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第６章 事業手法 

公共施設の整備においては、質の高い公共サービスの提供や事業運営を行うにあたり、

民間活力の導入を含め、より効果の高い手法を検討することが求められています。本事業

においても、「効率的・効果的な事業の実施」を基本理念として掲げており、民間事業者の

持つノウハウを活用する手法について検討することとします。 

そこで、本章では、（仮称）川越市新学校給食センターの整備運営にあたりＰＦＩ等民間

活力導入手法を導入する際の事業スキームについて検討します。 

 

１． 事業範囲 

 

事業範囲は、設計・建設業務、維持管理業務及び運営業務であり、各業務の具体的な内

容は以下のとおり想定しています。 

給食事業の事業範囲（案） 

設計・建設業務 維持管理業務 運営業務 

事前調査 

設計 

建設 

工事監理 

調理設備調達・設置 

付属備品調達 

周辺家屋調査・対策 

各種申請 

 

建築物保守管理業務 

建築設備保守管理業務 

備品等保守管理業務 

屋外施設保守管理業務 

環境衛生管理業務 

清掃業務 

植栽維持管理業務 

警備業務 

修繕・更新業務 

献立作成支援 

食物アレルギー書類作成 

調理指示表等作成 

検収 

調理（アレルギー対応食含

む） 

調理物の確認・保存 

配缶 

配送 

検食 

配膳 

回収 

洗浄・消毒保管 

川越産農産物の一次加工 

川越産農産物の保存 

残渣処理 

残食調べ 

廃棄物処理 

配送車調達 

配送車維持管理 

ボイラー運転 

施設等衛生管理 

備品消耗品等購入 

アレルギー対応食の検討 

残菜等の堆肥化 

災害対応支援 

食育事業 
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２． 業務分担 

市と事業者の業務分担について、以下の考え方により検討します。 

 

市が行う業務 

・公共が行うことが制度上、定められている業務 

・政策的、公正・公平面等、公共が行うことが望ましい業務 

・民間事業者ではリスクを負えない業務 

・民間事業者よりも公共にノウハウがある業務 

 

民間事業者に委ねる業務 

・制度上の制約がみられない 

・民間事業者にノウハウがある業務（民間事業者のノウハウ活用が期待される） 

・民間事業者がリスクを負える業務 

・業務を実施する民間事業者が一定数確保できること 

 

 

上記の考え方に基づき、各業務について市と事業者の業務分担の案を以下に示します。 

 

 

業務分担（案） 

 業務内容 市 事業者 

設
計
・
建
設
業
務 

事前調査 ○ ○ 

設計  ○ 

建設  ○ 

工事監理  ○ 

調理設備調達・設置  ○ 

付属備品調達  ○ 

周辺家屋調査・対策  ○ 

各種申請  ○ 

維
持
管
理
業
務 

建築物保守管理業務  ○ 

建築設備保守管理業務  ○ 

備品等保守管理業務  ○ 

屋外施設保守管理業務  ○ 

環境衛生管理業務  ○ 

清掃業務  ○ 

植栽維持管理業務  ○ 

警備業務  ○ 

修繕・更新業務  ○ 

運
営
業
務 

献立作成支援  ○ 

食物アレルギー書類作成 ○  

調理指示表等作成 ○ ○ 

検収 ○ △支援 

調理（アレルギー対応食含む）  ○ 

調理物の確認・保存 ○  

配缶  ○ 

配送  ○ 
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検食 ○  

配膳 ○  

回収  ○ 

洗浄・消毒保管  ○ 

一次加工処理（保存含む）  ○ 

残渣処理  ○ 

残食調べ  ○ 

廃棄物処理  ○ 

配送車調達  ○ 

配送車維持管理  ○ 

ボイラー運転  ○ 

施設等衛生管理  ○ 

備品消耗品等購入  ○ 

アレルギー対応食の検討 ○ △支援 

残菜等の堆肥化  ○ 

災害対応支援  ○ 

食育事業 △支援 ○ 
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３． 事業手法 

（１） 本事業に導入可能な事業手法の整理 

本事業は「効率的・効果的な事業が実施される施設」を基本理念の１つに掲げ、施設整

備から維持管理・運営に至る事業全般を通じて民間活力を導入することを検討することと

しています。本事業に適した民間活力導入手法は、ＤＢＯ、ＰＦＩが想定されます。従来

型公共事業手法を含め、各手法の概要及び特徴を以下に整理します。 

 

