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１ 目 的 

  我が国は、今後、人口減少、少子高齢化が進展することから、生産性の向

上や、働き手を増やす政策等が実現できなければ持続的な経済成長（GDP の

増加）は厳しく、将来にわたり現在と同程度の行政のサービス提供を維持す

るためには、なお一層の効率的な行財政運営等による歳出削減、あるいは歳

入増加のための増税等が不可避である。 
  歳出削減の一つの方向性としては、「小さな政府」を志向し、いかに民間の

力を活用するかが重要となる。従来、行政が担っていた仕事を民間に任せた

り、あるいは官と民が連携し民間のノウハウや知恵を活用することで歳出削

減しながらサービス水準を維持もしくは向上させることである。 
  行財政運営の中でも、特に喫緊の課題として、様々な行政サービスを支え

る公共施設等が、高度経済成長期に集中的に建設され建設後 50 年程度経過し

たことで老朽化してきており、これらをどのようにマネジメントするかが挙

げられる。なぜなら、この時期を逃し、公共施設等を仮に今までと同様のス

ペック・規模で一斉に更新するならば、50 年程度の期間どころか昨今の建物

の強度からすればそれ以上の期間、非効率な維持管理をすることになる可能

性が高くなるからだ。 
  このような中、平成 26 年 4 月 22 日に総務省から、全国の自治体に対し、

「公共施設等総合管理計画」の策定要請（以下、「要請通知」）が通知された。

これによって、各自治体は、公共施設等の現状と将来予測、公共施設等の総

合管理の方法とその効果の検証、計画の実施方法等を真剣に考えなくてはな

らなくなった。 
もはや高度経済成長期のような右肩上がりの経済を前提にした行財政運営

は不可能であり、今回の「要請通知」をチャンスと捉え、公共施設等の棚卸し、

維持管理コストの認識、再配置方針等を考えるのはもちろんのこと、企業会計

に準じた公会計制度の導入や民間でいうところの生産性を意識した仕事の仕

方、ひいては自治体経営全体のマネジメントの仕方を改めて考え直さなければ

ならない。 
以上のような問題意識から、ふくしま自治研修センター政策支援部では、こ

のような時代に自治体が民との連携を図りながら公的不動産をいかに効率的

かつ効果的に、維持し、建設し、賃貸し、売却するか。その具体的な手法を整

理するとともに、アンケート調査の中で要望の多かった福島県内の自治体でも

実現可能性が高いと想定される分野・施設の PPP/PFI の事例を情報提供する

こととした。 
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２ 手 法 

  以下の手法により、公的不動産（PRE）の整備・有効活用に関する専門家、

PPP/PFI の専門家等から情報収集を行い本書をとりまとめた。 
 
（１）ヒアリング調査 

  専門家等からのヒアリング調査 
 
（２）専門家等の講演 

専門家等の講演からの情報収集 
 

（３）文献調査 

専門家等の文献調査、関係省庁・団体・実施自治体等のホームページからの

情報収集 
 

３ 注意点 

  「公共施設」という言葉の定義については、様々な捉え方があるが、「要請

通知」では、公共施設等とは「公共施設、公用施設その他の当該地方公共団

体が所有する建築物その他の工作物をいう」とし、具体的には以下の３つを

含む包括的な概念とした。 
①公共建築物（いわゆるハコモノ）・・・庁舎、学校、病院、公民館等 
②インフラ・・・道路、橋梁、上・下水道等 
③プラント系施設・・・廃棄物処理場、斎場、浄水場、汚染処理場等 
  本書において、第 5 章～第 6 章では、このうち、①に公有地を含めたもの

を「公的不動産」とよび、その整備から維持管理までのマネジメントの流れ

や既存公的不動産の見直し手法等を概観する。 
  第 7 章では、専門家等の意見もふまえた、福島県内の自治体で実現可能性

が高そうな分野という視点から、上記の「公的不動産」に②③を加えた「公

共施設等」の具体的なPPP/PFIの事例を紹介する。 
なお、本書に掲載した以外の分野・事例に興味がある場合、もしくはより詳

細な情報が知りたい場合は、巻末に載せた＜文献調査（参考文献・資料等）

＞等から、それぞれの文献・資料等にあたっていただきたい。 

おって、本書では、PFI の具体的な進め方や VFM（Value For Money）の計

算の仕方等の事務手続きの詳細については、誌面の都合上記載しない。別途、

専門書等で学んでいただきたい。 
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４ PPP/PFI とは 

 はじめに、本書の内容の中で大きなウェイトを占める PPP/PFI について簡単

に説明する。 

（１）PPPとは 

PPP(Public Private Partnerships)とは、一般的に、公民が連携し役割を分

担しながら公共施設等の建設、運営、維持管理等を行っていく手法の総称をい

う。7 ページ（２）の PFI も PPP の数ある手法の中の一つである。 
PPP のプロジェクトの概念は（図 1）のとおりであり、狭議の PPP である

「公共サービス型」から、広義の PPP である「規制・税制・財政・金融等を

活用した民間誘導」まである。 
 

（図 1） 

 

出所：日本政策投資銀行 

 

ただし、図 1 のうち「規制・税制・財政・金融等」とは、例えば、自治体の

計画に掲げた事業を行う民間事業者に対し補助金を出すことによって事業実

施を誘導し、もって計画目的を遂行するようなケースを指しており、広く捉え

ると自治体が民間と関わる業務の全部にまで PPP の対象が広がってしまう懸
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念がある。このことから、本稿の PPP の範囲は（図 1）でいえば、「公共サ

ービス型」「公有資産活用型」までを想定することとしたい。 
 

（２）PFIとは 

PFI(Privete Finance Initiative)とは、概して述べると、平成 11 年 7 月 30 日

に公布された「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）に基づき実施される民間の資金や経営ノウハウ等を活用して、住

民にとって価値（Value）のある公共施設等の整備・運営を図るための手法であ

る。 

一般的な事業スキームは（図 2）のとおり。 

 

（図 2） 

 

出所：「PPP/PFI 事業 事例集」（平成 27 年 5 月 内閣府） 

 

内閣府によると、平成 27 年 3 月 31 日時点での我が国における実施方針公表

数は、489 件であり、PFI 法施行後、近年では 30～40 件程度のペースで順調に

案件が増加してきている。 
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 福島県内では、いわき市の「芸術文化交流館アリオス」（88 ページ参照）が唯

一 PFI（BTO 方式、サービス購入型）を活用し事業を実施している。 
また、地方において事業実施が多い分野としては、（表 1）のとおり「教育と

文化」（文教施設、文化施設等）、「健康と環境」（医療施設、廃棄物処理施設、

斎場等）、「まちづくり」（道路、公園、下水道施設、港湾施設等）である。 

 
（表 1） 

 
出所：内閣府（「PPP/PFI 事業 事例集」平成 27 年 5 月） 
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５ 公的不動産マネジメントの流れ 

  一般的な公的不動産マネジメントの流れのポイントは以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：「公共施設の管理・有効活用手法（１）」（釧路公立大学地域経済研究セン

ター長・教授 佐野修久 アカデミア平成 25 年秋号）に筆者一部修正・加筆 

（１）公的不動産にかかる情報の把握・管理（Ex.公共施設白書等） 

①基本情報（名称、所在、用途、規模、構造、工事履歴等）の把握。 

②施設老朽化等の度合い、施設の高機能化の度合い（高度情報化、バリアフリー、環境負

荷低減等）、資産リスクへの対応の度合い、施設の利用状況、施設の収支、施設の管理運

営方法等を的確に把握。 

③すべての公的不動産の今後の維持更新投資費、運営費等の把握（推計）。 

 

 

（３）個別公的不動産にかかる検証・評価 

①（２）をふまえつつ、（１）で把握した情報を用いて個別資産ごと「必要性等」「物理

的性能」「経済的価値」といった多様な視点から各施設の状況や価値を検証・評価する「施

設アセスメント」を実施したうえで、現状機能の「維持・拡充」（機能を「民間代替」し

てもらう可能性も含む）もしくは「廃止」に分類（11 ページ図 3 参照）。 

②（１）及び（２）①の結果をもとに、物理面から「維持・長寿命化」「改修・増改築」

「建替」「内部転用」「貸付（運用）」「売却」「統合（集約化・複合化等）」などに分類（施

設の棚卸し・仕分け）し、その方向付けを図る（11 ページ図 3 参照）。 

 

（４）個別公的不動産の管理・有効活用等の具体化 

①（３）施設仕分けの結果を実現する「個別公的不動産の管理・有効活用の具体化」を

図る。 

②施設仕分けの結果にもとづき、現実的にどう管理・有効活用等を図ることが可能であ

るかについて、民間主体に対し、ヒアリングやフィージビリティなどによる可能性調査

を行う。 

③②に併せて、施設仕分けの結果を実現するための最適な手法について検討・選択する

（11 ページ図 4 参照）。 

④事業主体を公募・選定・実行。 

 

（２）公的不動産にかかる総合管理計画、再配置基本方針・基本計画等の策定 

（Ex.公共施設等総合管理計画、再配置適正化計画（アクションプラン）等） 
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 前ページにコアな部分の流れを表記したが、（１）（２）の作業とともに、公的不

動産の管理・活用等を「まちづくり」の中でどのように位置付けるかも重要になる。 

具体的には、長期総合計画、都市計画マスタープラン、福島県商業まちづく

り基本方針・基本構想等の各自治体のまちづくりにかかる基本的な計画に位置

付けたり、整合性を図ることが肝腎となる。 

 また、いうまでもなく（４）を実施したら、自治体の他の事業と同様にＰＤ

ＣＡサイクルを回しつつ、適宜適切にモニタリングを続け、定期的に公的不動

産の管理・活用を見直していくことも重要になる。 

（参考） 

①公共施設白書の策定・公表 

 平成 27 年 12 月現在、県内で公共施設白書を策定・公表している自治体は、

伊達市、郡山市、須賀川市、会津若松市の 4 自治体がある。 
＜伊達市公共施設白書＞ 

（http://www.city.date.fukushima.jp/uploaded/attachment/21674.pdf） 

＜郡山市公共施設白書＞ 

（本編） 

（https://www.city.koriyama.fukushima.jp/092100/koukyoushisetu/documents/honpen.pdf） 

（資料編） 

（https://www.city.koriyama.fukushima.jp/092100/koukyoushisetu/documents/shiryo.pdf） 

＜須賀川市公共施設白書＞ 

（本編） 

（http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/secure/8026/hakushohonnbunn.pdf） 
（施設カード）＊本書では索引のみ掲載 
（http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/secure/8026/sakuin.pdf） 
＜会津若松市公共施設白書＞ 

（ http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2014011400016/files/0-
00-all-public-facilities-white-paper.pdf） 
②公的不動産にかかるガイドライン・基本方針等の策定・公表 

平成 27 年 12 月現在、公共施設等総合管理計画を除き、県内で公的不動産活

用に関するガイドライン等を策定・公表している自治体は、郡山市、会津若松

市の 2 自治体がある。 

＜郡山市公有資産活用ガイドライン＞ 

（https://www.city.koriyama.fukushima.jp/092100/documents/katsuyougaidorain.pdf） 
＜会津若松市公共施設マネジメント基本方針＞ 

（ http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2014092900054/files/P
ublic_facilities_management_guidelines.pdf） 

http://www.city.date.fukushima.jp/uploaded/attachment/21674.pdf
https://www.city.koriyama.fukushima.jp/092100/koukyoushisetu/documents/honpen.pdf
https://www.city.koriyama.fukushima.jp/092100/koukyoushisetu/documents/shiryo.pdf
http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/secure/8026/hakushohonnbunn.pdf
http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/secure/8026/sakuin.pdf
http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2014011400016/files/0-00-all-public-facilities-white-paper.pdf
http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2014011400016/files/0-00-all-public-facilities-white-paper.pdf
https://www.city.koriyama.fukushima.jp/092100/documents/katsuyougaidorain.pdf
http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2014092900054/files/Public_facilities_management_guidelines.pdf
http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2014092900054/files/Public_facilities_management_guidelines.pdf
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（図 3） 

 

出所：日本政策投資銀行 

 

（図 4） 

 

出所：日本政策投資銀行 
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６ 既存公的不動産の見直し形態と主な手法 

以下では、（図 3）（図 4）を参考に、公的不動産の所有と管理運営を行政（公）

と民間（民）が行う際に、手法別に分類し見ていきたい。なお、ここでは主な

手法として大きく４つ（（１）維持、（２）建設、（３）賃貸、（４）売却）に分

類することとしたい。 

（１）維持 

 ①公有公営 

  公が公的不動産の運営管理について清掃業務や警備業務等を専門員を雇用

し「直営」で行うものである。また、公が企画・設計した仕様書にもとづき

専門業者へ単純「業務委託」する場合もこの場合に含む。 

  公民連携の手法としては、公的不動産に民が広告費を払って横断幕を掛け

る場合やネーミングライツ（命名権）を得るケースもここに含まれる。 

 ②公有民営 

  公が公的不動産を所有し、その管理運営を民に委ねるケースで、民が主体

的にノウハウや創意工夫を活かした管理運営を行う場合を含む。公の施設の

管理運営を公が指定した指定管理者が代行する「指定管理者制度」、施設の運

営権を民に設定する「コンセッション」、詳細な業務運営を定めないで性能発

注で一連の業務を委ねる「包括的民間委託」、「貸付」、「PFI」等が含まれる。 

 ③民有公営 

  公的不動産の所有権を民に移転したうえで、公が賃借料を払って使用し続

ける手法（セル・アンド・リースバック）が典型である。基本的に売買した

年度に一括で売却収入を得るため一時的には財政改善に寄与する。 

 ④民有民営 

  公的不動産を維持等していくに際し、所有、管理運営とも民に委ねるもの

であり、「PFI」「行政関与型民営化」等が含まれる。基本的に契約で業務の継

続を担保する。 

＊公的不動産を他用途に「内部転用」する場合にも、①～④の手法から選択す

ることとなる。 

 

（２）建設（改修・増改築・立替） 

①公有公営 

  公が公的不動産の建設を直営するもので、（１）①の「業務委託」もここに

含まれる。 

 ②公有民営 

  公が公的不動産を所有し、その管理運営を民に委ねるケースで（１）②の
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「指定管理者制度」、「コンセッション」、「包括的民間委託」、「貸付」等に加

え、我が国の典型的な PFI 方式である BTO 方式のケースが含まれる。 

 ③民有公営 

  民が公的不動産を建設し、公が当該施設の取得または借用して管理運営を

行う場合。「施設譲受」「施設借用」が基本。民が従来の公的不動産の土地の

一部を定期借地権で借り、その上物として複合施設を建て、その中に間借り

する形の「定期借地権活用型 PPP」、その他「リース」「等価交換」等も含ま

れる。 

④民有民営 

  公的不動産の建設を、行政が一定の関与をしつつ、民のノウハウ・創意工

夫を活かし効率的かつ効果的な管理運営を民間に委ねる PFI が典型。 

＊より詳細な区分けについては 14 ページ（表 2）参照。 

 

（３）賃貸（運用） 

  公的不動産を賃貸する場合、まず建物については、現在の公の当該建物で

は必要な機能が満たされない場合は、最も高い金額を提示した相手に単純に

賃貸する方法が考えられる。 

あるいは必要な機能が満たされる場合は、公もしくは公と民が連携で改修資

金を出しコンバージョンしたうえで、一部を公が確保し、残りを民に賃貸し賃

料収入を得るような場合が想定される。 

  一方、土地については、遊休地を民に定期借地権で賃貸し、民設民営で公

益的施設を建て公はそこから賃貸料を得るという手法が想定される。また、

民主体で公と民が集積する複合施設を建設したうえ、公は使用する床を民か

ら賃借するといった方法も考えられる（定期借地権活用型 PPP）。 

 

（４）売却 

公的不動産を売却する場合、まず建物については、公で当該建物では必要な

機能が満たされない場合は、最も高い金額を提示した相手に単純に売買する方

法が考えられる。 

あるいは必要な機能が満たされる場合は、公もしくは公と民が連携で改修資

金を出しコンバージョンしたうえで売却し、公が賃料を支払いリースバックす

るような場合が想定される。 

一方、土地については、利用見込みがない土地は、競争入札で最も高い金額

を提示した相手に単純に売買する方法が考えられる。 

  利用見込みがある場合は、公が公募プロポーザルで当該土地の建築物の一

部を公共施設の整備にあてることといった条件を付け売却する方法が考えら
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れる（公共関与型売却）。 

 
（表 2）主な公民パートナーシップ手法（建設時）の具体内容 

 
出所：「公民パートナーシップ（ＰＰＰ）の展開～北海道を中心とするＰＰＰ

導入の現状と課題～」（平成 14 年 3 月 日本政策投資銀行北海道支店） 
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７ 福島県内で実現可能性の高い PPP/PFI 事例 

（１）PPP(Public Private Partnership) 

 PPP による事業は全国数限りなく実施されているが、本書では基本的に「地

方」の事例のみ集めるとともに、専門家等の意見もふまえながら福島県内にお

いて実現可能性が高いと思われる分野の事例を掲載する。 

①職員公舎 

 老朽化した職員公舎の建て替えをどのように行うかは各自治体とも頭を悩ま

せているところであろう。 

 一つの典型的な解決策が、代わりの住宅を民間事業者に建設・維持管理して

もらいつつ民間から長期にわたり一括して借り上げる方法である。民間事業者

にとっても高稼働で、家賃滞納の恐れも相対的に小さいことから好都合なはず

だ。 

 31 ページに記載した三重県の「職員公舎（東紀州世帯用）民活整備運営事業」

の例では、上記に加え、県有地を民間事業者に売却や貸し付けることによって

公的な関与も残している。 

 一般的に、規模が大きければ、PFI（サービス購入型、BTO 方式）でも実施

可能だと思われるが、よりシンプルな PPP のスキームは地方の自治体で採用す

るのに最適なスキームである。 

 また、32 ページに記載した「宮城県東京職員宿舎再整備に関する処分竣工型

土地信託」の事例は、老朽化した宿舎の改築を、敷地の一部を売却することで

資金調達し、新たな財政負担なく整備したものである。これはいうまでもなく

地価が高い首都圏だからできた事例であり、首都圏に公舎を構える自治体は参

考にできるのではないか。 

 

②環境・エネルギー 

 33 ページの「宮城県農業高等学校跡地でのメガソーラー事業」は東日本大震

災で津波被害にあった県立学校跡の遊休地を民間事業者に有償で貸付け、そこ

に民間事業者がメガソーラーを整備・運営する事業である。福島県内でも浜通

りを中心に既に同様の事業が行われている。 

 34 ページの福島市「あらかわクリーンセンター」事業は、PFI 導入可能性調

査を実施した結果、事業コストの削減効果が最も大きかったことから、DBO 方

式（14 ページ表 2 参照）でごみ焼却施設を運営する事業である。全国的にみて

もごみ焼却施設を公民連携で行う場合は、PFI よりも DBO 方式を採用している

ケースが圧倒的に多い。 
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 なお、PFI に比べた DBO の主なメリットは、自治体が地方債等により初期投

資を一括調達することで、より低い資金調達コストにできることである（PFI
の場合は、民間事業者（SPC）がプロジェクト・ファイナンスで資金調達する

ため一般的に金利は高めになる）。 

 もちろん一概にはいえないが、「ごみ焼却施設」を DBO 方式で行っているケ

ースは、福島市もしくは全国各地で実際に散見されるので、県内の他の自治体

でも実現可能性が高いと考える。 

 

