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はじめに 

 

美馬市（以下「本市」という。）の学校給食では、センター方式(共同調理場)で運営しており、

穴吹町に穴吹学校給食センター、脇町に江原南共同調理場、脇町共同調理場、岩倉共同調理場の合

計 4 か所に学校給食センターが立地している。これらの学校給食センターは、1 日約 2,000 食を調

理し、現在、市内 18 の幼小中学校の園児・児童・生徒に安全・安心でおいしい学校給食を提供し

ている。 

しかしながら、4 施設とも施設、設備の老朽化が著しくなっている状況である。老朽化した 4 か

所の学校給食センターを 1 か所に集約し、学校給食衛生管理基準に適合する新たな学校給食センタ

ーの整備を検討し「美馬市学校給食センター整備基本計画」として取りまとめる。 
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学校給食センター整備における施設概要 

 基本方針 

本市では、既存の学校給食センターが４施設あり、それぞれ施設内容や規模の違いから、統一し

た献立による給食の提供ができないこと、老朽化する施設の修繕や調理設備の更新などが効率的に

行えないこと、２施設では床がウエット方式であり、調理時にドライ運用しているが、衛生的な課

題があることなどにより、安全・安心でおいしい給食提供を行っていくうえで、解決しなければな

らない課題は山積している。 

このような中、順次更新時期を迎える４施設について、効率的・効果的な事業運営を実施するた

め、学校給食センターを一元化し、新たな学校給食センターにおいては、学校給食衛生管理基準に

基づいた整備が求められるため、次の基本方針に基づき、（仮称）美馬市学校給食センター整備事

業（以下、「本事業」という。）を実現することを目標とする。 

また、本事業を実施するに当たっては、平成 27（2015）年 9 月に国連持続可能な開発サミットで

採択された持続可能な開発目標（SDGs）の 17 の目標のうち、「飢餓」、「保健」、「教育」、「生

産・消費」、「パートナーシップ」といった項目が学校給食と密接な関係にある分野であり、本事

業を実現することにより、SDGs の達成に貢献する。 

 

 

基本方針 

（１）安全・安心な学校給食の提供 

（２）多様な献立にも対応可能かつ安全なアレルギー対応給食の提供 

（３）施設の集約及び効率的な事業運営を実現 

（４）食育及び地産地消の推進 
 
 

SDGs 関連分野 
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 HACCP（ハサップ）の考え方に基づく衛生管理 

HACCP は Hazard Analysis and Critical Control Points の略語で、危害分析（HA）と重要

管理点（CCP）による衛生管理の方法のことをいう。 

一般的に、これまでの食品加工では、最終製品の一部を抜き取って安全性を検査する方法をと

ってきたが、HACCP 方式では、食品加工の工程の中で、加熱によって食中毒菌を滅菌するなどの

衛生管理上重要な工程を重点的に管理することで、すべての最終製品の安全性を保証しようとい

う考え方である。 

本市においてもHACCP (ハサップ)の概念を取り入れ、異物混入や食中毒事故等の発生を防ぎ、

物の流れ(食材、調理したもの、食缶・コンテナ、配送車両、回収した食器など)や人の流れ(調

理員、栄養士、物資納入業者など)について、明確かつ厳密な管理区分を設ける。 

学校給食における徹底した衛生管理体制の構築を目指す。 

 

●HACCP の 7 つの原則 

7 つの原則として以下が示されている。 

原則１：危害分析(HA)を行い、防止対策を確認する。 

原則２：重要管理点（CCP）を決定する。 

原則３：重要管理点のそれぞれに適切な管理基準を定める。 

原則４：重要管理点のそれぞれに管理・監視・測定方式を定める。 

原則５：重要管理点ごとの修正措置、改善措置を定める。 

原則６：記録保存方法を定める。 

原則７：検証方法を定める。検証には、生物学的検証、化学的検証、物理的検証、官能的

検証も含まれ、それぞれに基準を設定する。 

 
HA（危害分析） ：食品や製造・調理過程で含まれる可能性について原因と、危害発生を防

止する方法を分析すること。 

CCP（重要管理点）：危害分析で明らかになった危害発生を防止するために管理すべき重要な

工程・手順のこと。 

 

 作業区分の明確化 

「学校給食衛生管理の基準（文部科学省）」に基づき、作業区域を「汚染区域」「非汚染区

域」「その他」の 3 区分へ明確に区分し、調理エリアに関しては２つの区域に集約する。 

また「望ましい施設設備の配置例」として、共同調理場(センター方式)の例が図２-１とし

て示されており、本事業においても図２-１の共同調理場の配置例に準じた整備を行なう。な

お、センター方式で特に中規模の最新事例では「午前作業：汚染区域用の前室（主に下処理エ

リア）」「午前作業：非汚染区域作業用前室（主に調理エリア）」「午後作業：汚染区域用の

前室（主に洗浄エリア）」「午後作業：非汚染区域作業用前室（主に配膳・消毒保管エリア）」

の 4 つの前室(準備室)を整備する事が標準的となっている。 
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図 ２-１ 共同調理場の配置例 

出典：「学校給食施設計画の手引き」電子厨房フォーラム 21 より抜粋 

 
 

 ドライシステムの導入 

ドライシステムとは、調理室の床面を水で濡らさずに常に乾いた状態で調理や洗浄作業を行

うことができる仕組みの給食施設である。ドライシステムの導入により、調理場の床面を乾い

た状態で使用することで、湿度の上昇を抑えることができるため、害虫や細菌の繁殖を抑える

ことができる。また、床面からの跳ね水による食材への二次汚染の防止が図られるなど、食中

毒の発生要因が減少し、衛生管理が徹底される。さらに、湿気がない安全で衛生的な作業環境

となることから、調理の流れに応じた作業を適切に行うことができ、調理員の安全・健康管理

及び作業効率の向上を図ることができる。 

 

 

 

 栄養バランスに配慮したおいしい学校給食の提供 

（仮称）美馬市学校給食センター（以下、「本施設」という。）が提供する給食は、栄養バ

ランスに配慮したおいしい給食の提供を目指す。「手づくり」給食の提供としては、施設内に

炊飯設備を設け、炊き込みご飯・ピラフ等の多様なメニューへの対応も可能とする。また、魚

肉類の下処理室には攪拌機や成型機等を設置することで、センター内での手作りで給食が提供

できる十分な設備を設置する。 

 

 安全な食物アレルギー対応給食の提供 

食物アレルギーには、アナフィラキシーショック等、生命に関わる重大リスクの恐れがあり、

文部科学省では「食物アレルギーに対応するため、人的、物理的環境の整備を図ることが大切

である」としている。食品衛生法施行規則により、アレルギー物質を含む食品については、食
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物アレルギー疾患のある方の健康被害を防止する観点から、症状が重篤で症例数の多い 7 品目

（特定原材料）については表示を義務付けている。 

また、食物アレルギーの実態及びアレルギー誘発物質の解明に関する研究から、過去に一定

の頻度で重篤な健康被害がみられた 21 品目（特定原材料に準ずるもの）は、可能な限り表示

に努めるよう推奨している。なお、特定原材料に準ずるものは、表示が義務づけられていない

ため、表示していない場合もあるので注意が必要である。 

 

特定原材料（表示が義務化された 7 品目） 小麦、そば、卵、乳、落花生、えび、かに 

特定原材料に準ずるもの 

（表示を推奨するとされた 21 品目） 

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、 

カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、

ごま、さけ、さば、ゼラチン、大豆、鶏肉、バナ

ナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご 

 

これからの学校給食施設の計画では、アレルギー対応食の調理が可能となる計画が必要とな

る。なお、穴吹学校給食センターでは、小学生 12 名・中学生 2 名がアレルギー対応となって

いる。 

本市では、「学校給食における食物アレルギー対応指針(文部科学省)」記載の「学校給食に

おけるアレルギー対応レベル」において、レベル 3 での対応（除去食による対応）を基本とす

る。なお、実施に必要となる施設設備については、40 食程度のアレルギー対応除去食の調理が

可能となる設備を備えた独立した室として整備を行う。また、アレルギー対応食の食器具及び

配送方法については、ランチジャー等による温かい給食の提供と、誤配防止のためネームプレ

ート等による識別可能な対応を図るなど、きめ細かな対応が可能となる整備を行う。 

食物アレルギーへの対策として、「徳島県学校におけるアレルギー疾患対応ハンドブック」

（平成 29 年 2 月）に基づき、各学校で食物アレルギーが発生した場合に備え、学校・医療機

関・消防・教育委員会の連携体制を構築するものとする。 

 

 