① 各事業手法の概要 

従来型公共事業手法 

市自らが資金の調達、建設、維持管理及び運営を行う手法です。 

ＤＢＯ 

建設請負契約と運営委託契約の組合せで一括発注するものであり､従来の公共

事業の延長線上にある事業方式です。 

ＰＦＩ 

ＰＦＩ法に基づき、施設の整備から維持管理、運営までを一括して民間事業者

に実施させる手法です。 

なお、施設に係る所有権の市への移転のタイミングにより、以下の手法に分か

れます。 

ＰＦＩ－ＢＴＯ：設計・建設業務終了後すぐに所有権を市に移転し、民間事業者は引

き続き維持管理運営を行う。 

ＰＦＩ－ＢＯＴ：設計・建設業務終了後、所有権は民間事業者に帰属させたまま、民

間事業者が維持管理運営を行う。 

ＰＦＩ－ＢＯＯ：所有権は事業期間を通じ民間事業者に帰属し、事業期間終了後は引

き続き民間事業として事業を継続するか、解体・撤去し事業を終了

するかはその時点での判断となる。 

 

② 各事業手法の特徴 



②－１ 初期投資に係る資金調達と支払方法  

ＰＦＩを導入した場合、初期投資に要する資金は民間事業者が調達することとなり、市

によるその支払は、原則割賦払いとなります。ただし、市が支払に際し交付金及び市債を

活用する場合は、交付金および市債相当額は一括支払となります。  

その他の手法は、初期投資に要する資金は市が交付金、市債及び一般財源から手当てし、

民間事業者に対し、着工時、中間、竣工時の支払となります。 

したがって、市が支払を事業期間を通じて平準化したい場合は、ＰＦＩ手法を導入する

ことに利点があります。ただし、民間事業者による資金調達コスト（金利）は市が市債等

で調達する場合よりも割高であることに留意する必要があります。 
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②－２ 資産所有  

ＰＦＩ－ＢＯＴ及びＢＯＯは民間事業者が施設等の資産を所有する手法となり、その他

の手法は市の所有となります。  

施設等資産の所有権が市・民間のどちらにあるかで、所有リスク、公租公課、補助金、

用途・目的の制約に差異が見られます。 

 

施設等資産の所有権の有無によるメリット・デメリット 

 メリット デメリット 

 

 

 

 

 

 

民間所有 

・施設所有に関するリスクは民間事

業者が負担することとなる。 

・施設の用途・目的が制限されること

がないため、民間事業者の運営内

容決定の自由度が大きく創意工夫

が図りやすい。 

・経常修繕では修復できない損傷が

あり運営業務に支障があった場

合、事業者の判断で迅速に対応

することが可能となる。（ＢＯＴのみ） 

 

・民間事業者の施設所有に関する公租公

課が発生し、その分サービス対価に上乗

せされることから、財政負担として割高とな

る。 

・契約終了時の残存簿価の問題から民間

事業者のコスト負担増となり、その分サー

ビス対価に上乗せされることから、財政負

担として割高となる。 

・事業期間終了時点で同様の補助金・交

付金政策がとられているか確約がない

（ＢＯＴのみ） 

・補助金充当、起債が期待できない。（ＢＯ

Ｏのみ） 

・施設の売買、賃貸等を行う場合は、権利

移転リスクが発生。（ＢＯＯのみ） 

 

 

市所有 

・施設所有者としての関与がしやす

い。 

・事業破綻時の事業継続について、

市が対応しやすい。 

・施設所有にかかる公租公課が発

生しない。 

・従来型の事業方式と同様の補助

金充当、起債が可能となる。 

 

・施設所有リスクは市が負担することとな

る。 

・経常修繕では修復できない損傷があり運

営業務に支障があった場合でも、事業者

の判断で対応できず、迅速性に欠ける。 

 

 