③医療・福祉 

36 ページの佐賀県鳥栖市の「九州国際重粒子線がん治療センター整備事業」、

37 ページの青森県青森市の「ファミリーハウスあおもり」、38 ページの群馬県

高崎市の「金井淵県営住宅用地活用事業」、39 ページの岡山県岡山市の「岡山中

央南（旧深柢）小学校跡地活用事業」については、いずれも公民が連携し遊休

土地・建物を「公共側の意向に沿った形」で活用してもらうよう、民間事業者

に賃貸したケースである。これは最も分かりやすいシンプルな PPP 活用の例で

ある。 
ところで、福島県の自治体の課題として、地域社会の高齢化への対処と地域

活性化が大きなテーマとしてあげられる。その解消方法の一つとして、「介護付

き有料老人ホーム」「住宅型有料老人ホーム」等の福祉施設に投資するヘルスケ

アリートの対象施設を、デベロッパーと組んで「誘致」し、県内をヘルスケア

施設の一大集積地にするのはどうだろうか。 

こういった施設を建設する際、地元雇用や地元食材の活用等といった「公共

側の意向に沿った形」を前提に、自治体はインセンティブとしてデベロッパー

に対し遊休施設や土地などを実質補助金として無償提供や格安で払い下げもし

くは定期借地権を設定し貸与する等によって、民間企業の投資を呼び込むので

ある。 

加えて、平成 27 年 4 月には改正介護保険法が施行され、従来まで住所地特例

（住所地特例対象施設の入所者分は施設入所前に生んでいた市町村が介護保険

の保険者となるもの）の対象外だった「有料老人ホームのうち特定施設入所者

生活介護の指定を受けていない賃貸方式のサービス付き高齢者向け住宅」も対

象に含まれることになるとともに、住所地特例対象者も施設の住所地市町村で

「地域密着型サービス」や「地域支援事業」が利用できることになった。 

これによって「ヘルスケアリート」の投資対象施設が拡大されるとともに、「誘

致」する側の市町村にとってもひとつの懸念材料がなくなったことで、地元の

高齢者のみならず首都圏等の高齢者も県内に整備したヘルスケア施設に入所し

やすくなった。 
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国や民間事業者もヘルスケアリートに力を入れている現在、こういった取組

みの実現可能性は県内でも極めて高くなったと考える。 

 

④交流拠点 

 41 ページの伊達市霊山町「りょうぜん里山がっこう」は、廃校舎を活用し NPO
が経営する交流拠点としたケースであり、43 ページの宮城県仙台市「仙台うみ

の杜水族館プロジェクト」は、大規模公有地の一部を民間が公益的な施設を建

設・運営するために貸し出したものである。 

 いずれも地域において交流人口を増やすための核となる施設であり、本来は

自治体が直営してよいものを、民間にインセンティブを付与し民設民営で行っ

ているものである。 

 そういう意味でも廃校という従来からの地域の核となる施設を地域の交流拠

点施設に転換するのは極めて有効な活用手段であり、極めてオーソドックスな

PPP の事業といえる。実際、福島県内でも後述（参考）のとおりたくさんの事

例がある。 

 廃校の有効活用の一例としては、地域の「小さな拠点」（小学校区など複数の

集落が集まる基礎的な生活圏の中で、分散している様々な生活サービスや地域

活動の場などを「合わせ技」でつなぎ、人やモノ、サービスの循環を図ること

で、生活を支える新しい地域運営の仕組みをつくろうとする取組）の拠点的施

設として活用するのがよいのではないか。 

地域住民や民間事業者が主体となり、廃校に地域コミュニティ・交流施設を

核とし、役所の支所機能、観光協会、直売所、カフェ、アミューズメント施設、

図書館・本屋、保育所・幼稚園、床屋・美容院、宿泊施設等、可能なら医療機

関も含め当該地域に必要な緒機能を集約するのである。いわば生活に必要な緒

機能のワンストップ化、モール化を行うのである。 

 小さな拠点は、誰がどうやって管理・運営していくのか、そのための資金調

達をどうするのかといったあたりがポイントになるが、要は地域のやる気の問

題である。 

 今後も、増える可能性が高い廃校ををはじめとした公的施設を PPP により交

流拠点として有効活用するスキームは、本県内でもさらなる進展があるはずだ。 

 

⑤複合施設・地域活性化 

 44 ページ以降には、遊休土地・建物を活用した複合施設・地域活性化の事例

を挙げた。 

 民間事業者が自治体所有の不動産を活用し事業を行う際には、利益が見込め

る事業であることが大前提であることはいうまでもない。したがって、より商
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業的な利益が見込める「中心市街地の公有地」の公的不動産を定期借地権によ

って賃借し、民間が建物を建設・管理・運営したうえ、その中に公共施設等が

間借りするというケースが多い。 

 取り上げた事例の中でも東洋大学 PPP 研究センターと連携しながら事業を進

めた岩手県紫波町の「オガールプロジェクト」、神奈川県秦野市の「秦野市立西

中学校等複合施設整備運営事業、その他」についてみてみたい。 

 「オガールプロジェクト」については PPP の成功事例として様々なところで

紹介されている著名な事例である。その取組内容のポイントを端的に述べれば、

紫波町の駅前の町有地に、オガール紫波㈱が定期借地により土地を賃借したう

え、商業施設等のテナントを建設・所有・運営・維持管理し、町に賃借料や固

定資産税を支払い、そのお金を町はオガール地区内にあるオガール紫波㈱所有

の情報交流館内の公共施設の維持管理費用にあててにいる点である。これによ

り紫波町は財政負担なしに公共施設を運営できている。 
 この事例はオガールのように商圏を 30 ㎞と定め、その範囲の中で商業的にペ

イできると見込める地域であればこういった取組は福島県内でも可能というこ

とである。実際に実現可能性調査を行わなければ確定的なことはいえないのは

いうまでもないが、県内の相当の地域で実施可能なスキームではないだろうか。 
「秦野市立西中学校等複合施設整備運営事業、その他」は、当該施設は共用

開始前の案件ではあるが、端的に述べると、旧中学校等の敷地内に、新中学校

をはじめとした様々な行政機関や民間付帯施設等を集約した複合化施設を民間

が建設・管理運営するスキームである。 
 秦野市では、その他にも、庁舎敷地内に公的サービスを提供するコンビニエ

ンスストアを誘致したり、保育園跡地を活用し社会福祉法人に福祉事業を移管

したり、保健福祉センターに郵便局を誘致したり等といったことを行い公的サ

ービスの質を向上させつつ、各運営者から賃料収入を得る取組を行っている。 

 この事例でも要は当該公有不動産が民間で儲けが見込める場所に存在してい

るかどうかが大きなポイントになる。 

福島県内の自治体でもそういった民間でも活用したくなるような場所に土地

を所有しているような場合は、当該自治体で民間に活用してもらいたい方向性

を明らかにしたうえホームページ等で積極的に貸借のマッチングを行うべきで

はないか。 

 

（参考） 

○廃校の活用について 

少子化によって中山間地域等の小中学校の統廃合が進み、福島県内に限らず

特に地方では廃校になる校舎が数多くでてきている。 
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平成 26 年 5 月 1 日時点の文部科学省（「未来につなごうみんなの廃校プロジ

ェクト～廃校施設の有効活用～」（平成 27 年 1 月 文部科学省））によると、平

成 14 年度から平成 25 年度までの廃校数は全国で 5，801 校あり、近年は毎年

度概ね 500 校が廃校となっている。5，801 校のうち建物が現存しているものは

5，100 校あり、そのうち「施設が活用されているもの」は 3，587 校（約 70％）

で、「活用されていないもの」は、「用途が決まっているもの」約 6％、「用途が

決まってないもの」約 21％、「取壊しを予定しているもの」約 3％となっている。 

ちなみに廃校の活用用途としては、引き続き教育関係施設（大学を除く学校、

社会体育館、社会教育・文化施設）とするケースが約 7 割を占めている。 

また、文部科学省も「国庫補助事業完了後 10 年以上経過した建物等の無償に

よる財産処分の場合は、相手先を問わず国庫納付金を不要とする」など用途変

更による補助金返還要件を大幅に緩和するとともに、ホームページで全国の廃

校情報を紹介し、所有自治体と活用希望者とのマッチングを行うことまでして

地域での廃校の有効活用を促している。 

なお、廃校の活用については、（表 3）のように既に福島県内にもたくさんの

事例がある。 

 

（表 3） 

No 市町村名 旧学校名 用途 管理主体 事業概要等 

1 会津若松

市 

河東第一

小学校 

教育施設 学校法人

温知会 

仁愛看護福祉専門学校 

2 須賀川市 東山小学校 企業の研修施設 市 ＳＵＳ（株）の研修施設 

3 喜多方市 高郷第一

小学校 

複合交流施

設 

喜多方市ふる

さと振興（株） 

カイギュウランドたかさと

（博物館機能、体験施設） 

4 喜多方市 大平分校 教育研修施

設 

市 喜多方市熱塩加納青少年研

修センターわらび学園 

5 伊達市（霊

山町） 

石戸中学

校 

体験交流施

設 

NPO 法人里

山がっこう 

りょうぜん里山がっこう 

6 下郷町 楢原小学校

戸赤分校 

体験教室・

宿泊施設 

戸赤村づくり実行

委員会（任意団体） 

あそびの学校やまざくら 

7 下郷町 落合分校 カフェ・交

流拠点 

（株）ミルイン

ターナショナル 

会津ジイゴ坂学舎 

8 只見町 布沢分校 体験型宿泊

施設 

森林の里応援団

（任意団体） 

森林の分校ふざわ 

9 北塩原村 大塩小学

校 

企業用地 民間企業 裏磐梯パイロットファーム（株）

（チョウザメ（稚魚）の養殖） 
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10 西会津町 新郷中学

校 

文化交流施

設 

町・（株）西会

津町振興公社 

西会津国際芸術村 

11 会津坂下

町 

坂本分校 交流拠点施

設・アトリエ 

個 人

（Noko） 

里山のアトリエ坂本分校 

12 会津坂下

町 

八幡幼稚

園 

図書館 NPO 法人まち

づくり喜多方 

ふくしま本の森図書館 

13 三島町 西方小学

校 

教育研修宿

泊施設 

合同会社カ

タクリ会 

森の校舎カタクリ 

 

14 金山町 玉梨小学

校 

教育・文化施設 町 金山町自然教育村会館、旧

玉梨小学校民具資料館 

15 会津美里

町 

赤沢小学

校 

オフィス スマートテク

ノロジー（株） 

廃校をデータセンターに

活用 

16 会津美里

町 

東尾岐小

学校 

オフィス・研修室 NPO 会津コン

ピュファーム 

パソコン教室開催 

17 塙 町 

 

矢塚分校 

 

交流拠点施設 町（地域おこ

し協力隊員） 

カフェ、宿泊施設等 

18 塙 町 那倉小学校 地域間交流拠点 町 あぶくま高原美術館 

19 鮫川村 西野小学校 教育・福祉施設 村 さめがわ・こどもセンター 

20 石川町 山形小 

 

学生寮 学校法人

石川義塾 

学法石川高校の学生寮 

21 三春町 桜中学校 オフィス・アミュ

ーズメント施設 

㈱三春町まち

づくり公社 

福島ガイナックス 

22 川内村 川内第二

小学校 

教育施設 大智学園（株式会社コ

ーチング・スタッフ） 

大智学園高等学校（単位

制高校） 

＊平成 28 年 1 月時点で稼働中の施設のみ掲載。 

 

 上記のうち管理主体が民の施設は、より大きな視点で捉えればすべて PPP 事

業ともいえる（6 ページ図 1 でいう「規制・税制・財政・金融等を活用した民間

誘導」まで含める場合）が、より直接的に地域振興や観光交流等につながる公

的な事業を行っているという視点で考えれば、3、5、6、7、8、10、11、12、
17、18、21 が PPP 事業といえる。 
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（２）PFI 

 PFI の活用は地域で必要な公共施設等を効率的かつ効果的に整備・維持管理

等するためのあくまで「手段」の一つであり、「目的」でないのはいうまでも

ない。加えて、法律に規定された PFI を活用可能な施設で、VFM が出るのであ

れば、特に問題がないのはいうまでもない。 

 ただ、福島県内では平成 28 年 1 月現在で未だ 1 市、1 例しか PFI の実施実績

がないこともあり、公共施設等を整備・維持管理等する際に PFI での実施を選

択肢の一つにすら挙げていない自治体もあるのではないか。 

 そういった観点から、本書では、専門家の意見や過去の「地方」の事例もふ

まえ、福島県内の自治体でも実現可能性が高そうな施設等に絞って選別し解説

や事例紹介することとした。 

  

①公営住宅・地域優良賃貸住宅 

近年、人口拡大期に建設され老朽化した公営住宅のニーズが高まっている。

さらに、平成 23 年の PFI 法改正時に、PFI の対象事業が「公営住宅」から「賃

貸住宅」に拡大したことにより、「地域優良賃貸住宅」も PFI での整備が可能

となった。 

「公営住宅」「地域優良賃貸住宅」の建設時等には、施設整備費の 45％が国

から交付される（社会資本整備総合交付金、図 5 参照）。したがって、国の補助

金と入居者の家賃収入で、限りなく施設整備費・運営費・維持管理費を賄うこ

とができるようになったことから、近年、PFI の実施事例が増加している。 

また、認定家賃と入居者家賃の差額の 45％（最大 4 万円）が財政支援される

（公的賃貸住宅家賃低廉化助成）制度があることから自治体にとって使い勝手

がよい。 
 

＜地域優良賃貸住宅制度＞ 

 地域優良賃貸住宅制度とは、世帯、障害者世帯、子育て世帯等各地域におけ

る居住の安定に特に配慮が必要な世帯の居住の用に供する居住環境が良好な

賃貸住宅の供給を促進するため、賃貸住宅の整備等に要する費用に対する助成

や家賃の減額に対する助成を行う制度。 
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（図 5） 

 
出所：国土交通省住宅局住宅総合整備課 

 

 なお、公営住宅整備における PPP/PFI の活用メリットとして、以下の点が挙

げられる。 

○公営住宅の建替え等のノウハウや人手不足 

→設計・建設工事に民間事業者を活用することによる庁内業務の軽減 

○投資的経費の軽減 

 →民間活用により性能発注、設計・施行の一体的な発 注とすることによる

事業費の軽減 

○地方公共団体負担額の軽減 

 →建替えにより生じる余剰地を処分することによる事業費負担の軽減 

○地方公共団体の財政負担の平準化 
 →BTO 方式等にすることで事業者への支払いを部分的に割賦払いにするこ

とによる財政負担の平準化 
○非現地建替のための敷地確保 
 →敷地提案を含む事業スキームによる、民間事業者のネットワークを活用

した敷地確保 
○周辺と調和した大規模団地の一体的な再整備 
→公営住宅整備と余剰地活用を一体事業とすることによる分離発注以上の
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地域貢献の実現 
○地域に貢献する施設の導入 
 →建設企業のネットワークを活用することによる適切な用地活用企業の誘

導 
○工期の短縮 
 →民間事業者のノウハウを活用した土地利用や建替手順の工夫、工法提案

による工期短縮の実現 
○居住者移転の円滑化 
 →仮移転・本移転に関する業務への民間活用 

資料：「民間の資金・ノウハウを活用 した公営住宅整備の推進」（平成 26 年 3
月 国土交通省住宅局 住宅総合整備課） 

 

②浄化槽 

近年、特に自治体の周辺部の人口が減少している。こういった地域に下水道

を従来のスペックで更新し、自治体自ら管理・運営するのは非効率である。 

浄化槽市町村整備推進事業においては、平成 14 年度から PFI 手法の適用が

認められている。民間事業者が自ら資金調達を行い、施設を建設した後、施設

の所有権を公共に移転し、公共からの委託により施設の維持管理・運営を民間

事業者が行うスキーム（BTO 方式）である。交付金事業制度の適用範囲（事業

の採択条件等）や適用内容（交付率や起債充当率等）は、市町村直営方式と同

様となっている。 

想定される住民、市町村、民間事業者それぞれのメリットは以下のとおり。 

＜住民＞ 

○市町村直営の場合、市町村で積算できる見積は浄化槽本体工事費に限られ

るが、PFI で行う場合、事業者が浄化槽本体工事費だけでなく、住民からの

求めに応じて宅地内の排水工事及びトイレ改造工事等の個人負担分も合わせ

た総額工事費の見積を積算して提示することができる。 

○PFI で行う場合、市町村直営の場合と異なり、設置申請から設置完了まで

の一連の業務を事業者が一括して実施するため、期間が大幅に短縮できる。 

○PFI で行う場合、事業者（SPC 及びグループ企業）一括して実施するため、

個人負担分の工事費を大幅に減額できる可能性がある。 

＜市町村＞ 

○PFI で行う場合、市町村で実施している作業のかなりの部分を民間に委託

することになるため、少ない職員数で事業を推進し継続することが可能とな

る。 

○PFI で行う場合、事業者は自らの利益につながるため、住民に積極的に導
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入のための営業活動を行うことで、自治体内の普及が拡大する。 

＜民間事業者＞ 

○PFI で行う場合、民間事業者は安定した事業量の確保と業務コストの縮減

につながる。 

○PFI で行う場合、受注が地元事業者であれば協力して営業するために営業

力を強化できるとともに、受注した業務の配分・調整なども柔軟に行える。 

○浄化槽の設置は、家屋の建て替えや増改築工事を伴うことが多くなるため、

付帯工事としてトイレの水洗化や家屋のリフォーム等も付加すれば、当該事

業者のみならず、地域の様々な業者への経済波及効果が期待できる。 

資料：「市町村浄化槽整備計画策定マニュアル」（環境省大臣官房廃棄物・リサ

イクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室 平成 26 年 2 月） 

 

③斎場 

 超高齢化社会の到来と斎場の老朽化の問題については、各自治体が抱える共

通の課題であろう。 

 例えば、福島市の年間火葬件数の予測は、以下のとおりであり、着実に増加

し、平成 52 年には 4,271 人とピークを迎えるという。ここまで増えた場合、1
日あたりの火葬件数は 23 件と予想され、現斎場の最大火葬能力 18 件を超える

ことから、昭和 55 年の改築から年数が経過していることと併せて建て替えを検

討しているところである。 
 

（単位：人） 

H22 H27 H32 H37 H42 H47 H48 H49 H50 H51 H52 H53 
3,497 3,740 3,864 3,981 4,149 4,228 4,244 4,257 4,266 4,271 4,271 4,267 

出所：福島市ホームページ 

 

福島市では、平成 30 年度の新斎場の共用開始をめざし、従来型と PFI 事業の

整備手法の比較検討を進めている。 
また、斎場整備における一般的な課題と検討事項は（図 6）のとおり。 
なお、火葬場整備に活用可能な国の交付金や補助金の制度は存在せず、基本

的には各自治体の単独負担で整備する必要がある。ただし、各自治体が単独負

担で火葬場整備を行う場合、一般単独事業債として起債をすることができ、充

当率は、起債対象額の 75％まで活用可能である。 
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（図 6） 

 

出所：全国地域 PFI 協会ホームページ 

 

④医療・福祉施設 

（医療） 

 病院事業においては、医療法等の制約から、営利法人が診療業務を担うこと

はできないとされており、PFI を導入する際にも、PFI が設計・建設・管理運

営・資金調達を一体的に民間主体に委ねる手法でありながら、管理運営のコア

となる診療業務を対象範囲に含めることができないものとなっている。このた

め、コア業務たる診療業務を担うのは行政（病院）となり、PFI 事業を担う民

間主体（SPC）は、①医療法施行令で定められた 8 業務（注）、②医療事務、

物品・物流管理など、その他医療関連業務、③医療機器や医薬品・診断材料等

の調達業務等、④維持管理・その他業務といった診療業務周辺のノンコア業務

を対象とすることになる。（図 7 参照） 

さらに、病院 PFI では、診療業務を行政（病院）が担うため、行政サイドに

はガバナンス機能を担う「管理部門」と「診療業務」を担う医療現場という二

部門が併存することになり、これらと SPC による三者間の円滑な連携が求めら

れることになる。 

（注）政令 8 業務とは、医療法施行令により「診療等の著しい影響を与える業

務」として基準の設けられている業務のこと（検体検査業務、患者給食業務、
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消毒・滅菌業務、患者輸送業務、リネンサプライ業務、医療機器保守管理業務、

医療用ガス保守点検業務、清掃業務）。 

 

（図 7）病院事業と PFI の対象可能業務  

 

＊色つきのところが PFI で実施託可能な業務 

出所：「契約解除事例からみた病院 PFI 事業の課題」（平成 23 年 3 月 佐野修久） 

 

 なお、公立病院 PFI では、事業採算見込みが甘かったことや官民間の連携不

足、PFI に対する行政側の理解不足等による経営悪化により、高知医療センタ

ーが平成 22 年 3 月、近江八幡市総合医療センターが平成 21 年 3 月に事業契約

を解除する等の失敗事例がある。 

 

（福祉） 

高齢化が進行する地方において高齢者を対象とする福祉施設（特別養護老人

ホーム、養護老人ホーム、ケアハウス（軽費老人ホーム）等）の需要が大きい

のはいうまでもない。その中でもケアハウスは、有料老人ホームや老人介護用

住宅と比べて利用料が安い施設が多く、運営補助資金が国や自治体から供給さ

れているため、公的側面が強い施設である。 
平成 13 年に厚生労働省がケアハウス（軽費老人ホーム）の PFI による実施を
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認めた（自治体が施設を買い取る場合、施設整備補助金の対象となった）こと

