
第２ 公の施設の管理運営 

4 
 

第２ 公の施設の管理運営 
 

 １ 公の施設の意義 
 

   現代において地方公共団体は、住民の福祉を維持増進するために多種多様な公共

事務を処理することが求められており、これらの事務を処理するために必要な施設

を設置することができる。しかも、地方公共団体はその事務を処理するに当たり、

少の経費で 大の効果を挙げるようにしなければならない（地方自治法第 2 条第

14 項）。一方、住民はその所属する地方公共団体の役務を等しく受ける権利が保障さ

れている（同法第 10 条第 2 項）。そして、同法では、普通地方公共団体が住民の福

祉を増進するために設置する住民の利用に供される施設を公の施設と呼んでいる

(同法第 244 条第 1 項）。さらに、普通地方公共団体は、正当な理由がない限り住民

が公の施設を利用することを拒むことはできず、住民が公の施設を利用することに

ついて、不当な差別的取扱いをしてはならないのである（同条第 2、第 3 項）。公の

施設の概念は昭和 38 年の地方自治法改正により採用されたものであるが、それ以前

に用いられていた営造物の概念は人的、物的施設の総合体とされていたが、公の施

設の概念は物的施設を中心に観念されている。したがって、道路や河川も公の施設

である。法律、又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施

設の設置及び管理に関する事項は条例で定めなければならないとされている（同法

第 244 条の 2第 1 項）。これを条例主義という。 

 
 ２ 公の施設の種類 

 
   公の施設の種類・内容につき法令による分類はないが、例えば次のように分類す

ることができる。 

（１）レクリエーション・スポーツ施設 

   競技場、野球場、体育館、テニスコート、プール、スキー場、ゴルフ場、海水浴

場、国民宿舎、宿泊休養施設等 

（２）産業振興施設 

   産業情報提供施設、展示場施設、見本市施設、開放型研究施設等 

（３）基盤施設 

   駐車場、大規模公園、公営住宅、水道施設、下水道終末処理場、ケーブルテレビ

施設等 

（４）文教施設 

   県・市民会館、文化会館、博物館、美術館、自然の家、海・山の家、学校等 

（５）社会福祉施設 

   病院、特別養護老人ホーム、介護支援センター、福祉・保健センター、保育園等 

   なお、浜松市の場合、①スポーツ・レクリエーション施設、②文化施設、③社会
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教育施設、④福祉施設、⑤医療・保健施設、⑥公園、⑦駐車場、⑧観光施設、⑨そ

の他に分類している。 
 

 ３ 公の施設の管理運営形態の変遷 
 

   昭和 38 年の地方自治法改正による公の施設の概念の採用に伴ない管理委託制度が

導入された。それ以前の営造物概念の時代には、同制度の規定もなく消極的であっ

た。次に管理委託制度が導入されても、その管理の委託をすることができる相手方

は公共団体と公共的団体に限られていた。その後、平成 3 年の地方自治法の改正に

より、公の施設の管理の委託ができる相手方が、地方公共団体が出資している法人

で政令で定めるもの（一定の条件を満たす第三セクター）まで拡大された。また、

この改正で、適当と認めるときは、管理受託者に利用料金を収受させることができ

ることとされ、利用料金は公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定め

るところにより、管理受託者が定めるとされ利用料金制度も導入された（同法第 244

条の 2 第 4、第 5 項）。利用料金とは、利用者が地方公共団体に支払う公の施設の使

用料（同法第 225 条）に代えて、指定管理者に対して利用の対価として支払うもの

で、指定管理者の収入となる。 

   近年、国の臨時行政調査会や行政改革委員会等での「民間の活力を生かすことが

可能なものは、極力民間の自主的運用に委ねる」とか「民間でできることは民間に

委ねる」旨の基調は強まり続けている。こういった中、平成 11年には「民間資金等

の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（いわゆる「PFI 法」)が制定

された。 

  
 ４ 指定管理者制度の概要 
     

   平成 15年 6月に指定管理者制度を導入する地方自治法の改正が成立し、同年 9月

2 日に施行されたが、改正法の施行の際に、改正前の同法の規定に基づき管理委託し

ていた施設については、施行の日から起算して 3 年を経過する日までの間は、従前

の例によるという経過措置がとられた。 

   指定管理者制度は、公の施設の設置の目的を効果的に達するため必要があると認

めるとき、地方公共団体が条例に基づき指定する法人その他の団体に公の施設の管

理を行わせるものである（同法第 244 条の 2 第 3項）。従前の管理委託方式は公法上

の契約関係であったが、指定管理者制度は、法律を根拠として公の施設の管理権限

を付与する行政処分であって契約関係ではないとされる。したがって、指定管理者

の指定に当たっては、地方公共団体と指定管理者は、一般的には協定等を締結する

が、その法的性格は、行政処分の指定の附款であるとの解釈となる。しかしながら、

協定自体は管理運営業務についての地方公共団体と指定管理者との契約とする説も

有力である。また、裁判例では、協定は地方公共団体と指定管理者との間で管理の
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実施について合意したものであり、行政処分の附款の要素をもつとともに行政契約

