがって、県が直接事業を実施する場合と比較した場合、財政支出の平準化の効果

は非常に限定的なものと考えられる。 
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（５）寒川浄水場排水処理施設特定事業 

■ 事業の目的 

本事業は「安定給水の確保」の一環として、運転開始から 28年が経過し老朽化が進

んでいた寒川浄水場排水処理施設における脱水施設の更新等を行うものである。 

また、施設の更新に当たっては、循環型社会の実現の観点から、脱水処理に伴い発生

する脱水ケーキの減量化と再生利用の促進に対応する施設整備が必要となる。 

なお、寒川浄水場では、現在脱水ケーキをセメント原料として再生利用していたが、

経済状況の変化や海外企業の進出により国内セメント原料の需要が大きく変動した場合

の影響は大きく、安定的な浄水場運営のために多面的な脱水ケーキの再生利用が必要と

なっている。 

本事業は、このような状況に対応するため、旧第１浄水場跡地に脱水ケーキの減量化

と多面的な再生利用が可能となる新たな脱水施設等の整備及び既存の濃縮施設と合わせ

た維持管理・運営を実施する。 

 

■ 事業概要 １ 事業期間 平成15年12月19日～平成38年3月31日  運営開始日  ：平成18年4月1日  設計・建設期間：平成15年12月～平成18年3月  維持管理・運営期間：平成18年4月～平成38年3月（20年間） ２ 施設概要 所在地：高座郡寒川町宮山4058-6他（企業庁寒川浄水場内） 対象施設：脱水施設（建設、維持管理・運営）      濃縮施設（維持管理・運営） 敷地面積：脱水施設(新設施設建設用地) 約11,600㎡ 濃縮施設 約12,000㎡ 延床面積：脱水機棟 約3,200㎡、ケーキヤード棟 約2,400㎡ ３ 事業費概要  （単位：千円） 債務負担行為額：20,646,000 契約ベース 施設整備費 5,839,727（元金）に割賦金利を乗じた額 維持管理・運営費 288,860（H18）（翌年度以降は改定率を乗じた額） ４ 事業方式・事業形態 ＢＴＯ方式 サービス購入型 ５ 事業範囲 ① 新設施設の設計及び建設等業務 ※その他新設施設及び濃縮施設の維持管理・運営のため、新設施設の運営開始前に必要な工事等を含む ② 新設施設及び濃縮施設の維持管理・運営業務 
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※清掃、保守管理（点検、保守、修理、交換、改良その他一切の管理業務）の他、修繕及び機器更新を含む ③ 脱水ケーキの再生利用業務 ④ 上澄水の返送業務 ６ 事業者選定方法等 応募企業(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)数 総合評価一般競争入札（PFI事業者選定審査会） 応募企業(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)数：３ ７ 契約・締結相手方 契約締結(成立)年月日 寒川ウォーターサービス（株）［月島機械㈱］ 特定事業契約（H15.12.19締結） ８ 当初の基準金利 スプレッド 金利計 基準金利：1.509％（引渡日の2営業日前の６ヶ月LIBORﾍﾞｰｽ5年物（円-円）金利ｽﾜｯﾌﾟﾚｰﾄ） スプレッド：1.55％ 金利計：3.059％（当初５年間） 
 

■ 公共サービス水準の向上について 

○ 公共サービス水準（要求水準）の達成 

・ 県事業所管課へのアンケート結果において、モニタリングの実施結果によるペナ

ルティポイントの付与及びサービス購入料の減額はなかったと回答された。 

 ・ 県からの改善要求等により業務不履行に至る手前で課題を解決した事例を探るた

めに実施した、近年のモニタリング結果の調査においても、業務不履行及びサービ

ス購入料の減額はなかったことが確認された。なお、計画停電に伴う運営業務への

影響について、ＳＰＣから対応の報告がされ、協議した事例があった。 

  

○ 民間事業者による創意工夫等について〔詳細は参考資料２〕 

・ 県事業所管課及びＳＰＣへのアンケートにおいて、民間事業者による創意工夫に

相当すると考えられるものを抽出するために設けた２つの設問、①要求水準を上回

る提案・取組み、②ＰＦＩにおけるメリット・成果については、次のとおり回答さ

れた。 

 

①要求水準を上回る提案・取組み 

   

 

 

 

  

 

【県】 

 なし 

【ＳＰＣ】 

脱水ケーキの再生利用に関し、業務要求水準書で想定されていないスキームと

して、変動費＋固定費という建付けをすることで業務の安定化を図った。 
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   ②ＰＦＩにおけるメリット・成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・  民間事業者の創意工夫等の状況について、県事業所管課へヒアリングを行った

ところ、次のとおりの結果であった。 

 

 脱水ケーキの再生利用に関して、短時間型脱水機の活用により、従来と比較し

て薄いケーキを形成することが可能となり、乾燥による含水率の低下と併せてケ

ーキの高品質化及び有効利用につながった。 

 脱水ケーキの高品質化が実現できたことにより、従来専らセメント用としての

用途に限られていたケーキが園芸用にも利用できるようになり、販路の拡大につ

ながった。 

 また、ＳＰＣ内部に脱水ケーキの販売営業に専従する担当者を配置して、販路

拡大の推進体制を整えている 

 

・ 設計、建設及び維持管理（運営）まで一括して発注するＰＦＩの特徴を視点に置

き、提案審査講評等から、落札者の提案内容のうち評価されていた主なものを抽出

したところ、次のとおりであった。 

 