 

 周辺環境及び配送時間等を考慮した建設予定地 

施設建設予定地は、周辺環境や配送時間等のほか市財政への負担を考慮し、「４ 建設予定

地」に示す市有地を選定するものとする。 

 

 厨房機器の熱源 

厨房機器の熱源については、電気・ガス・蒸気のベストミックス方式を基準とし、熱効率性、

使用上の安全性、イニシャルコストやランニングコスト、メンテナンス性など総合的に考慮し

た厨房機器を設置することとする。 
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 効率的な事業手法の選定 

施設整備の段階から、維持管理・修繕・施設運営全般にわたり、将来的なコストの縮減に努

めるものとし、事業の手法等については、調理から配送までの業務、工事の発注方法や将来の

運営を総合的に踏まえて検討するものとする。 

 

 

 

本事業での食育活動のため、施設１階に 40 名程度が収容可能な会議・研修室を配置する。調

理室内の映像を見ることができる設備を設置することで、近くで見られない調理風景を見ること

ができる場を提供し、一連の調理の流れの中で、食品の扱い方、調理員の作業の様子を知ること

で、食育に資する場とする。 

また、地場食材を積極的に活用し地域産業や文化の理解を深めるとともに、学校給食を通して

児童・生徒一人ひとりが食を大切に考え、食を通して豊かな人間性を育めるような施設を目指す。 

 

 

 美馬市学校給食センターの現状 

既存の美馬市学校給食センターの概要及び配送先を表２-１に示す。 

 
表 ２-１  既存の美馬市学校給食センターの概要（令和 2 年 5 月 1 日現在）配送先は令和３年度～ 

施設名 人数 
最大食数 

（食/日） 
システム 

建築年 

(築後経過年数) 
配送先 

江原南共同調理場 326 550 ドライ H16.4 (16 年) 江原南小学校、江原中学校 

脇町共同調理場 393 500 ウエット H2.3 (30 年) 

脇町幼稚園・小学校、 

木屋平幼稚園・小学校・中学校、 

江原北幼稚園・小学校 

岩倉共同調理場 189 320 ウエット H1.8 (31 年) 岩倉小学校・中学校 

穴吹学校給食センター 837 1000 ドライ H10.3 (22 年) 

美馬小学校・中学校、 

三島小学校・中学校、 

穴吹小学校・中学校、 

脇町中学校 

マルトヨ給食センター 389 550 ドライ H17.2（15 年） 令和 2 年度で委託業務終了 

 

 基本事項の整理 

新しい学校給食センターの基本事項を以下に整理する。 

 

 

徳島県美馬市脇町字小星 
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敷地面積：3,900 ㎡程度 

 

 

令和 5 年度内を目指す。 

 

 

本施設の配送対象校は、表２-２のとおりである。 

 
表 ２-２ 本事業で想定する配送校 

令和 2 年 5 月 1 日現在 

 学校名 所在地 児童･生徒数 教職員数 クラス数 

中
学
校 

江原中学校 美馬市脇町字曽江名359番地 41 137 20 8 

脇町中学校 美馬市脇町大字猪尻字西ノ久保78番地 121 19 6(8) 

岩倉中学校 美馬市脇町別所3406番地 74 18 7 

美馬中学校 美馬市美馬町字谷ヨリ西68番地 151 22 8(9) 

三島中学校 美馬市穴吹町三島字三谷356番地 34 12 3 

穴吹中学校 美馬市穴吹町穴吹字井口23番地 66 14 4(5) 

木屋平中学校 美馬市木屋平字谷口235番地 1 4 4 1(2) 

合計 587 109 37(42) 

小
学
校 

江原南小学校 美馬市脇町字拝原829番地 269 28 14(17) 

江原北小学校 美馬市脇町字西赤谷3744番地 2 18 5 3 

脇町小学校 美馬市脇町大字猪尻字西ノ久保116番地 281 27 13(14) 

岩倉小学校 美馬市脇町岩倉2879番地 150 14 8 

美馬小学校 美馬市美馬町字谷ヨリ西68番地 281 25 13(15) 

三島小学校 美馬市穴吹町三島字三谷374番地 64 13 7 

穴吹小学校 美馬市穴吹町穴吹字柏40番地 139 16 8 

木屋平小学校 美馬市木屋平字谷口235番地 1 3 3 2 

合計 1205 68(74) 131 

幼
稚
園 

江原北幼稚園 美馬市脇町字西赤谷3744番地 2 4 1 1 

脇町幼稚園 美馬市脇町大字猪尻字西ノ久保116番地 59 5 3 

木屋平幼稚園 美馬市木屋平字谷口235番地 1 2 0 1 

合計 65 6 5 

全体合計 1857 246 110(121) 

※学級数は、分割加配による学級・特認加配による学級・自校努力による学級を含む。 

 

 

 

最大配食数は、2,000 食/日程度とする。 

本施設の喫食者数推移予測を表２-３に示す。 
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表 ２-３ 喫食者数推移予測 

年度 児童・生徒数 園児数 教員数 合計 

令和 3 年度 1,784 60 249 2,093 

令和 4 年度 1,757 64 242 2,063 

令和 5 年度 1,727 60 235 2,022 

令和 6 年度 1,705 71 228 2,004 

令和 7 年度 1,644 45 221 1,910 

令和 8 年度 1,563 49 214 1,826 

令和 9 年度 1,490 53 208 1,751 

令和 10 年度 1,454 50 202 1,706 

令和 11 年度 1,390 48 196 1,634 

令和 12 年度 1,341 43 190 1,574 

令和 13 年度 1,279 41 184 1,504 

令和 14 年度 1,221 40 178 1,439 

令和 15 年度 1,126 37 173 1,336 

令和 16 年度 1,094 34 168 1,296 

令和 17 年度 1,045 31 163 1,239 

令和 18 年度 976 28 158 1,162 

令和 19 年度 910 26 153 1,089 

令和 20 年度 844 24 148 1,016 

 

 

献立は、幼稚園、小学校、中学校で 1 献立（統一献立）とする。 

献立内容は、主食（米飯又はパン）、主菜、副菜、牛乳、（デザート）を基本とする。 

牛乳は、納入業者から学校へ直接配送するため、学校給食センターは経由しないこととする。 

 

 

学校給食で用いられる食器には、大きく分けて「金属系」「樹脂系」「磁器系」「ガラス系」

「木系」があるが、児童生徒がよりよい食習慣・食事マナーを身に付けるためにも、料理に合わ

せた食器が使用されるよう改善が必要であることが求められている。 

また、全国的な近年の動向としては、耐久性等の優位性から、PEN（ポリエチレンナフタレー

ト）の採用が増えていることを踏まえ、本施設では、PEN 樹脂製食器とする。 
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 建設予定地 

 

建設予定地の概要を表２-４、建設予定地を図２-２に示す。 

 

表 ２-４  建設予定地の概要 

項目 内容 

所在地 美馬市脇町字小星 

道路 市道脇町 1 号線 幅員：約 12ｍ 

敷地面積 約 3,900 ㎡ 

用途地域 なし 

建ぺい率 60％ 

容積率 150％ 

インフラ状況 電気、ガス、上水は整備済み。下水等は建設工事までに整備予定。 

 

 
図 ２-２ 建設予定地 
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建設予定地に求められる要件として以下のものが挙げられる。 

・敷地の規模を考えるに際しては、法的な要件に基づいた必要な規模・形状を持つ施設が配

置可能で、衛生や運営を求められる敷地の要件を満足する必要がある。 

・建ぺい率や敷地内緑化を満たす必要がある。 

・周辺道路の適切な位置に出入口を設け、配送車の錯綜が生じないようにする必要がある。 

・施設の外周に保全、メンテナンス等を考慮した構内道路等を確保する必要がある。 

・給食配送車両が円滑に建物に接車でき、通行できるよう十分なトラックヤードを確保する

必要がある。 

・来客・職員用駐車場、給食配送車両置き場を配置する必要がある。 

・必要な食数の調理能力を持つ備品配置のためのスペースを確保する必要がある。 

・敷地の形状は、衛生基準を勘案した調理工程や給食配送車等の配送・回収スペースなどか

ら、基本的には整形な矩形（長方形または正方形）であることが望ましい。 

上記の条件を満たす 2,000 食（炊飯あり）の調理能力を有する敷地面積を算定すると以下のと

おりである。 

 
敷地面積：約 3,900 ㎡ 

 