で、福祉施設の先行事例はケアハウスもしくはケアハウスを含む複合施設が多

い。しかし、いわゆる三位一体改革により、ケアハウスの事務費補助金につい

ては、平成 16 年度に一般財源化され、個別施設ごとではなく、交付税により財

政措置されることとななったため、近年ではケアハウスの事例がない。 

福祉施設を PFI で整備・管理・運営する際のボトルネックは、特に運営面で

の様々な基準・規制があることで相対的に民間のコスト削減や工夫の余地が小

さくなり、事業者は施設の整備・管理の面で利益を確保するウェイトが大きく

なることである。 

一方で、運営費補助金や入所費等のキャッシュフローが相当程度安定的に入

る側面もあることから、事業者からみれば薄利かつ長期の事業にならざるを得

ない。そういったこともあってか、近年は、BOT や BOO 方式の独立採算型で

長期に事業を行うケースが見られる。 

今後、地方で福祉施設を PFI で行う場合は、他の施設と複合化するか、石巻

地区広域行政事務組合の事例（78 ページ参照）のように組合をつくり広域化し

つつ、できるだけ大規模化したうえ長期の独立採算型で行うのが望ましいと考

える。 

 

⑤上水道 

 人口減少等に伴う使用量減による料金収入の減少、水道施設の更新需要の増

大、自治体の職員数の減少に伴うサービスレベルの低下等、水道事業を取り巻

く環境は厳しい。 

また、水道事業は、水道法第 6 条において経営主体は原則市町村としている

が、当該市町村の同意を得たときは市町村以外のもの（民間事業者、都道府県

等）も水道事業を経営することができる。このことから、従来から自治体によ

って内容は様々ではあるが、多くの業務を民間事業者に委託してきた。 

 したがって、VFM が出るのであれば、行政が関与しつつ民間のノウハウを活

かして効率的かつ効果的に事業を行うことには大いにメリットがある分野であ

る。 

 VFM が出るためには事業規模が大きい（水道使用料総額が多い）ことが一つ

の目安であろうから、基本的に大都市のみ実現可能なはずではあるが、それを

可能な限り広域化すれば地方でも実施可能だと考える（北海道夕張市が平成 28
年度から共用開始。80 ページ参照）。 

 なお、「水道水源開発等施設整備費国庫補助金」は PFI で事業を行っても活用

可能である。 
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⑥下水道 

 下水道分野における PPP/PFI による過去の取組状況は（図 8）のとおりであ

り、下水道施設管理の大半は民間への仕様発注による委託契約だが、一部、消

化ガス発電や汚泥燃料化など、処理によって発生する資源の有効活用事業をPFI
で行っている自治体も多い。 

  
（図 8） 

 

出所：「官民連携による下水道資源利用の必要性と課題」（国土交通省） 

 

⑦庁舎 

 平成 24 年 12 月に公表された千葉県市川市庁舎整備庁内検討委員会「現庁舎

の建て替えにかかる PFI 導入検討報告会」によると、①過去の事例をふまえる

と、373 件の導入事例があるが、導入には 7～9％程度の VFM を確保する必要

がある。②庁舎整備における単独事例は 4 件と非常に少なく事業に参加する意

欲のある業者も少ない。という。 

 つまり逆にいえば、付帯施設として民間の商業施設の出展を認めそこから賃

料収入を得たり、様々な公共施設を複合的に整備したりすること等で、VFM が

出やすく民間が参加しやすいスキームにすれば地方の自治体でも充分可能性が

あるということでもある。 

庁舎整備については、基本的に整備するための補助金がなく、財源は積立金、

起債、一般財源から手当てしなければならない。したがって、老朽化が進みど

うしても速やかに建て替えたいが財源が乏しい自治体などは、公共施設等の割
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賦払いともいえるサービス購入型 PFI で実施するという選択肢もあるのではな

いか。 

 

⑧学校 

 福島県内に限らず少子化によって地域の小中学校等の統廃合が進み、廃校に

なる学校が増えているのは PPP のところで記載したとおりである。 

 学校 PFI を行うタイミングは二つある。一つは、小中学校等を統合する際に

統合学校に導入するタイミングである。もう一つは、老朽化対策等により学校

を建て替えする際に導入するタイミングである。 

 どちらのタイミングで PFI を導入する際でも考慮すべきは、他の公共施設等

との「複合化」である。社会教育施設（図書館）や老人福祉施設（老人デイサ

ービスセンター）等々との複合化を図れば中山間地域の自治体等で行う場合で

も充分な VFM が出る可能性がある。 

なお、複合化については、既に文部科学省が平成 16 年 3 月に「複合化公立学

校施設 PFI 事業のための手引書」なる冊子を公表している。 

（ http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/__icsFiles/afieldfile/2

012/05/29/1234065_03.pdf）参考にしていただきたい。 

 加えて、後者のタイミングの場合には、「複数の学校を包括的に」PFI で行う

と充分な VFM が出やすくなる（86 ページ「四日市市立小中学校施設整備事業」

参照）。もちろん、例えば 4 つの小学校がすべて 60 年経過するというような完

璧なタイミングはそうないと思うが、仮に 2 つが 40 年経過、2 つが 60 年経過

というような場合があれば、こういった手法も検討の余地があるのではないか。 

  

⑨その他複合施設 

 地方で PFI によって公共施設等を整備・維持管理を検討する場合、一般的に

いえば、施設単体の事業規模が小さいことで VFM が出ない、もしくは出ても少

なくて民間の参入意欲が湧かないレベルであることが考えられる。したがって

いかに PFI で実施する施設の規模を拡大するかということになるのだが、これ

はそもそも PFI を活用する目的の一つであるコストを削減するということと相

反することにもなる。 

 これを解決する方法として、複合化（同じ敷地内に他の公共施設と併せて整

備等を行う）、包括化（同じ自治体内の同じ施設を一括で整備等を行う）、広域

化（近隣自治体と広域圏組合を組成する）といったことが考えられる。 

 もちろん、単に PFI を実施するために上記により規模を拡大するのは本末転

倒であることはいうまでもない。施設整備のタイミングが合致したり、近隣自

治体と課題が共通している等の背景がある場合にこれらの方法が考えられる。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/__icsFiles/afieldfile/2012/05/29/1234065_03.pdf
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/__icsFiles/afieldfile/2012/05/29/1234065_03.pdf
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ＰＰＰ．Ｎｏ１（職員公舎） 

事 例 名 職員公舎（東紀州世帯用）民活整備運営事業（三重県） 
類   型 民有民営（事業者が三重県から譲渡され、又は貸し付けを受けた土地に

職員宿舎を建設し、県が一括借り上げすることで職員公舎を確保） 
改修前の用途 職員公舎 
改修後の用途 借り上げ職員公舎 

目  的 未利用地の有効活用 
施設概要 三重県が未利用県有地を民間事業者に売却（尾鷲地区分）又は貸付（熊

野地区分）し、民間事業者が老朽化した県職員公舎合計 24 戸の建設（民

設民営）を行った。そして県は民間事業者から公舎を一括借り上げた（契

約締結～平成 45 年 3 月末までの約 21 年間）。 

運営・管理 船谷建設(株)を代表企業とする民間事業者グループ 

経   緯 尾鷲市と熊野市に設置している世帯用職員公舎は、建築から 45 年が経

過し、老朽化が著しかったが、厳しい財政事情から大規模修繕を行えず、

当該公舎の活用が継続していた。 

一方で、南海トラフ地震の発生も懸念されていた中、大規模災害等の

有事即応の観点から、現地で初動体制要員の役割を担うこととなる職員

の安全な住居を確保するとともに、残される家族が安心できる居住環境

の充実を図る必要があった。そこで、民間資金の活用による財政負担の

平準化と民間事業者の自由な発案による財政負担の軽減化を実現しなが

ら、未利用地の処分等の有効活用も併せて、職員公舎の開設を行うに際

しての提案を募集した。 

○平成 23 年 11 月、募集要項公表 

○平成 23 年 12 月、一次審査（資格審査）の実施 

○平成 24 年 1 月、提案受付期限 

○平成 24 年 2 月、優先交渉権者設定 

○平成 24 年 3 月、事業契約書締結 

○平成 25 年 4 月、共用開始 

施設運営のポ

イント 
○民間事業者の施工により三重県は自ら整備する場合に比べ約 1．9 億円

の建設工事費の歳出削減効果があったとともに、長期賃借することで歳

出の平準化を実現できた（初期投資 0 円）。 

○なお、民間事業者は地元金融機関からプロジェクト・ファイナンスに

よる融資を受けている（返済原資は県が民間事業者に支払う賃借料）。 
資料：「公的不動産（PRE）の活用事例集」（平成 27 年 5 月 不動産証券化手法等による公

的不動産（PRE）の活用のあり方に関する検討会） 
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ＰＰＰ（土地信託）．Ｎｏ２（職員公舎） 

事 例 名 宮城県東京職員宿舎再整備に関する処分竣工型土地信託（宮城県） 
類   型 土地信託スキームを活用 
改修前の用途 宮城県東京職員宿舎（旧） 
改修後の用途 宮城県東京職員宿舎（新） 
目  的 老朽化している宿舎を新たな財政負担なく再整備するため 
施設概要 千葉県松戸市における職員宿舎リニューアルの事業資金確保のため、不

動産処分と新宿舎の整備を一体の事業として実施。 

 
出所：「国公有地の有効活用手法について」（平成 22 年 5 月 みずほ信

託銀行株式会社） 

運営・管理 みずほ信託銀行株式会社 
経   緯 ○昭和 61 年の地方自治法改正により、公有地における信託方式の活用が

可能になった。 

○平成 23 年地方自治法改正により、信託の目的が拡大され、土地の処分

のみを対象とした信託が認められた。 
○平成 24 年総務省通知により、公用・公共用の建設等を主たる目的とす

る信託が認められた。 
以上を踏まえ、土地の処分代金を財源として、公用・公共用施設の建設

等を行う「処分・竣工型土地信託」の事例。 
施設運営のポ

イント 
＜民間による処分・竣工型土地信託のメリット例＞ 

○全体的な収支バランスを考慮した事業計画の策定が可能 

○民間の不動産開発・売却に関するノウハウを活用できる 

○きめ細かいコスト・スケジュール管理が可能 

○必要事業資金を機動的に調達可能（個別の支出項目の予算化が不要） 

資料：「地方公共団体における公的不動産と民間活力の有効活用についての調査研究報告

書」（平成 27 年 3 月 総務省地域力創造グループ地域振興室）等 
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ＰＰＰ．Ｎｏ３（環境・エネルギー） 

事 例 名 宮城県農業高等学校跡地でのメガソーラー事業（宮城県名取市） 
類   型 民有民営 

改修前の用途 県立高校跡地 
改修後の用途 大規模太陽光発電施設（メガソーラー） 

目  的 津波被害により浸水した県有地の有効活用 
施設概要 宮城県が津波で浸水した宮城県立農業高校跡地を民間事業者に対し有償

で貸付け、民間事業者が大規模太陽光発電施設を整備・運営する事業。 
運営・管理 JAG 国際エナジー㈱・国際航業㈱連合体 

経   緯 宮城県は、東日本大震災からの復興に向け、平成 23 年 10 月に「宮

城県震災復興計画」を策定し、この計画に基づき、平成 24 年 6 月に「み

やぎ再生可能エネルギー導入推進指針」を策定した。ここでは平成 24 年
度から平成 27 年度を推進期間とし、自然がもたらす再生可能エネルギ

ー源を地域の特性に応じて使い分けながら、地場産業まで含めた「宮城

の復興」を目指すことを基本方針としている。同指針では、4 つの推進

プロジェクトをあげており、本件事業はここに位置付けられている。 事
業化に当たっては遊休地である津波で浸水した宮城県農業高校跡地を活

用することとした。 
○平成 24 年 12 月、募集要項の公表 
○平成 26 年 7 月、事業者と事業協定締結 
○平成 27 年度上期、工事着工予定 
○平成 28 年度末、運転開始予定 

施設運営のポ

イント 
○太陽光発電に適した宮城県沿岸地域の特性を活かし、被災した農業高

校跡地を民間事業者に貸付け、約 20MW（立地する名取市の人口の約 4 
分の 1 に相当する 6,000 世帯の電力を賄う規模）の太陽光発電を行う。  
○民間事業者は発電事業に加え、環境教育や地域活動への積極的な参加、

災害時における 地域防災対策等にも取り組む予定。 
○津波被害により利用方法が懸案事項となっていた県有地であり、太陽

光発電に適した地理的特性を活かし有効活用することで、宮城県は地代

収入を得ることができる。なお、宮城県の本件事業への関与は事業用地

の提供の。 
○発電した電力は、法律に基づき定められた価格・期間で東北電力（株）

が 20 年間買い取ることとなっている。このことが民間事業者の参画意

欲を高めたものと考えられる。 
資料：「公的不動産（PRE）の活用事例集」（平成 27 年 5 月 不動産証券化手法等による公

的不動産（PRE）の活用のあり方に関する検討会） 
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ＰＰＰ（DBO）．Ｎｏ４（環境・エネルギー） 

事 例 名 あらかわクリーンセンター（福島市） 
類   型 公有民営 

改修前の用途 ごみ焼却施設 
改修後の用途 ごみ焼却施設 

目  的 財政負担の軽減 
施設概要 ○当該事業は、民間事業者が一般廃棄物等の処理を行うあらかわクリー

ンセンター焼却工場の設計・施工を行い、更にその運営までを一括して

行う DBO 方式による事業。市は処理施設の建設及び運営にかかわる資金

の調達を行い、処理施設を所有する。 

○平成 20 年 9 月から 20 年間、SPC である㈱あらかわ Eサービスによっ

て運営を行う。 

○ごみ焼却に伴って発生する余熱の一部は場内で利用するとともに、周

辺施設に供給する。また、余熱の大部分は発電に供し、発電した電力は

処理施設の所内及び隣接する資源化工場で利用する。余剰電力に関して

は福島市が電力会社に売電を行う。 

○更に処理に伴って施設から発生する副生成物（スラグ、メタル等）に

ついては、リサイクルを行う。 

 

出所：「DBO 方式により建設した次世代ストーカ焼却施設の運転状況」 

（平成 21 年 10 月 山本充利他） 

 
運営・管理 ㈱あらかわ Eサービス 
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経   緯 

 

出所：あらかわクリーンセンターホームページ 
 
○平成 16 年 7 月、実施方針 
○平成 16 年 9 月、特定事業の選定  
○平成 16 年 10 月、募集要項の公表 
○平成 17 年 12 月、基本契約締結、建設工事請負契約締結 
○平成 20 年 8 月、竣工・引渡 
○平成 20 年 9 月、委託（運営）開始、平成 40 年 8 月委託終了 

施設運営のポ

イント 
○PFI 導入可能調査を実施し、公設公営方式や PFI 方式と比較したとこ

ろ、20 年にわたる長期委託契約で、事業コストの削減効果は DBO 方式

が最大という結果が出たことから実施。VFM は約 16％。 
○新電力事者でもある荏原環境プラントは、あらかわクリーンセンター

が地域の家庭ゴミを燃料にしたバイオマス発電で製造した電力（余剰電

力）を市内の小中学校約 70 校に供給する売電事業を行っている。 
○いわゆる「電力の地産地消」は、〝環境学習〟の題材にもなっている。 
○その他、資源化工場破砕機防爆用へ蒸気供給をしているほか、近隣の

福祉施設 2 ヵ所に温水供給を行っている。 
資料：あらかわクリーンセンターホームページ、「DBO 方式により建設した次世代ストー

カ焼却施設の運転状況」（平成 21 年 10 月 山本充利他） 
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ＰＰＰ．Ｎｏ５（医療・福祉） 

事 例 名 九州国際重粒子線がん治療センター整備事業（佐賀県鳥栖市） 
類   型 民有民営 

改修前の用途 市所有地 
改修後の用途 民間医療機関（がん治療センター） 

目  的 地域住民のがん死亡率の低下 
施設概要 佐賀県が主導し、鳥栖市の新幹線「新鳥栖駅」前の所有地を土地使用貸

借契約により民間事業者に貸し付け、民間事業者が医療施設を整備する。 
運営・管理 建物管理：九州重粒子線施設管理㈱ 、施設運営：公益財団法人 佐賀国

際重粒子線がん治療財団 
経   緯 九州・山口地域はがん死亡率が高く、特に佐賀県は長期に亘り肝臓が

ん死亡率が全国一という状況にあった。そのため、佐賀県では、現状を

打破し、地域に高度医療を提供することを方針として掲げ、医療界、産

業界に対して呼びかけ、それに呼応する形で北部九州の産・学・官協同

プロジェクトとして本件事業の検討が始まった。 
平成 20 年 12 月に産・学・官のメンバーで構成される「九州国際重粒

子線がん治療センター事業推進委員会」（委員長：佐賀県知事）が設置さ

れ、施設開設に向けた事業計画（案）の作成等に関し、議論がなされた。

第 2 回委員会で事業計画案が承認され、よりその計画を具体化した事業

計 画 ver1.0、事業計画 ver2.0 が第 3 回、第 4 回の各委員会で承認され

た。 
その後、施設建設及び管理を行う特別目的会社である九州重粒子線施

設管理株式会社、施設運営を行う公益財団法人佐賀国際重粒子線がん治

療財団（佐賀県と佐賀県医師会により設立。以下「財団」と いう。）が

設立され、日本で 4 番目の重粒子線がん治療施設となる「九州国際重粒

子線がん治療センター （SAGA Heavy Ion Medical Accelerator in 
Tosu：SAGA HIMAT［サガハイマット］）が建設された。 
○平成 20 年 12 月、事業推進委員会設立 
○平成 22 年 2 月、一般社団法人設立（同年７月公益法人化） 
○平成 24 年 10 月、竣工、平成 25 年 5 月開設、平成 25 年 8 月治療開始 

施設運営のポ

イント 
○施設整備、所有・管理と医療運営を分離する事業スキームの採用、多

様な手法による資金調達等により、国内初の民間の重粒子線がん治療施

設として整備された。 
○本施設の整備により、がん治療に係る高度な医療サービスの提供を始

め、学会、公開講座の開催等により、地域への人の流れの波及効果等が

期待される。 
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○本件事業では、民間事業者等が設立した「九州重粒子線施設管理株式

会社（SPC）」が施設を建設し、所有・管理を行い、治療装置等の建設・

管理及び医療運営を行う財団に対して施設を賃貸借するスキームが採用

されている。建物の管理リスク等を SPC に移転することで、財団が医療

サービスの提供に注力できる環境を整えている。 
○初期投資費約 150 億円の調達に当たり、上記スキームの採用等により、

民都機構による「まち再生出資」（民間拠点施設整備事業への支援）を受

けている。事業リスクの縮減を呼び水として、民間資金（出資金、寄付

金等）の活用、佐賀県からの補助金等によって、調達しやすい環境を整

え、事業の実現に至ったものと考えられる。 
資料：「公的不動産（PRE）の活用事例集」（平成 27 年 5 月 不動産証券化手法等による公

的不動産（PRE）の活用のあり方に関する検討会） 
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ＰＰＰ．Ｎｏ６（医療・福祉） 

事 例 名 ファミリーハウスあおもり（青森県青森市） 
類   型 公有民営（県施設を無償貸与した上、民間が施設整備し運営） 

改修前の用途 県職員公舎 
改修後の用途 総合周産期等待機宿泊施設 

施設目的 
 

患者や家族が、遠方より来院する際の様々な負担を軽減し、安心して受

診・出産・入院・付き添い等を出来る環境を整えるため 
施設概要 

 
 

遠方から青森県立中央病院（施設から徒歩 5 分程度）へ通院・入院す

る患者や、入院患者の付き添いを希望する家族のための宿泊施設。 
＜利用対象者＞ 
１ 青森県総合周産期母子医療センターを利用する患者やその家族 
２ 県立中央病院以外の周産期医療施設の患者や家族 
３ 県立中央病院に遠隔地から通院する一般患者 
４ 県立中央病院に入院する患者の家族 
５ その他、県との協議により認められた医療関係者 
＊混み合う場合は１、２の対象者を優先 