「設計・建設及び施設能力及び排水処理業務」に関する評価項目において、汚泥

を濃縮槽でも受け入れられるように施設を改造することで濃縮施設の容量の増大を

図ったこと、短時間型脱水機の採用により汚泥受入負荷の平準化を図ったこと、濾

過濃縮機の導入により汚泥濃度の変動に対応できるよう工夫されたこと、将来スペ

ースを設けて設備更新の利便性向上を図ったこと等が評価されていた。 

脱水ケーキの再生利用に関する評価項目において、造粒機を設置することにより、

脱水ケーキの利用目的に合わせて粒度等の品質をきめ細かに調整できるようにした

ことや、従来のセメント原料に加え、グラウンド用土及び園芸用土と複数の用途を

確保したことにより、再生利用の市場変動への対応を図ったこと等が評価されてい

た。 

【県】 

 ＰＦＩ事業が始まる前は、浄水発生土をセメント原料のみの処理としていた

が、事業開始以降は、セメント原料のほか、園芸用土、グラウンド用土への有効

活用としての幅が拡大された。 

【ＳＰＣ】 

価格以外の評価による利益創出機会の増加、長期契約、性能発注による創意工

夫の余地により、提案内容が優れていれば価格の差を逆転できる。 
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■ 金利の改定等によるＶＦＭへの影響の試算について 

 事業者選定時の客観的評価において算出したＶＦＭが、金利の改定等を反映した現状

においても一定程度確保されていることが確認された。〔詳細は参考資料３〕 

 

■ 財政支出の平準化について 

  金利の改定等によるＶＦＭへの影響の試算結果を利用して、事業期間における想定条

件下での財政支出の見込みを推定することで、次のとおりグラフにより視覚的に把握さ

れた。〔詳細は参考資料４〕 寒川浄水場排水処理施設　　財政支出の平準化
0400,000800,0001,200,0001,600,0002,000,000
H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 H32 H34 H36 年度

金額（千円） ＰＳＣ支出額ＰＦＩ支出額

 
 

■ 検証結果に対する考察 

 

○ サービス水準の向上について 

  本事業は、排水処理施設の維持管理業務に加え運営業務まで事業範囲としているが、

プラント系施設であり施設内に直接サービスの提供を受ける利用者がいないこと、及び

水道事業における浄水工程の一部を担う極めて重要な施設であるため、事業の裁量範囲

が狭い性質があることから、サービス水準の向上について検証するにはなじまない側面

があるが、以下のとおり可能な範囲で考察した。 

まず、維持管理業務の領域に関して、県は特定事業選定時において、「設計、建設、

維持管理・運営、脱水ケーキの再生利用及び上澄水の返送業務を民間事業者が一括して

受託することにより、効率的で機能的な施設運営を期待することができる。」と示して

いた。 

この点に関して、これまで業務不履行及びサービス購入料の減額がなく、業務不履行

まで至らない水準の課題についても、日常的な相互の連絡・協議等を利用して対応を図

っていること、及び以下で述べるとおりＶＦＭの確保が引き続き確認されていることを
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踏まえると、サービス水準の向上について一定条件の下でみた場合には、一定程度の効

果が現れていると考えられる。 

次に、脱水ケーキの再生利用業務に関して、県は特定事業選定時において、「民間事

業者のマーケット対応力の発揮により、市場の動向に合わせた長期に安定した脱水ケー

キの再生利用の実現が期待される」と示していた。また、落札者決定基準においては、

「提案審査に当たっては、特に長期間にわたり安定的に脱水ケーキを再生利用していく

ための創意工夫について評価したい」と示していた。こうした記述から、本事業におい

ては特にこの領域が、民間事業者による創意工夫の発揮を強く期待していた領域であっ

たと考えられる。 

  この点に関して検証結果を振り返ると、県事業所管課へのアンケート結果、ヒアリン

グ結果、及び提案審査講評等で評価されていた共通の取組みとして、従来の脱水ケーキ

再生利用用途であったセメント原料のほか、園芸用土及びグラウンド用土への有効活用

により用途の幅を拡大し、市場変動への対応を図ったことが挙げられており、県が期待

した民間事業者の創意工夫やノウハウがまさに発揮されたものと考えられる。 

  以上を踏まえると、絶対評価の視点であるということを前提としつつ、限定的ではあ

るが予め期待していた脱水ケーキの再生利用業務における創意工夫の発揮を重視して評

価すれば、公共サービス水準の向上について総体的にみた場合に、一定程度の効果が現

れていると整理することとする。 

 

○ 金利の改定等によるＶＦＭへの影響の試算結果について 

ＰＦＩ法に基づく事業者選定時の客観的評価において算出されたＶＦＭの数値につ

き、その後の金利の改定等が当該計算値に及ぼした影響を試算した結果、現状において

も引き続きＶＦＭは一定程度確保されていることが確認された。 

 

○ 財政支出の平準化について 

施設整備に係る初期投資部分について、県が直接事業を実施する場合と比較して財政

支出の平準化の効果が現れていると考えられる。一方、維持管理期間においては、大規

模な修繕等を実施する年度で支出が突出することとなるため、財政支出の平準化の効果

は認められない。 
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（６）花と緑のふれあいセンター特定事業 

■ 事業の目的 

花と緑のふれあい拠点の核となる施設として、観賞植物等の収集及び展示並びに野

菜・果樹等の栽培状況等の展示を行うことにより、県民が花き園芸その他の農業に親し

み、それらの大切さを理解し、及び花や緑を暮らしの中に取り入れるための情報を得る

場を提供するために整備する。また、周辺の農業空間と連携して、都市の住民との交流

による農業振興の拠点として機能することを目指して、維持管理・運営を行う。 

 