の要素を有するとするものがある（大阪高判平成 19 年 9 月 28 日）。協定（書）の内

容は、指定管理実施に当たっての地方公共団体と指定管理者の合意であって、契約

の側面は否定できない。よって、地方公共団体と指定管理者とは、契約当事者とし

て上下関係ではなく対等関係に立ち、相互に債務不履行責任を追究することなども

可能であると考えるべきである。 

   指定管理者制度の目的は、公の施設の管理に民間の能力（ノウハウ）を活用しつ

つ、住民サービスの向上（サービス内容、質等と、効率化等による料金の軽減等）

を図ることと経費の削減等を図ることにある。そして、この目的を達成するために

は、指定管理者にもメリットがあることが求められ、何らかのインセンティブの付

与が考えられる。  

   次に、指定管理者は、株式会社をはじめとする民間の営利団体、非営利団体を含

めた広い範囲の団体で法人格は必要ではない。実際には、単一の団体のみならず共

同企業体や特定の団体や企業のグループも指定されている。また、地方公共団体の

外郭団体が指定されている例もある。指定管理者の選定方式は、制度の目的を徹底

し、広く参加の機会を提供するということになれば公募が原則と思われる。但し、

経費の削減、経済的効率を重視するあまり、公の施設の本来の目的である住民サー

ビスの向上を没却するようなことがあってはならない。 

 

   平成 24 年 11 月総務省が発表した同年 4 月 1 日現在における各地方公共団体の指

定管理者制度の導入状況等の調査結果の概要は次のとおりである。 

  
①指定管理者制度が導入されている施設数は73,476施設 

都道府県  7,123施設 

指定都市  7,641施設 

市区町村 58,712施設 

合計 73,476施設 

 ・前回調査（70,022施設）から、3,454施設の増 

 

②約3割の施設で民間企業等（株式会社、NPO法人、学校法人、医療法人等） 

が指定管理者に 

都道府県  2,304施設(32.3％) 

指定都市  3,077施設(40.3％) 

市区町村 19,003施設(32.4％) 

合計 24,384施設(33.2％) 

・（ ）内は、各区分の導入施設に占める割合 

・前回調査（29.3％）から、3.9ポイントの増 
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③指定期間は長期化の傾向、「前回の指定期間よりも長い」施設が約3割 

3年 22.3％ 

4年 10.1％ 

5年 56.0％ 

合計 88.4％ 

・「5年」の割合が、前回調査（47.3％）から8.7ポイントの増 

※「前回の指定期間よりも長い」（指定期間の変更状況）は新規調査項目 

 

④公募は、都道府県、指定都市の約6割、市区町村の約4割で実施 

都道府県 63.8％ 

指定都市 63.3％ 

市区町村 38.9％ 

合計 43.8％ 

・前回調査（都道府県57.9％、指定都市55.8％、市区町村36.0％、全体40.0％）とほぼ同

じ 

 

⑤選定基準は「サービス向上」が 多、次いで「業務遂行能力」「管理経費の節減」 

施設のサービス向上に関すること 95.3％ 

団体の業務遂行能力に関すること 94.0％ 

施設の管理経費の節減に関すること 92.4％ 

施設の平等な利用の確保に関すること 89.8％ 

・新規調査項目（複数回答） 

・選定基準を事前公表している施設について調査 

 

⑥指定管理者の評価は、約7割の施設で実施 

都道府県 99.9％ 

指定都市 96.7％ 

市区町村 66.1％ 

合計 72.5％ 

・前回調査（61.4％）から11.1ポイントの増 
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⑦リスク分担に関する各事項について、約8～9割の施設で選定時や協定等に提示 

 必要な体制の

整備 

地方公共団体

への損害賠償 

利用者への 

損害賠償 

修繕関連 備品関連 緊急時の対応 

都道府県 98.8％ 77.2％ 77.3％ 77.6％ 75.8％ 73.8％ 

指定都市 96.6％ 98.5％ 95.5％ 99.7％ 96.0％ 98.2％ 

市区町村 81.7％ 91.3％ 92.4％ 96.3％ 89.3％ 87.2％ 

合計 84.9％ 90.7％ 91.2％ 94.9％ 88.7％ 87.1％ 

・新規調査項目 

※前回調査では、「必要な体制の整備」「損害賠償責任」として、協定等への記載の有無 

を調査。 

→ 「必要な体制の整備」：76.2％、「損害賠償責任」：82.2％ 

 

⑧労働法令の遵守や雇用・労働条件への配慮について、約6割の施設で選定時や協定等に提

示 

都道府県 84.9％ 

指定都市 84.3％ 

市区町村 55.4％ 

合計 61.2％ 

・新規調査項目 

 

⑨個人情報保護への配慮規定について、約9割の施設で選定時や協定等に提示 

都道府県 100.0％ 

指定都市 100.0％ 

市区町村 94.2％ 

合計 95.4％ 

・新規調査項目 

 