 配送計画 

配送手法には、食器及び食缶を一緒に配送する「一段階配送（混載）」と食器と食缶を別に配

送する二段階配送（別載）がある。従来は「混載」による配送が一般的であったが、「混載」の

場合には、配送車両の必要台数が増えることや 2 時間喫食へ対応が困難なことから、「別載」の

優位性から採用が多くなっている。 

本施設では、調理終了後から２時間以内に喫食とするために、配送ルート・配送校の組み合わ

せ・配送車の台数の工夫により効率的な配送計画を組み立てる必要がある。 
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 施設整備計画の概要 

新しい学校給食センターの施設計画概要を表２-５に整理する。 

 

表 ２-５ 施設計画概要 

項目 内容 

整備方式 センター方式 

提供食数 最大 2,000 食/日 

年間稼働日数 約 200 日程度 

施設規模 2,000 食/日を円滑に供給可能な延床面積及び敷地面積を確保すること。 

（延床面積；1,700 ㎡程度・敷地面積 3,900 ㎡程度） 

建築構造 鉄骨造 1 階建 

厨房機器熱源 電気・ガス・蒸気のベストミックス 

献立形式 １献立（別途、アレルギー対応食調理ラインあり） 

炊飯対応 調理場炊飯（4 回以上/週） 

食物アレルギー対応 専用調理室を設置（提供食数の約 1.5％～2.0％対応） 

衛生管理 学校給食衛生管理基準（文部科学省） 

大量調理施設衛生管理マニュアル（厚生労働省） 

HACCP対応ドライシステム 

食育機能 会議・研修室（40 名程度 収容） 

配送対象校 小学校：8 校、中学校：7 校、幼稚園 3 園 

駐車スペース 来客・職員用駐車場、給食配送車両置き場 

その他 空調設備、換気・排煙設備、排水設備 
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 導入諸室及び構成 

 

学校給食衛生管理基準では、学校給食センター整備に必要な機能と区域分けを表２-６に示して

いる。施設整備においては、この区域に基づき明確なゾーニングをする必要がある。 

 
表 ２-６ 学校給食衛生管理基準による区域の分類 

区分 内容 

学
校
給
食
セ
ン
タ
― 

調
理
場 

作
業
区
域 

汚染作業 

区域 

検収室 原材料鮮度確認、根葉類処理 

食品保管室 食品の保管 

下処理室 食品選別、剥皮、洗浄 

返却食器等搬入場  

洗浄室 消毒前 

非汚染作業

区域 

調理室 

 

食品切裁、煮る、揚げる、焼く等の調理加熱調理、

食品冷却、食缶配食 

食品食缶搬出場  

洗浄室 消毒後 

その他 更衣室、休憩室、調理員専用便所、前室等 

その他 事務室等 

 

 

「学校給食衛生管理基準」等に基づき、明確に区分するとともに、食材の搬入から検収、下

処理、調理、配送までの流れを考慮し、作業動線が一方通行となるよう諸室及び調理設備を配

置する。学校給食センターの施設構成を表２-７に示す。 

 
表 ２-７ 学校給食センターの施設構成 

区分 機能 

給食エリア 

汚染作業区域 
検収室、下処理室、食品庫、計量室、冷蔵庫、冷凍庫 

食器洗浄室、油庫、廃棄物室等 

非汚染作業区域 
上処理室、釜調理室、焼物・揚物室、アレルギー対応専用

室、和え物室、器具等洗浄室、洗浄後処理室、コンテナ室等 

事務エリア 
市職員事務室、事業者用事務室、研修室（会議室）、更衣室、休憩室、洗濯乾

燥室、事務職員・外来用・調理員専用トイレ等 

その他 
玄関ホール、機械室、プラットホーム、清掃器具庫、物品庫等、駐車場、駐輪

場、廃水処理施設、受水槽、熱源室、自家用発電機等 

※機器の配置については、２献立制を実施する際に献立内容の制限がかかりにくい配置を行うこと。 

※給食エリアの各室に各々の室内で利用する調理器具の消毒保管庫、器具置場、調理台車、シンク、

肘まで洗える大きさの手洗器などを必要に応じて設置すること。 

※給食エリアの各室に湿度 80％以下、室温 25℃以下で管理できる空調設備を設置すること。 
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施設内の導線は、汚染作業区域と非汚染作業区域、その他の区域を明確に分離し、食材受入～

調理～配送の流れがワンウェイ（一方通行）となるよう計画する。 

本施設で想定する施設配置ゾーニングイメージを図２-３に示す。 

 

 
図 ２-３ 施設配置ゾーニングイメージ 

 

 建築設備計画 

省資源・省エネルギーを考慮した設備を採用し、エリアごと、時間ごとのエネルギー（電気、水、

ガス等）使用量、エリアごとの室内や外気の温湿度を記録、分析できるシステムを導入する。将来

における修繕・更新に対応し、またメンテナンス性の良い仕様・工法を採用する。 

 

 

  

炊飯室

消毒保管庫・配送室

根菜
処理

通路
事務室

ホール

準備室・前室準備室・前室 トイレ

倉庫 事務室

準備室・前室準備室・前室

米庫

食品保管

洗米
油庫

玄関

卵処理室

冷
蔵

計量室

野菜・果物類
下処理

残菜庫

回収前室

ボイラー室

倉庫

前室

配送

女性
休憩室

洗濯室

通路

女性
更衣室

男性
更衣室

男性
休憩室

　　　　　

トイレ

通路
 会議室（多目的ホール）

外来用トイレ倉庫

準備室・前室 その他エリア

アレルギー対応食調理室

検収室

調理室

午前
作業導線

午前
作業導線

焼物調理

揚物料理

和え物室

加熱調理

切
断

肉魚類
下処理室

市職員専用
エリア

事業者専用
エリア

汚染作業
区域

非汚染作業
区域

加熱後エリア

配

缶

配

缶

食

缶

消

毒

保

管

積み込み

配缶

コンテナ洗浄機

食器コンテナ洗浄機

食缶等洗浄機

食器・コンテナ消毒保管



14 

 厨房設備計画 

諸室の機能と必要な厨房機器を表２-８に示す。 

 
表 ２-８ 厨房設備計画 

区分 必要諸室 各室の機能 必要な厨房機器 

汚
染
作
業
区
域 

荷受室 食品納入・荷受け作業 運搬車等 

検収室 
食材の納品状況確認 

(品質・温度・重量) 

台はかり、検収台、泥落しシンク等、 

器具消毒保管庫(移し替え容器用) 

根菜処理室 根菜類の皮剥作業 球根皮剥機 

野菜類下処理室 洗浄及び荒切り作業 

3 槽以上の流水使用型シンク(葉物類・根菜類・果

物類)、芽取りや荒切りのための作業台、包丁まな

板殺菌庫等 

魚肉類下処理室 
加熱処理前の下拵え 

味付け作業 

シンク・台類、冷凍庫・冷蔵庫、攪袢機・成型機等 

包丁まな板殺菌庫等 

卵処理室 割卵作業 シンク、調理台、冷蔵庫等 

食品保管庫 調味料・乾物類の保管 ラック、シェルフ(棚)、冷蔵庫等 

新油庫 揚物用油の保管 新油タンクまたはシェルフ(棚) 

汚染作業区域用

器具洗浄室 

汚染作業区域で使用した調

理器具や容器類の洗浄 

器具洗い用 3 槽シンク(洗浄機)、 

器具消毒保管庫 

米庫・洗米室 貯米、洗米 納米庫、洗米機 

洗浄室 
食器・食缶・コンテナ・小物

洗浄作業 

食器、食缶、コンテナ各洗浄機等、 

スプーン・お玉など小物用シンク(洗浄機)等 

残菜庫 
調理クズ及び残菜の脱水・

保管 
厨芥処理機等 

廃油庫 使用済み揚物用油の保管 廃油タンク 

非
汚
染
作
業
区
域 

調理室(上処理

室コーナー) 

献立にあわせた野菜類カッ

ト作業 

フードスライサー、サイノ目切り機等、 

器具消毒保管庫、移動シンク、移動台 

調理室 
汁物・妙め物等の煮炊き調

理 

回転釜等(電気式・ガス式・蒸気式)、 

器具洗い用 3 槽シンク(洗浄機)、器具消毒保管庫 

揚物・焼物調理

室 
揚物、焼物、蒸し物等の調理 

揚物機・焼物機・蒸し物器、 

スチームコンベクションオーブン等 

和え物室 野菜の加熱・冷却・攪袢作業 
スチームコンベクションオーブン、真空冷却機 

一次保存用冷蔵庫、攪枠用回転釜、シンク等 

非汚染作業区域

用器具洗浄室 

非汚染作業区域で使用した

調理器具や容器の洗浄 

器具洗い用 3 槽シンク(洗浄機)、器具消毒保管庫 

※調理室に併設の場合もあり。 

炊飯室 炊飯調理 
炊飯器(立体炊飯器・連続炊飯器) 、釜洗いシンク、 

炊飯釜収納庫等 

アレルギー対応

室 

個食対応食調理(代替え又

は除去食) 