運営・管理 特定非営利活動法人 青森地域再生コモンズ 事務局 

経   緯 ○2008 年に県財産管理課が老朽化した県職員公舎の利活用のアイデア

を募集したところ、空きビルの活用などによる地域再生に取り組んでい

た「青森地域再生コモンズ」（コモンズ）が、公舎を定期借入して県立病

院通院者等の滞在施設に再生し、民間事業として運営する提案があった。 
○2011 年には「総合周産期等待機宿泊施設整備事業」として事業者を公

募し、県が土地と建物を事業者に無償貸与したうえ、国の交付金を活用

し、施設整備と運営費の 2 分の１を補助することとした。公募にはコモ

ンズのみエントリーし施設整備費の残り 3，000 万円は金融機関から融資

を受けた。 
○2012 年 7 月 26 日施設オープン。 
○総合周産期母子医療センターを利用する患者だけでは運営が困難なた

め、他診療の患者や家族等も対象とした。 
施設運営のポ

イント 
○料金設定は患者や家族の負担軽減が目的のため極力低料金に設定し

た。そのため、トイレ、シャワー等の共用や夜間に職員が常駐しないこ

ととした。県からの運営費補助も料金の抑制のためにあてている。 
○稼働率は 2014 年度で部屋の稼働率が 57．8％。利用者は「県立中央病

院に入院する患者の家族」が約 6 割を占めている。運営者も、もう少し

稼働率が上がって欲しいと考えている。 
資料：月刊ガバナンス 2015 年 8 月号 
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ＰＰＰ．Ｎｏ７（医療・福祉） 

事 例 名 金井淵県営住宅用地活用事業（群馬県高崎市） 
類   型 民有民営 

改修前の用途 県営住宅敷地 
改修後の用途 小規模多機能型居宅介護福祉施設 

目  的 県営住宅の立体集約建替えにより生じた遊休地の有効活用 
施設概要 群馬県が、県有地である金井淵県営住宅の敷地の一部を民間事業者に賃

貸して、民間事業者が福祉サービス事業を行う。 
運営・管理 認定 NPO 法人じゃんけんぽんを代表とする民間事業者グループ 

経   緯 群馬県では高齢化の進行とともに介護施設の不足が見込まれる中、金

井淵県営住宅の立体集約建替えにより生じた遊休地を介護施設事業用地

として活用することを決定した。県営住宅の高齢者見守りサービス、県

営住宅入居者の生活相談窓口、県営住宅及び周辺地域住民の交流促進、

小規模多機能型居宅介護施設の建設運営を提供する民間事業者を募集し

たところ、県内で介護事業を展開する 3 民間事業者から提案があり、認

定 NPO 法人じゃんけんぽんが選定された。  
○平成 25 年 6 月、募集要項公表 
○平成 25 年 8 月、事業提案書提出 
○平成 26 年度、施設建設 
○平成 27 年 5 月、開設予定 

施設運営のポ

イント 
○老朽化県営住宅の立体集約建替えにより生じた未利用地約 2,000 ㎡を

民間事業者に貸し付けることにより賃貸収入を得ることができるととも

に、当該住宅に居住する高齢者向けの介護ケアサービスの充実を図るこ 
とができる。 
○本件事例では最終的に 3 者から事業提案が行われており、提供すべき

介護サービスの内容が介護事業者にとって対応しやすいものであったと

考えられる。また募集要項公表から最終プレゼンテーションまでの間に

官民対話の機会がもたれている模様であり、それらを通じて適切な事業

者選定が行われたものと考える。 
○施設の開所は平成 27 年 5 月であるが、本件事業の介護サービスは、県

営住宅 84 戸、市営住宅 196 戸に居住する高齢者を対象として提供される

ものと想定され、相応の潜在的な介護ケア需要が民間事業者にとっての

ビジネス機会になる。 
資料：「公的不動産（PRE）の活用事例集」（平成 27 年 5 月 不動産証券化手法等による公

的不動産（PRE）の活用のあり方に関する検討会） 
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ＰＰＰ．Ｎｏ８（医療・福祉） 

事 例 名 岡山中央南（旧深柢）小学校跡地活用事業（岡山県岡山市） 
類   型 民有民営 

改修前の用途 小学校跡地 
改修後の用途 民間病院 

目  的 医療の空洞化の是正 
施設概要 岡山市が、中心市街地に位置する岡山中央南（旧深抵）小学校跡地にお

いて、当該地を活用したいとの要望があった病院運営事業者に土地を貸

し付け、民間病院が新規施設建設を行う。 
運営・管理 学校法人 川崎学園  

経   緯 岡山中央南地区は、市の中心市街地として高度なインフラ機能が整っ

た生活利便性等が高い地区である。一方で商業・業務機能が郊外流出す

ることにより、長く人口減少・高齢化が顕著であった。医療施設につい

ても、複数の病院が他の地区に移転を進めたため医療が空洞化していた。  
小学校跡地の活用方策については、文教施設としての存続を望む意見

もあったが、当該地域に位置する学校法人川崎学園が運営する川崎医科

大学附属川崎病院の老朽化・狭隘化が進んでいたことから、高齢化が顕

著な地区の現状に鑑み、更なる医療の空洞化を懸念する住民から小学校

跡地への川崎病院の移転新築先としての要望が強く示された。 
○平成 15 年 11 月、小学校跡地活用懇談会設置（提言公表まで 8 回開催） 
○平成 18 年 2 月、小学校跡地活用についての提言公表 
○平成 22 年 12 月、市議会で跡地への川崎病院誘致関連の陳情を採択 
○平成 23 年 7 月、市と学校法人川崎学園で基本協定締結、小学校跡地活

用基本方針策定 
○平成 24 年 2 月、市と学校法人川崎学園で事業用定期借地権契約を締結 

施設運営のポ

イント 
○新規病院の開業は平成 28 年 8 月以降となる見込みであるが、同院の開

院により、空洞化していた市内中心部における医療サービスの提供が実

現されるとともに、岡山市は賃料収入（年間 4，300 万円）を得ることが

できる。 
○新病院の開設により、中心市街地の高齢化及び医療機関の空洞化（他

地域への移転）がもたらす医療施設ニーズへの対応が可能となる。 
○小学校の跡地利用方法については、最終的に新病院の建設という結論

に至ったが、手間を惜しまない住民との意見交換の実施が重要であった

と考える。 
資料：「公的不動産（PRE）の活用事例集」（平成 27 年 5 月 不動産証券化手法等による公

的不動産（PRE）の活用のあり方に関する検討会） 
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ＰＰＰ．Ｎｏ９（交流拠点） 

事 例 名 りょうぜん里山がっこう（伊達市霊山町） 
類   型 民有民営 

改修前の用途 町立石戸中学校 
改修後の用途 体験交流施設 

目  的 里山学校を拠点に伊達地域、県内外より集うすべてのひとが体験活動や

文化芸術活動を通して人と自然にふれあい、生きがい、感動、友情を共

有し、ともに育ちあう中で、いきいきとした地域にすることを目的にし

ている。 
施設概要 

 
出所：りょうぜん里山がっこうホームページ 
＜定期教室の活動＞ 

○３B健康体操教室（ボール・ベル・べルターの用具を運動の助けとして

使用しながら、音楽に合わせ楽しく行う健康体操。月 2 回、参加費用 1，
000 円） 

○健康マージャン教室（月 2 回、年会費 1，000 円、参加費用 1，100 円） 

○里山合唱団（平成 25 年 2 月結成。各種発表会に参加。オリジナル曲も

あり。月 2 回） 

○歌声喫茶（楽器に合わせみんなで楽しく歌を歌う。毎月 1 回） 
＜体験教室＞ 

（米粉活用教室） 
○米粉パンつくり体験教室（参加費用 1，000 円） 

○米粉ピザつくり体験教室（参加費用 1，000 円） 

○米粉シフォンケーキづくり体験教室（参加費用 1，000 円） 

（自然体験教室） 

○川遊び（現在休止中） 

○サバめしつくり体験（参加費用 1，000 円） 

○竹笛つくり教室（参加費用 1，000 円） 

○流しそうめん（参加費用 1，000 円） 

（その他） 

○木工教室（参加費用 1，000 円） 
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○３B 健康体操教室（参加費用 1 団体 3，000 円） 
○おはなしおばさん（参加費用 1 団体 3，000 円） 
＜定住二地域相談活動 ＊県県北地方振興局受託事業＞ 

○里山を活性化する活動（就農希望者の支援活動。高齢化対策、集落活

性化活動を実施） 
○里山環境保全活動で地域おこし（森林整備活動・木工・竹クラフト教

室） 

＜里山ギャラリー＞ 

○地元を中心に制作している人の絵画や造形作品の展示場として、広く

廊下を開放。 
＜宿泊施設 ほっこ里＞ 
○宿泊料 1 泊 2 食付き 2，000 円～6，000 円（税別）。素泊まりあり。 
＜里山パン工房ポレット＞ 

○平成１２年よりパン工房ポレットを開設し、国産小麦を使った天然酵

母パンを中心に作っていたが、平成 19 年より米粉を使ったパンの製造を

開始。里山がっこうの売店をはじめ、JA 直売所みらい百彩館「んめ～べ」

などで販売する他、市内の保育園や介護施設に提供したり、旅館やホテ

ルに卸している。 
運営・管理 NPO りょうぜん里山がっこう 

経   緯 地域の農業法人代表が、平成 12 年に町立石戸中学校廃校跡地を「夢を育

てる施設として」さまざまな体験活動ができるようにリフォームに着手

し、体験交流施設として、「りょうぜん里山がっこう」が創立した。平

成 19 年に NPO 法人格を取得。 

施設運営のポ

イント 
○りょうぜん里山がっこうは、会員組織が活動の基盤になっている。運

営費は会費はもちろんのこと、ボランティアなどに支えられて運営され

ている。 

出所：りょうぜん里山がっこうホームページ  
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ＰＰＰ．Ｎｏ１０（交流拠点） 

事 例 名 仙台うみの杜水族館プロジェクト（宮城県仙台市） 
類   型 民有民営 

改修前の用途 大規模公園 
改修後の用途 大規模公園内に民間水族館を設置 

目  的 新たな交流拠点の形成と防災機能の向上 
施設概要 仙台市は水族館を配置するにあたり、震災後初めて新規に整備を行う大

規模公園である仙台市高砂中央公園内において、民間事業者へ民設民営

を前提に民間事業者を募集して、公園の使用を許可した。 
運営・管理 仙台水族館開発㈱ （三井物産㈱ほか 6 社及び民都機構が出資）  
経   緯 仙台市は水族館事業化実現へ向け、計画の確認や建設予定地の復興特

区認定等、具体的な調整を進め、平成 25 年に民間事業者共同出資による

新水族館建設を計画する「仙台水族館開発株式会社」が設立され、当該

民間事業者によって新水族館が建設、運営されることとなった。 
○平成 25 年 2 月、民間事業者 6 社が共同出資による新水族館事業会社

設立を発表 
○平成 25 年 4 月、仙台市が水族館建設予定地を仙台港背後地交流推進

区として特区申請 
○平成 25 年 9 月、国土交通省が民間都市再生事業計画に認定 
○平成 25 年 11 月、工事着工 

施設運営のポ

イント 
○仙台市の市立公園の中に民間の水族館を設置する事業。水族館建設に

おいては、民間活用により市の直接的な財政支出なしでの事業化がなさ

れた。仙台市は開館後は水族館からの公園使用料収入を受け取る。 
○水族館は開業初年 135 万人の入館者が見込まれており、高砂中央公園

はその立地の良さも背景に、近隣集客施設との連携による新たな交流の

核となると考えられる。また、新水族館は津波避難施設としても活用さ

れる検討がなされており地域の防災機能の向上も期待される。 
○高砂中央公園は仙台港 IC に隣接し、交通アクセスの利便性が高く、近

隣に大型商業施設（三井アウトレット仙台港）があり、連携による集客

効果を期待できる等、民間事業者にとって魅力ある立地であることが、

民間資本による新水族館事業につながったと考えられる。 
○仙台市は民間事業者との事業化実現の協議を重ねつつ、事業実現に向

け、復興特区の認定申請を行い、税優遇のメリットを含め、民間事業者

へのインセンティブを向上させたと考えられる。 
資料：「公的不動産（PRE）の活用事例集」（平成 27 年 5 月 不動産証券化手法等による公

的不動産（PRE）の活用のあり方に関する検討会） 
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ＰＰＰ．Ｎｏ１１（複合施設・地域活性化） 

事 例 名 オガールプロジェクト（岩手県紫波町） 
類   型 民有民営、民有公営 

改修前の用途 役場、生涯学習センター、図書館、ホール建設予定地の町有地 
改修後の用途 町有地を定期借地でオガール紫波(株)に有償貸与。 

施設目的 オガールプロジェクトの実施による地域活性化（集客増加） 
施設概要 

 
 

○中核施設は飲食・物販・医療・教育系の 10 の民間テナントと紫波町が

運営する情報交流館（図書館・地域交流センター）で構成される「オガ

ールプラザ」。その他、カフェ、産直施設、ホテル、町役場等も連なる。 
○オガール紫波(株)が設立した特別目的会社が発注・建設したオガールプ

ラザのうち、情報交流館部分を町が購入、それ以外の建物はオガール紫

波(株)が所有・運営・維持管理。 
○土地についてはオガール紫波(株)が定期借地で町から有償賃借。また、

当社は固定資産税も収めており、そのお金を町は公共施設の維持管理費

用に充てている。 
運営・管理 オガール紫波株式会社（三セク、町出資比率 39％） 

経   緯 ○オガール地区の町有地は平成 10 年に町が岩手県住宅供給公社から 28．
5 億円で購入したもの。当初は、役場、生涯学習センター、図書館、ホー

ル建設予定地だったが財政悪化等により頓挫。 
○現在のオガールプラザ代表取締役が当時の首長にPPP手法による駅前

土地整備のメリットを提案。平成 19 年に東洋大学と公民連携の推進に関

する協定が結ばれる。東洋大学の調査の結果、町を中心とする半径 30 ㎞

の居住人口が 60 万人と北東北最大規模であることが報告され、この 30
㎞圏を軸として人を集めるまちづくりを目指すこととなった。 
○オガールプロジェクトは平成 21 年 2 月に策定された「紫波町公民連携

基本計画」に基づき、オガール紫波(株)を推進役とした「紫波中央駅前都

市整備事業」がスタート。平成 27 年 5 月には地区に新庁舎も完成。 
施設運営のポ

イント 
○オガールプロジェクトではターゲットとなる利用者の居住地域を 30
㎞と定め、そのコンセプトに沿って図書館利用者も近隣自治体住民にま

で拡げた。その結果利用者の 3 割は町外住民。 
○オガールプラザ建設費には補助金は投入されず、銀行融資や民都機構

等からの出資によって事業費を賄った。町が公共施設部分を購入する際

には費用の一部に旧まちづくり交付金を活用した。また、オガールプラ

ザについては資金調達からテナントの公募までオガール紫波(株)が実施。 
○オガールプロジェクトは地元に 170 人の雇用も生んだ。 

資料：月刊ガバナンス 2015 年 8 月号、オガール紫波ホームページ 
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ＰＰＰ．Ｎｏ１２（複合施設・地域活性化） 

事 例 名 株式会社福島ガイナックス（福島県三春町） 
類   型 公有民営 

改修前の用途 町営中学校の廃校舎（旧桜中学校） 
改修後の用途 アニメ制作スタジオ、アニメミュージアム、㈱三春町まちづくり公社事務所  

施設目的 地元雇用創出と観光拠点開発で福島県の震災復興に寄与していく 
施設概要 

 
 

＜空想とアートのミュージアム 福島さくら遊学舎＞ 
スタジオ・・・・作画作業、仕上げ作業、制作管理 
ミュージアム・・常設展管理運営、企画展管理運営、ワークショップ、

グッズ開発、イベント運営 

運営・管理 ㈱三春町まちづくり公社（指定管理者） 

経   緯 ○平成 25 年、三春町立三春中学校への統合により旧桜中学校が廃校とな

った。 

○平成 25 年 7 月、㈱三春町まちづくり公社が本社設置。 

○平成 27 年、(株)福島ガイナックス代表取締役 浅尾芳宣氏が、風評被

害の払拭には、より明るい話題を作り、興味を持ってもらう事で”偏見”

を吹き飛ばすようなイメージアップをしてゆくしか道はないと考え、イ

ンフラが整備され、町や都市の機能が回復しつつある今だからこそコン

テンツの持つ力で福島を、東北を変えていかなくてはならないとし事業

をスタートすることとした。 

○平成 27 年～ミュージックセキュリテーズ(株)を仲介業者としてクラ

ウドファンディングによる資金調達開始。 

募集期間：2 月 27 日～8 月 31 日、募集金額：9,980,000 円 

出資金額：20,000 円/口（別途手数料 1,140 円/口） 

資金使途：アニメ制作関連人件費 

特  典：ミュージアム年間パス 2 年✕2 名分、又はオリジナルアニメ

のキャラクター設定資料、複製原画セット 

○平成 27 年 3 月(株)福島ガイナックス設立、平成 27 年 4 月 1 日、(株)

福島ガイナックスに「空想とアートのミュージアム 福島さくら遊学舎」

がオープン。 
施設運営のポ

イント 
○㈱三春町まちづくり公社が管理する建物に、(株)福島ガイナックスが 5
年間の有償賃貸契約で入居。 
○福島さくら遊学舎は、アニメ教室の開催や田んぼアートの実施、近隣

の県施設と連携した小中学生の教育旅行を実施予定する等、地域に根ざ

した活動を実施。 
資料：(株)福島ガイナックスホームページ、三春町産業課ヒアリング 
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ＰＰＰ．Ｎｏ１３（図書館・地域活性化） 

事 例 名 武雄市図書館等（佐賀県武雄市） 
類   型 公有民営 

改修前の用途 市立図書館・歴史資料館 
改修後の用途 市立図書館（その他付属施設）、歴史資料館 

施設目的 シティプロモーション、市外県外からの誘客、地域活性化 
施設概要 図書館（蔦谷書店、スターバックスコーヒー）、歴史資料館 
運営・管理 株式会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ（ＣＣＣ）（指定管理者） 

経   緯 ○2012 年 5 月、武雄市から書籍・音楽ソフト・映像ソフトのレンタル・

販売店大手チェーン「TSUTAYA」を運営する ＣＣＣを指定管理者とす

ることが発表される。 

○"図書館を中心とした市民生活の提案"というコンセプトを掲げ、佐賀県

の武雄市とともに策定した、市民のだれもが利用しやすく、利用したく

なる"市民の生活をより豊かにする図書館"を作る「新・図書館構想」のも

と、新武雄市図書館・歴史資料館は 2013 年 4 月 1 日にオープン。 

 
出所：武雄市図書館ホームページ 

施設運営のポ

イント 
○図書館の貸出対象を「日本国内居住者」、営業時間を 9 時～21 時、年

中無休と利便性を大きく向上させたことで、民営化前の 3 倍以上の年間

利用者約 100 万人を集めた。 
○官と民が本質的に連携し、企画段階から本の搬出・搬入などの開館準

備、市民への説明、オープン後の現在に至るまでのプロセスを共有。 
○貸出カードをＣＣＣ社が展開する「T カード」または新たに発行する

「図書利用カード」いずれかの選択制とし、「T カード」使用時には、貸

出に T ポイントを付与する。 
○図書館の座席では館内で購入した飲み物や、水筒に入れ持ち込んだ飲

み物など飲みながら図書の閲覧を可とした。 
○24 時間いつでも借りることができる電子図書館「武雄市ＭＹ図書館」も運営。  

資料：武雄市図書館ホームページ 
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ＰＰＰ．Ｎｏ１４（複合施設・地域活性化） 

事 例 名 秦野市立西中学校等複合施設整備運営事業、その他（神奈川県秦野市） 
類   型 公有民営 

改修前の用途 西中学校の体育館、プール、武道場と隣接する西公民館等 
改修後の用途 3 階建の建物に学校機能（体育館、屋内プール等）、生涯学習機能（大会

議室、情報提供コーナー等）、防災機能、共用スペース、消防署、駐車場、

テニスコート、そこに民間が管理・運営する付帯事業施設を併設。 
施設目的 学校が社会全体で子供たちの学びを支援する場となり、地域の振興・再

生にも貢献するコミュニティの拠点としての役割を果たすことができる

よう、学校施設と他の公共施設等との複合化を図る。 
施設概要 

 
 