⑩指定管理者の指定の取消し等は、2,415施設 

 指定の取消 業務の停止 指定管理の取りやめ 合計 

都道府県 153施設 7施設 447施設 607施設 

指定都市 43施設 0施設 41施設 84施設 

市区町村 635施設 44施設 1,045施設 1,724施設 

合計 831施設 51施設 1,533施設 2,415施設 

・期間：平成21年4月2日～平成24年4月1日 

・前回調査（2,100 施設）から 315 施設の増 

 
    また、総務省は、平成 22年 12 月 28 日、都道府県、指定都市の首長等に対し、指 
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定管理者制度の運用について、次の内容の地方自治法第 252 条の 17 の 5 に基づく助

言を行った。 
 
①指定管理者制度については、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必    

要があると認めるときに活用できる制度であり、個々の施設に対し、指定管理者   

制度を導入するかしないかを含め、幅広く地方公共団体の自主性に委ねる制度と   

なっていること。 

②指定管理者制度は、公共サービスの水準の確保という要請を果たす も適切な   

サービスの提供者を、議会の議決を経て指定するものであり、単なる価格競争に   

よる入札とは異なるものであること。 

③指定管理者による管理が適切に行われているかどうかを定期的に見直す機会を   

設けるため、指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとすることとされてい   

る。この期間については、法令上具体の定めはないものであり、公の施設の適切   

かつ安定的な運営の要請も勘案し、各地方公共団体において、施設の設置目的や   

実情等を踏まえて指定期間を定めること。 

④指定管理者の指定の申請にあたっては、住民サービスを効果的、効率的に提供   

するため、サービスの提供者を民間事業者等から幅広く求めることに意義があり、   

複数の申請者に事業計画書を提出させることが望ましい。一方で、利用者や住民   

からの評価等を踏まえ同一事業者を再び指定している例もあり、各地方公共団体   

において施設の態様等に応じて適切に選定を行うこと。 

  ⑤指定管理者制度を活用した場合でも、住民の安全確保に十分に配慮するととも   

に、指定管理者との協定等には、施設の種別に応じた必要な体制に関する事項、   

リスク分担に関する事項、損害賠償責任保険等の加入に関する事項等の具体的事   

項をあらかじめ盛り込むことが望ましいこと。 

  ⑥指定管理者が労働法令を遵守することは当然であり、指定管理者の選定にあた   

っても、指定管理者において労働法令の遵守や雇用・労働条件への適切な配慮が   

なされるよう、留意すること。 

  ⑦指定管理者の選定の際に情報管理体制のチェックを行うこと等により、個人情   

報が適切に保護されるよう配慮すること。 

  ⑧指定期間が複数年度にわたり、かつ、地方公共団体から指定管理者に対して委   

託料を支出することが確実に見込まれる場合には、債務負担行為を設定すること。 

 
 ５ PFI について 
 

（１）概要  

    PFI とは Private Finance Initiative の略称であり、公共事業や公共施設の建設、

維持管理、運営等を民間事業者に委ね、その資金や経営ノウハウ、技術ノウハウを

活用し、住民に対する公共サービスの提供を行う公共調達の方法である。民間事業
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者が一定の利益獲得を目指すことを前提として、自らの創意工夫のもと、設計・建

設・維持管理及び運営を行い、効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに、

国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を図っていくことを目的としている。 

1992 年に導入された英国の PFI をモデルに、我が国においても議員立法の形で「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。）が平成 11年に成立した。インフラ事業への民間資金導入の流れは 1990 年代

後半から韓国・オーストラリア等の国々においても積極的に取り入れられている。 

 

 （２）時代背景 

    「平成 21年度国土交通白書」の推計によれば、公共事業予算が今後も横ばいに推

移するという前提で、公共事業予算から維持管理・更新費・災害復旧費といった義

務的経費を控除した新設費は 2030 年にはマイナスになるという試算が出ている。今

の予算水準では、我が国は将来的には社会資本の維持管理や更新も十分に行うこと

は困難になると予測している。 

    一方で「日本の財政関係資料」によれば、平成 22年度末における国及び地方公共

団体の長期債務残高は約 862 兆円で、日本の GDPのおよそ 181％に達している。現状

では、国・地方公共団体の負債の 95％以上が国内の金融機関において消化されてい

るが、このまま負債が増加していけば国内だけで消化しきれなくなり、国の信用問

題にまで発展する可能性もある。 

    また、我が国が今後さらなる少子高齢化が進む中、社会保障費用の増大は避けて

通ることはできない。 

    永続的な行政サービスの向上と財政健全化の両立という非常に困難な命題に立ち

向かう必要が生じ、効率的かつ効果的に社会資本を整備し、質の高い公共サービス

の実施が重要な政策課題となり、この実現のために従来型の公共事業に代わり、民

間の資金・経営能力・技術を活用し、官民の適切な役割及び責任分担のもとに、公

共施設等の整備に関する事業の実施を民間事業者に行わせることが適当なものは、

できる限り民間事業者に委ねることが必要となっている。 

 