専用の電子レンジ・シンク、作業台、冷蔵庫、IH 調 

理器、小型焼物機等 

消毒保管庫・配

送室 
食器・食缶等の積込み作業 食器・食缶消毒保管庫、コンテナ等 

そ
の
他 

前室 

手洗い 

調理衣・エプロンの着替え

シューズの履き替え 

シューズ殺菌庫・衣類殺菌庫 

手洗い器、エアシャワー 

自家発電機   
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官民の業務範囲について 

学校給食衛生管理基準等に十分配慮しつつ、より良いサービスの提供やコストの縮減が可能な事

業手法を検討する。これまでのように本市の直営によるほか、民間事業者による実施も考えられる。 

本計画では、様々な事業手法について整理を行い、最も望ましい手法を検討する。 

 

【事業スキームを検討する視点】 

 本市の適切な関与と民間事業者のノウハウの活用による「学校給食サービスの向上」 

 整備から運営・維持管理まで、「事業全体を通じたライフサイクルコスト」の縮減 

 民間の「事業機会の創出」と「地域経済の活性化」 

 

 学校給食業務について 

学校給食センターに係る様々な事業手法について整理を行う上で、今後民間事業者に委託可

能な範囲についてもある程度想定し、全体として望ましい事業スキームを検討することが求め

られる。 

民間委託が可能と考えられる学校給食業務を表３-１に整理する。 

 

表 ３-１ 民間委託が可能と考えられる学校給食業務（運営） 

主な学校給食業務 
民間委託 

の可否 
主な考え方 

献立作成 × 

文部科学省通知により、献立の作成は設置者が直接責任

をもって実施すべきものと規定されていることから、民間

委託の対象にしない。 

食材調達 × 
食材調達は、学校給食の安全と食育に深く係わる事項で

あることから委託の対象にしないことが望まれる。 

食材検収・保管 × 
食材検収・保管は、学校給食の安全と食育に深く係わる

事項であることから委託の対象にしないことが望まれる。 

調理指示 × 学校給食の根幹であり、委託の対象に適さない。 

調理 ○ 民間事業者にノウハウのある業務であり、配送・回収や

食器洗浄・残飯処理についても、調理を行うものが包括的

に実施することにより、業務の効率化が期待される。 

配送・回収 ○ 

食器洗浄・残飯処理 ○ 

検食・保存 △ 市が主体となり、民間事業者が支援・補助する例が多い。 

衛生検査 △ 
調理衛生確保、施設及び設備の機能に関する検査などは、

民間事業者で実施することで、効率化できる可能性がある。 

給食費徴収・食数調整 × 学校給食の根幹であり、委託の対象に適さない。 

○：民間委託可能な業務、△：一部または補助的業務を民間委託可能な業務、×：民間委託が望ましくない業務 
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 本業務の業務範囲 

本事業を PFI 事業により実施する場合、運営における「献立作成」「食材の選定・調達」「食

数調整」「食育に関する指導」「食材検収」「検食」「給食費徴収」「配送校内での配膳」は

PFI 事業に含まずに、従来どおり本市が実施する。 

 
表 ３-２ 業務範囲 

段階 業務項目 本市 選定事業者 

建設 

敷地造成 ○  

設計（基本設計、実施設計）  ○ 

建設  ○ 

工事監理  ○ 

各種許認可申請等  ○ 

調理機器の調達・設置  ○ 

食器・食缶等の調達・設置  ○ 

配送車両調達  ○ 

備品・什器等調達・設置  ○ 

運営 

開業準備  ○ 

献立作成 ○  

食材の選定・調達 ○  

食数調整 ○  

食育に関する指導 ○ △（補助） 

食材検収 ○ △（補助） 

調理（炊飯業務以外）  ○ 

炊飯業務  〇 

検食 ○  

衛生検査  ○ 

給食費徴収 ○  

配送・回収  ○ 

配送校内での配膳 ○  

食器等洗浄  ○ 

残渣及び厨芥の処理  ○ 

残渣処理・搬出・処分  ○ 

職員教育研修  ○ 

維持 

管理 

建築物保守管理  ○ 

建築設備・厨房機器等保守管理  ○ 

配送車両維持管理  ○ 

什器・備品等保守管理  ○ 

調理設備・食器類・食缶等の更新  ○ 

外構等維持管理  ○ 

環境衛生・清掃  ○ 

警備保安  ○ 

施設修繕  ○ 
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PPP/PFI 手法の導入可能性調査について 

 事業手法の整理及び比較検討 

 

美馬市 PPP/PFI 手法導入優先的検討規程では、PPP/PFI 手法として「公共施設等運営権方式」、

「指定管理者制度」、「包括的民間委託」、「O 方式」、「PFI（BOO）方式」、「PFI（BOT）方

式」、「PFI（BTO）方式」、「PFI（RO）方式」、「DBO 方式」、「PFI（BT）方式」等が整理さ

れている。 

PPP/PFI 手法の概要は表４-１のとおりである。 

 

表 ４-１ PPP/PFI 手法の概要 

 

 

 

事業手法の一次選定として、学校給食センター整備事業での採用実績のある各事業手法の特

徴を踏まえ、「本事業に適さない」または「明らかに優位性が低く採用する可能性がない」事業

手法を調査対象から除外する。 

その結果、「従来方式（公設公営方式）」、「PFI（BTO）方式」、「DBO 方式」、「DB+O 方式」

を抽出した。 

上記の 4 方式以外については表 4-2 に示す理由により除外した。なお、一次選定により選定し

た 4 方式については、本事業における詳細な事業スキームを検討する。 

 

  

土地 建物
民間
関与

民間が建設・管理運営、契約終了時
は施設撤去または民間事業化 公共 民間 民間 民間 民間 － －－－

民間が建設・管理運営を行い、事業契
約終了時に公共へ資産譲渡 公共 民間 民間 民間 民間 － 契約

終了時
民間が建設、完工後、所有権を公共
へ移転、民間が管理運営を行う 公共 公共 公共

民間 民間 民間 － 完成時

民間が改修・管理運営を行う
(施設の所有権は公共が保有) 公共 公共 民間 民間 民間 － 当初より

公共
施設の事業運営権を長期にわたって、
民間事業者に付与する
(施設の所有権は公共が保有)

公共 公共 民間 民間 民間 民間 当初より
公共

民間が建設、完工後、所有権を公共
へ移転、公共が管理運営を行う 公共 公共 民間 民間 公共 － 完成時

民間に施設の設計・建設・管理運営を
一括発注（資金調達は公共が行う） 公共 公共 公共 民間 民間 － 当初より

公共
民間に施設の設計・建設と管理運営を
別途発注（資金調達は公共が行う） 公共 公共 公共 民間 民間 － 当初より

公共
民間に施設の設計・建設を一括発注
（資金調達は公共が行う） 公共 公共 公共 民間 公共 － 当初より

公共
複数の業務や施設を包括的に民間に
委託する 公共 公共 公共 公共 民間 － 当初より

公共
公の施設の管理を民間（指定管理
者）に行わせる 公共 公共 公共 公共 民間 － 当初より

公共
公共
関与 行政が個別発注を行う従来型の方式 公共 公共 公共 公共 公共 － 当初より

公共

ＤＢ+O方式
※DB方式とO方式の組合せ

ＤＢＯ方式
(Design Build Operate)

指定管理者制度

関与
度合

Ｐ
Ｆ
Ｉ

O方式

ＤＢ方式
(Design Build)

従来方式
(公設公営)

公共への
所有権移転

運営
権

管理
運営

財産保有 設計
建設

ＢＴＯ方式
(Build Transfer Operate)
ＲＯ方式
(Rehabilitate Operate)

公共施設等運営権方式

ＢＴ方式
(Build Transfer)

資金
調達概　要事業手法

ＢＯＯ方式
(Build Own Operate)
ＢＯＴ方式
(Build Operate Transfer)
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表 ４-２ 事業手法の一次選定結果 