3 階建の複合化施設に建て替え、施設の共用化を図ることにより、床面積

の削減と機能の維持を図るとともに、建設から管理運営に至るまで民間

の知恵と力を活用し、より低い税負担で、より高いサービスを実現する。 
運営・管理 未定・民間事業者選定中 

経   緯 ＜秦野市の公共施設更新問題に対する取組み＞ 
H20.4 専任組織「公共施設再配置計画担当」設置 
H21.10 公共施設白書公表 
H22.10 公共施設の再配置に関する方針策定 
H23.3 第一期基本計画・前期実行プラン策定 
H23.4 専任組織を「公共施設再配置推進課」に改編 
H23.4～シンボル事業を中心とした計画を推進 
H27.1 秦野市立西中学校等複合施設整備運営事業募集要項公表 
H27.5 民間事業者の事業提案受付、H27.6～11 を目途に基本協定及び

仮契約を締結し、12 月に市議会の議決を経て契約する予定 
H30.6（学校専用利用については、H30.4）施設の利用開始の予定 

そ の 他  
 
 
 

＜秦野市の主な PPP の取組み＞ 
１ 庁舎敷地を活用したコンビニエンスストアの誘致(H19.12) 
 24 時間年中無休で公的サービスを提供するとともに賃料収入を得る。 
２ 保育園跡地を賃貸し、障害者福祉施設を民営化(H24.4) 
 公共施設を廃止した市有地を活用し、社会福祉法人へ福祉事業を移管。

市の負担を抑えつつサービスを充実させるとともに賃料収入を得る。 
３保健福祉センターに郵便局を誘致し、証明書交付業務を実施(H24.10) 
 郵便局に住民票などの交付業務を委託するとともに賃料収入を得る。 
４ 図書無人貸出サービス「スマートライブラリー」実証実験(H27.2~) 

IC（アイシー）タグによるセルフサービスの図書室の実験。 
資料：秦野市ホームページ 
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ＰＰＰ．Ｎｏ１５（複合施設・地域活性化） 

事 例 名 藤枝駅周辺にぎわい再生拠点施設整備事業（静岡県藤枝市） 
類   型 民有民営、民有公営（事業者が土地を定期借地権（20 年）により市から

一括賃借。市は図書館部分のフロアを事業者から賃借） 
改修前の用途 市有地（市立病院跡地） 
改修後の用途 土地の所有は市のまま、定期借地権（20 年）を設定し、その上に官民複

合施設（図書館と民間商業施設等）を建設 
施設目的 両施設の相乗効果により幅広い世代の交流を促進し、周辺地域も含めた

にぎわい再生を期待するもの 
施設概要 駅前の市立病院跡地を活用し、図書館と民間商業施設等（商業施設、シ

ネマコンプレックス、駐車場、駐輪場）を複合化 
運営・管理 大和工商リース（現大和リース） 

経   緯 ○本事業の検討当時（平成 18 年）、市は平成 21 年 6 月の「富士山静岡空

港」の開港に向け藤枝駅周辺を「志太・榛原広域都市圏の玄関口」と位

置付けるとともに、その実現に向け新総合計画の中の「まちづくり分野

別方針」の一環として、駅周辺の賑わい創出や楽しさと魅力ある商業地

づくりに取り組んでいた。 

○平成 17 年度に行われた先行事業の後続案件を検討する中、「まちづく

り分野別方針」に「すこやかな心を育むまちづくり」も施策の一つとし

てあげ、新図書館の整備も検討していた。 

○賑わい創出の相乗効果を生み出すため、図書館と民間商業施設等を複

合化することとした。 

施設運営のポ

イント 
○市は、賑わい創出には民間活力を活用することが効果的と考え、PPP
手法を活用することとした。また、事業者が施設整備し、図書館部分の

み市が賃借することで市の施設整備費の削減や保有にかかる負担軽減に

資すると考えた。 
○募集時に民間事業者の提案に対し条件を付し、市の目指すまちづくり

のコンセプトに沿ったものにするようにした。 
○市の中心市街地活性化法に基づく基本計画の大臣認定により、当該民

間事業者が補助金を受給できる環境を整えた。 
資料：「PPP/PFI 事業・推進方策事例集」（平成 26 年 7 月 国土交通省総合政策局）、 
   藤枝市ホームページ 
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ＰＰＰ．Ｎｏ１６（複合施設・地域活性化） 

事 例 名 いわき駅前地区第一種市街地再開発事業（いわき市） 
類   型 民有民営、民有公営（民間が建物を建設し、公共は公共施設の運営を行

ない、民間は民間施設の運営を行う） 
改修前の用途 ― 
改修後の用途 官民複合施設 

目  的 中心地活性化を目的として、公共施設と商業施設等の民間施設を一体的

に整備した事業 
施設概要 細分化している民地の一筆共有化を行い、施設を整備し（施行主は地権

者及び参加組合員 で構成される市街地再開発組合）、完成後の施設の床

をいわき市、商業施設運営者等が買い取るスキームを採用した。 
公共施設： 総合型図書館、市民サービスセンター、産業交流拠点施設 
民間施設： 業務施設、商業施設 

運営・管理 株式会社ラトブコーポレーション、いわき市 

経   緯 いわき市の中心部では、1980 年～1995 年の間に人口が 23.3％減少し、

また空き店舗、空き地数が 34 か 所に上る等、空洞化の進行が他の地域

に比べても顕著であった。この原因として、居住地域の郊外化、 大型シ

ョッピングセンターの郊外立地等が挙げられていたが、この他にも中心

部における都市基盤整備 の立ち遅れも大きな原因のひとつとして考え

られていた。このような背景から、いわき市では中心地に複 数の都市核

を整備し、それらをネットワークで結ぶことで中心地に快適な空間を面

的に生み出すこととした。その一環として、本件事業を実施するに至っ

た。本件事業を実施する上で、公共施設のみならず民間施設との相乗効

果による賑わい創出を目指す観点から、官民複合施設を建設するスキー

ムを採用することとした。平成 19 年 9 月共用開始。 

施設運営のポ

イント 
○本件事例の中で、商業施設の床の所有・運営を行う株式会社ラトブコ

ーポレーションは、地権者事 業協力者や商工会議所、地元企業、民都機

構の出資により設立された民間事業者である。このような 地元住民、企

業、経済会等が一体となって商業施設の運営に携わる体制を構築したこ

とで、収益性のみならず地域の賑わい創出を目指した運営を実現できた

と考えられる。 
○施設の名称の決定においても住民に向けて公募を行っており、利用者

サイドの地域住民に対しても本施設への親しみを持て る取組を実施し

ている点も上記効果を生み出す要因となったものと考えられる。 
資料：「公的不動産（PRE）の活用事例集」（平成 27 年 5 月 不動産証券化手法等による公

的不動産（PRE）の活用のあり方に関する検討会） 



50 
 

ＰＰＰ．Ｎｏ１７（複合施設・地域活性化） 

事 例 名 りんご並木商業施設（りんご並木横丁）等整備事業（長野県飯田市） 
類   型 公有民営 

改修前の用途 ― 
改修後の用途 官民複合施設 

目  的 中心市街地活性化に連動し、周辺に増加している空きビルや空き家の再

生整備を行い、商業の賑わい拠点の個性の強化を図り、魅力を創造する

とともに、併せて建設する来訪者向け駐車場との相乗効果によりまちな

かへの集客力を高めるもの。 
施設概要 飯田市は、同市が出資するまちづくりカンパニーが中心市街地で進めて

いる空きビル及び空き家の一体的リニューアルプロジェクトにおいて創

出された緑地（公共施設）を市民の憩いのスペースとして活用。 
運営・管理 ㈱飯田まちづくりカンパニー（第 3 セクター：飯田市出資法人）（出資者：

飯田市、日本政策投資銀行、その他 法人・個人） 
経   緯 飯田市では、中心市街地からの人口流出や都市機能の郊外流出が進み、

中心市街地における空洞化の問題が発生していた。そのような状況で「中

心市街地活性化計画」が策定され、「暮らしの場としての中心市街地の定

住環境整備」等が検討された。 
平成 5 年には、再開発事業のためのまちづくり会社設立の構想が生ま

れ、平成 10 年 8 株式会社飯田まちづくりカンパニーが設立された。その

後、飯田市の出資を受ける等して、中心市街地活性化のための事業計画

が立ち上げられ事業が進められてきた。 

施設運営のポ

イント 
○中心市街地の空きビルや空き家の再生により、商業活動が活性化され

ると同時に雇用の創出が見 込まれている。 
○飯田市では中心市街地から道路網が展開される都市計画がされている

一方で、中心市街地は、慢性的な駐車場不足となっていた。対象地の近

隣に駐車場を設置することによって、訪れる人の利便性を向上させ、市

街地への誘客効果が期待される。 
○民間事業者側の課題として、本件事例を行うに際しての資金調達面で

の課題があったが、民都機構 から、TMK を活用することにより民都機

構からまち再生出資（プロジェクト総額対比、約 1/3 の出資（0.5 億円））

を得ることができた。結果的に本件事例も 円滑に進められ所管自治体で

ある飯田市にとっても有益なものとなった。 
資料：「公的不動産（PRE）の活用事例集」（平成 27 年 5 月 不動産証券化手法等による公

的不動産（PRE）の活用のあり方に関する検討会） 
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ＰＰＰ．Ｎｏ１８（複合施設・地域活性化） 

事 例 名 出石小学校跡地整備事業（岡山県岡山市） 
類   型 民有民営、公有民営 

改修前の用途 小学校跡地 
改修後の用途 複合施設 

目  的 岡山市の中心市街地では人口が減少し、児童数の減少により小学校の統

廃合が行われ、学校跡地の活用が重要な課題となっていた。岡山市では、

学校跡地について「全市民の財産であること」、「中心市街地の活性化」、

「位置的な特性・土地利用」、「他の個別施策・施設との連携・関連性」、

「学校跡地であるという歴史的経緯」の 5 つの観点から、民間活用の利

用を前提とした事業の実現を目指していた。 
施設概要 岡山市が統廃合により廃校となった市内の小学校跡地の一部に、定期借

地権を設定し、民間事業者がコミュニティ施設、都市公園（公共施設）、

分譲マンション、賃貸住宅、有料老人ホーム、保育園、スポーツクラブ、

駐車場を整備。公共施設部分は建設した後、岡山市に引き渡された。 
運営・管理 両備バス㈱を代表企業とする民間事業者グループ 

経   緯 平成 14 年 3 月末に閉校した出石小学校は、中心市街地のほぼ中央に位置

し、中心市街地活性化に大 きく寄与する可能性を持っていた。「出石小

学校等跡地活用方針」に基づき民間が有する事業ノウハウ及び企画力を

活用し、公園や広場等の公共空間整備を中心とした施設を建設すること

によって、小学校跡地の再開発を行うこととなった。 
○平成 14 年 5 月、市民からの意見とりまとめ 
○平成 15 年 7 月、実施方針公表 
○平成 15 年 10 月、プロポーザル事業者募集要項公表 
○平成 16 年 3 月、当選者の決定 

○平成 17 年 12 月、定期借地権設定契約締結 

○平成 20 年 3 月、供用開始 
施設運営のポ

イント 
○岡山市の中心市街地という立地を活かし、複数の活用手法を組み込む

ことで、土地の有効活用を実現するとともに、地代収入（年間約 2,500
万円）を受けとることにより、岡山市の財政収入に寄与。 
○一部施設（屋上庭園付立体駐車場）に暮らし・賑わい再生事業補助金

の交付を受け、岡山市の財政負担の軽減に寄与。 
○土地の賃料は固定ではなく、3 年ごとに見直しを行い、官民間の適切

なリスク分担を行っていることが特徴。 
資料：「公的不動産（PRE）の活用事例集」（平成 27 年 5 月 不動産証券化手法等による公

的不動産（PRE）の活用のあり方に関する検討会） 
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ＰＰＰ．Ｎｏ１９（複合施設・地域活性化） 

事 例 名 江別駅前再開発事業（北海道江別市） 
類   型 民有民営 

改修前の用途 小学校跡地 
改修後の用途 複合施設 

目  的 江別駅前の再開発 
施設概要 北海道江別市が、地元企業で構成される民間事業者に対して、JR 江別駅

前に所有する市有地を賃貸した。民間事業者はそこで、商業・業務棟（定

期借地）及び福祉施設棟（一般借地）を建設した。 
運営・管理 ㈱SPC みらい 

経   緯 JR 江別駅前では平成 9 年に国鉄清算事業団用地を市土地開発公社が

先行取得し、再開発事業による事業化を進めてきたが、開発計画が確定

するまでに長期間を要する等して事業実現には至らなかった。 その後、

地元まちづくり団体である「江別市街地近代化促進市民会議」が、地域

の商店街等を含めた地区の活性化を図るために、福祉棟建設による開発

事業を江別市に要請し、その後、商業・業務施設棟を 建設する事業も併

せて検討が行われ、本件事業の実施検討に至った。 
○平成 9 年 2 月、公社による土地先行取得 
○平成 18 年 7 月、㈱SPC みらい設立 
○平成 19 年 2 月、建設着工 
○平成 19 年 11 月、建設竣工 

施設運営のポ

イント 
○北海道江別市は事業実施にあたり、江別市土地開発公社が保有してい

た土地を取得して、これに事業用定期借地権を設定した。  
○本件事例では未利用地を活用することにより、江別市は SPC から賃

料収入を得ることができることとなった。 
○株式会社 SPC みらいを事業主体として、雇用促進を図ることができる

コールセンター等の誘導と福祉施設の導入が実現できた。 
○江別市は賃料収入として年間約 300 万円を得ることができることとな

った。そのほか、企業誘致による雇用効果等も見込むことができる。な

お、平成 25 年 3 月時点で市の施設部分（3 階・4 階）は全フロアに 企業

が入居済みである。 
○土地開発公社による土地取得の時点から実際の事業化まで遅れていた

が、株式会社 SPC みらいからの発案を受けて、民間活力を活用する方向

で検討したことが事業の早期実現につながったもの。 
資料：「公的不動産（PRE）の活用事例集」（平成 27 年 5 月 不動産証券化手法等による公

的不動産（PRE）の活用のあり方に関する検討会） 



53 
 

ＰＰＰ．Ｎｏ２０（複合施設・地域活性化） 

事 例 名 鹿屋市北田大手町地区第一種再開発事業（鹿児島県鹿屋市） 
類   型 民有民営、公有民営 

改修前の用途 ― 
改修後の用途 複合交流拠点施設（リナシティかのや） 

目  的 中心市街地活性化 
施設概要 国、鹿児島県鹿屋市、独立行政法人都市再生機構は、市街地再開発事業

により、官民が所有する土地上に、市民交流センター、イベント広場、

民間商業施設等を一体的に整備した。 
運営・管理 ㈱まちづくり鹿屋、鹿屋市社会福祉協議会（指定管理者） 

経   緯 鹿児島県鹿屋市の中心市街地である北田大手町地区は、国道が結節す

る交通の要衝にあり、旧鹿屋市の中心地の中でも中枢的な役割を担って

いた。しかし、近年の郊外開発の進展や県立病院の移転や市中心部のデ

パートの閉店等により商業基盤の低下が顕著であり、中心市街地活性化

のための環境及び施設の建設が求められていた。  
鹿児島県鹿屋市は、平成 11 年 3 月に「鹿屋市中心市街地活性化基本計

画」を策定し、当地区は本計画の中心として位置付けられた。再開発事

業関係者が一体となり、北田大手町地区市街地において、公共施設、商

業・業務施設等で構成される複合交流拠点を一体的に建設した。 
○平成 11 年 3 月、鹿屋市中心市街地活性化基本計画策定 
○平成 13 年 3 月、都市計画決定（市街地再開発事業） 
○平成 13 年 5 月、鹿児島県・鹿屋市から都市再生機構へ事業実施要請 
○平成 19 年 4 月、共用開始 

施設運営のポ

イント 
○容積率を最大限利用（従来 400%）するのではなく、本件事業を検討す

る際に、都市再生機構が民間の床利用需要予測を十分検討した上で、低

建ぺい率・低容積率（実際 137%）・低層の施設建築物として地方都市の

身の丈にあった市街地再開発事業を実施。その結果、財政負担や将来の

維持管理費用の負担を軽減するスキームを採用。 
○市民交流センター等の公共施設の集約化により住民の利便性向上を図

るとともに、各種商業施設を併設することで市民交流拠点が整備され、

中心市街地における交流人口が拡大し、鹿屋市の賑わいに寄与。 
○本件事業の地区の地権者は、複数存在していたが、独立行政法人都市

再生機構が施行者として複数の関係者の権利調整を実施し、権利床や保

留床の円滑な移転に寄与。 
資料：「公的不動産（PRE）の活用事例集」（平成 27 年 5 月 不動産証券化手法等による公

的不動産（PRE）の活用のあり方に関する検討会）、鹿屋市ホームページ 
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ＰＰＰ．Ｎｏ２１（地域活性化） 

事 例 名 富山市グランドプラザの整備・運営（富山県富山市） 
類   型 民有民営 

改修前の用途 ― 
改修後の用途 中心市街地の活性化のための全天候型野外広場（アトリウム） 

目  的 中心市街地活性化 
施設概要 富山市が再開発事業を通して公共施設用地を捻出し、民有地の一部活用

や民間施設との合築により、中心市街地の活性化のための広場である富

山市グランドプラザを整備した。 
運営・管理 ㈱まちづくりとやま ※富山市、富山商工会議所等が出資する第三セクター  

経   緯 富山市では、中心市街地の空洞化が課題となっていたが、商業的な中

心の一つである「総曲輪（そうがわ）通り商店街」の一角で再開発の構

想が立ち上がった。その後、「富山市中心市街地活性化基本計画」（平成

11 年度）の策定等を経て、平成 17 年 3 月に「西町・総曲輪地区」再開

発事業が、平成 19 年 9 月に「総曲輪通り南地区」再開発事業が完成した。  
「富山市まちなか賑わい広場（通称 グランドプラザ）」部分は、当初

計画では百貨店のバックヤードでの活用が予定されていたが、中心市街

地の貴重な用地であることを踏まえ、活性化に向けた広場としての整

備・活用の可能性等の検討が行われた。平成 16 年度に富山市、商店街組

合、百貨店等で構成する委員会が発足し、グランドプラザのコンセプト

や活用イメージについて議論を行い、平成 16・17 年度に基本・実施設計

が行われ、平成 19 年 9 月に供用開始された。 
○平成 13 年度、市街地再開発事業の都市計画決定 
○平成 16・17 年度、グランドプラザの基本設計・実施設計 
○平成 17 年度、西町・総曲輪地区市街地再開発事業の完了 
○平成 19 年度、市街地再開発事業の完了 グランドプラザの供用開始 
○平成 22 年度、指定管理者の指定 

施設運営のポ

イント 
○富山市は、市道認定の廃止や都市計画法、都市公園法等の制限が及ぶ

広場の指定を意図的に行わない等の工夫により活用の柔軟性を高め、多

種多様なイベントを展開している。  
○関係者間（富山市、再開発事業主体、指定管理者等）でグランドプラ

ザのあり方に関するビジョンを共有し、その実現に向けた役割分担、責

任分担等を柔軟に設定することで、民間の創意工夫を最大限に活用し、

高稼働率のまちなか広場の整備や賑わいの創出を実現している。 
○グランドプラザでは現在、展示会、観光・物産展、パーティ、セミナ

ー、マーケット、ライブ、スポーツ 等、実に多様なイベントが年間 100
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件以上開催されている。また、休日はほぼ 100％という稼働率を達成す

る等、国内でもトップクラスの利用実績を有している。これらの取組に

よって、中心市街地に人を呼び込み、街の賑わいが生み出されている。 
○グランドプラザの整備に当たっては、完成の約 3 年前から官民関係者

が一堂に会する「活用委員会」を発足し、富山市主導の下、コンセプト

等の活発な議論がなされている。こうした議論を通じて、関係主体間で

中心市街地の賑わい広場としてのビジョンが十分に共有され、その実現

に向けて、民有地の一部を建設用地として活用する、民間施設と一部合

築する、市有地上部の一部を民間施設が活用する等、官民相互に連携し

た形での柔軟な施設建設が実現された。 
○管理・運営に当たっては、主に株式会社まちづくりとやま（指定管理

者）と富山市が関わっているが、 加えて、NPO 法人 GP ネットワーク

がイベント開催や維持管理業務等に参画している。施設の建設段階と同

様に、これらの主体間でのビジョンが共有され、各者の役割、責任分担

については、大きな枠組みを定めるにとどめ、業務遂行上は極力、各主

体に裁量を持たせる運用がなされている。 これら一連の取組が広場活用

の自由度を高め、高稼働率の実現につながっている。 
資料：「公的不動産（PRE）の活用事例集」（平成 27 年 5 月 不動産証券化手法等による公

的不動産（PRE）の活用のあり方に関する検討会） 
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ＰＰＰ．Ｎｏ２２（地域活性化） 