■ 事業概要 １ 事業期間 平成19年3月13日～平成42年3月31日  開所     ：平成22年3月1日  設計・建設期間：平成19年3月～平成22年2月  維持管理・運営期間：平成22年3月～平成42年3月(20年１ヶ月) ２ 施設概要 所在地：平塚市寺田縄496-1 敷地面積：91,980㎡ 施設概要：建物部分（めぐみの研究棟3棟 木造平屋  延床面積2,448.29㎡ 他）      造園部分（フラワーゾーン、アグリゾーン、温室） ３ 事業費概要  （単位：千円） 債務負担行為額：7,509,878 契約ベース 除却・施設整備費 2,792,339（元金）に割賦金利を乗じた額 維持管理・運営費 19,558（H21）           238,069（H22）  （翌年度以降は改定率を乗じた額） ４ 事業方式・事業形態 ＢＴＯ方式 サービス購入型(ただし、サービスの対価から利用料金等収入見込額を差し引く) ５ 事業範囲 ① 設計業務 ② 除却・建設業務 ③ 什器・備品等整備業務 ④ 施設及び什器・備品等の県への所有権移転及び割賦販売業務 ⑤ 運営業務 (ｱ)展示事業 ・花き栽培展示事業、展示会事業、開発品種等展示事業 (ｲ)体験学習事業 

左記の額から利用料金等収入見込額を差し引いた額が県の支払額 
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・気づき体験事業(農業体験学習)、農作物栽培展示事業、園芸教室、農業講座事業 (ｳ)情報提供事業 ・農業・園芸等情報提供事業、農業・園芸相談事業 (ｴ) イベント事業 (ｵ) 県民参加事業 (ｶ) サービス事業(レストラン事業、売店事業) ⑥ 維持管理業務 ⑦ 修繕更新業務 ６ 事業者選定方法等 応募企業(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)数 総合評価一般競争入札（PFI事業者選定審査会） 応募企業(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)数：２ ７ 契約・締結相手方 契約締結(成立)年月日 ㈱かながわ GAパートナーズ ［㈱グリーンアンドアーツ］ 特定事業契約（H19.3.13） ８ 当初の基準金利 スプレッド  金利計 基準金利：1.945％（H21.7.1 ６ヶ月 LIBOR ﾍﾞｰｽ 20 年物（円-円） 金利ｽﾜｯﾌﾟﾚｰﾄ） スプレッド：1.070％   金利計：3.015％ 
 

■ 公共サービス水準の向上について 

○ 公共サービス水準（要求水準）の達成 

・ 県事業所管課へのアンケート結果において、モニタリングの実施結果によるペナ

ルティポイントの付与及びサービス購入料の減額はなかったと回答された。 

 ・ 県からの改善要求等により業務不履行に至る手前で課題を解決した事例を探るた

めに実施した、近年のモニタリング結果の調査においても、業務不履行及びサービ

ス購入料の減額はなかったことが確認された。なお、要求水準の未達成に至ってい

ると判断されていないが、入園者数の低迷に関して、県から入園者数の増加につな

がる対応策を検討するよう要望した事例があった。 

 

○ 施設利用者の満足度 

施設利用者へのアンケート結果において、施設利用者の満足度は次のとおり示され

ていた。〔詳細は参考資料１〕 

・ 入園者を対象としたアンケート（５段階評価）では、「施設・設備の満足度」に

係る設問に関して「とても良い（５）」から「普通（３）」との回答が99％となっ

ていた。 

・ また、「植栽」に係る設問に関して「とても良い(５)」から「普通(３)」との回
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答が95％となったほか、「接客対応」、「花菜スクール（体験教室）」、「展示

会」、及び「イベント」に係る設問に関しては「とても良い（５）」から「普通

（３）」との回答が98％又は99％となっていた。また、独立採算事業であるショッ

プ及びレストランに関して、「とても良い(５)」から「普通(３)」との回答が90％

を超えていた。 

 

○ 民間事業者による創意工夫等について〔詳細は参考資料２〕 

・ 県事業所管課及びＳＰＣへのアンケートにおいて、民間事業者による創意工夫に

相当すると考えられるものを抽出するために設けた２つの設問、①要求水準を上回

る提案・取組み、②ＰＦＩにおけるメリット・成果については、次のとおり回答さ

れた。 

 

①要求水準を上回る提案・取組み 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

   ②ＰＦＩにおけるメリット・成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

・  民間事業者の創意工夫等の状況について、県事業所管課へヒアリングを行った

ところ、次のとおりの結果であった。 

 

 

【県】 

 展示会事業、園芸教室・農業講座事業について、業務要求水準を超える回数を

実施した。独自事業として花菜ガイドの設置運営と園芸福祉講座の開講を提案 

【ＳＰＣ】 

独自事業の企画として、著名な文化人を取り上げ、その世界観を取り入れた施

設を設計。また、独自の事業として、会員制のクラブ運営や福祉に関連した講座

の展開を提案。 

【県】 

 県農業の理解・促進、園芸文化の普及などの公的な役割を基礎に、事業者の一

貫したコンセプトによる植栽、体験学習、講座、レストラン・売店、イベント等

の総括的な長期運営により、利用者ニーズを取り込みながら、テーマ性のある事

業展開ができ、県民に楽しんで学んでもらえる施設となっている。 

【ＳＰＣ】 

 なし  
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 花菜ガイドによる園内ガイド活動の実施により、県民参加を支える仕組みにつ