事業手法 判定 判断の理由 

PFI（BOO 方式） × 

・運営期間中の施設所有権が民間事業者であるため、固定資産税など公租公

課に係る費用によりVFMは他方式と比較して劣る結果となる。 

・当方式による学校給食施設整備・運営事業の事例件数はない。 

・本事業の公共性の観点から施設所有権が民間の当方式は不適である。 

PFI（BOT 方式） × 

・運営期間中の施設所有権が民間事業者であるため、固定資産税など公租公

課に係る費用によりVFMは他方式と比較して劣る結果となる。 

・当方式による学校給食施設整備・運営事業の事例件数は7件である。 

・本事業の公共性の観点から施設所有権が民間事業者となる当方式はやや適

さない。 

PFI（BTO 方式） ○ 

・建設後に施設所有権を民間事業者から公共へ移転する当方式は、BOT方式､

BOO方式と比較し､リスクが軽減し民間事業者が参入しやすいため調査対象

とする。 

・起債を活用することで民間金融機関からの借入が少なくなり、起債を活用

しないBTO方式よりも総事業費が低廉になると想定される。 

・学校給食施設のPPP事業ではBTO方式を採用している事例が最も多く、64

件である。 

PFI（RO 方式） × 

・本事業は学校給食施設の新規整備を想定しているため、既設施設の改修を

対象とするRO方式は不適である。 

・当方式による学校給食施設の整備・運営事例件数は1件である。 

公共施設等運営

権方式 
× 

・利用料金を徴収し、独立採算で運営・維持管理を行う本方式は、サービス

購入型である学校給食施設整備運営事業では不適である。 

・当方式による学校給食施設の整備・運営事例件数はない。 

PFI（BT 方式） × 

・一般に公営住宅の整備事業で用いられる手法である。（複数の公共施設の

運営・維持管理水準を統一する必要がある場合にBT方式が採用される） 

・本事業は、設計・建設・運営・維持管理一括発注を想定しているため不適

である。 

・当方式による学校給食施設の整備・運営事例件数はない。 

DBO 方式 ○ 

・設計・建設・運営・維持管理を一括発注する方式であり、公共が資金調達

を行う。民間金融機関から借入するよりも総事業費が低廉になると想定さ

れることから調査対象とする。 

・当方式による学校給食施設の整備・運営事例件数は10件である。 

DB+O 方式 〇 

・設計・建設を一括発注する方式である。本事業の事業規模や将来の児童・

生徒数の変動を考慮すると長期間の運営事業を一括発注方式するよりも別

途発注する方が事業契約等の柔軟性が高く効率的な事業運営できる可能性

がある。 

・当方式による学校給食施設の整備・運営事例件数は 2 件である。 

DB 方式 × 
・本事業は、設計・建設・運営・維持管理一括発注を想定しているため不適

である。 

O 方式 × 
・本事業は、設計・建設・運営・維持管理一括発注を想定しているため不適

である。 

指定管理者制度 × 

・指定管理者制度は、市民が直接利用する「公の施設」を対象とするが、学

校給食センターはその定義にはあたらない施設であり、当方式は本事業に

は不適である。 

公設公営方式 

※以下、「従来

方式」とする。 

- ・従来手法であり、他の事業手法との比較対象として抽出する。 

【凡例】○：適用の可能性あり、△：適用の可能性はあるものの高くはない、×：適用の可能性なし 
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 事業手法の詳細検討 

 

一次選定の結果より、本事業で検討する事業手法は以下のとおりである。 

各事業手法の詳細を示す。 

 

 

 

本事業に係る運営期間の設定において、他都市採用事例、施設耐用年数及び大規模修繕の取り

扱いの観点から、事業期間は 15 年とする。 

 

表 ４-３ 事業期間 

 概要 

大規模修繕の

回避 

長期にわたる事業期間になると、将来にわたる施設の維持管理状況等を想

定することが難しく、リスクコストを上乗せせざるを得なくなる。特に、大

規模改修等を含む場合は適正な維持管理費の設定が困難となることから、大

規模改修が発生する期間より短い 15 年程度とする事例が多くなっている。 

事業者の資金

回収 

建設費の投資や人材雇用・教育などに一定の費用を要するため、その回収

期間として想定される年数が概ね 10 年以上必要と言われている。 

他事例の事業

期間 

実施方針が公表されている学校給食センター整備事業のうち、71 件は事業

期間が約 15 年であり、20 年以上の事例は 5 事例にとどまっている。事業者

側にとっても、近年の事例がほぼ 15 年になりつつあるため、社内・関連企業

間で合意形成が図りやすくなっている。 

 

表 ４-４ 事業期間設定の事例 

事業期間 10 年以下 
15 年程度 

（13 年～17 年を含む） 
20 年以上 

件数 3 71 5 

※設置主体の HP 等、公表資料より整理（令和元年 10 月現在） 

  

 PFI（BTO）方式 

 DBO 方式 

 DB+O 方式 
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SPC の設立には、メリット・デメリットの双方がある。 

コスト面では、SPCを設立する場合には事業費が増加するデメリットがあるが、SPCは、当該事業

の業務等を行うために設立される会社であり、「他事業を実施しないこと」、「財務的に親会社から

独立しているため親会社の経営状況の影響を受けないこと」などから事業期間内に渡った事業運営

の安定性は高いことがメリットである。 

SPCを設立して事業を実施する場合のメリット・デメリットを表４-５に示す。 

 

表 ４-５ SPC を設立して事業を実施する場合のメリット・デメリット 

内 容 詳  細 

メ

リ

ッ

ト 

財務的な独立性 
親会社が他事業において損失を被った場合であっても、SPC は親会社と財

務的に独立しているため、SPCの財務に対して影響を及ぼさない。 

倒産時の事業契

約の継続性 

親会社が倒産等の事態に陥った場合であっても、親会社が保有する SPC の

株式を第三者へ譲渡することにより、事業契約を継続することが可能とな

る。 

デ
メ
リ
ッ
ト 

事業費の増加 

SPC を設立した場合には、会社を維持するための費用が必要になることか

ら、コストが上昇する。事業規模によっては、SPC の会社経費が DBO 方式

及び PFI 方式（BTO 方式）を導入したことによるコストメリットを相殺し

てしまう恐れもある。 

会社設立期間の

確保 

SPCの設立においては、会社設立準備（資本金の準備、登記書類の準備等）、

会社登記等に期間を有するため、落札者の決定から契約締結までの期間が

短い場合には注意が必要である。 

そ
の
他 

法人住民税によ

る収入 

SPC の本店所在地を本市内に定めることにより、SPC の得た営業利益の一

部が法人市民税として本市に納められる。 

 

SPC を設立して事業を実施する場合のメリット・デメリットを踏まえ、本事業の SPC の設立条件を以

下に整理する。 

DB+O方式では、別途発注する運営・維持管理期間が不透明であること、SPCを設立している事例が少

ないこと等からSPCを設立しないことを前提とする。 

DBO方式及びPFI方式（BTO方式）では、複数の企業で構成されたコンソーシアム（共同事業体）によ

って事業を実施することになると考えられ、学校給食センター整備運営事業の DBO 方式及び PFI 方式

（BTO方式）では、SPCを設立している事例が大半である。 

なお、DBO方式の場合、PFI方式（BTO方式）とは異なり、民間事業者が施設整備費等の資金調達を行

わないことから、基本的にSPCに対する市中金融機関による財務モニタリングが行われない。そのため、

DBO 方式の SPC の財務モニタリングは、民間事業者のセルフモニタリング及び発注者である本市のモニ

タリングにより行っていくことに留意する必要がある。 

本事業の施設規模は、学校給食センターの PPP 事業では小さい 2,000 食/日であることから SPC の会

社経費が DBO 方式を導入したことによるコストメリットを相殺する恐れがある。そのため、DBO 方式で

は、SPCを設立しないこと前提とする。 

 

 



21 

表 ４-６ 各事業手法の SPC 設立に係る条件 

事業手法 SPC 設立の有無 

DB+O 方式 SPC を設立しない 

DBO 方式 SPC を設立しない 

PFI（BTO）方式 SPC を設立する 

 

 

本市と民間事業者の役割分担は、「第 3 章 官民の業務範囲」を参照すること。 

 

事業期間中の本市と民間事業者との適切なリスク分担等に関する検討を行う。 

 

 リスク分担の基本的な考え方 

内閣府「PFI 事業におけるリスク分担等に関するガイドライン」では，リスクは次のように

定義されている。 

PPP/PFI 事業におけるリスク分担の考え方は、地方公共団体と民間事業者の適切な役割分担

に基づき、リスクを適切に管理できる主体が当該リスクを管理することによって VFM の最適化

を図るということである。 

民間事業者への過度なリスク負担を求めた場合、リスク負担に見合う費用（保険料等）を増

やすことになり、それが委託料等に上乗せされ、VFM の低下につながる可能性があることに留

意する必要がある。 

PPP/PFI 事業におけるリスク分担の重要性は、事業に係るリスクの顕在化による事業への影

響を極小化するとともに、VFM の最大化にも関係する。 

 