事 例 名 伊勢崎駅前民間開発事業（群馬県伊勢崎市） 
類   型 民有民営 

改修前の用途 ― 
改修後の用途 スーパーマーケット 

目  的 駅前の賑わい創出 
施設概要 伊勢崎市は、伊勢崎駅南口において、「生鮮三品及び雑貨などの生活必需

品を扱う店舗のほか、物販・飲食等賑わいの創出につながる施設や伊勢

崎市民の公共サービスに資する機能」を有する民間事業者を募集し、選

定された民間事業者が施設の建設及び運営を行なっている。 
運営・管理 ㈱ベイシア（スーパーマーケット運営） 
経   緯 伊勢崎市は現在、駅前の区画整理事業を展開中であり、市と民間の土

地を利用して、駅前の賑わいの核となる商業施設を建設・運営・営業す

る民間事業者を公募することとなった。 
○平成 8 年度、伊勢崎都市計画事業 伊勢崎駅周辺第一土地区画整理事業 
（事業期間：平成 8 年度～平成 39 年度） 
○平成 25 年 9 月、募集要項、申込受付 
○平成 25 年 10 月、第一次審査、事業企画提案書提出、プレゼンテーシ

ョン、審査結果通知 
○平成 25 年 11 月、優先交渉権者公表及び基本協定締結 
○平成 26 年 9 月工事着手、平成 27 年 3 月開業予定 

施設運営のポ

イント 
○伊勢崎市は駅前市有地を賃貸するため、選定事業者と 20 年間の事業用

定期借地権契約を締結（民間事業者が借地する約半分の面積が市有地）。

地代：月額 175 万円（最低価格） 保証金： 2,100 万円（最低価格） 
○伊勢崎駅前地区は土地区画整理事業や都市基盤整備等、駅前区画に相

応しいインフラ整備が行われているが、さらに商業・業務施設や公共公

益施設等の導入により都市機能の拡充を図り、駅南口の顔として、中心

市街地再生の先導的役割を担うことが求められた。そのような中、伊勢

崎市は駅前にスーパーマーケットを導入することで賑わい効果を創出

し、地元経済の活性化にも寄与することを期待した。 
○市が駅前事業者に求める機能はスーパーマーケットであり、群馬県に

本店が所在する(株)ベイシアはその点が評価された。また、募集要項にお

いて、駅前における安定した需要の見込める事業を事業者に求めたこと

で、選定が円滑に行われた。 
資料：「公的不動産（PRE）の活用事例集」（平成 27 年 5 月 不動産証券化手法等による公

的不動産（PRE）の活用のあり方に関する検討会） 
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ＰＦＩ.Ｎｏ１（公営住宅・地域優良賃貸住宅） 

事 例 名 県営住宅鈴川団地移転建替等事業（山形県） 
類   型 サービス購入型、BTO 方式 

改修前の用途 旧県営住宅 
改修後の用途 新県営住宅 

導入目的 県営住宅鈴川団地は、耐震診断の結果、建て替えが必要と判断された 6
団地の県営住宅の中の 1 団地。県の日影条例等を勘案すると、現在の土地

では現有戸数を確保した建て替えができないため、移転建て替えを行うこ

ととなった。移転先として利用可能な県有地の確保ができない、また、単

なる建て替えではなく、同時に中心市街地の活性化も検討されていたとい

う背景があった。 
事業概要 県営住宅の整備のみならず、事業用地の確保も民間事業者にゆだね、民間

のノウハウの活用を市街地活性化にも期待した PFI 事業（BTO 方式）と

して実施。土地に関しては、提案された土地所有者と県が土地定期賃貸借

契約を締結。施設規模は、敷地面積が約 1,500 ㎡で延床面積が約 2,900 ㎡。

部屋は 2DK 及び 3DK タイプがあり、合計 30 戸で構成され、駐車場も戸

数と同様に 30 台。事業期間は 22 年間。 

 

出所：内閣府 PFI 推進室ホームページ 
運営・管理 山形 PFI(株)  

経  緯 平成 12 年度に県の公営住宅ストック総合計画における耐震診断の結

果、県営鈴川団地を含む 6 団地に対して建て替えが必要と判断。 
平成 13 年度に他都市の事例も参考にしながら、借上げや買取を含めた

民間活用手法の検討を県内部で行い、そこで住宅課が主導となり PFI も

検討対象へ。 
平成 14 年度に公営住宅関係の計画策定を含めてコンサルタントを選定

し、PFI 導入可能性検討調査を（株）佐藤総合計画へ委託。県として PFI
全般の総括窓口は総務部政策企画課が対応。本件に関する事務局は建築住

宅課が主導となった。専属は 1 名。PFI 導入可能性検討調査業務と平行し
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て、土木部や総務部職員で構成される庁内の検討会を開き、調査に対する

アドバイス等を実施。 
○平成 15 年 6 月、実施方針の公表 
○平成 15 年 8 月、特定事業の選定 
○平成 15 年 10 月、募集要項等の公表 
○平成 16 年 3 月、事業者の決定 

○平成 16 年 6 月、事業契約締結 

○平成 18 年 1 月、施設供用開始 

その他のポイ

ント 
○従来でも「買取」の形で公営住宅を整備した際に国から補助金が交付さ

れることになっていたが、BTO 方式によって県の負担分が「割賦払い」

となっても補助金が交付された。 

資料：内閣府 PFI 推進室ホームページ 
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ＰＦＩ.Ｎｏ２（公営住宅・地域優良賃貸住宅） 

事 例 名 徳島県県営住宅集約化 PFI 事業（徳島県） 
類   型 サービス購入型、BOT 方式 

改修前の用途 旧県営住宅 
改修後の用途 新県営住宅 

導入目的 耐震性がなく、老朽化が著しく、入居需要が少ない県営住宅団地の建替え

について、財政状況が厳しい折、民間の資金やノウハウを活用しコスト削

減を図るとともに、県内市町村をはじめ他事業主体のモデルとなるような

事業をということで、「徳島県県営住宅集約化ＰＦＩ事業実施方針」（平

成 24 年 2 月 徳島県）中で以下の 4 つの基本コンセプトを提示した。 

①人口減少社会・超高齢社会・少子化に対応した住宅供給 

②民間活力の導入による魅力向上と効率化 

③建築物の長寿命化など、環境配慮型ストック活用社会における先導的役

割を果たす 

④県内経済の活性化等 

事業概要 徳島県は、PFI 事業により県営住宅を整備する（民間事業者が県営住宅

を建設し、事業期間を通じ所有して維持管理を行う。事業期間終了後に徳

島県に譲渡（BOT 方式）。）こと等に加え、余剰地を民間事業者に対し

て貸付け、民間事業者が福祉施設や利便施設等も整備・運営する。 

なお、PFI 法第 2 条に規定する公共施設等に該当する施設建設に必要な

土地は徳島県が民間事業者に無償貸付。該当しない施設建設に必要な土地

は有償貸付。 

 
出所：「徳島県県営住宅集約化 PFI事業について」（月刊建設 平成 26 年
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5 月 柳本茂喜） 
運営・管理 (株)大林組を代表企業とする民間事業者グループ  

経  緯 徳島県では老朽化した公営住宅の更新及び改善、耐震化の推進等が求め

られており、「徳島県住生活基本計画」（平成 19 年 3 月）等を策定し、

県民の住生活の安定の確保及び向上の促進に取り組んでいた。 

平成 21 年度に徳島県は学識経験者等で構成される「県営住宅耐震性確

保策等検討委員会」を設置し、ここで県営住宅の耐震化、住宅政策として

の県営住宅の果たすべき役割を審議した。この結果、「県営住宅の集約化

建替事業（案）」に政策的に盛り込むべき項目」が報告された。 

この報告の中で「厳しい財政状況のもと、民間活力を活用し、コストを

縮減する」との方針が示されたこと等を受け、徳島県は平成 21 年度に具

体的な事業手法等を検討する「県営住宅集約化事業に係る PFI 導入可能

性調査」を実施した。その結果、民間活力の導入による効果が確認された

ため、平成 24 年に PFI 手法による事業者選定手続が開始された。 

○平成 24 年 2 月、実施方針の公表 
○平成 24 年 4 月、特定事業の選定 
○平成 24 年 6 月、入札公告 
○平成 24 年 11 月、落札者決定 
○平成 25 年 3 月、契約締結 
○平成 26 年度、供用開始 

その他のポイ

ント 
○広場を中心とした施設配置による県営住宅、福祉施設、周辺地域との交

流促進 

○各団地に高齢者向け住宅や医療、介護支援サービス施設を整備 

○堅固な耐震性及び津波避難機能の確保に加え、避難訓練等の実施 

○全ての照明器具を LED 化 

○早期移転（要求水準より約 1 年の前倒し）の実施 

○総事業費（義務的経費を除く）の約 8 割を県内企業へ発注 

○投資規模という点で 1 団地では十分と言えないが、3 団地を一括で事業

化することにより、事業規模が大きくなり、これも民間事業者の参画意欲

向上に効果があったものと考えられる。 

資料：「公的不動産（PRE）の活用事例集」（平成 27 年 5 月 不動産証券化手法等による公

的不動産（PRE）の活用のあり方に関する検討会）他 
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ＰＦＩ.Ｎｏ３（公営住宅・地域優良賃貸住宅） 

事 例 名 新屋比内町市営住宅建替事業（秋田県秋田市） 
類   型 サービス購入型、BTO 方式 

改修前の用途 旧市営住宅（5 か所） 
改修後の用途 新市営住宅（1 か所）、社会福祉施設、戸建て住宅地等 

導入目的 老朽化が著しい市営住宅の建て替えに際し、財政負担を軽減するため、旧

市営住宅の土地を活用 

事業概要 秋田市は、5 箇所の市営住宅の 1 か所への集約・再配置、社会福祉施設

の整備・運営、用途廃止する 4 団地の売却及び跡地活用を PFI 事業によ

り実施。  
民間事業者は市営住宅の整備と介護施設の整備、維持管理・運営に加え、

自らの提案により跡地を活用して、地域環境に配慮した戸建住宅の建売販

売を行っている。 
公共施設は民間事業者が設計・建設し、市に譲渡。 秋田市は介護施設

事業用地に事業用定期借地権（20 年間）を設定し、民間事業者は社会福

祉施設の設計、建設、維持管理・運営を行うとともに未利用となる旧 4
団地については民間事業者に売却。 
＜公共施設＞市営住宅 260 戸、集会所、物置、自転車置き場、駐車場、

児童遊園 、【敷地面積：38,416㎡、延床面積：24,005㎡】 
＜民間施設＞【新屋比内町地内】社会福祉等施設 【保戸野金砂町、将軍

野東一丁目、新屋割山町、新屋沖田町】宅地（戸建住宅 43 区画建売）、

道路、公園、【廃止団地の売却土地面積：11,062㎡】 

 
出所：秋田市ホームページ 

運営・管理 中田建設㈱を代表企業とする民間事業者グループ  

経  緯 市内 5 か所の市営団地は、老朽化が著しい状態であったことから、居住
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水準、保安面及び景観上の配慮から、建替が必要であった。 建替に当た

っては建設費が多額になることから、市営団地の集約により発生する余剰

地活用や用途廃止となる団地跡地の売却及び有効活用を含めた PFI 事業

として事業を実施することにより、事業コスト縮減を図った。 
○平成 18 年 8 月、実施方針、募集要項の公表 
○平成 18 年 11 月、提案受付 
○平成 18 年 12 月、落札者の決定 
○平成 19 年 7 月、契約締結 

○平成 22 年 6 月、事業終了 

その他のポイ

ント 
○本事業は、市営住宅の建て替えを付帯事業及び跡地活用と一体で行う全

国初の事業である。本件公営住宅整備における VFM は約 29％であり、

一括発注及び民間事業者の創意工夫によりコスト縮減を実現。 
○社会福祉施設については認知症対応型通所介護及び夜間対応型訪問介

護が設置され、用地活用業務における戸建住宅については、共用スペース

が設けられる等、周辺環境や地域コミュニティに配慮された事業を実現。

○秋田市は公共施設建設に当たり、民間事業者の業務内容について、余剰

地活用の付帯事業と用途廃止となる跡地購入を含むことで、付帯事業用地

の借地料収入及び用途廃止となる団地の跡地の売却収入を、市営住宅建設

費に充当することができ、財政負担を縮減できた。 
○秋田市は民間事業者が団地跡地を活用するにあたって、跡地購入後に民

間事業者自身の提案に基づく事業を実施することとした。その事業内容に

ついては詳細条件や制約を過剰に設けず、民間事業者にとっては自らの計

画や市場性を考慮した自由な提案が可能であった。民間事業者 にとって

はスケールメリットや独自の得意とする事業における収益機会の拡大が

検討できるものとして、事業参画意欲向上に寄与したと考えられる。 

資料：「公的不動産（PRE）の活用事例集」（平成 27 年 5 月 不動産証券化手法等による公

的不動産（PRE）の活用のあり方に関する検討会）、秋田市ホームページ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

ＰＦＩ.Ｎｏ４（公営住宅・地域優良賃貸住宅） 

事 例 名 豊後高田市子育て支援住宅等整備及び子育て団地形成準備業務

PFI 事業（大分県豊後高田市） 
類   型 サービス購入型、BTO 方式 

改修前の用途 ― 
改修後の用途 子育て支援住宅、コミュニティセンター 

導入目的 快適な住まい環境を創出し、豊後高田市の「賢い子どもが育つまち」づく

りを促進、ひいては定住人口の増加や特に整備周辺地区の活性化を図るこ

とを目的として実施するもの。また、以下に配慮して実施する。 

①良質なサービスの提供及びコストの縮減 

②周辺環境との調和 
③地域経済の活性化等 
④子育て支援 
⑤持家定住促進 

事業概要 ＜本事業により供される公共施設等＞ 
①豊後高田市子育て支援住宅（地域優良賃貸住宅） 
②城台コミュニティセンター 

 
出所：全国地域 PFI 協会ホームページ 
＜事業概要＞ 

本事業は PFI 法に基づき、市が所有する用地に、民間事業者が本施設

を設計、建設、工事監理したあと、市に所有権を移転するとともに、民間

事業者が入居者と協力して所有権移転後の事業期間中に係る維持管理・運

営を遂行する BTO 方式により実施。 
また、民間事業者が、併せて城台住宅団地の「子育て団地」としての形

成を、城台住宅団地購入希望者と、ワークショップを実施し意見をくみ取

りつつ実現する業務も行う。 
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事業期間は契約締結日から 22 年。 
運営・管理 高田っ子の未来を育む家プロジェクト（㈱中村建材店を代表とする企業グ

ループ）（優先交渉権者）  
経  緯 本事業は、「豊後高田市城台地区都市再生整備計画」（平成 24 年 3 月

策定）に基づき、PFI を活用し、民間のノウハウによる質の高いサービス

の導入や市財政の平準化等を図りつつ、子育て世代を主軸とした子育て支

援住宅を豊後高田市定住促進住宅団地内用地に供給するとともにコミュ

ニティセンターを整備し、同施設を活用して子育て団地として形成するに

資する諸活動をあわせて実施するものである。 

○平成 26 年 5 月、実施方針の公表 
○平成 26 年 7 月、募集要項等の公表 
○平成 26 年 9 月、優先交渉権者を公表 

その他のポイ

ント 
○施設建設に際し地域優良賃貸住宅制度（建設費補助）を活用 

○入居者には公的賃貸住宅家賃低廉化事業（家賃差額補助）を活用 

資料：全国地域 PFI 協会ホームページ、豊後高田市ホームページ 
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ＰＦＩ.Ｎｏ５（公営住宅・地域優良賃貸住宅） 

事 例 名 ショッピングセンターマイン用地における定住促進住宅整備事業（佐賀県みやき町）  
類   型 サービス購入型、BTO 方式 

改修前の用途 ― 
改修後の用途 定住促進住宅（ティアラ・みね苺館） 

導入目的 快適な住まい環境を創出し、みやき町の定住人口の増加とともに特にショ

ッピングセンターマイン周辺地区の活性化を図ることを目的として実施。 
事業概要 本事業は、PFI のスキームにより、三根街づくり株式会社が所有する土

地を、町が定期借地により借り受け、その用地に、選定された民間事業者

が、新たに子育て世代を主軸とした中堅所得者向け定住促進住宅（地域優

良賃貸住宅）を設計、建設及び工事監理した後、町に本施設の所有権を移

転し、民間事業者が所有権移転後の事業期間中に係る維持管理・運営を遂

行する BTO 方式により実施。また、以下に配慮して実施することとした。 
①良質なサービスの提供及びコストの縮減 

②周辺環境との調和 
③地域経済の活性化等 
④子育て支援 

 

出所：全国地域 PFI 協会ホームページ 
運営・管理 みやき町定 住促進まちづくりグループ（㈱栗山建設を代表とする企業グループ）  

経  緯 本事業は、「みやき町住生活基本計画」（平成 24 年 3 月）に基づき、PFI
を活用し、民間のノウハウによる質の高いサービスの導入や町財政の平準

化等を図りつつ、子育て世代を主軸とした中堅所得者向け定住促進住宅を

利便性の高い三根街づくり株式会社が所有するショッピングセンターマイ

ン用地に供給するものである。 
○平成 24 年 9 月、実施方針の公表 
○平成 24 年 12 月、特定事業の選定・公表 
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○平成 25 年 1 月、募集要項等の公表 
○平成 25 年 4 月、優先交渉権者を公表 

○平成 25 年 5 月、事業仮契約締結 

○平成 26 年 4 月、共用開始～平成 56 年 3 月、事業契約の終了 

その他のポイ

ント 
○施設建設に際し地域優良賃貸住宅制度（建設費補助）を活用。 
○入居者には公的賃貸住宅家賃低廉化事業（家賃差額補助）を活用 

○みやき町では、「三根庁舎南東用地における定住促進住宅整備事業」、

「三根庁舎西南用地定住促進住宅整備事業」も PFI で実施。 

資料：全国地域 PFI 協会ホームページ、みやき町ホームページ 
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ＰＦＩ.Ｎｏ６（浄化槽） 

事 例 名 香春町浄化槽整備推進事業（福岡県香春町） 
類   型 サービス購入型、BTO 方式 

改修前の用途 ― 
改修後の用途 浄化槽 

目  的 香春町は、住民の生活排水処理と公共用水域の環境を保全するため、町

一円において浄化槽を整備することとした。本事業は、PFI 手法の導入

により、浄化槽の建設、建設された浄化槽の維持管理、法定検査の実施

等を、町財政の負担を軽減しながら効率的に実施するもの。 

施設概要 ＜事業概要＞ 

①香春町一円における合計 5,000 基の浄化槽及び付帯施設の建設  

②事業で建設された浄化槽と関連施設の維持管理業務、法定検査の実施  

③町営住宅等の小規模集合処理事業およびコミュニティープラント事業 

＜事業期間等＞ 

○事業期間は 10 年。町と民間事業者は、7 年間にわたる浄化槽建設業務、

10 年間の維持管理業務、使用料徴収業務を実施する。 

○完成した浄化槽は町が民間事業者から買取る。この買取事業は、前年

度に完成した浄化槽を対象として、年度単位で行う。 

○買取事業について、町は国庫補助を申請するとともに、残金分（住民

負担分を除く）の起債をおこし、民間事業者に支払う。市町村の起債は

30 年間の元利均等払（据置期間 5 年）となる。 

○建設費のうち住民負担分は、各浄化槽が完成した都度、民間事業者が

住民から回収する。 

○11 年目以降の維持管理業務は、PFI 事業とは別の委託事業となる。 

運営・管理 松村産業㈱他の企業グループ 

経   緯 香春町の属する地域では、下水道整備を推進するため協議会を設置し、

下水道以外の集合排水処理施設等の整備を制約していたが、その計画が

頓挫したことで、当該地域の生活排水対策は取り残されてしまい、生活

排水処理施設の普及率が県内でも最下位 のクラスに位置していた。 
PFI の導入により、浄化槽設置に係る保健所への届出・工事の設計施

工・浄化槽の管理などの一連の業務が、少ない人材の町村でもできるよ

うになると考えた。また、PFI を導入した浄化槽整備事業でも従来同様

に補助金や起債が充当できるよう要綱等の改正が平成 14 年度にあり導

入に踏み切った。 
○平成 15 年 12  月、実施方針の公表 
○平成 16 年 1 月、特定事業の選定、募集要項の公表 
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○平成 16 年 2 月、優先交渉権者の決定 
○平成 16 年 3 月、契約締結 
○平成 16 年 4 月事業開始、平成 26 年 3 月事業終了 