 （３）PFI の事業スキーム 

 （ア）施設の所有形態による分類 

    PFI では、所有権が事業期間中に管理者（公共）に帰属するか、事業者（民間）に

帰属するかにより、次のように区分される。 

    ① BTO 方式（Build Transfer Operate） 

      施設完成後に管理者に所有権を移転し、その後に事業者がサービスを提供す

る。 

    ② BOT 方式（Build Operate Transfer） 

      施設完成後も事業者に所有権を残したまま、事業者がサービスを行い、サー

ビス提供期間終了後に所有権を管理者に移転する。 
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    ③ BOO 方式（Build Own Operate）    
 施設完成後も事業者に所有権を残したまま、事業者がサービスを行うが、サ

ービス提供期間終了後も取り壊し等の理由により、管理者に施設を引渡すことは

しない。 

    ④ RO 方式 （Rehabilitate  Operate） 
      古い施設を改修して、事業者が管理・運営を行う。 

  （イ）対価の支払形態による分類 

        PFI 事業費用の回収方法により、次のように分類される。 

    ① サービス購入型 

      事業者（民間）が自ら資金調達し、施設の設計、建設、維持管理、運営等を

行うことにより、住民に公共サービスを提供し、公共がその対価として事業者

にサービス購入費を支払う。 

    ② 独立採算型 

      事業者（民間）が自ら資金調達し、施設の設計、建設、維持管理、運営等を

行うことにより、住民に公共サービスを提供し、利用者からの利用料金収入に

よって事業費を賄う。 

③ 混合型 

   事業者（民間）が自ら資金調達し、施設の設計、建設、維持管理、運営等を

行うことにより、住民に公共サービスを提供し、公共からの対価の支払と利用

者からの利用料金収入によって事業を賄う。 

  （ウ）実施状況 

     平成 22 年 12 月末までに実施方針の公表が行われた PFI 事業の全国での実施状

況は次のようになっている。 

    ①施設の所有権による分類 

     全件数 375 件の内、BTO 方式 268 件（71％）BOT 方式 51 件（14％）BOO 方式 14

件（4％）RO 方式 12 件（3％）となっている。残りの 30件は複合方式である。 

②対価の支払形態による分類 

  全件数 375 件の内、サービス購入型 270 件（72％）混合型 89 件（24％）独立採

算型 16 件（4％）となっている。サービス購入型は、将来にわたって公的部門が

事業費を負担することになるため、施設の割賦購入に近くなっている。買い手で

ある国及び地方公共団体は施設整備費用の全額を分割で事業者に支払う義務を負

う。 

  スポーツ施設及び温浴施設の施設の所有権・対価の支払形態別等に区分した一

覧は次頁のとおりである。 
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■スポーツ施設及び温浴施設一覧(平成25年11月15日現在）

№ 事業名称 実施主体 事業方式 事業手法
維持管理･

運営期間
施設種類 主な施設内容

1 福岡市臨海工場余熱利用施

設整備事業

福岡市

BOT方式
サービス購入型

（＋独立採算型）

15年 余熱利用温水施設 余熱利用温浴施設(健康増進・コミュニティ)

2 当新田環境センター余熱利

用施設の整備･運営事業

岡山市

BOT方式 サービス購入型

15年 余熱利用温水施

設､スポーツ

余熱利用プール(屋内温水プール、温浴施設、ジ

ム、スタジオ、会議室など)

3 調布市立調和小学校整備並

びに運用及び維持管理事業

東京都調布市

BTO方式 サービス購入型

15年 小学校､スポーツ 小学校(校舎、公共公益施設(開放型体育館、地

域図書館、温水プール、防災備蓄倉庫など)

4 区部ユースプラザ(仮称)整

備事業

東京都

BOT方式
サービス購入型

（＋独立採算型）

20年 体験学習､宿泊 体験学習(文化･学習施設、スポーツ施設、宿泊

施設)