②－３ 発注方法及び契約形態  

従来型が仕様発注・分離分割発注であるのに対し、ＤＢＯ、ＰＦＩ手法は性能発注・一

括発注となります。性能発注・一括発注であることで、民間事業者は、工法の自由提案、

独自ルートによる資材調達によるコスト削減や、維持管理・運営しやすい設計等によるサ

ービスの質の向上、コスト削減が可能となり、この点に利点があります。  

また、同じ性能発注・一括発注であっても、ＤＢＯは工事請負契約と長期委託契約の組

み合わせで一括発注するものであり、地方自治法に基づく従来の公共事業の延長線上にあ

りますが、ＰＦＩはＰＦＩ法に基づき施設の整備から維持管理・運営（事業範囲に含む場

合）までを工事請負契約及び長期委託契約の包括的契約として一括発注する手法であると

いう点が異なります。 
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②－４ リスク分担  

基本的には、民間事業者が担う業務にかかるリスクは民間に移転されます。ただし、設

計・施工・維持管理・運営まで業務範囲が広がるＤＢＯは民間側の契約当事者が複数とな

り、事業者間のリスク分担が不明確になる傾向があります。一方、同様の業務範囲である

ＰＦＩ－ＢＴＯ、ＢＯＴ、ＢＯＯは、民間側の契約当事者がＳＰＣ1となり責任の所在が一

元化されるため、リスクの負担者が明確となります。 

 

各手法の特徴 

 
従来型 

公共事業手法 

民間活力導入事業手法 

DBO PFI 

計画策定 市 市 市 

資金調達 市 市 民 

設計・整備 市 民 民 

資産所有 市 市 市/民 

維持管理 市（民） 民 民 

運営 市 民 民 

発注方法 
分離分割発注 

仕様発注 

一括発注 

性能発注 

一括発注 

性能発注 

契約期間 単年度 複数年度 複数年度 

初期投資 

の支払 
一括支払い 一括支払い 割賦払い 

民間の 

創意工夫 
― 

・全業務に亘って民間のノウハ

ウを活用 

・全業務に亘って民間のノウハ

ウを活用 

リスク分担 

・原則としてリスクは市負担 ・資金調達に係るリスクは市負

担 

・リスクは契約により市と民間

が負担 

・市は契約の相手方が複数とな

り、事業者の間のリスク分担

が不明確になる傾向 

・リスクは契約により市と民間

が適切に負担 

 

メリット・ 

デメリット 

●メリット 

・市の政策意図が直接的反映可

能 

●デメリット 

・民間の創意工夫による事業費

低減効果が発揮されにくい 

●メリット 

・施設整備に係る資金は、市

債・一般財源から調達される

ため、ＰＦＩの場合に比べ資

金調達コストが低い 

●デメリット 

・市は初期投資の調達が必要で

あり､市の財政平準化の効果

が劣る 

 

●メリット 

・民間事業者の経営上のノウハ

ウや技術的能力が活用でき、

公共サービス水準の向上が

期待できる 

・事業期間全体を通じた財政平

準化、負担の縮減が期待され

る 

●デメリット 

・民間事業者による資金調達コ

スト（金利）は、市が直接調

達する場合よりも割高とな

る 

 

  

                                                   
1 ＳＰＣ（特別目的会社）：ある特別の事業を行うために設立された事業会社のこと。（「ＰＦＩ事業導入

の手引き」内閣府 民間資金等活用事業推進室(ＰＦＩ推進室)より） 
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（２） 本事業における事業手法 

 

① 制度的な制約からの検討  

学校給食法は、学校給食センター（共同調理場）の所有を市に義務づけるものでもな

いことから、従来型、ＤＢＯ、さらにＰＦＩ－ＢＴＯ、ＢＯＴ、ＢＯＯのいずれの事業

手法も採用することは可能です。 

 

② 支援措置を受ける条件からの検討  

本事業の施設整備にあたっては、文部科学省所管の学校施設環境改善交付金の充当が

可能です。したがって、施設整備主体が市となる従来型、ＤＢＯを採用した際は、同交

付金の充当が可能となります。 

一方、ＰＦＩを導入する場合であっても施設の建築に要する経費（ＰＦＩ事業者が施

設を整備した後、地方公共団体が当該施設の所有権を取得するために要する費用）は国

庫補助の対象となりますが、その場合、ＰＦＩ事業期間中において、地方公共団体が当

該施設を買収することが条件となります。したがって、ＢＯＯを採用した場合は補助対

象から外れますが、ＢＴＯ及びＢＯＴは国庫補助の対象となります。ただし、ＢＯＴを

採用した場合、事業期間終了時点で同様の補助金政策がとられているか現時点では確約

がないことは前述のとおりです。ＢＯＴを採用する場合は、そのリスクは市が負うこと

を認識しておく必要があります。この点を勘案すると、ＰＦＩを導入する場合は、より

確実に国庫補助を期待するならばＢＴＯが適切です。 

 