 リスク管理方法 

リスク管理の方法として、PPP/PFI 事業では、リスク分担表が一般的に用いられている。 

このリスク分担表に基づき、地方公共団体と民間事業者の負うべきリスクを明確化し、事業

契約書に定めることにより、リスク負担に係る法的な責任が明文化される。 

本事業におけるリスク分担表の例を表４-７に示す。 

  

協定等の締結の時点では、選定事業の事業期間中に発生する可能性のある事故、需要の変動、

天災、物価の上昇等の経済状況の変化等一切の事由を正確には予測し得ず、これらの事由が顕

在化した場合、事業に要する支出または事業から得られる収入が影響を受けることがある。選

定事業の実施に当たり、協定等の締結の時点ではその影響を正確には想定できないこのような

不確実性のある事由によって、損失が発生する可能性をリスクという。 

（内閣府「PFI 事業におけるリスク分担等に関するガイドライン」より引用） 
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表 ４-７ リスク分担表 

段階 リスクの種類 
整理 
No 

概要 

負担者 

本市 
民間 

事業者 

共通 

入札手続き 1 入札説明書の誤り、入札手続きの誤り ○  

法令変更 2 本事業に直接関係する法令の新設・変更等 ○  

3 
その他広く民間事業者に一般的に影響を与える法令
の新設・変更等 

 ○ 

税制変更 4 本事業に直接関係する税制の新設・変更等 ○  

5 消費税率の変更 ○  

6 上記以外の税制度の新設・変更等  ○ 

許認可取得遅延 7 本市の帰責事由による許認可の取得遅延 ○  

8 上記以外の事由による許認可の取得遅延  ○ 

住民対応 9 本事業を行うこと自体に関する反対運動・訴訟等 ○  

10 
民間事業者が行う調査、建設、運営・維持管理、提
案内容に関する訴訟・苦情等 

 ○ 

安全確保 
11 

建設・運営・維持管理における事故、または安全確
保に関するもの 

 ○ 

環境問題 
12 

民間事業者が行う業務、提案内容に起因する環境問
題（騒音、振動、電波障害、有害物質の排出など） 

 ○ 

13 建設・運営・維持管理における環境保全  ○ 

第三者への賠償 
14 

民間事業者の帰責事由によらず第三者に損害を与え
た場合 

○  

15 
民間事業者の帰責事由により第三者に損害を与えた
場合 

 ○ 

事業内容の変更 16 本市の政策変更により事業の内容が変更される場合 ○  

金利変動 17 契約後の金利変動  ○ 

物価変動（※1） 18 施設供用開始前のインフレ・デフレ  ○ 

19 施設供用開始後のインフレ・デフレ ○ ▲ 

資金調達 20 事業に必要な資金の確保に係る費用  ○ 

事業の中止・延期 21 本市の帰責事由により事業を中止・延期した場合 ○  

22 
民間事業者の帰責事由により事業を中止・延期した
場合 

 ○ 

23 上記以外のもの ○ ○ 

構成員の能力不足 
等 

24 民間事業者の構成員の能力不足等による事業悪化  ○ 

不可抗力(※2) 25 天災等の不可抗力事由によって生じる損害 ○ ▲ 

契約前 

入札費用 26 本事業への入札に係る費用  ○ 

契約の未締結・遅延 27 落札者の帰責事由による契約締結遅延等  ○ 

28 
議会の議決が得られないことによる契約未締結・遅
延 

○ ○ 

29 上記以外の事由による契約締結遅延等 ○  

調査・
設計 

測量・調査 30 本市が実施した測量、調査に関するもの ○  

31 民間事業者が実施した測量、調査に関するもの  ○ 

○：主分担、▲：副分担 
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段階 リスクの種類 
整理 
No 

概要 

負担者 

本市 
民間 

事業者 

調査・
設計 

計画・設計・仕様 
変更 

32 本市の帰責事由により変更する場合 ○  

33 民間事業者の帰責事由により変更する場合  ○ 

調査費・設計費等 
の増大 

34 
本市の帰責事由により調査費や設計費等が増大した
場合 

○  

35 
民間事業者の帰責事由により調査費や設計費等が増
大した場合 

 ○ 

設計の完了遅延 
36 本市の帰責事由により遅延した場合の損害 ○  

37 民間事業者の帰責事由により遅延した場合の損害  ○ 

建設 

用地の確保 38 本件施設建設予定地の確保に関するもの ○  

用地の瑕疵 

39 本件施設建設予定地の土壌汚染などに関するもの ○  

40 
本市が把握し、事前に公表した地下埋設物の処理に
関するもの 

 ○ 

41 地下埋設物に関する上記以外のもの ○  

地質･地盤 
42 

民間事業者が実施する地質・地盤調査等の不備・誤
りによるもの 

 ○ 

43 上記以外のもの ○  

工事遅延 
44 本市の帰責事由によるもの ○  

45 民間事業者の帰責事由によるもの  ○ 

工事費増大 
46 本市の帰責事由によるもの ○  

47 民間事業者の帰責事由によるもの  ○ 

要求性能未達 48 
本件施設完成後、要求性能に不適合の部分、施工不
良部分が発見された場合 

 ○ 

施設損害 49 
工事材料、建設機械器具、引き渡し前の工事目的物
について生じた損害、その他工事の施工に関して生
じた損害 

 ○ 

工事監理の不備 50 
工事監理の不備により工事内容、工期などに不具合
が発生した場合 

 ○ 

維持 
管理 

・運営 

運営開始の遅延 
51 本市の帰責事由によるもの ○  

52 民間事業者の帰責事由によるもの  ○ 

事業内容の変更 53 
本市の帰責事由による事業内容の変更（用途変更な
ど） 

○  

支払遅延・不能 54 
本市の帰責事由によるサービス対価の支払の遅延・
不能によるもの 

○  

要求水準未達 55 
民間事業者の行う運営・維持管理務の内容が事業契
約書等に定める水準に達しない場合 

 ○ 

運営・維持管理費 
の変動 

56 本市の帰責事由によるもの ○  

57 民間事業者の帰責事由によるもの  ○ 

施設等の損傷 
58 本市の帰責事由によるもの ○  

59 民間事業者の帰責事由によるもの  ○ 

契約不適合責任 
60 契約不適合責任期間内  ○ 

61 契約不適合責任期間終了後 ○  

○：主分担、▲：副分担 
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段階 リスクの種類 
整理 
No 

概要 

負担者 

本市 
民間 

事業者 

維持 
管理 

・運営 

需要変動 

62 
給食を提供する学校における給食サービス形態の変
更等、本市の事由によるもの 

○  

63 
生徒数の変動・クラス数の変動・提供日数の変動に
よるもの（※3） 

○ ▲ 

異物混入 
(食中毒含む) 

64 検収時における調達食材の異常 ○  

65 
検収日と給食提供日の時間差に起因する調達食材の
異常 

○  

66 検収後の保存方法に起因する調達食材の異常  ○ 

67 調理過程における調理方法の不適による食材の異常  ○ 

68 調理・配送・配膳業務における異物混入等  ○ 

69 
配膳以降、生徒に給食が供される間における異物混
入等 

○  

70 原因不明の場合（※4） ○ ○ 

アレルギー対応 
リスク 

71 
アレルギー生徒の情報収集不備、アレルギー情報の
伝達ミス、校内での配食ミス、食材調達時の誤り 

○  

72 突発的な発症 ○  

73 調理段階における禁忌物質の混入  ○ 

74 配送校・配膳指示の誤り  ○ 

配送の遅延リスク 

75 交通混雑による遅延（※5） ▲ ○ 

76 不可抗力による交通遮断等による遅延 ○  

77 調理の遅延による遅延  ○ 

78 配送車両の交通事故による遅延  ○ 

79 食材の納入遅延による遅延 ○  

運搬費増大リスク 

80 配送校の変更による運搬費の変動（※6） ○ ▲ 

81 燃料費の変動による運搬費の変動（※7） ○ ▲ 

82 交通事情の悪化等による運搬費の増大  ○ 

移管 

性能確保 83 事業終了時における施設の性能確保に関するもの  ○ 

移管手続き 84 
事業の終了手続きに係る諸費用に関するもの及び事
業会社の清算手続きに伴うもの 

 

○ 

 