いて、参加者のやりがい及び主体性の醸成を図っている。また、サポーターミー

ティングの開催、園芸教室や農業農座におけるサポーターの優先受講措置など、

サポーターのスキルアップや意欲の向上を図っている。県民参加事業において、

参加者の満足度を高める仕組みが用意されている。 

 体験学習プログラムである気づき体験事業において、オーダーメイドシステム

を取り入れることにより、利用者ニーズを反映させる工夫を行っている。 

 バラの品種改良の歴史に沿った展示や、著名なガーデナーが手がけた見本園

（スペシャルショーガーデン）の展示により、利用者の興味をひく展示等を行う

とともに、施設内のエリアに独創性に富んだネーミングをすることにより、来園

者が親しみを感じやすくなるような工夫をしている。 

 年度途中でも各種事業の企画内容等を臨機応変に変更することができる。 

 

 

・ 設計、建設及び維持管理（運営）まで一括して発注するＰＦＩの特徴を視点に置

き、提案審査講評等から、落札者の提案内容のうち評価されていた主なものを抽出

したところ、次のとおりであった。 

 

「来園者をひきつける魅力・集客力」に関する評価項目のうち、植栽計画につ

いては、ガーデナーのシンボルとしてチェコ出身のカレルチャペック氏を取り上

げ、園内にその家と庭を再現するなどしてキャラクター化を図る提案が評価され

ていた。 

「学習・情報提供のための工夫」に関する評価項目のうち、植栽における学習

のための工夫について、品種改良の歴史展示を意図したバラ園を観賞園路沿いに

秩序立てて配置する提案や、子どもサイズの家や畑を配置するキッズビレッジに

係る提案が評価されていた。 

  

■ 金利の改定等によるＶＦＭへの影響の試算について 

 事業者選定時の客観的評価において算出したＶＦＭが、金利の改定等を反映した現状

においても一定程度確保されていることが確認された。〔詳細は参考資料３〕 

 

■ 財政支出の平準化 

金利の改定等によるＶＦＭへの影響の試算結果を利用して、事業期間における想定条

件下での財政支出の見込みを推定することで、次のとおりグラフにより視覚的に把握さ
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れた。〔詳細は参考資料４〕 

花と緑のふれあいセンター　　財政支出の平準化

0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000

H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 年度

金額（千円） ＰＳＣ支出額ＰＦＩ支出額

 
 

■ 評価結果に対する考察 

 

○ サービス水準の向上について 

本事業については、維持管理業務のほか県民に直接サービスを提供する運営業務を事

業範囲としている。 

まず、維持管理業務の領域に関して、県は特定事業選定時において、「設計・建設、

維持管理・運営業務を民間事業者が一括して受託することにより、効率的で機能的な施

設運営を期待することができる」と示していた。 

この点に関して、これまで業務不履行及びサービス購入料の減額がなかったこと、施

設利用者へのアンケート結果において概ね高い満足度が得られていること、及び以下で

述べるとおりＶＦＭの確保が引き続き確認されていることを踏まえると、サービス水準

の向上について一定程度の効果が現れていると考えられる。 

次に、県民に直接サービスを提供する運営業務の領域に関して、県は特定事業選定時

において、「施設運営に民間事業者が有する専門的な知識やノウハウを活用することに

より、利用者のニーズに対応した良質で多様なサービスを柔軟に提供することができ

る。集客戦略に民間事業者が有する専門的な知識やノウハウを活用することにより、よ

り多くの集客を図り、都市住民と農業との交流機能を高めることができる」と示してい

た。この領域こそが、民間事業者による創意工夫の発揮を強く期待できる領域であり、

ひいては公共サービス水準の向上と密接に関連するものである。 

  この点に関して検証結果を振り返ると、来園者を対象としたアンケートにおいて、

「接客対応」、「花菜スクール（体験教室）」、「展示会」及び「イベント」に係る設
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問に関する満足度は高い結果となっていた。 

また、県事業所管課へのヒアリング結果では、県民参加を支えつつ参加者の満足度を

高める仕組みとして一定の利用者（サポーター）による園内ガイド活動を実施する独自

事業、体験学習プログラムにおいてオーダーメイドシステムを取り入れることにより利

用者ニーズを反映させる工夫、品種改良の歴史に沿ったバラの展示などにより利用者の

興味をひく展示、及び施設内のエリアに独創性に富んだネーミングをする取組みについ

て、創意工夫の状況またはＰＦＩによる特徴として挙げられていた。 

さらに、提案審査講評等では、ガーデナーのシンボルとしてチェコ出身のカレルチャ

ペック氏を取り上げ園内にその家と庭を再現するなどしてキャラクター化を図る提案、

及び子どもサイズの家や畑を配置するキッズビレッジに係る提案が評価されていた。 

こうしたことに鑑みると、運営業務の領域において、利用者のニーズに対応した多様

なサービスの提供を図るとともに、利用者の興味を引くことにより集客を図る創意工夫

が幾つか発揮されていると考えられる。 

しかし、利用料金制度を導入し、需要リスクを原則として民間事業者に移転した本事

業の特徴を踏まえて、平成22年３月の開園から平成23年２月末までの１年間の入園者数

が約14万6,000人で計画と比べて42.3％となっていることや民間事業者（ＳＰＣ）の損

益計算書に鑑みると、今後の経営が懸念されるところである。 

また、前述したような民間事業者による創意工夫が施設経営の実績につながっている

かというと、現時点では肯定できる状況ではない。施設の立地条件や天候に左右されや

すい特性など、民間事業者の努力だけではどうにもならない部分があるとしても、これ

まで以上に創意工夫を発揮し、より魅力的なサービスを展開することにより、引き続き

入園者の増加に取り組まなければならない経営状況にあることは論を待たない。 

以上を踏まえると、民間事業者による創意工夫の発揮等については幾つか認められる

ものの、それらが本事業で期待していた集客に寄与しているとは現時点で認められず、

その意味では現時点において明確な公共サービス水準の向上はみられないといわざるを

得ない。 

しかし、あくまで効率的・機能的な施設運営という側面に限れば、他のＰＦＩ事業と

同様に一定程度の効果が現れていると考えられる。 

また、民間事業者の経営状況が更に悪化して、継続的な事業の実施が確保されなくな

った場合には、公共サービスの中断という事態に陥り、期待していた効果が明確に覆さ

れてしまうことから、今後の施設運営においては、こうした点に留意して、民間事業者

が更にノウハウを発揮することで集客につなげることが強く求められる。 

なお、具体的な対応としては、経営状況の確認を踏まえて、早期に関係者で協議を行

うなど対応策について継続的に検討していくことなどが考えられる。 
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○ 金利の改定等によるＶＦＭへの影響の試算結果について 