施設運営のポ

イント 
○PFI 事業とすることで、民間事業者が設計・施工・維持管理までを

行うため、自治体職員数は現状のままで、浄化槽市町村整備推進事業が

導入できる。 

○民間事業者の経営能力や技術力の活用で、事業期間の短縮とともに、

人件費をはじめとするコスト削減効果が期待でき、住民負担も軽減させ

ることが可能。 
資料：香春町ホームページ  
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ＰＦＩ.Ｎｏ７（斎場） 

事 例 名 宇都宮市新斎場（宇都宮市悠久の丘）整備・運営事業（栃木県宇都宮市） 
類   型 サービス購入型、BTO 方式 

改修前の用途 旧斎場 
改修後の用途 新斎場 

目  的 新斎場の建設を進めるにあたって、民間の資金やノウハウを活用するこ

とで、利用者のニーズや心情に十分配慮しながらサービスの質の向上を

図り、かつ、財政支出の平準化と施設規模拡大によるスケールメリット

を確保した整備等をめざし PFI で事業を実施することとした。  
施設概要 斎場施設の特性や事業範囲等の観点から、BTO 方式（SPC が斎場施

設を建設したうえ、竣工後速やかに市に所有権を移転し、運営及び維持

管理を遂行する方式）を事業手法として整備を行う。 
宇都宮市、上河内町、河内町、壬生町の１市３町の広域斎場として位

置づけた。 
＜施設の内容＞ 
 火葬棟、待合棟、式場棟、駐車場、構内道路、調整池等、緩衝緑地の整

備・運営・維持管理 

 
出所：宇都宮市 悠久の丘ホームページ 

運営・管理 宇都宮郷の森斎場㈱（㈱淺沼組他の企業グループ） 

経   緯 宇都宮市の旧斎場は、建設から約 28 年が経過し、施設の老朽化が進行

していることに加え、今後の高齢社会の進行により、現施設の能力では

火葬業務そのものに支障が生じるおそれがあることから、平成 13 年 3
月に「宇都宮市斎場再整備基本計画」を策定し、火葬需要のピーク時を

踏まえ、移転新築による再整備方針を決定した。  
○平成 17 年 12 月、実施方針の公表 
○平成 18 年 7 月、募集要項等の公表 
○平成 19 年 2 月、優先交渉権者の決定 
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○平成 19 年 2 月、基本協定の締結 
○平成 19 年 7 月、契約締結 
○平成 21 年 3 月、共用開始、平成 41 年 3 月事業終了 

施設運営のポ

イント 
○VFM24．6％ 
○事業の実施に際しては、地元経済発展への配慮に期待。 

資料：宇都宮市ホームページ、宇都宮市 悠久の丘ホームページ 
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ＰＦＩ.Ｎｏ８（医療・福祉施設） 

事 例 名 市立病院維持管理・運営事業（大阪府八尾市） 
類   型 サービス購入型（運営型）、BOT 方式等 

改修前の用途 市立病院 
改修後の用途 市立病院 

導入目的 病院設備、什器、備品等の効率的な調達並びに病院施設の効率的な運営 
事業概要 八尾市が設計・建設を行う市立病院で、民間事業者が院内の一部の設

備、什器、備品等を調達・保有し、事業期間中の病院施設の維持管理及

び医療関連サービス等の運営業務を行う。 

＜業務概要＞ 

 

 
出所：八尾市立病院ホームページ 

運営・管理 八尾医療 PFI(株)（三菱商事、ニチイ学館、松下ファシリティマネジメン

ト、日本医学臨床検査研究所） 
経   緯 ○平成 10 年、市立病院移転新築基本構想の決定。 

○平成 13 年、病院建設工事着手。（平成 15 年 12 月竣工） 
○総合医療情報システムの整備についても、開発スケジュール確保のた

め、PFI 事業範囲とせず、PFI 事業に先立ち、別途発注。 
○市特別職から'病院建設準備室'へ、病院運営業務のアウトソーシングに

関する検討の指示。検討対象の手法の一つとして、PFI も含まれた。 
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○上記の建設準備室の内部検討により、病院事業は運営業務の効率化が

非常に重要であると考え、PFI 導入のメリットがあると判断。 
○平成 14 年 4 月、"IT を中核とした PFI 導入可能性基礎調査"を外部委

託。 
○内閣府より民間資金等活用事業調査費補助金の交付を受ける。 
○コンサルタントの選定では、病院 PFI 事業での業務実績を重視。プラ

イスウォーターハウスクーパースフィナンシャル・アドバイザリー・サ

ービス（株）、三井安田法律事務所、（株）病院システム等によるグルー

プを選定。 
○平成 14 年当初、専任職員 1 名の事務局体制。その後、最大で、部長級

職員を筆頭に全 4 名の専任体制とした。 
○下記の 3 点について、重点的に検討を実施 
（１）新病院における業務把握、（２）民活可能性、（３）事業手法、 
また、市場調査（民間事業者の事業参画意向調査）も実施。 
 
○平成 14 年 9 月、実施方針の公表 
○平成 14 年 10 月、特定事業の選定 
○平成 14 年 12 月、募集要項等の公表 
○平成 15 年 7 月、事業者の決定 

○平成 16 年 3 月、事業契約締結 

○平成 16 年 5 月、施設供用開始 

その他のポイ

ント 
○医療法に基づく政令 8 業務や電子カルテを含む総合医療情報システム

の運営・保守といった運営業務に重点を置く「運営型 PFI」事業。 

資料：内閣府 PFI 推進室ホームページ、八尾市立病院ホームページ 
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ＰＦＩ.Ｎｏ９（医療・福祉施設） 

事 例 名 愛媛県立中央病院整備運営事業（愛媛県） 
類   型 新設部分：サービス購入型 BTO 方式（病院本体、立体駐車場）、改修部

分：RO 方式、独立採算型（利便施設） 
改修前の用途 旧県立病院 
改修後の用途 新県立病院 

導入目的 効率的な病院経営 
事業概要 ○設計、建築、旧病院の解体工事や一部施設の改修、外構工事などの施

設整備のほか、建て替え後 20 年間の運営、すなわち医事会計、給食、調

達、SPD、清掃、警備など、現在個別に委託している分野をも長期的に

包括的に PFI 事業者（SPC：特別目的会社）に委託。 
○医療に直接関わる診療部門についてのみ愛媛県が直接運営。 
○新病院の診療棟には、救命救急センター機能と周産期母子医療センタ

ー機能も集約された。 
○事業期間：24 年（平成 20 年 12 月～平成 45 年 3 月、設計・建設 6 年
＋維持管理運営 20 年、2 年間の重なりあり）。 

 
＊新病院（左）と旧病院（右） 

出所：愛媛ホスピタルパートナーズホームページ 
運営・管理 愛媛ホスピタルパートナーズ㈱  

経   緯 愛媛県立中央病院は、昭和 49 年に現在地に移転新築し、昭和 56 年に

救命救急センターを、平成 2 年に周産期センターをそれぞれ開設した。

松山圏域はもとより、県下の基幹病院として、一般医療に加え、三次救

急、周産期等の高度・特殊医療や骨髄移植等の先駆的医療にも取り組ん

できた。 
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しかし、病院建物の構造的な老朽化に加え、その後の診療機能の拡大

や患者数の増加のほか、県立病院に求められる機能の高度化等により、

機能的にも一部限界に達した。 

このような背景から、平成 15 年度に建替えの基本構想、平成 16 年度

には基本計画がそれぞれ策定され、平成21年1月から建替え工事を実施。

平成 25 年 5 月 7 日には新本院での外来診療が開始された。 

○平成 17 年度、PFI 導入可能性調査の実施 
○平成 18 年 5 月、実施方針の公表 
○平成 19 年 8 月、特定事業の選定 
○平成 19 年 9 月、要求水準書等の公表 
○平成 20 年 8 月、事業者の決定 

○平成 20 年 12 月、事業契約締結 

○平成 26 年 12 月、施設全面供用開始 

その他のポイ

ント 
○具体的な PFI 事業内容は以下のとおり。 

（１）統括マネジメント業務  

個別業務のマネジメント、病院経営支援  

（２）病院施設等の整備業務  

ヘリポートの設置、免震構造の採用等災害基幹拠点病院としての機能

充実等  

（３）調達関連業務  

最新鋭の CT、MRI 等の導入、医薬品等の調達  

（４）運営業務  

食事の提供、医療事務、清掃、物品管理等  

（５）利便施設運営業務  

売店、レストラン等の運営  

資料：愛媛県立中央病院ホームページ、愛媛ホスピタルパートナーズホームページ 
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ＰＦＩ.Ｎｏ１０（医療・福祉施設） 

事 例 名 山陽町新型ケアハウス整備事業（山口県山陽町） 
類   型 サービス購入型、BTO 方式 

改修前の用途 旧老人福祉施設 
改修後の用途 ケアハウス、デイサービス施設、交流施設等（介護付き有料老人ホーム 

ケアハウスさんよう） 
目  的 老朽化した施設の建て替えと経営不振への対策 

施設概要 町の高齢者を対象とするユニットケアを採用した新型ケアハウス、デ

イサービス施設、地域交流センター及び小公園で構成される複合施設を

整備する PFI 事業。 
維持管理運営期間の 21 年の期間中、本施設を町から PFI 事業者へ貸

借して運営及び維持管理業務を委託する BTO 方式で実施。 

 

出所：内閣府 PFI 推進室ホームページ 
運営・管理 医療法人光栄会 

経   緯 平成 14 年度、そもそも、既存施設の山陽老人福祉センターの老朽化と

経営不振への対策を社会福祉協議会理事会において協議中であった。そ

の際に有識者から PFI 手法の紹介があり、町長が PFI 方式によるケアハ

ウス整備計画の検討を発意。 
その後、先進地ヒアリング調査や内部での検討等を経て、平成 14 年

12 月に PFI 調査委託の実施を決定。さらに、平成 15 年 5 月に調査委託

のコンサルタントを決定。 
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○平成 15 年 9 月、実施方針の公表 
○平成 15 年 12 月、募集要項等の公表 
○平成 16 年 4 月、優先交渉権者の決定 
○平成 16 年 7 月、契約締結 
○平成 17 年 10 月、共用開始、平成 37 年 3 月事業終了 

施設運営のポ

イント 
○老人福祉施設関係国庫補助（厚生労働省）の不交付リスクについては

町が負うことにした（交付されない場合、起債で代替）。 
○地域事情に精通し、かつ、運営段階での迅速な対応能力が不可欠であ

ると考え、本事業の応募企業の資格要件について、代表企業は「高齢者

介護サービス事業の運営実績を山口県内で有する介護事業者」であるこ

ととした。 
資料：内閣府 PFI 推進室ホームページ、ケアハウスさんようホームページ 
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ＰＦＩ.Ｎｏ１１（医療・福祉施設） 

事 例 名 養護老人ホーム万生園改築事業（宮城県石巻地区広域行政事務組合） 
類   型 独立採算型、BOO 方式 

改修前の用途 旧養護老人ホーム 
改修後の用途 新養護老人ホーム 

目  的 老朽化した施設の解体・建て替えと高齢化社会への対応 

施設概要 ○施設規模は養護老人ホーム 100 人、ショートステイ 3 人以上、大浴

場及び特別浴室を設置。 
組合が所有する土地（事業期間中、組合が選定事業者に無償で貸与。

その後は事業期間終了後に協議。）に、施設を整備し、事業期間を通じ施

設を所有し維持管理・運営業務を行い、事業期間終了後も引き続き 施設

を所有し維持管理・運営業務を行う BOO 方式で実施。 
○施設整備期間：契約締結日から平成 22 年 3 月 
○維持管理・運営期間：平成 21 年 4 月から平成 37 年 3 月 

 
出所：社会福祉法人こごた福祉会ホームページ 

運営・管理 社会福祉法人こごた福祉会 

経   緯 旧 1 市 10 町で旧「石巻市外十カ町養老施設組合」を設立し、昭和 40
年 10 月に「養護老人ホーム万生園」を開設。その後施設の老朽化が進み、

昭和 57 年と平成 3 年に施設補修のための大規模修繕工事を実施しなが

ら施設を維持し現在に至っている。 

この間、石巻広域圏の高齢化率が進展したことから、21 世紀最大の課

題である少子・高齢社会を、石巻広域圏で安心して暮らし続けることが 

できるよう、養護老人ホーム万生園改築計画を策定することとした。 

○平成 19 年 6 月、実施方針の公表 
○平成 19 年 8 月、募集要項等の公表 
○平成 20 年 1 月、優先交渉権者の決定 
○平成 20 年 2 月、契約締結 
○平成 21 年 12 月、共用開始、平成 37 年 3 月事業終了 
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施設運営のポ

イント 
○㈱長大に、前提条件、事業スキームの精査から、実施方針の策定、 事
業契約締結に至るまでの一連のアドバイザリー業務を委託。 

資料：石巻地区広域行政事務組合ホームページ、社会福祉法人こごた福祉会ホームページ 
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ＰＦＩ.Ｎｏ１２（上水道） 

事 例 名 夕張市上水道第 8 期拡張事業（北海道夕張市） 
類   型 サービス購入型、BTO 方式 

改修前の用途 旧上水道 
改修後の用途 新上水道 

目  的 施設の老朽化と人口減少に伴う水需要量減少に対応するため 

施設概要  事業者が市内の旭町浄水場、清水沢浄水場を建て替えるとともに、配

水池やポンプ場の機械を取り替える。 
 また、維持管理運営期間は平成 24 年度から平成 43 年度までの 20 年

間。その間の業務内容は、浄水場の設計・建設工事、水道施設の維持管

理、窓口業務、集金業務、水道メーター検針業務、施設見学対応等を行

う。契約金額約 47．9 億円。 

 
出所：夕張市ホームページ 

運営・管理 日立プラントテクノロジーグループ 

経   緯 夕張市の水需要量は、基幹産業であった炭鉱の閉山とそれに続く産業

の停滞・衰退によって、最近年間の給水人口・給水量は共に減少傾向に

ある。この結果、施設能力と水需要量との関係は著しく乖離が生じてい

た。 

一方、給水を開始してから既に 80 年以上が経過しており、旭町浄水場

をはじめ多くの施設が今後、相次いで更新時期を迎える。「夕張市上水

道第 8 期拡張事業」はこのような状況を踏まえ、将来に亘る水道水の安

全・安定した給水維持を目指し、効率的に施設改築更新を図るため PFI
を活用し事業を実施することとした。 

○平成 22 年 7 月、実施方針の公表 
○平成 22 年 8 月、特定事業の選定・公表 
○平成 19 年 2 月、優先交渉権者の決定 
○平成 23 年 3 月、契約締結 
○平成 28 年度、共用開始、平成 43 年度事業終了 
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施設運営のポ

イント 
○最新の膜ろ過方式の使用。 
○災害に強い浄水場を目指し、災害や事故のとき社員がすぐに現場に行

けるよう特別な携帯電話を使用。 
○森の緑に合うよう浄水場の壁を緑色にするとともに、建物の壁全体に

断熱材を貼り省エネ対策を実施。 
○地域からの積極雇用、イベント、ボランティア活用への参加、市内で

の優先的な物品購入、環境教室の開催等を通じ地域に貢献。 
資料：夕張市ホームページ 
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ＰＦＩ.Ｎｏ１３（下水道） 

事 例 名 黒部市下水道バイオマスエネルギー利活用施設整備運営事業（富山県黒部市）  
類   型 サービス購入型、BTO 方式 

改修前の用途 旧下水道 
改修後の用途 新下水道 

目  的 将来の処理コストの抑制、市況変動へのリスク対応や地域内処理が今

後の課題となっており、地球温暖化防止の観点からも、今後バイオマス

利活用の新技術導入を推進していく必要性があるため。 

なお、本事業は、地域を取り巻くこうした諸課題に対応する地域への

貢献施策の一つとして下水道汚泥、農業集落排水汚泥、浄化槽汚泥及び

食品残渣等を対象にバイオマスの活用を実施し、バイオマス資源の循環

利用システムを構築することとしたもの。 

施設概要 下水汚泥、農業集落排水汚泥、浄化槽汚泥、ディスポーザー由来生ゴ

ミと食品残渣（コーヒー粕）を安定かつ適正に混合処理する施設。併せ

て、バイオマスに潜在するエネルギーを効果的に回収し、有効活用する。 

化石燃料を使わず、バイオガス（メタンガス）によるボイラー熱で汚

泥を乾燥・燃料化できる「自己完結型システム」で、余ったバイオガス

は、マイクロガスタービンの燃料として発電し、場内の電力として利用。 
併せて、子供たちに人気のアクアパーク同様、愛される下水処理場を

コンセプトにバイオガスを利用した足湯を設置。 
■設計・建築期間：平成 21 年 4 月～平成 23 年 4 月、 
■維持管理運営期間：平成 23 年 5 月～平成 38 年 4 月（15 年間） 
■総事業費：36 億円 

 
出所：国土交通省ホームページ 
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運営・管理 黒部 E サービス㈱（出資者：水 ing㈱、㈱荏原製作所） 

経   緯 従来、黒部市では、下水道汚泥の処理について、全面的に外部委託し

セメント製造施設での再資源化及び産業廃棄物処理施設での埋立処分を

行っていたが、処理費用の大きな変動から長期的な処分計画が立てにく

い状況にあった。また、新川広域圏組合の施設へ搬入している浄化槽汚

泥の処理が、平成 22 年 3 月末をもって終了し、以後は黒部浄化セン

ターで処理されることとなり、更なるコスト増加が懸念されていた。 

このような点をふまえ、黒部市では将来の処理コストの抑制、市況変

動へのリスク対応や地域内処理が今後の課題であると考えるとともに、

地球温暖化防止の観点からも、今後バイオマス利活用の新技術導入を推

進していく必要性を感じていた。 

地域を取り巻くこうした諸課題に対応する地域への貢献施策の一つと

して、下水道汚泥、農集排汚泥、浄化槽汚泥及び食品残渣等を対象に、

バイオマス資源の循環利用システムを構築することとし、ここに民間の

ノウハウ等を活用する余地があると考え PFI で実施することとした。 

○平成 20 年 1 月、実施方針の公表 
○平成 20 年 6 月、特定事業の選定・公表 
○平成 20 年 7 月、募集要項等の公表 
○平成 21 年 4 月、契約締結 
○平成 23 年 5 月、共用開始、平成 38 年 4 月事業終了 

施設運営のポ

イント 
○脱水汚泥の乾燥に用いる蒸気乾燥機やメタン発酵槽の加温熱源をバイ

オガスで賄えるため、化石燃料に依存しないエネルギー自立型施設とな

っている。 
○バイオガス発電には低騒音かつメンテナンス性に優れるマイクロガス

タービン（最大 95kW）を採用し、年間平均 38 万 kW を発電してる。施

設電力の 50％以上を賄えているほか、乾燥機が停止する時間帯は場内の

下水処理施設にも送電している。 
○「開かれた下水道」というコンセプトの下、住民の皆様にバイオマス

エネルギーを身近に感じていただけるアメニティー施設として、足湯を

設置。公募により「ばいお～ゆ」と名付けられた。 
○施設の処理工程を経た乾燥物は、良質な肥料や発電ボイラの燃料とし

て一部販売している。 
資料：黒部市ホームページ、国土交通省ホームページ、水 ing㈱ホームページ 
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ＰＦＩ.Ｎｏ１４（庁舎） 