③ 本事業の事業手法  

以上のことから、本事業への民間事業者の創意工夫発揮の点及び交付金の活用の点に

おいてはＤＢＯ及びＰＦＩ-ＢＴＯが望ましいと考えます。 

ここで、両手法の特徴から優位性を比較すると、ＰＦＩ－ＢＴＯは民間側の契約当事

者はＳＰＣとなり、リスク分担においても一義的にはＳＰＣに一元化され明確です。一

方、ＤＢＯは民間側の契約当事者が、設計会社、建設会社、建築保守や設備保守及び清

掃等複数の維持管理業者、調理を担当する運営会社等複数となることから、事業者間の

リスク分担が不明確になることが懸念されます。このようにリスク分担の点で、ＰＦＩ

－ＢＴＯが優位と考えられます。 

また、ＰＦＩ－ＢＴＯは、交付金及び市債による調達相当額は竣工後一括払いとなる

ものの、残りの金額は事業期間全体を通じての平準化払いが可能となり、毎期の市の支

払負担は軽減されます。一方、ＤＢＯでは初期投資の支払は一括払い（厳密には、着工

払い、中間払い、竣工払い）であり、市の予算措置の負担が大きくなります。さらに、

ＰＦＩ－ＢＴＯはＰＦＩ法に基づき実施されるため、一括発注かつ長期契約が法的に担

保されます。一方、ＤＢＯは、地方自治法に基づく従来型手法の延長線上にある手法と

なりますが、従来型手法が慣例的に分離分割発注で行われてきたため、一括発注かつ長

期契約であるＤＢＯの事例は少なくなっています。 

これらの点を勘案すると、本事業の事業手法はＰＦＩ－ＢＴＯが最適と考えられます。 
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【ＰＦＩ－ＢＴＯが最適な理由】 

 設計・建設、維持管理、運営の広範囲に亘り、民間事業者の創意工夫発揮を期待でき

る。 

 一括発注かつ長期契約の実施が法的に担保される。 

 リスク分担が明確である。 

 初期投資に係る支払を平準化することができる。 

 施設所有に係る公租公課が発生しないことから、その分、財政負担を軽減できる。 

 国庫補助金を活用することができる。 
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４．事業形態 

 

（１）事業形態の類型 

公共の関与の仕方により、ＰＦＩ事業は一般的に、サービス購入型、ジョイント・ベン

チャー型、独立採算型の３つの基本類型に分類されます。 

 

事業類型 

類型 公共の関与の方法 内容 事例 

サービス購入型 公共から民間事業

者へのサービス対

価の支払 

民間が自らの資金調達により施

設を整備・運営し、主として公共

からのサービス料収入によりコス

トを回収。 

学校、給食セン

ター、住宅、庁

舎等 

ジョイント 

ベンチャー型 

一部公共負担 公共・民間双方の資金を用いて

施設を整備するが、事業運営は

民間が主導し、運営コストは利用

者から徴収する代金等、受益者

負担によって回収。 

スポーツ施設、

美術館等 

独立採算型 公共の負担なし 公共からの事業許可に基づき民

間が施設を整備し、事業を運営

するコストは利用者から徴収する

代金等、受益者負担によって回

収。 

駐車場等 

 

 

（２）本事業における事業形態 

本事業は、学校給食センターの施設整備及び維持管理・運営を目的とした事業であり、

市以外から得られる収入は学校給食費があります。ただし、学校給食費は本市の公費収入

であり、民間事業者が直接収受可能なものではありません。したがって、本事業は、民間

事業者が本事業にかかるコストを受益者負担で回収できる事業ではないことから、サービ

ス購入型で実施する予定とします。 
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５．事業期間 

ＰＦＩでは事業期間の制限はありませんが（国の場合は最高 30 年）、事業を円滑かつ効

果的に実施するために、最も適切な事業期間を設定する必要があります。 

適切な事業期間を検討する際には、以下の３点がポイントとなると考えます。 

 

事業期間検討のポイント 

 

 

 

 

 

①  施設の耐用年数 

学校給食センターは食品工場に分類されます。鉄骨造の工場における建物自体の法定耐

用年数2は１７～３１年となっています。したがって、事業期間はこの耐用年数以内である

ことが望ましいと考えます。 

また、一般に建物に付随する設備の修繕周期は１０～１５年が多く、特に給食センター

の場合は大量の水を使用するため機械設備の寿命が短いことから、事業期間を１５年超と

する場合には大規模修繕が必要となってきます。大規模修繕に関しては、将来必要な大修

繕の規模やコスト等の不確実なことを現時点で想定することは、サービス対価に上乗せし、

結果的にサービス対価が割高になる可能性があることに留意する必要があります。 

 