ＰＦＩ法に基づく事業者選定時の客観的評価において算出されたＶＦＭの数値につ

き、その後の金利の改定等が当該計算値に及ぼした影響を試算した結果、現状において

も引き続きＶＦＭは一定程度確保されていることが確認された。 

 

○ 財政支出の平準化について 

施設整備に係る初期投資部分について、県が直接事業を実施する場合と比較して財政

支出の平準化の効果が現れていると考えられる。一方、維持管理期間においては、大規

模な修繕等を実施する年度で支出が突出することとなるため、財政支出の平準化の効果

は認められない。 
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６ 検証結果の総括 

 

  神奈川県におけるＰＦＩは、冒頭の背景及び特徴で振り返ったとおり、当初の中心的

な目的は、厳しい財政状況のなかで、行政改革に向けた取組みの一環として活用するこ

とにあったと推察される。そのため、初期の事業においては、事業コストを削減しつつ、

建設年次における財政支出を繰り延べて平準化することが優先されたため、公共サービ

ス水準の向上を図る特筆すべき取組みが生まれにくかったものと考えられる。近代美術

館特定事業までの３事業において、民間事業者のノウハウの活用を最も期待できる運営

業務が事業範囲に含まれず、設計・建設から維持管理までを事業範囲とするＰＦＩとな

ったのも、こうした背景があったからではないかと思慮される。 

  こうした神奈川県におけるＰＦＩの特徴を踏まえると、本検証の対象としたＰＦＩ活

用による効果等については、以下のとおり検証結果を総括できる。 

  

（１）公共サービス水準の向上について 

○ 施設整備及び施設の維持管理についてみると、民間事業者に長期間一括して委ね

る形とすることにより、施設の利用環境は良好に保たれており、また、施設整備及

び維持管理の効率性も保たれているため、効率的で機能的な施設の整備及び管理と

いう面で一定程度の効果が現れていると考えられる。 

しかし、特に運営業務において期待される民間事業者の創意工夫やノウハウの発

揮という面では、事業範囲に運営業務を含む事業においてごく限定的に捉えられた

ものを除き、本検証で把握できる範囲内では特筆すべき事例は見当たらなかった。 

○ この点について、保健福祉大学外５つの施設のうち、花と緑のふれあいセンター

及び海洋総合文化ゾーン体験学習施設は、県民に直接サービスを提供する運営業務

を事業範囲に含むものであるが、新規に整備された施設であり従前との比較ができ

ないことから、目に見える形として公共サービス水準の向上につながっている民間

事業者の創意工夫を捉えることが困難であり、また従前との比較以外にこれをはか

る客観的な物差しが見当たらないことから、本検証の限界として認めざるを得ない

ところである。 

○ とはいえ、民間事業者の創意工夫がより一層発揮されるのは、運営業務が含まれ

た事業であることは異論がないところであり、こうした事業では、利用者のニーズ

を把握し満足度を高めるような民間事業者の経営上のノウハウや技術能力を活用す

ることにより、公共サービス水準の向上をより期待できる。 

ただし、運営業務を含めた事業の検討にあたっては、次の事項への留意が必要で

ある。 
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  ・ 花と緑のふれあいセンターのように利用料金制度を導入し、需要リスクを原

則、民間事業者に移転する難易度の高い事業については、当該事業の課題等を

踏まえてより慎重に検討すること 

    ・ 保健福祉大学外５事業の事業者選定に至る過程をみると、時系列に沿って対

話の機会の充実が図られているが、先行事例を踏まえ、引き続き民間事業者と

の対話等の機会を十分に確保すること 

・ 民間事業者により多くのリスクを移転する場合などを中心に、必要に応じて

導入可能性調査など早期の段階で、庁内外の関係者を含めたリスクの把握と分

担に関する詳細な検討手続きの導入を検討すること 

・ インセンティブを組み込むことでサービス水準の向上がより期待できる場合

には、地方独立行政法人神奈川県立病院機構によるがんセンター特定事業にお

けるボーナスポイント

2
のような仕組みの導入を検討することも有効であるこ

と 

・ 事業の特性を踏まえて、事業者選定時における提案部分と価格部分の配点を

設定すること 

○ また、庁内における導入検討の初期段階から、民間活力の活用によって期待した

い効果・ノウハウは何であるか等の検討を深めておくことは、業務要求水準書の作

成等、その後の事業スキームの練り上げ作業や民間事業者との対話につながってい

くので、より一層明確に整理しておくことが有効である。 

○ さらに、長期にわたって公共サービスを提供するＰＦＩでは、継続的かつ安定的

に公共サービス水準の向上が図られていることを確認する必要があることから、そ

れぞれの事業の特性に応じて、モニタリングに加え、何らかの形でこれを定期的に

確認する仕組みを取り入れることが有効と考えられる。 

 