（※1）一定範囲の物価変動は民間事業者、それ以上の物価変動は本市とします。 

（※2）一定範囲の損害は民間事業者、それ以上の損害は本市とします。 

（※3）生徒数の変動・クラス数の変動・提供日数の変動については、一定範囲の担保は、本市とし

ます。一定範囲については、入札公告時に示します。 

（※4）具体的な負担方法については、入札公告時に示します。 

（※5）交通混雑事由により、本市と民間事業者で協議とします。 

（※6）本市と民間事業者で協議とします。 

（※7）一定範囲の変動は民間事業者、それ以上の変動は本市とします。 

 

 

○：主分担、▲：副分担 
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 PFI 事業の導入事例 

他地方公共団体における学校給食センター整備事業の内、PFI 方式により整備された事例を表４-８に示す。 

 

表 ４-８ 学校給食センターPFI 事業の事例一覧 

  
No 事業名 都道府県

自治体等名
称

調理能力
（食/日）

事業
方式

選定グループ 実施方針 入札公告 運営期間 選定方式
VFM

(落札)
予定価格 落札価格 落札率

1
（仮称）川西市中学校給食センター整備・
運営PFI事業

兵庫県 川西市 4,100食/日 BTO 事業者選定中 令和1年9月27日 － －
総合評価一般競
争入札

－ － － －

2
（仮称）盛岡学校給食センター整備運営事
業

岩手県 盛岡市 8,500食/日 BTO 事業者選定中 令和1年8月23日 － －
総合評価一般競
争入札

－ － － －

3
（仮称）厚木市学校給食センター整備運営
事業

神奈川県 厚木市 7,000食/日 BTO 事業者選定中 令和1年5月21日 － －
総合評価一般競
争入札

－ － － －

4
（仮称）長崎市三重学校給食センター整備
運営事業

長崎県 長崎市 8,000食/日 BTO 事業者選定中 令和1年6月24日 令和1年8月14日 14年6ヶ月
公募型プロポー
ザル

－ － － －

5
（仮称）尼崎市立学校給食センター整備運
営事業

兵庫県 尼崎市　 11,000食/日 BTO 事業者選定中 平成31年4月23日 令和1年9月10日 14年7ヶ月
総合評価一般競
争入札

7.5% 11,378,634千円 － －

6 小平市立学校給食センター更新事業 東京都 小平市　 6,000食/日 BTO 事業者選定中 平成31年2月15日 令和1年6月1日 14年10ヵ月
総合評価一般競
争入札

－ 5,368,492千円 － －

7 長井市学校給食共同調理場整備等事業 山形県 長井市　 2,800食/日 BTO
ニッコクトラスト
グループ

平成30年12月12日 平成31年2月13日 15年
総合評価一般競
争入札

不明 3,830,900千円 3,827,453千円 99.91%

8 豊橋市学校給食共同調理場再整備事業 愛知県 豊橋市 12,000食/日 BTO メフォスグループ 平成30年11月2日 平成31年2月15日 15年
総合評価一般競
争入札

10.8% 不明 10,563,690千円 －

9 新学校給食センター整備事業 千葉県 館山市 3,500食/日 BTO
東洋食品グルー
プ

平成30年10月5日 平成30年11月7日 21年2ヶ月
総合評価一般競
争入札

不明 4,776,000千円 4,747,923千円 99.41%

10 第３給食センター整備運営事業 福岡県 福岡市 15,000食/日 BTO
ジーエスエフグ
ループ

平成29年12月25日 平成30年3月29日 15年
総合評価一般競
争入札

19.0% 13,608,846千円 12,781,253千円 93.92%

11
（新）須坂市学校給食センター整備運営事
業

長野県 須坂市 4,500食/日 BTO
ジーエスエフグ
ループ

平成29年10月2日 平成30年1月12日 15年
総合評価一般競
争入札

7.1% 4,810,560千円 4,641,138千円 96.48%

12
（仮称）北上市新中央学校給食センター整
備等事業

岩手県 北上市 4,000食/日 BTO メフォスグループ 平成29年9月29日 平成30年2月27日 15年
公募型プロポー
ザル

－ 5,338,756千円 4,825,548千円 90.39%

13
周南市立（仮称）西部地区学校給食セン
ター整備運営事業

山口県 周南市 4,000食/日 BTO
ハーベストグルー
プ

平成29年6月23日 平成29年8月7日 15年
総合評価一般競
争入札

0.0% 4,518,418千円 4,501,231千円 99.62%

14 茂原市学校給食センター再整備等事業 千葉県 茂原市 6,500食/日 BTO
東洋食品グルー
プ

平成29年4月7日 平成29年7月19日 15年
総合評価一般競
争入札

0.0% 6,074,472千円 6,039,725千円 99.43%

15
善通寺市・琴平町・多度津町学校給食セ
ンター整備運営事業

香川県 善通寺市 6,500食/日 BTO
東洋食品グルー
プ

平成29年2月10日 平成29年5月31日 15年
総合評価一般競
争入札

17.0% 6,601,524千円 5,933,809千円 89.89%

16
豊田市北部給食センター改築整備運営事
業

愛知県 豊田市 10,000食/日 BTO
グリーンハウスグ
ループ

平成29年2月3日 平成29年5月10日 15年
総合評価一般競
争入札

13.0% 9,487,000千円 8,995,534千円 94.82%

17
（仮称）生駒北学校給食センター整備運営
事業/生駒市

奈良県 生駒市 8,000食/日 BTO 東洋食品 平成28年12月28日 平成29年4月11日 15年
総合評価一般競
争入札

- 7,207,290千円 6,286,136千円 87.22%

18
大津市東部学校給食共同調理場整備・運
営事業

滋賀県 大津市 17,000食/日 BTO
フージャースグ
ループ

平成28年11月24日 平成29年4月12日 15年
総合評価一般競
争入札

7.4% 14,870,000千円 14,869,943千円 100.00%

19 習志野市学校給食センター建替事業 千葉県 習志野市 8,000食/日 BTO メフォスグループ 平成28年8月10日 平成28年11月11日 15年
総合評価一般競
争入札

17.0% 7,295,431千円 6,650,336千円 91.16%

20
学校給食共同調理場建替事業/千葉県白
井市

千葉県 白井市 6,500食/日 BTO
東洋食品グルー
プ

平成28年4月13日 平成28年7月13日 15年4ヵ月
総合評価一般競
争入札

8.0% 6,376,769千円 6,240,325千円 97.86%

21 笠岡市学校給食センター整備運営事業 岡山県 笠岡市 3,900食/日 BTO 四電工グループ 平成27年10月29日 平成28年2月1日 15年
総合評価一般競
争入札

5.4% 4,950,471千円 4,943,482千円 99.86%

22 館林市立学校給食センター整備運営事業 群馬県 館林市 7,000食/日 BTO
東洋食品グルー
プ

平成27年10月15日 平成28年1月14日 15年
総合評価一般競
争入札

12.0% 6,490,900千円 6,228,910千円 95.96%

23 桜井市立学校給食センター整備事業 奈良県 桜井市 5,000食/日 BTO 淺沼組グループ 平成27年4月30日 平成27年7月24日 15年2ヵ月
総合評価一般競
争入札