5 とがやま温泉施設整備事業 兵庫県養父市

(旧・八鹿町) BTO方式
サービス購入型

＋独立採算型

15年 温泉 温泉

6 (仮称)加古川市立総合体育

館整備ＰＦＩ事業

兵庫県加古川市

BTO方式
サービス購入型

（＋独立採算型）

20年 スポーツ 総合体育館

陸上競技場

7 羽島市民プールの整備･運

営事業

岐阜県羽島市

BOT方式 サービス購入型

10年 スポーツ 温水プール･屋外プール､スタジオ

8 (仮称)山崎地区屋内温水

プール施設整備事業

神奈川県鎌倉市

BOT方式
サービス購入型

（＋独立採算型）

15年 スポーツ 温水プール

9 岡山市東部余熱利用健康増

進施設の整備･運営事業

岡山市

BOT方式 サービス購入型

15年 余熱利用温水施

設､スポーツ

余熱利用プール、温浴施設（温泉を利用）・健

康増進施設

10 多摩地域ユース・プラザ

(仮称)整備等事業

東京都

RO方式 サービス購入型

10年 体験学習､宿泊 体験学習（文化･学習施設、スポーツ施設、野外

活動施設、宿泊施設等）

11 （仮称）松森工場関連市民

利用施設整備事業

仙台市

BOT方式
サービス購入型

（＋独立採算型）

14年10ヶ月 余熱利用温水施設 余熱利用プール、健康増進施設

12 市川市クリーンセンター余

熱利用施設整備・運営事業

千葉県市川市

BOT方式
サービス購入型

（＋独立採算型）

15年間 余熱利用温水施設 余熱利用プール

13 尼崎の森中央緑地スポーツ

健康増進施設整備事業

兵庫県

BTO方式 サービス購入型

16年11ヶ月 スポーツ 温水プール、（冬期スケートリンク）、夏季専

用屋外プール、ジム、フットサルパーク、グラ

ウンドゴルフ、こども広場

14 （仮称）浜松市新清掃工

場・新水泳場整備運営事業

浜松市
公設民営

DBO方式

サービス購入型

（＋独立採算型）

15年2ヶ月 清掃工場・余熱利

用温水施設

廃棄物処理施設､余熱利用プール

15 豊岡市総合健康ゾーン整

備・運営事業

豊岡市
公設民営

DBO方式

サービス購入型

（＋独立採算型）

15年 健康増進施設、ス

ポーツ施設

温水プール、トレーニングジム、温浴施設、多

目的運動場、軽食・喫茶、クライミングウォー

ル、他

16 県立長岡屋内総合プール

（仮称）整備・運営事業

新潟県

BTO方式 サービス購入型

14年9ヶ月 スポーツ 温水プール

17 長野市温湯地区温泉利用施

設整備・運営PFI事業

長野県長野市

BTO方式
サービス購入型

（＋独立採算型）

15年間 温泉・老人福祉施

設

温泉､高齢者福祉

18 豊橋市資源化センター余熱

利用施設整備・運営事業

愛知県豊橋市

BTO方式
サービス購入型

（＋独立採算型）

15年間 余熱利用温水施

設､スポーツ

余熱利用プール

19 （仮称）墨田区総合体育館

建設等事業

東京都墨田区

BTO方式
サービス購入型

（＋独立採算型）

20年 総合体育館 総合体育館（アリーナ､武道場､屋内プール､多目

的競技場､トレーニング室､カフェ･レストラン､

その他（会議室､防災備蓄倉庫等））

20 名古屋市守山スポーツセン

ター(仮称)整備・運営事業

名古屋市

BTO方式
サービス購入型

（＋独立採算型）

20年4ヶ月 スポーツ 総合体育館、温水プール

21 鹿児島市新鴨池公園水泳

プール整備・運営事業

鹿児島県鹿児島

市 BTO方式 サービス購入型

15年 スポーツ 温水プール

22 下関地域総合武道館（仮

称）整備等事業

山口県

BTO方式 サービス購入型

9年9ヶ月 総合体育館 武道館（大道場、小道場、剣道場、柔道場、弓

道場、相撲場、トレーニング室、その他諸室）

23 仮称川崎市多摩スポーツセ

ンター建設等事業

川崎市

BTO方式 サービス購入型

10年4ヶ月 スポーツ 総合体育館、トレーニング室、温水プール、野

球場、テニスコート、付属施設

24 佐野市みかもクリーンセン

ター余熱利用施設

佐野市
公設民営

DBO方式

サービス購入型

（＋独立採算型）

15年 余熱利用温水施

設､スポーツ

余熱利用プール、トレーニングジム、フットサ

ル場、他

25 川越市なぐわし公園温水利

用型健康運動施設整備運営

事業

埼玉県川越市

BTO方式
サービス購入型

（＋独立採算型）

14年8ヶ月 余熱利用温水施

設、多目的ホー

ル、公園

余熱利用プール(屋内温水プール、温浴施設、多

目的ホール、会議室など)、公園

26 （仮称）八王子市新体育館

等整備・運営事業

東京都八王子市

BTO方式
サービス購入型

＋独立採算型

15年間 総合体育館 体育館、運動広場

27 奈良県浄化センター公園

プール施設等整備運営事業

（仮称）

奈良県

BTO方式 サービス購入型

15年間 健康増進施設、ス

ポーツ施設

健康増進施設、スポーツ施設

28 大田区立伊豆高原学園改

築・運営等事業

東京都大田区

BTO方式
サービス購入型

（＋独立採算型）

15年間 体験学習､宿泊 体験学習（文化･学習施設、スポーツ施設、野外

活動施設、宿泊施設等）

29 スポーツ・文化複合施設整

備事業

川崎市

BTO方式
サービス購入型

（＋独立採算型）

10年6ヶ月 スポーツ 体育館（大体育室、観覧席、練習場、武道室、

研修室、トレーニング室、弓道場、クラブハウ

ス等）、ホール（舞台、客席、リハーサル室、

練習室、楽屋等）、会議室、プレイルーム等
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（４）PFI と同様な効果を持つ事業スキーム 