② 金融機関によるファイナンス期間 

ＰＦＩ方式における資金調達の手法は、ＳＰＣが借入を行い、返済原資をその事業から生

み出されるキャッシュフローのみに依存するプロジェクトファイナンスが中心となります。

そのため、全事業期間に亘る長期間の事業安定性が求められ、事業期間の設定に際しては、

公共、民間事業者の他に、金融機関の視点についても検討する必要があります。 

金融機関は、２０年・３０年という超長期のローンは、期間リスク（事業期間が長くな

る程不確定要素が多くなり、事業の安定性が損なわれる可能性が高くなる。）及び金利固定

化の面で難しく、長期でも１５年程度が最長と見ています。 

 

③ 事業の柔軟性・効率性 

一般に、長期間運営する方が、トータルでみて効率化が図りやすい面もあるものの、一

方で、将来の見通しが立てにくいと言えます。ＰＦＩ事業では、全てを契約に定め、その

変更にあたっては協議及び合意が必要となることから、長期に亘る契約は、事業全体とし

て柔軟性を欠き、効率性を損なう場合もあります。 

                                                   
2 税務上において損金の額に算入される減価償却費の計算の基礎となる耐用年数であり、「減価償却資産

の耐用年数等に関する省令」に規定されている。（平成 13年 3月財務省令） 

①施設の耐用年数 

②金融機関によるファイナンス期間 

③事業の柔軟性・効率性 
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こうした点も考慮し、ＰＦＩで実施しようとするサービスが必要とされる期間も見定めた

うえでの事業期間設定が必要となります。 

 

 

上記を総合的に勘案すると、事業期間は、極力不確定要素を除き安定的に事業遂行でき

る期間として１５年が望ましいと考えられます。設計・建設期間を約２年間、供用開始後

の事業期間約１５年を基本とし、今後の検討を進めます。 

 

 

 

６．補助金の積極的な活用 

ＰＦＩでは民間資金を活用しますが、本市は事業期間を通じて、民間事業者にサービス

購入料を支払うことになります。財源の確保にあたっては、国等の補助金を積極的に活用

し、財政負担の軽減を図ります。 

 

 

 

７．リスク分担 

事業の実施にあたっては、事故や天災、政策変更、物価や金利の変動といった経済状況の

変化、需要の変動など予測の困難な事態により追加費用や損失が発生するリスクがありま

す。 

ＰＦＩにおいては、事業に伴うリスクは当該リスクを最も適切に管理できる主体が担うこ

とが基本です。この考えに基づき、従来公共側が負担していたリスクについて、民間側の

負担が望ましいものに関してはリスクを移転します。ただし、過度の移転は、民間側にと

ってリスクが大きいと見なされ、民間事業者が事業参画を見送ることも考えられ、事業自

体が成立しない可能性も出てくることに留意することが必要です。 

 

本事業へのＰＦＩ導入に際し、設計・建設、運営・維持管理のそれぞれの段階で想定され

るリスクを抽出し、適切なリスク分担を検討します。 
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８．財政削減効果 

（仮称）川越市新学校給食センター事業に関し、ＰＦＩ手法を導入した際に期待される

ＶＦＭ（Value For Money）を試算し、財政削減効果を試算しました。 

 

 

ＶＦＭ検討の手順 

 

 

（1）試算前提 

ＶＦＭは、以下の試算前提により算出します。 

 

試算前提 

事業範囲 

設計・建設、維持管理・運営 

 
うち 

運営範囲 

・献立作成支援  ・調理 ・アレルギー対応  

・配送 ・回収 ・洗浄 ・残菜等処理 ・災害対応 

事業手法・方式 BTO方式 

事業形態 サービス購入型 

事業期間 設計・建設 2年、 維持管理・運営 15年 

 

 

 

 

【資金調達について】 

初期投資に係る市の資金調達は、以下を想定しています。 

・文部科学省学校施設環境改善交付金 

・地方債 

・一般財源 

なお、入札事務、工事監理、その他負担金等の開設関連費については、一般財源により

調達します。 

 