（２）金利の改定等によるＶＦＭへの影響の試算について 

○ 事業者選定時の客観的評価におけるＶＦＭをベースとして、これに金利改定等の

影響を反映させて試算したところ、現状においても引き続きＶＦＭは一定程度確保

されていることが確認された。なお、近年では公共工事のコスト縮減が図られてき

ている状況もあり、ＶＦＭの算出のあり方については、今後、県が研究を深めてい

くことを期待したい。 

○ 施設整備に係る資金調達について、事業者選定時における客観的評価では、県が

                         2 がんセンター特定事業契約書によれば、モニタリングの結果、要求水準を超えた優れた業務運営などの評価視点に基づき、患者満足度調査等のアンケート結果や現場スタッフからの推薦等の内容を基に、評価することを決定した場合にボーナスポイントを付与するものとされている。付与されたボーナスポイントは１年間累積され、事業者からの申出に従ってモニタリングにより課されたペナルティポイントと相殺することができるとされている。 
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直接事業を実施する場合に想定される起債の利率と、ＰＦＩにより民間事業者が資

金調達する場合に想定した金利を比較すると、全ての特定事業において後者の方が

高くなっていた

3
。また、金利の改定等による影響の試算結果でも、この現象は同

様に現れた。 

資金調達における金利の差を考慮すると、建設後、所有権が移転するＢＴＯ方式

を採用する場合に、事業によっては起債を併用することで、更に事業コストの削減

を図ることもできるのではないかと考えられる。保健福祉大学外５事業は全て民間

事業者が資金調達を行っているが、今後は、このことも念頭において検討していく

ことが必要である。 

 

（３）財政支出の平準化 

○ 「ＰＦＩ活用指針」において期待していた建設年次における財政支出の抑制効果

は、６事業全てで発揮されており、その意味では財政支出の平準化の効果が現れて

いた。 

○ 事業期間全体を通して財政支出の平準化効果を求めるかどうかは、財政状況等を

踏まえて神奈川県が判断していくべき事項であることから、特段の意見は述べない

が、大規模な修繕費に関して平準化の観点からみた場合、例えば、事業期間によっ

ても異なるが、予防保全的な修繕の考え方を取り入れ、ある年度に突出した費用が

発生しないようにしていくことも、一案ではないかと考えられる。 

○ また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく「健全化判断比率」に

おける神奈川県の実質公債費比率及び将来負担比率(平成22年度決算)をみてみると、 

・実質公債費比率は9.9％（基準⇒早期健全化基準25％、財政再生基準35％） 

・将来負担比率は193.1％（基準⇒早期健全化基準400％） 

 となっており、基準との比較では特段の問題があるとは考えられない状況であるが、

ＰＦＩは財政支出の平準化が図れる一方、債務負担行為を設定することにより財政

硬直化の一因ともなるので、このことにも留意していくことが必要である。 

                         3
 例えば保健福祉大学特定事業では、県が直接事業を実施する場合に想定される起債の利率が4.01％であることに対して、ＰＦＩにより民間事業者が資金調達する場合に想定した金利はスプレッドを合わせて5.78％であった。 
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７ 今後のＰＦＩ活用に向けて 

 

（１）課題認識等 

ＰＦＩ活用による効果の検証に加えて、県事業所管課及びＳＰＣへのアンケート結果

から、神奈川県におけるＰＦＩを取り巻く課題認識等について把握することを試みたと

ころ、主に以下のような点が課題として認識されているのではないかと考えられた。 

 

課 題 項 目 アンケート結果のまとめ 

長期契約における課題 

（ＰＦＩが持つ硬直性） 

・ 長期契約であることから、環境の変化時の扱いに係る契約

上の規定について、改善の余地があるとして認識されてい

た。 

・ 既存の要求水準の履行は確保されても、民間事業者が得意

とする時代のニーズに合わせた新たな企画運営に取り組むに

は手続面などからハードルが高いと考えられていた。 

・ 長期にわたって支払うサービス購入料の改定について、改

定指標を実態にあった適切なものに見直すことができるよう

求める声があった。 

・ 大規模修繕の実施状況について、提案時の想定との乖離が

現れていることが認識されていた。 

モニタリングの改善 

・ モニタリングにあたり、客観的に評価しにくい項目があ

り、新たな指標の設定が必要と考えている事業があった。 

ノウハウの蓄積 

・ 民間事業者にはノウハウの蓄積を行うための工夫がみられ

るが、県には１事業を除き、そうした明確な工夫がみられな

かった。 

 

また、民間活力の活用を取り巻く近年の状況をみると、平成11年９月にＰＦＩ法が施

行されたのち、地方自治法の一部改正が平成15年に行われ、民間事業者など（指定管理

者）による公の施設の管理運営が可能になるとともに、平成18年５月には公共サービス

改革法が成立するなど、公民連携手法の選択の幅が広がっている。また、法に基づき新

設された制度ではないが、設計・建設及び維持管理運営まで一括して民間事業者に委ね

るが資金調達は公共が行うＤＢＯ方式や、定期借地権を活用した施設整備など、多様な

手法が全国的に活用されており、神奈川県においても、ＰＦＩのほか、リース方式によ

る小田原合同庁舎及び地球環境戦略研究機関研究施設や、市街地再開発事業による神奈

川芸術劇場の整備が行われている。 
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（２）今後に向けた提言 

以上のような課題認識等を踏まえて、神奈川県における今後のＰＦＩ活用に向けて、

以下のように提言する。 

 

■ 事業環境の変化等への対応 

・ 今後のＰＦＩの活用にあたっては、事業環境の変化等にも柔軟に対応できるよ

うな事業スキームの構築に向けた検討が必要であると考えられる。また、一方

で、民間事業者に対して、契約後にも何らかの競争原理を働かせることができな

いかどうかを視点に置き、更なる検討を深めることが有効と考えられる。 

    ＰＦＩは、長期間にわたって維持管理運営を民間事業者に委ねることにより、

効率的で機能的な施設運営が図られるメリットがある一方、契約のあり方によっ

ては硬直的となってしまいかねないことが課題である。 

この点について、国においても、事業環境変化への対応等が個別具体のプロセ

スごとの課題として位置づけられている。 

 