公共サービスに関する規制緩和・民間開放は PFI に限られた事ではない。PFI 類似

というよりは、PFI を含めたより広い概念として PPP（Public Private Partnership）

や公民連携と呼ばれるものがある。具体的には業務委託、包括委託、指定管理者制

度、DBO 方式等が挙げられる。今回の監査で取り上げた古橋廣之進記念浜松市総合水

泳場は DBO 方式を採用しているため、この方式のみを説明する。 

DBO 方式（Design Build Operate） 

 管理者（公共）が自ら資金調達を行い、施設の設計・建設に関与し、施設を所

有する。事業者（民間）は、施設の設計・建設・維持管理・運営等を担当する。

すなわち、公設民営型と言える。 

 

（５）PFI の基本方針 

PFI 事業は、公募型プロポーザル方式による随意契約、一括発注、長期契約となる

ケースもあり、従来の基本となる一般競争入札、分割発注、単年度契約とは実施プ

ロセスにおいて異なっている。そのため PFI 法第 4 条において、内閣総理大臣が「特

定事業の実施に関する基本的な方針を定めなければいけない。」と規定している。 

    平成 12 年 3 月に内閣府は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関す    

   る事業の実施に関する基本方針」（以下「PFI 基本方針」という。）を定めている。 

    そこには、「PFI 事業は、公共性のある事業（公共性原則）を民間の資金、経営能

力及び技術的能力を活用して（民間資源活用原則）、民間事業者の自主性と創意工夫

を尊重することにより、効率的かつ効果的に実施するものであり（効率性原則）、特

定事業の選定及び民間事業者の選定においては公平性が担保され（公平性原則）、特

定事業の発案から終結に至る全過程を通じて透明性が確保されねばならない（透明

性原則）。」と 5原則が記載されている。 

    さらに、「PFI 事業の実施に当たっては、各段階での評価決定についての客観性が

求められ（客観主義）、公共施設等の管理者等と選定事業者との合意について、明文

により、当事者の役割及び責任分担等の契約内容を明確にすることが必須であり（契

約主義）、事業を担う企業体の法人格上の独立性又は事業部門の区分経理上の独立性

が確保されなければならない（独立主義）」と 3主義が定められている。 

    この 5原則 3 主義に基づき PFI 事業を着実に実施することにより、「国民に対して

低廉かつ良質な公共サービスが提供されること」「公共サービスの提供における行政

の関わり方が改革されること」「民間の事業機会を創出することを通じて経済の活性

化に資すること」の三つの効果を挙げている。 

 

（６）VFM の考え方 

    VFM（Value For Money）とは、同一コストを前提として、 も価値の高い公共サ

ービスを提供することを言う。換言すれば、公共がサービスを提供するよりも民間

に委ねた方が効率的であったり、同一水準のサービスをより安く、同一価格でより
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上質のサービスを提供できる場合を指す。 

    PFI 法に基づき事業を実施する場合には、同法第 8条（客観的評価）により、評価

結果を公表しなければいけない。PFI 基本方針 3（特定事業の選定及び公表）（5）に

は、「特定事業の選定を行ったときは、その判断の結果を、評価の内容と併せ、民間

事業者の選定その他公共施設等の整備等への影響に配慮しつつ、速やかに公表する

こと」と記載されている。 

    VFM を図式で示すと以下のとおりである。 

 

 
 

   但し、VFM は、業者選定時の PFI と PSC（Public  Sector Comparator 実施方針公表

時点の公共が自ら実施する場合の公共部門の財政負担見込額の現在価値）との比較で

示されるため、時間の経過とともに環境や条件が変動するので、事業者との全契約期

間を拘束する効力が無いことに注意する必要がある。平成 21年に PFI 契約終了となっ

た「高知医療センター」は、業者選定時の提案による材料費率と運営期間中の実際材

料費率に大きな乖離が生じていた。 

 （ア）現在換算価値 

   PFI 基本方針 3（特定事業の選定及び公表）（2）には、「将来の費用と見込まれる公

的財政の負担額の総額を算出の上、これを現在価値に換算することにより評価するこ

と。」となっている。前述のように、PFI 事業は経済的には施設の割賦購入に近くなっ

　ＶＦＭ

（公共自ら実施）

ＬＣＣとはLｉｆｅ　Ｃｙｃｌｅ　Ｃｏｓｔを指す。

利益・配当等

設計、建設、運営費
（維持管理を含む）

ＰＦＩ－ＬＣＣ

リスク管理費

リスク管理費

支払利息

運営費

設計、建設費

　（維持管理を含む）

（ＰＦＩ事業として実施）
ＰＳＣ

支払利息
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ているため、時間軸の異なる将来の支出については、割引率を用い、現在の貨幣価値