(1) 検討する事業の諸条件の設定 

ＰＦＩの事業範囲、事業期間、事業方式、前提条件等の設定 

(2) 公共が従来方式により事業を行う場合に公共が負担するコスト 

(ＰＳＣ（Public Sector Comparator））の算定 

(3) ＰＦＩ事業を行う場合に公共が負担するコスト（ＰＦＩ－ＬＣＣ）の算定 

(4) ＶＦＭの算定（(2)ＰＳＣ－(3)ＰＦＩ－ＬＣＣ） 
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（2）ＶＦＭ評価結果 

従来の公共事業から何％くらいコストダウンできうるかを示す割合をＶＦＭといいます

が、今回の試算では、ＶＦＭは約 14.9 %という試算結果となりました。 

 

【図表】 ＶＦＭ試算結果 

市が直接実施する場合の行政財政負担額 

（現在価値、累計）(A) 
10,571 百万円 

ＰＦＩを導入する場合の行政財政負担額 

（現在価値、累計）(B) 
8,993 百万円 

ＶＦＭ (A)-(B) 1,578 百万円 

 (A)-(B)／（A） 14.9 ％ 

 

 

 

９．総合評価 

これまでの検討を踏まえた本事業における最適スキーム、定量的・定性的な視点からの

評価を整理します。 

 

（1）本事業における最適スキーム 

本事業において適した事業範囲、事業方式、事業形態、事業期間の検討及び民間事業者

ヒアリングの結果、さらにそれを踏まえてのＶＦＭの算定結果より、本事業における最適

スキームを整理すると、以下のとおりとなります。 

ＰＦＩ事業範囲 ・設計、建設 

・維持管理業務 

・運営業務 

（ただし、下記の市業務は除く） 

－市業務：献立作成、食材調達、食物アレルギー書類作成、調

理物の確認・保存、検食、配膳 

事業方式 ＢＴＯ 

事業形態 サービス購入型 

事業期間 設計建設期間 約２年 維持管理運営期間 約１５年 

 

 

（2）定量的評価 

本事業におけるＰＦＩ方式の導入による定量的評価は以下が挙げられ、本事業の整備手

法として、ＰＦＩ方式は一定の導入効果があるものと考えられます。 

 

・ライフサイクルコストの一括管理が可能となり、民間事業者のノウハウの活用により、

事業全体でコスト削減が図られることが期待されます。 

・ＶＦＭは 14.9 ％と試算されました。 
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（3）定性的評価 

本事業は、法制度では特段の問題は見られず、また民間事業者の参画が期待できる点な

どから、定性的にもＰＦＩ導入は可能と言うことができます。その他、定性的評価として、

以下が挙げられます。 

 

・リスクの移転と分担の明確化による安定した事業運営 

従来方式では、公共側が基本的には事業に係る全てのリスクを負っていましたが、Ｐ

ＦＩ方式では一部のリスクが民間へ移転されます。また、計画段階に予めリスク分担を

明確化することで、リスクが顕在化した際には適切かつ迅速な対応が可能と想定され、

安定した事業運営の確保が期待されるものと考えます。 

 

・ 効率的かつ質の高いサービスの提供 

民間事業者が設計、建設、維持管理、運営まで一括して請け負うことで、効率的な維

持管理・運営を踏まえた施設計画が可能となり、質の高いサービスの提供（施設設備の

整備、維持管理運営）が期待できます。本事業は運営業務、なかでも調理業務の比重が

大きく、調理現場の声を反映させた設計が可能であり、確実な衛生管理や調理時間の短

縮の実現に大きく貢献することが期待できます。 

また、ＰＦＩ方式を導入することで、調理人員の配置の工夫や多能工（調理業務、配

送業務等異なる業務に対応できる人材）を採用するなど、人員計画における民間のノウ

ハウの活用についても期待されるところです。 

 

 

 

ＰＦＩとは、公共施設等の設計・建設、維持管理、運営業務を一括で民間に委ね、民間

の資金やノウハウを活用することで、サービスの質の向上及びコスト削減を実現する事業

手法です。本事業においては、定量的評価及び定性的評価のどちらにおいても、導入効果

が期待される結果となりました。したがって、本事業は、今後、ＰＦＩ事業として実施し

ていくこととします。 

また、設計・建設業務終了後すぐに施設の所有権を市に移転し、民間事業者が引き続き

維持管理・運営を行うＢＴＯ方式（Build Transfer Operate）を採用します。 

 

 

 