   ＊『ＰＦＩ推進委員会報告－真の意味の官民のパートナーシップ（官民連携）実現に向けて－』（平成19年11月、内閣府ＰＦＩ推進委員会） 「年月の経過により当初想定していた条件がかわることはありうることであり、その際、金融機関も含めて合意が形成されるような契約変更のあり方を整理する必要がある。」 「なお、英国では、一定の期間ごとにその時点におけるサービスの支払対価や支払方法あるいはサービスの要求水準と比較し、これらを変更できるような仕組み（ベンチマーキングテスト、マーケットテスティング）を構築し、契約規定とすることが推奨されて」いる。 ＊『ＰＦＩ事業契約に際しての諸問題に関する基本的考え方』（平成21年４月、内閣府） 「状況が変化した場合に具体的にどのように契約を変更していくのか、またどのように価格を決定していくのかという変更メカニズムの規定を充実させることが必要である。」 
  

上記の文献等を参考に、国や他団体の動向にも注視しつつ、事業環境の変化への

柔軟な対応方法や契約後の競争原理の発揮等について検討を重ねてもらいたい。 

 

 ■ モニタリングの更なる充実 

・ 公共サービス水準の最大化を図るため、事業や対象業務の内容及び性質に応じ

た最適なモニタリングが可能となるように、モニタリング手法の改善余地がある

かどうかを見直すとともに、今後のＰＦＩの活用に向けて、より効果的なインセ

ンティブを組み込んだモニタリングなど、民間事業者の創意工夫やノウハウをよ

り一層引き出せるような、積極的なモニタリングの実施について検討していくこ

とが有効であると考えられる。 

    モニタリングは、サービス購入料の支払等と連動させることで業務要求水準の達

成を確保する重要な仕組みである。すなわち、公共サービス水準の最大化を図るた

めには、適切なモニタリングが不可欠である。この点について、国においても様々

な留意点が指摘されている。 
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     ＊『ＰＦＩ事業契約に際しての諸問題に関する基本的考え方』（平成21年４月、内閣府）   「契約管理を実効的に行う観点からは、管理者等においても、契約管理を継続的に行う体制（スタッフ、組織、マニュアルの作成等）を確保していく必要がある。」      「モニタリングの手段として例えば管理者等による日報の閲覧があるが、必ずしも管理者等のモニタリングにとって有用な形に整理されておらず、しかも膨大な量の情報が含まれるため、管理者等によるモニタリングの手段として実効性に疑問があるなど、モニタリングのための有効なフォームが作成されていない場合がある。両者にとって効果的、効率的なモニタリングが行えるような形でレポートが作成されるよう、定期的な評価のための協議の場で、効率的、効果的にモニタリングを行うフォームを作成していくことが考えられる。ただし、この際は、フォームを作ること自体が目的ではなく、内容こそが重要であることについて留意すべきである。」      「選定事業者に緊張感を与えることにより、管理者等への報告の質を担保するため、定期的検査及び抜き打ち検査、ヘルプデスク、顧客満足度調査等の複合的な手法を組み合わせて質を維持することが必要である。報告内容に事実と異なる部分が発見された場合には、それ自体をペナルティの対象とすべきである。 ※ペナルティを考慮する際には、故意によるものと過失によるものに分け、前者については特に厳しいペナルティを課すべきである。」  
 

    こうしたことに加え、維持管理運営期間が長期間にわたることから、今後、大規

模な修繕や設備更新の発生が予想されるが、その際に事業所管課職員による従来の

モニタリングのみならず、例えば庁内の専門部署から技術面に関する協力・支援を

得ることなど、最適なモニタリングの実施について留意する必要があると考えられ

る。 

また、長期間にわたるモニタリングに関して、公民の双方に一種の慣れが生じて

しまうおそれがある。一定の緊張感を保つためにも、業務要求水準等で定めた事項

が遵守されているかどうかの確認に留まることなく、民間事業者の創意工夫を更に

引き出せるような積極的なモニタリングを実施することにより、公共サービス水準

の更なる向上を目指していってもらいたい。 

さらに、長期にわたって公共サービスを提供するＰＦＩでは、継続的かつ安定的

に公共サービス水準の向上が図られていることを確認する必要があることから、そ

れぞれの事業の特性に応じて、モニタリングに加え、ＰＦＩの全庁的な調整機能を

担う専門部署等が中心となってこれを定期的に確認する仕組みを取り入れることが

有効と考えられる。   ＊『ＰＦＩ事業契約に際しての諸問題に関する基本的考え方』（平成21年４月、内閣府）   「いわゆるポイント制（業務要求水準未達に対して減額ポイントを付与し、一定の点数以上になったときに実際に減額する仕組み）を利用する場合は、業務要求水準に規定されたサービス水準を越えた場合にリカバリーポイントを付すことによって、より柔軟なサービスに対するインセンティブシステムを構築することも考えられる。さらに、事業の性質によっては、相殺のみならずサービス対価の増額につながるボーナスポイントを付与することも考えられる。」 
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■ ノウハウの蓄積と継承 