に換算する必要がある。 

   理論的には、リスクフリーレートに適当なリスク調整率を加算して割引率を算出す

べきであるが、具体的な率を算出することは簡単ではない。実務的には、長期国債の

平均利率をリスクフリーレートとして、それに＋αしている例が多い。国土交通省所

管事業では「社会資本整備に係る費用対効果分析に関する統一的運用指針」に基づき

4％としている事例がある。また財務省所管事業では 1％台の割引率が使用されている。 

   平成 17 年 2 月 28 日に浜松市から公表された「浜松市新清掃工場・新水泳場整備運

営事業を実施する民間事業者の選定結果について（公表）」においては、割引率 4％を

使用している。 

 （イ）コスト縮減効果 

    PFI 事業のコスト縮減効果を定量的に算出し、VFM を計測することは非常に困難であ

る。一般的には 10％～20％の縮減効果が見込まれるとされているが、その効果は事業

特性や契約方法（前述した PFI の事業スキームの施設の所有形態による分類・対価の

支払形態による分類参照）により、大きく異なると考えられる。民間事業者が営利法

人であり、利益を追求する以上、長い管理運営期間において独立採算型にした場合と

サービス購入型にした場合で、民間事業者のインセンティブが同じであるとは考えに

くい。また、定量的測定に適する程のデータ蓄積があるのかも疑問である。 

   平成 15年 3月に浜松市から公表された「浜松市新清掃工場及び新水泳場建設事業に

おける PFI 手法導入可能性調査」によれば、新水泳場に関し、PFI は PSC に比較して、

施設建設費で 10％の縮減、保守点検費・諸経費は 20％の縮減、運転人員は 15％の減員、

稼働日は年間 20 日の増加、定期利用者及び不定期利用者数は 25％の増加を前提として

VFM を算定している。前述の前提を算出するため、大手民間事業者 50 社に対してアン

ケートを実施している。 

 

（７）リスク分担 

    PFI 事業は、契約は長期間となり、関係当事者も多数にわたる。事業期間中には、不

採算・事故・天災・法令変更・技術革新・需要変更等の事業に大きな影響を与える様々

な事象が生じる可能性がある。実際の PFI 事業において「タラソ福岡」や「ひびきコ

ンテナターミナル」・「名古屋港イタリア村」は経営破綻し、「近江八幡市総合医療セン

ター」は契約解除となり、「高知医療センター」は契約解消となっている。 

（ア）民法上の考え方 

   リスク分担に関する基本的考え方は民法に規定されている。 

①施設整備費用に関するリスク分担 

    建設等の施設整備に係る契約は、民法第 632 条の請負に該当する。民法第 633 条

では、「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。」とさ

れ、建設工事中の天災や人災によるリスクはすべて民間事業者の負担となる。 

   ②維持管理及び運営費用に関するリスク分担 
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    維持管理運営業務に係る契約は、民法第 656 条の準委任に該当するケースが多い   

   と考えられる。準委任については委任に関する規定が準用される。委任については、

基本的に無償の契約を前提に定められており、民法第 650 条第 3 項は、「受任者は、

委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その

賠償を請求することができる。」と規定され、損害のリスクはすべて公共側が負担す

る。 

（イ）PFI の考え方 

    従来型公共工事も、公共側が民間に発注する建設工事については、中央建設審議

会が公共工事標準請負契約約款を作成して民法の原則に修正を加えてきたが、PFI は、

従来型の公共工事と実施方法・選定方式・関係当事者・契約期間等の相違が大きい

ため、リスク分担に関する規定も同一というわけにはいかない。「リスクを もよく

管理することができる者が当該リスクを分担する」という原則に従って協定で取り

決めていく必要がある。 

（ウ）具体的なリスク 

    PFI には多様なリスクが存在するが、古橋廣之進記念浜松市総合水泳場は DBO   

方式を採用しているため、施設整備費用に関するリスクを除いて主要なリスクを列

挙する。 

   ①不可抗力 

    暴風・豪雨・洪水・高潮・地震等の自然災害や騒乱・暴動等の人為的な現象で発

注者及び事業者のいずれの責にも帰すことのできない事由を指す。 

   ②法令変更 

    例えば、建築基準法や消防法の改正により建築物・設備に対する基準が厳格にな

り、新しい基準を満たすために追加費用が発生するようなケースが想定される。 

   ③第三者損害（近隣住民対応） 

    例えば、施設による電波障害・日照妨害や工事に伴う騒音・地盤沈下等により近

隣の住民その他に対して追加費用や損害賠償が発生するケースが想定される。 

   ④需要減少 

    予測できなかった事由の発生により、需要減少が急激に生じ、利用者数が激減し

た場合が想定される。 

   ⑤技術革新 

    事業期間の経過と共に、契約締結当時は 新の技術であったものが陳腐化して現

在の技術水準に適合しない事態も予測される。 

 

（８）SPC 

   SPC（Special Purpose Company）とは PFI 事業を実施することだけを目的として新

たに設立される会社である。これは会社法の株式会社であり、「資産の流動化に関する

法律」（資産流動化法）の特定目的会社ではない。 

   PFI 事業では、事業選定手続により、優先交渉権者が決定すると、通常コンソーシア
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ム（事業団グループ）は基本協定締結後、事業契約締結前に SPC を設立する。SPC が公