事 例 名 大分市鶴崎総合市民行政センター整備事業（大分県大分市） 
類   型 サービス購入型、BTO 方式 

改修前の用途 旧市支所 
改修後の用途 新市支所を含む複合施設（大分市鶴崎市民行政センター） 

目  的 老朽化、狭隘化した鶴崎支所の建て替えと経営不振への対策 

施設概要 老朽化、狭隘化した鶴崎支所の移転建設を行い、併せて地域福祉保健

センターの設置や情報化への対応など 21 世紀に求められる高度な諸施

設、機能の充実を図る老朽化した施設の建て替えと経営不振への対策を

行うとともに、コミュニティゾーンの設置など地域住民の交流・活動の

拠点となるような複合的公共施設の整備を行う PFI 事業。 
事業期間は設計・建設 1 年 7 ヶ月、維持管理 18 年 5 ヶ月の 20 年間。

BTO 方式で実施。 

 
出所：内閣府 PFI 推進室ホームページ 

運営・管理 ㈱鶴崎コミュニティサービス 

経   緯 既存の支所施設の老朽化等が極度に進んでおり、周辺住民からも早く

新しい施設を作って欲しいという要望が強かったことから、平成 14 年度

に PFI で建て替え及び維持管理を行うことができるか、コンサルタント

（(財)日本経済研究所を代表とするグループ）の支援を受けて導入可能

性調査を実施。その結果等を踏まえ、定量的な効果が見込まれると判断

し事業の実施方針決定。 
○平成 15 年 2 月、実施方針の公表 
○平成 15 年 6 月、特定事業の選定 
○平成 16 年 3 月、契約締結 
○平成 17 年 11 月、共用開始、平成 37 年 3 月事業終了 

施設運営のポ

イント 
○同時に、稙田総合市民行政センターの整備を平行して実施（両事業の

実施方針を同日に公表）。その理由は、二つの行政センターが離れた場所

にあるため。また、各々を別の PFI 事業として実施することで、より多
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くの事業者に事業参画の機会を作る工夫を行った。 
○庁舎の建て替えについては、建て替えに関する直接的な補助金が見込

めないことから、基本的に一般財源からの拠出となるが、単年度に大き

な支出をすることは市財政にとって非常に負担となることから、サービ

ス購入型 PFI の特徴である支払いの平準化を行うことで、単年度の負担

が軽減され市財政にメリットをもたらすことが可能になると考えた。 
資料：内閣府 PFI 推進室ホームページ、大分市ホームページ 
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ＰＦＩ.Ｎｏ１５（学校） 

事 例 名 四日市市立小中学校施設整備事業（三重県 四日市市） 
類   型 サービス購入型、BTO 方式 

改修前の用途 旧小学校（南中学校、橋北中学校、港中学校、富田小学校） 
改修後の用途 新小学校（南中学校、橋北中学校、港中学校、富田小学校） 

目  的 第二次ベビーブーム時代に建設された小中学校の多くが更新時期を迎

え、そのための財源確保が非常に難しい状態で、更新事業を進めるため。 
施設概要 市立小中学校 4 校（南中学校・橋北中学校・港中学校・富田小学校）

の校舎等の老朽化に伴う更新のため、民間事業者が企画･設計、改築・改

修、解体・撤去業務を行い、4 校の学校施設全体の維持管理業務を実施

する事業（公立小中学校の複数校一括整備）。 

 

出所：内閣府 PFI 推進室ホームページ 
運営・管理 よっかいちスクールサービス㈱ 

経   緯 四日市市では、老朽化する昭和 30 年代校舎の改築を遂次行ってきた

が、バブル崩壊後の緊縮財政により、おおよそ 2 年に 1 校の建て替えを

行ってきた実績を継続することが難しくなってきた。また、平成 7 年に

発生した阪神淡路大震災の教訓から、耐震工事に力を入れてきたことも、

改築事業の遅れに影響を及ぼした。 
市の学校施設の耐震化はほぼ終了したものの、最終的に改築を要する

校舎、及び改築を要する校舎と耐震化を要する校舎を保有する 4 校が残

ってしまった。 
当初は PFI 導入を前提とするものではなく、教育施設課が中心となっ
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て事前調査を行いながら慎重に事業手法を模索していった。 
その後、平成 14 年度に特定非営利活動法人（NPO）日本 PFI 協会に

委託。平成 15 年 2 月の実施方針説明会にて多くの事業者の参加が得ら

れたことから PFI で推進することに決定した。 
○平成 15 年 2 月、実施方針の公表 
○平成 15 年 6 月、特定事業の選定 
○平成 15 年 7 月、募集要項等の公表 
○平成 16 年 6 月、契約締結 
○平成 17 年、18 年度、共用開始 

施設運営のポ

イント 
○PFI 導入可能性調査の際、シミュレーションした結果、1 校単独の事

業では事業費 10 億円～15 億円と小規模であり、民間事業者の関心が少

ないのではないかという懸念があった。そこで、複数の施設をまとめて

整備するには財源の問題もあったが、PFI の導入により初期投資が抑え

られれば、複数校整備により事業規模が確保できると考えた。 
○4 校同時にスタートしたいという思いはあったが、最終的には補助金

の関係により 2 校ずつの段階整備となった。また、4 校の建設時期がず

れていることによる物価変動リスクは民間に負ってもらうこととした。 
○改修事業は、既存建物の瑕疵がどの程度あるか分からないため、民間

から改修業務は事業範囲から外して欲しいという意見もあったことか

ら、元施工業者の瑕疵は最終的には市の責任とした。 
○大幅なコスト削減となった（特定事業選定時には 10％であった VFM
が、結果として 30％という数字になった。）。 
○まとめて短期に施工することで、教育環境の向上を早期に図ることが

できた。また、従来方式では毎年決められた予算の中で維持管理をする

必要があるため、どうしても事後対応になるが、民間事業者は予防保全

という発想であらかじめ計画的に維持管理していける体制をとることが

可能となる。このことからも、事業期間終了時の 20 年後、施設が良好な

状態で市に引き継がれるという期待がある。 
資料：内閣府 PFI 推進室ホームページ、四日市市ホームページ 
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ＰＦＩ.Ｎｏ１６（その他複合施設） 

事 例 名 いわき芸術文化交流館アリオス（いわき市） 
類   型 サービス購入型、BTO 方式 

改修前の用途 旧平市民会館の跡地、旧音楽館 
改修後の用途 文化交流施設 

目  的 コスト、サービス両面からメリットがあったため。 

基本コンセプトは以下のとおり。 

①気軽に集い、ふれあい、楽しめるコミュニティであること。 
②自分を磨き、新たな価値を生み出す創造的活動拠点であること。 

③みずみずしい芸術文化に触れ、地域への誇りをともに育む場であること。 
④まちとつながり、まちを感じる賑わいの空間であること。 

⑤地域における公共劇場の新しいスタンダードであること。 

事業概要 約40年にわたって市民から愛された旧平市民会館の跡地に整備した本館

と旧音楽館を改修した別館により構成。本館は写真左から大ホール棟、交流

ロビー棟、中劇場棟という3 つの構造に分かれ、動線の分かりやすさや使い

勝手に配慮しつつも複合施設ならではの遮音・防振上の工夫を施している。

交流ロビー棟には、誰もがいつでも憩い、くつろげる交流スペースがふんだん

に設けられているほか、市民が日常的に利用する諸室群を集中的に配置して

いる。 
＜本館＞大ホール、中劇場、小劇場、大・中リハーサル室、、スタジオ（4 部

屋）、カスケード（交流ロビー）、カンティーネ、レストラン、ショップ、カフ

ェ、総合案内、運営事務室 
＜別館＞音楽小ホール、小練習室（4 部屋）、中練習室（2 部屋）、稽古場

（4 部屋） 

 
出所：いわき芸術文化交流館アリオスホームページ  
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運営・管理 いわき文化交流パートナーズ  

経  緯 2001 年 3 月に策定されたまちづくりの基本指針「新・いわき市総合計画」」   
の中に、中心市街地における新たな文化ホールの整備が位置づけられたこ

とを受け、同年 4 月、企画調整部内に「文化交流施設準備室」 が設置された。 
 その後、2 年間におよぶ市民との協働体制による検討の中で、このホール

は、「単に老朽化した平市民会館を建て替えるのではなく、本市における芸術

文化の拠点として、また、あらゆる世代にわたる市民の交流空間として整

備することにより、中心市街地の賑わいづくりや交流人口の拡大にもつなげる

ことをミッションとするという方向性が明確化された。 
こうした方向性を踏まえ、平成 15 年からは劇場設計・運営の専門家（劇場

計画プロジェクトチーム／主宰（佐藤信氏）による具体的なスペックの検討

を重ねた。 
○平成 15 年 9 月、実施方針公表 
○平成 16 年 1 月、特定事業の選定・募集要項 
○平成 16 年 8 月、優先交渉権者の決定 
○平成 16 年 12 月、契約締結 
○平成 20 年 4 月、供用開始 

その他のポイ

ント 
○施設の特徴としては、「運営」については、PFI 事業に含めず、直営で

行っていること。その理由は、この施設のミッションが芸術の力、アーテ

ィストの力を借りて住民に元気と勇気をあたえることであり、そのために

は設置者である市が責任を持って運営していくことが大事だと判断した

ことによる。 

資料：いわき芸術文化交流館アリオスホームページ 
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ＰＦＩ.Ｎｏ１７（その他複合施設） 

事 例 名 上越市市民プラザ（新潟県上越市） 
類   型 サービス購入型、BTO 方式 

改修前の用途 大型ショッピングセンター 
改修後の用途 市民プラザ（多機能型複合施設） 

目  的 施設のリニューアルとまちの賑わい創出 
施設概要 ○上越市は、大型ショッピングセンターの建物を、PFI 手法を用いて市

民プラザとして公共施設と民間施設にリニューアルした。 
○サービス購入料として新潟県上越市が SPC に支払い、民間施設部分は

テナント料を各民間事業者が SPC に支払っている。 
＜入居施設＞ 
公共施設：NPO・ボランティアセンター、男女共同参画推進センター、国

際交流センター、環境情報センター、こどもセンター、市民プラザ事務局 
民間施設：スポーツクラブ、ビューティーサロン、アロマテラピーとフ

ラ ワーショップ、カフェレストラン、雑貨店 
運営・管理 ㈱上越シビックサービス（㈱熊谷組を代表企業とする民間事業者グループ）  
経   緯 新潟県上越市では市内のスーパーマーケットであるジャスコが平成 8

年に郊外地区に移転し、店舗跡地を売却することとなり、ジャスコ跡地

は、平成 10 年に上越市が購入（建物はジャスコから寄贈）した。 
平成 10 年 6 月から「市民プラザ整備検討委員会」を、9 月には「環境

情報センター整備構想検討委員会」を開催し、12 月には「市民プラザ基

本計画」が策定され、市民や高校生、中学生から構成される整備検討委

員会が開催された。 
○平成 10 年 6 月、市民プラザ整備検討委員会 
○平成 11 年 12 月、実施方針公表、募集要項 
○平成 12 年 5 月、事業者選定 
○平成 12 年 6 月、契約締結 
○平成 13 年 １月、共用開始 

施設運営のポ

イント 
○旧ジャスコの建物を使用し新たにリニューアルしたことで、新規施設

建設に伴う費用負担が生じず財政負担を抑制する効果があった。 
○上越市は、期間 20 年のサービス購入型の PFI 手法を導入したことで

複数年度一括業務発注となり、委託金額が縮減し財政負担が軽減した。 
○整備検討委員会では市民や高校生、中学生も参画したことで、幅広い

年代層のニーズに合致した施設を建設することができた。 
資料：「公的不動産（PRE）の活用事例集」（平成 27 年 5 月 不動産証券化手法等による公

的不動産（PRE）の活用のあり方に関する検討会）、上越市市民プラザホームページ 
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ＰＦＩ.Ｎｏ１８（その他複合施設） 

事 例 名 市川市立第七中学校校舎・給食室・公会堂整備等並びに保育所整備PFI
事業（千葉県市川市） 

類   型 （中学校、給食室、公会堂、保育所）サービス購入型、BTO 方式 
（ケアハウス、デイサービスセンター）独立採算型、BTO 方式 

改修前の用途 旧中学校 
改修後の用途 新中学校、給食室、公会堂、保育所、ケアハウス、デイサービスセンター 

目  的 老朽化した中学校校舎と給食室の建て替え 

施設概要 中学校校舎と給食室の建て替えに際して、公会堂、保育園といった地

域ニーズの高い施設を併設した複合施設を整備し、維持管理を行う事業。 
維持管理運営期間は 15 年。 

 

 
出所：内閣府 PFI 推進室ホームページ 

運営・管理 中学校校舎等：市川七中行徳ふれあい施設㈱（SPC）、 

ケアハウス等：社会福祉法人 長寿の里 
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経   緯 平成 11 年 3 月、文部省（文部科学省）から校舎が危険建物として認定

された。平成 11 年 9 月の PFI 法施行を経て、教育委員会に「第七中学

校建設検討委員会」が設置され PFI 導入が議論にあがった。 
平成 12 年 4 月から、複合施設内容及び PFI 導入可能性について、市

内部で検討を実施。同年 11 月、PFI 導入メリットありと最終的に判断し、

PFI 導入可能性調査の実施（外部委託）を決定。 
 平成 13 年度に導入可能性調査を実施。平成 14 年 4 月に、検討体制拡

充のため、企画部企画政策課に PFI 担当 2 名を配置。また、民間事業者

選定委員会（外部委員 5 名で構成）を設置。 
○平成 14 年 6 月、実施方針の公表 
○平成 14 年 7 月、募集要項等の公表 
○平成 14 年 12 月、優先交渉権者の決定 
○平成 15 年 3 月、契約締結 
○平成 16 年 9 月、共用開始、平成 41 年 3 月事業終了 

施設運営のポ

イント 
○社会福祉法人は SPC への出資者にはなれないこと、並びに国庫補助金

を受ける場合、1 つの事業として事務契約が締結される必要があったこ

とから、中学校部分とケアハウス部分を分離することになった。 
○一方で、２つの事業に統一感を持たせるため、2 つの PFI 事業者で 1
つのコンソーシアムを組成して応募することを条件とした。 
○各施設の入所者、児童等の交流もセールスポイントの一つ。 

資料：内閣府 PFI 推進室ホームページ、市川市ホームページ 
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＜ヒアリング調査＞ 

○ 東洋大学経済学部 教授、PPP研究センター長 根本 祐二氏 

○ ㈱日本政策投資銀行 PPP/PFI推進センター 課長 足立 慎一郎氏 

 

＜専門家等の講演＞ 

○ ふくしま自治研修センター行政課題研究セミナー 

  演 題：「計画倒れにならない公共施設等総合管理計画の作り方」、 

講演者：東洋大学経済学部 教授、PPP研究センター長 根本 祐二氏 
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○全国地域 PFI 協会ホームページ 

「PPP/PFI 事業 事例集」について （平成 27 年 5 月 8 日更新） 

（http://pfi-as.jp/case/） 
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○「PPP/PFI 事業・推進方策事例集」（平成 26 年 7 月 国土交通省総合政策局） 

（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/h25/h25-01.pdf） 

○内閣府 PFI 推進室ホームページ 

（http://www8.cao.go.jp/pfi/） 

○福島市ホームページ 

（http://www.city.fukushima.fukushima.jp/） 

○りょうぜん里山がっこうホームページ 

（http://date-satoyama.com/） 

○オガールプロジェクトホームページ 

（http://www.ogal-shiwa.com/） 

○㈱福島ガイナックスホームページ 

（http://fukushimagainax.co.jp/） 

○佐賀県武雄市図書館ホームページ 

（https://www.epochal.city.takeo.lg.jp/） 

○神奈川県秦野市ホームページ 

（https://www.city.hadano.kanagawa.jp/） 

○「秦野市立西中学校等複合施設整備運営事業」学校施設と他の公共施設等と

の複合化検討部会配布資料（平成 26 年 11 月 文部科学省） 

（ http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/013/008/shiryo/__

icsFiles/afieldfile/2014/12/16/1354055_3.pdf） 

http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/47751/1/APPS5_007.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000132282.pdf
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/__icsFiles/afieldfile/2012/05/29/1234065_03.pdf
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/__icsFiles/afieldfile/2012/05/29/1234065_03.pdf
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo05_hh_000052.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000350221.pdf
http://www.familyhouse-aomori.jp/
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/h25/h25-01.pdf
http://www8.cao.go.jp/pfi/
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/
http://date-satoyama.com/
http://www.ogal-shiwa.com/
http://fukushimagainax.co.jp/
https://www.epochal.city.takeo.lg.jp/
https://www.city.hadano.kanagawa.jp/
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/013/008/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2014/12/16/1354055_3.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/013/008/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2014/12/16/1354055_3.pdf


95 
 

○静岡県藤枝市ホームページ 

（http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/） 

○鹿児島県鹿屋市ホームページ 

（http://www.e-kanoya.net/index.html） 

○「徳島県県営住宅集約化 PFI 事業について」（月刊建設 平成 26 年 5 月 柳

本茂喜） 

○秋田県秋田市ホームページ・新屋比内町市営住宅建替事業 

（ http://www.city.akita.akita.jp/city/cs/hs/hinai-tatekae/gaiyou-haich

izu.pdf） 

○大分県豊後高田市ホームページ 

（http://www.city.bungotakada.oita.jp/） 

○佐賀県みやき町ホームページ 

（http://www.town.miyaki.lg.jp/） 

○福岡県香春町ホームページ 

（http://www.town.kawara.fukuoka.jp/） 

○栃木県宇都宮市ホームページ・宇都宮市新斎場整備・運営事業 

（http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/） 

○悠久の丘ホームページ（栃木県宇都宮市） 

（http://www.u-yukyunooka.jp/） 

○大阪府八尾市立病院ホームページ 

（http://www.hospital.yao.osaka.jp/） 

○愛媛県立中央病院ホームページ 

（http://www.eph.pref.ehime.jp/epch/） 

○愛媛ホスピタルパートナーズホームページ 

（http://www.ehime-hp.co.jp/） 

○石巻地区広域行政事務組合ホームページ（宮城県石巻市） 

（http://www.ikouiki.or.jp/info/） 

○社会福祉法人こごた福祉会ホームページ（宮城県石巻市） 

（http://s-kf.com/） 

○北海道夕張市ホームページ 

（https://www.city.yubari.lg.jp/） 

○富山県黒部市ホームページ 

（http://www.city.kurobe.toyama.jp/） 

○水 ing㈱ホームページ 

（https://www.swing-w.com/） 

○大分県大分市ホームページ 
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(http://www.city.oita.oita.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html) 

○三重県四日市市ホームページ 

（http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/） 

○いわき芸術文化交流館アリオスホームページ 

（http://iwaki-alios.jp/） 

○新潟県上越市市民プラザホームページ 

（http://plaza-joetsu.jp/） 

○千葉県市川市ホームページ 

（http://www.city.ichikawa.lg.jp/index.html） 

○「PPP/PFI の具体的な案件形成推進 調査・検討の概要」（国土交通省） 

（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/sosei_kanminrenkei_fr

1_000024.html） 

○PRE 戦略を実践するための手引書（平成 24 年 3 月 公的不動産の合理的な

所有・利用に関する研究会 （PRE 研究会） ） 

（http://tochi.mlit.go.jp/wp-content/uploads/2012/04/contents.pdf） 

○「人口減少時代の公共施設改革」（平成 27 年 4 月 内藤伸浩） 

○公民連携白書 2014～2015（平成 26年 12月 東洋大学 PPP研究センター編著） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.city.oita.oita.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html
http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/
http://iwaki-alios.jp/
http://plaza-joetsu.jp/
http://www.city.ichikawa.lg.jp/index.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/sosei_kanminrenkei_fr1_000024.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/sosei_kanminrenkei_fr1_000024.html
http://tochi.mlit.go.jp/wp-content/uploads/2012/04/contents.pdf


97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集・発行 

平成２８年３月 

ふくしま自治研修センター 

平成２７年度 情報提供事業 

Tel 024(563)7283  Email:shien@f-jichiken.or.jp 


	○３B健康体操教室（ボール・ベル・べルターの用具を運動の助けとして使用しながら、音楽に合わせ楽しく行う健康体操。月2回、参加費用1，000円）
	○健康マージャン教室（月2回、年会費1，000円、参加費用1，100円）
	○里山合唱団（平成25年2月結成。各種発表会に参加。オリジナル曲もあり。月2回）
	○米粉パンつくり体験教室（参加費用1，000円）
	○米粉ピザつくり体験教室（参加費用1，000円）
	○米粉シフォンケーキづくり体験教室（参加費用1，000円）

	（自然体験教室）
	○川遊び（現在休止中）
	○サバめしつくり体験（参加費用1，000円）
	（その他）
	○木工教室（参加費用1，000円）

	＜定住二地域相談活動　＊県県北地方振興局受託事業＞
	○里山環境保全活動で地域おこし（森林整備活動・木工・竹クラフト教室）
	＜宿泊施設　ほっこ里＞
	＊新病院（左）と旧病院（右）