・ モニタリングやサービス購入料の改定などＰＦＩに特徴的な事項に関するノウ

ハウの蓄積と継承について留意して取り組むことが必要であると考えられる。ま

た、そのためには、そうした工夫を図っているとする事業所管課等での事例を参

考として、これを広げていくことが有効であると考えられる。 

    維持管理・運営期間が長期間にわたるＰＦＩ事業を適切に継続していくためには、

ＰＦＩに特徴的な事務であるモニタリングやサービス購入料の改定等に関するノウ

ハウを蓄積しつつ継承していくことが必要となる。 

この点について、民間事業者にはそうしたノウハウを蓄積・継承していくための

何らかの工夫がみられるが、県では、ほとんどの事業所管課でそうした工夫が見受

けにくい状況となっているため、工夫を図っているとする事業所管課や民間事業者

の取組事例を参考として、こうした工夫を広げられるように取り組んでいってもら

いたい。      ＊ノウハウの蓄積・継承のための工夫事例      ・複数担当制      ・重要課題や協議結果の議事録化、書面化      ・モニタリング等の事務に関するマニュアル作成 等 
 

■ 最適な事業スキームの構築 

・ ＰＦＩ事業としての最適なスキームを構築していくために、次のような検討を

行い、その結果を踏まえて事業範囲や要求水準などの事業スキームを決定してい

くことが有効であると考えられる。 

① ＰＦＩの導入可能性を検討する初期の段階から、民間活力の活用によって

期待したい効果・ノウハウは何であるか等について、ＰＦＩ事業としての適

性をはかる視点と照らし合わせながら庁内で検討を深めておくこと 

② 運営業務の比重が高く民間事業者により多くのリスクを移転する場合など

を中心に、同じく導入可能性を検討する初期の段階から、庁内外の関係者を

含めてリスクの把握と分担に関する詳細な検討手続きを導入すること 

③ ＶＦＭについて、事業手法の決定に関わる重要な指標であり、近年では公

共工事のコスト縮減が図られてきている状況もあることから、時代の変化に

応じたＶＦＭの算出のあり方について、今後、県が研究を深めていくこと 

    神奈川県においては、「ＰＦＩ活用指針」のなかで、ＰＦＩ事業としての適性を

はかる９つの視点を設けており、これを基本として導入の検討を進めていくことと

している。 

一方、ＰＦＩ事業としてのスキームを構築していく際には、事業の目的や特性等
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に応じて事業範囲や要求水準等を最適に選択していく必要がある。例えば、施設の

運営業務において、利用者満足度を高めるためサービス提供に係る民間のノウハウ

の活用を重視して事業を実施するのであれば、運営業務の比重を高めた事業範囲と

することが求められる。また、例えば施設の需要リスクを民間事業者に移転する場

合などでは事業の難易度が高まることから、当該リスクを民間事業者がどの程度負

担できるかなど、リスクの適正な分担について十分に検討しておくことが求められ

る。さらに、特定事業として選定し、ＰＦＩの導入を決定するにあたっては、ＶＦ

Ｍの評価が重要となるが、公共工事のコスト縮減をめぐる状況も考慮すると、時代

の変化に応じたＶＦＭの算出のあり方について、県が研究を深めていくことが期待

される。 

こうしたことを踏まえて、検討結果を事業スキームに十分に反映させることがで

きるように、庁内における導入検討の初期段階から民間活力の活用によって期待し

たい効果・ノウハウは何であるか等について、ＰＦＩ事業としての適性をはかる視

点と照らし合わせながら検討を深めておくこと、リスクの把握と分担に関して詳細

な検討手続きを導入すること、及びＶＦＭの算出のあり方について更に研究を深め

ていくことにより、ＰＦＩ事業としての最適なスキームの構築に取り組んでいって

もらいたい。 

    なお、ＰＦＩの導入時点において、結果的に選定されなかった提案においても、

注目すべきアイデアやノウハウ等の長所が見受けられることも多いと考えられるが、

こうした長所につき、単に選定されなかったという理由だけで、活用せずに埋もれ

たままにさせておくことは、民間活力を有効に活用しているとはいい難い。他方で、

結果的に選定されなかった提案の長所を活用する場合に、当該提案者の権利や利益

等を損なうことにならないか、あるいはプロセスの公平性を損なうおそれがあるの

ではないかといった問題点も指摘され得るところであり、活用の是非及びその範囲

等につき、本委員会で明確な結論を出すことはできなかった。しかしながら、公共

サービス水準の更なる向上という観点からみれば、そうした民間活力についても極

力活用できることが望ましいことはいうまでもない。 

 

■ 多様な公民連携手法の検討 

・ ＰＦＩは公民連携手法の先駆けとして制度的にも確立されており、手法として

は有力な選択肢となるところであるが、事業の特性等に応じてどのような公民連

携手法が最適なのかＰＦＩのほか幅広く検討し、選択していくことが必要である

と考えられる。 

    ＰＦＩ法が施行された当時には、民間活力を活用した取組みは限られており、民

営化や第三セクター方式のほかには特段みられなかった。こうした状況のなかでＰ
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ＦＩは、民間資金の活用、一括発注、客観的評価の実施及び総合評価方式一般競争

入札といった様々な要素を含んだ新しい制度として、従来型の公共事業に対して新

たなインパクトを与えた面がある。ここにＰＦＩの歴史的な意義が見出せる。 

しかし、その後、指定管理者制度や官民競争入札制度（市場化テスト）が創設さ

れ、また地方自治法の改正により行政財産の貸付も可能となるなど、ＰＦＩ以外に

も公民連携手法の選択の幅は広がってきていることを考慮すると、今後のＰＦＩ活

用にあたっては、それら多様な公民連携手法のうちの一つとしてＰＦＩを捉え、事

業の特性等に応じて最適な手法を選択できるよう幅広く検討を行っていくことが必

要であると考えられる。こうした検討に意欲的に取り組んでいってもらいたい。 