共側との PFI 事業契約締結の当事者となる。事業団グルーブは SPC に出資するスポン

サーであり、SPC と EPC（Engineering,Procurement,and Construction）契約や O＆M

（Operation and Maintenance）契約を結び事業期間中の実際業務を受託する。 

   PFI 事業は、従来型の法人向けのコーポレートファイナンスではなく、プロジェクト

ファイナンスとなる。これにより借入債務は SPC のスポンサーである事業団各社と区

分されることになり、事業団各社の業績や資産評価の変動からの影響を回避すること

が可能となる。SPC は様々な事業を単独で遂行する能力を有しないし、事業期間中の

様々なリスクを単独で負担する能力も有しない。そこで、スポンサーである事業団グ

ループやレンダー（融資する金融機関）等により、業務やリスクが適切に移転される

必要がある。そのため、SPC は各関係当事者と優先貸付契約、契約上の地位譲渡予約契

約、質権設定契約、債権者合意書、スポンサーサポート契約、株主間合意書等の多く

の契約を締結する必要が生じる。 

   プロジェクトファイナンスとは、民間事業者（SPC）が負担することになったリスク

をスポンサー・レンダー・業務受託者等にパススルーし、事業から生み出されるキャ

ッシュフローを確保し、返済を行うスキームである。この目的のためには SPC の設立

は必須であるが、SPC 設立によるデメリットも当然考えられる。その第一は高コストで

ある、SPC という株式会社を維持する経費は当然別個に負担しなければならない。また、

SPC に対しては、通常、指定管理者制度では行わないコンサルティング会社によるコン

サルティングを実施している。この費用も追加となる。第二に、公共の事業遂行に対

するチェックが第二次的若しくは間接的になるという点があげられる。SPC の従業員数

は普通０名～数名であり、業務を把握し、遂行する能力を有しない。しかし、事業契

約は公共側と SPC で締結するため、実際的な業務を実行する請負業者と公共側の契約

は存在しないことになり、公共側の指導・要望は SPC を通じて行うことになる。 

   

（９）自主事業（付帯事業） 

   付帯事業とは、PFI 事業とは別に、PFI 事業を阻害しない範囲で公共の利益に資する

事業を、PFI 事業期間中に SPC が行う事業である。収益の 終的な帰属者が民間側であ

るため、民間収益事業とも言われている。古橋廣之進記念浜松市総合水泳場では、レ

ストラン・物販店舗の運営料収入が付帯事業に該当する。 

 

（１０）PFI 法の改正 

   PFI 法は施行後 8度にわたる改正や各種ガイドラインの策定を重ねてきた。PFI 法自

体は、平成 11 年度の制定以来、平成 13 年度・平成 17 年度・平成 23 年度に一部改正

を実施している。改正については平成 23 年度のものが も大きい上に、古橋廣之進記

念浜松市総合水泳場に関する「（仮称）浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営に関する

基本協定」の締結日が平成 17 年 3 月 8 日であることから、平成 23 年度の改正のみを

取り上げる。 
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（ア）適用範囲の拡大（第 2 条第１項第 3 号、5号） 

    対象施設に賃貸住宅及び船舶・航空機・人工衛星等が追加された。 

（イ）公共施設等運営権の創設（第 2 条第 7項、第 10条） 

    公共施設等運営権とは、①公共施設等の管理者等が所有権を有する公共施設につ

いて、②運営等を行い、③利用料金を自らの収入とする権利をいう。公共施設等運

営権はみなし物権として不動産の規定が準用され、当該運営権等を担保として資金

調達を行うことが可能となる。運営権は契約期間に応じて減価償却が可能である。 

  （ウ）民間事業者による提案制度の創出（第 5 条の 2） 

     民間事業者が個別の事業について公共側に対し提案を行い、公共側は検討・回答義

務を負うことになった。 

（エ）PFI 事業者に係る欠格事由の導入（第 7 条の 2） 

    平成 18 年に制定された「競争の導入による公共サービスの改善に関する法律」（市   

   場化テスト法）に欠格事由の規定が設けられたことを受け、PFI 法でも欠格事由が設

けられた。 

  （オ）技術提案制度の創出（第 7 条の 3） 

    民間事業者選定に先立って、公共側は募集に応じようとする者に対し、技術や工     

   夫についての提案を求めるよう努めることになった。 

（カ）実施方針の策定の見通し等の公表（第 10条の 2） 

    「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（公共工事適正化法）に

合わせ PFI にも公表制度が導入された。 

（キ）職員の派遣等についての配慮（第 18条の 2） 

    PFI 事業実施に当たって、現場公務員のスキルやノウハウの民間事業者への円滑な 

   継承を支援するため、職員の派遣等の人的援助に関する配慮を求めている。 

（ク）民間資金等活用事業推進会議の設置（第 20条の 2） 

    PFI 事業には、金融・法務・技術等の広範な専門知識が必要な上に、政府調達、財

政・公物管理規制といった既存の法的制度との整合性が求められる。また、これら

についての解釈や判例に関する累積事例も少ない。PFI 事業推進を図ることを目的に、

内閣総理大臣を会長とし、関係閣僚を委員とした民間資金等活用推進会議が創設さ

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