- 2,896,573千円 2,583,468千円 89.19%

24
静岡市立北部学校給食センター建替整備
等事業

静岡県 静岡市 10,000食/日 BTO
ニッコクトラストグ
ループ

平成27年3月6日 平成27年7月16日 15年
総合評価一般競
争入札

19.7% 9,000,000千円 7,733,901千円 85.93%

25
（仮称）川越市新学校給食センター整備運
営事業

埼玉県 川越市 12,000食/日 RO
東洋食品グルー
プ

平成26年10月14日 平成27年3月25日 15年
総合評価一般競
争入札

10.2% 12,751,466千円 12,200,358千円 95.68%

（価格：税抜）
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No 事業名 都道府県
自治体等名

称
調理能力
（食/日）

事業
方式

選定グループ 実施方針 入札公告 運営期間 選定方式
VFM

(落札)
予定価格 落札価格 落札率

26
（仮称）川崎市中部学校給食センター整備
事業

神奈川県 川崎市 10,000食/日 BTO
東洋食品グルー
プ

平成26年11月7日 平成27年2月25日 15年
総合評価一般競
争入札

5.6% 10,487,607千円 10,370,927千円 98.89%

27
（仮称）川崎市南部学校給食センター整備
事業

神奈川県 川崎市 15,000食/日 BTO
東洋食品グルー
プ

平成26年11月7日 平成27年2月25日 15年
総合評価一般競
争入札

5.6% 14,444,571千円 14,293,487千円 98.95%

28
（仮称）川崎市北部学校給食センター整備
事業

神奈川県 川崎市 6,000食/日 BTO
東洋食品グルー
プ

平成26年11月7日 平成27年2月25日 15年
総合評価一般競
争入札

11.6% 8,054,745千円 7,503,736千円 93.16%

29
千葉市こてはし学校給食センター再整備
事業

千葉県 千葉市 8,000食/日 BTO
東洋食品グルー
プ

平成26年5月30日 平成26年8月1日 15年
総合評価一般競
争入札

8.2% 7,030,000千円 6,890,675千円 98.02%

30
（仮称）伊達市学校給食センター整備運営
事業

北海道 伊達市 3,300食/日 BTO 日総グループ 平成26年3月26日 平成26年7月22日 15年
公募型プロポー
ザル

- 4,767,240千円 4,762,407千円 99.90%

31 粕屋町学校給食共同調理場整備事業 福岡県 粕屋町 7,000食/日 BTO
東洋食品グルー
プ

平成26年3月24日 平成26年6月13日 15年
総合評価一般競
争入札

6.6% 6,226,477千円 6,134,460千円 98.52%

32
（仮称）南吉成学校給食センター整備事業
/仙台市

宮城県 仙台市 11,000食/日 BOT
「東洋食品」グ
ループ

平成26年1月8日 平成26年4月17日 15年
総合評価一般競
争入札

16.2% 11,269,000千円 10,649,423千円 94.50%

33
第２給食センター（仮称）整備運営事業/福
岡市

福岡県 福岡市 13,000食/日 BTO
東洋食品グルー
プ

平成25年9月27日 平成26年4月3日 15年
総合評価一般競
争入札

12.0% 11,338,247千円 10,922,617千円 96.33%

34 吉川市学校給食センター整備運営事業 埼玉県 吉川市 7,500食/日 BTO
グリーンハウスグ
ループ

平成25年8月2日 平成25年10月1日 15年
総合評価一般競
争入札

19.8% 6,546,996千円 5,778,597千円 88.26%

35 狭山市立堀兼学校給食センター更新事業 埼玉県 狭山市 3,800食/日 BTO
シダックス大新東
ヒューマンサービ
スグループ

平成25年1月28日 平成25年4月8日 15年
総合評価一般競
争入札

22.7% 4,375,247千円 3,716,845千円 84.95%

36
（仮称）ふじみ野市上福岡学校給食セン
ター整備運営事業

埼玉県 ふじみ野市 7,000食/日 BTO
東洋食品グルー
プ

平成25年1月23日 平成25年4月1日 15年
総合評価一般競
争入札

14.0% 5,365,901千円 4,921,114千円 91.71%

37
（仮称）第１給食センター整備運営事業/福
岡市

福岡県 福岡市 13,000食/日 BTO
東洋食品グルー
プ

平成24年1月6日 平成24年5月7日 14年6ヵ月
総合評価一般競
争入札

25.0% 11,795,136千円 9,455,440千円 80.16%

38
（仮称）野々市市小学校給食センター施設
整備・運営事業

石川県 野々市市
新3500食/日
既1750食/日

BTO
グリーンハウスグ
ループ

平成23年10月28日 平成23年12月22日 17年
総合評価一般競
争入札

- 3,330,000千円 3,308,523千円 99.36%

39 鎌ケ谷市学校給食センター建替事業 千葉県 鎌ケ谷市 10,000食/日 BTO
東洋食品グルー
プ

平成23年7月1日 平成23年9月28日 15年
総合評価一般競
争入札

29.9% 8,550,933千円 6,968,841千円 81.50%

40
（仮称）八千代市学校給食センター西八千
代調理場整備・運営事業

千葉県 八千代市 11,000食/日 BTO
東洋食品グルー
プ

平成23年2月25日 平成23年4月22日 15年
総合評価一般競
争入札

- 8,099,614千円 6,917,497千円 85.41%

41
青森市小学校給食センター等整備運営事
業

青森県 青森市
小学12000食/日
中学9000食/日

BTO
グリーンハウスグ
ループ

平成22年11月17日 平成23年6月1日 15年
総合評価一般競
争入札

13.1% 10,372,102千円 9,638,617千円 92.93%

42 田原市給食センター整備運営事業 愛知県 田原市 9,000食/日 BTO
東洋食品グルー
プ

平成22年10月29日 平成23年2月3日 15年
公募型プロポー
ザル

10.3% 8,404,995千円 7,926,654千円 94.31%

43 銚子市学校給食センター整備運営事業 千葉県 銚子市 5,000食/日 BTO
東洋食品グルー
プ

平成22年10月6日 平成22年11月9日 15年
総合評価一般競
争入札

15.4% 5,692,000千円 5,089,040千円 89.41%

44
鶴ヶ島市学校給食センター更新施設（仮
称）整備運営事業

埼玉県 鶴ヶ島市 6,500食/日 BTO
ニッコクトラストグ
ループ

平成22年10月5日 平成23年4月7日 14年6ヵ月
総合評価一般競
争入札

18.7% 6,001,749千円 4,985,600千円 83.07%

45 大洲市学校給食センター整備運営事業 愛媛県 大洲市 4,300食/日 BTO 四電工グループ 平成22年9月27日 平成22年11月17日 14年7ヵ月
公募型プロポー
ザル

- 4,001,756千円 3,619,728千円 90.45%

46
立川市新学校給食共同調理場(仮称)整備
運営事業

東京都 立川市 7,000食/日 BTO
グリーンハウスグ
ループ

平成21年12月22日 平成22年4月16日 15年
総合評価一般競
争入札

15.3% 7,014,800千円 6,873,904千円 97.99%

47 阿見町新給食センター整備・運営事業 茨城県 阿見町 5,000食/日 BTO - 平成21年11月9日 - - - - - -

48
（仮称）愛西市学校給食センター整備・運
営事業

愛知県 愛西市 4,500食/日 BTO
魚国総本社グ
ループ

平成21年8月21日 平成21年10月20日 15年
総合評価一般競
争入札

- 4,040,782千円 3,791,735千円 93.84%

49
東松島市新学校給食センター整備運営事
業

宮城県 東松島市 4,500食/日 BTO
グリーンハウスグ
ループ

平成21年4月21日 平成21年7月14日 15年
総合評価一般競
争入札

5.3% 4,388,509千円 4,383,318千円 99.88%

50
仮称浦安市千鳥学校給食センター第三調
理場整備運営事業

千葉県 浦安市 5,000食/日 BTO
東洋食品グルー
プ

平成21年2月16日 平成21年6月2日 15年
公募型プロポー
ザル

10.8% 5,658,822千円 5,656,042千円 99.95%

51
豊田市東部給食センター改築整備運営事
業

愛知県 豊田市 13,000食/日 BTO
グリーンハウスグ
ループ

平成20年8月29日 平成20年12月24日 15年
総合評価一般競
争入札

13.0% 11,044,000千円 9,285,890千円 84.08%

（価格：税抜）
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※設置主体の HP 等、公表資料より整理（令和元年 10 月現在） 

 

  

No 事業名 都道府県
自治体等名

称
調理能力
（食/日）

事業
方式

選定グループ 実施方針 入札公告 運営期間 選定方式
VFM

(落札)
予定価格 落札価格 落札率

52
（仮称）名取市新学校給食共同調理場整
備等事業

宮城県 名取市 8,500食/日 BTO
東洋食品グルー
プ

平成20年7月23日 平成20年9月2日 15年
総合評価一般競
争入札

18.0% 6,759,000千円 6,752,551千円 99.90%

53
南部学校給食センター建替整備等事業/
静岡市

静岡県 静岡市 10,000食/日 BTO
東亜建設工業グ
ループ

平成20年4月16日 平成20年7月7日 15年
総合評価一般競
争入札

- 7,572,000千円 7,421,831千円 98.02%

54
久留米市中央学校給食センター（仮称）整
備事業

福岡県 久留米市 8,000食/日 BTO
東亜建設工業グ
ループ

平成20年2月18日 平成20年7月7日 15年
総合評価一般競
争入札

23.0% 5,386,000千円 4,994,264千円 92.73%

55
御殿場市学校給食センター（仮称）整備事
業

静岡県 御殿場市 5,000食/日 BTO 関電工グループ 平成19年11月1日 平成20年1月11日 15年8ヵ月
総合評価一般競
争入札

- 1,870,000千円 1,867,035千円 99.84%

56
豊橋市北部学校給食共同調理場整備・運
営事業

愛知県 豊橋市 7,500食/日 BTO 掬水PFIグループ 平成19年10月11日 平成20年4月25日 15年
総合評価一般競
争入札

9.7% 6,910,000千円 6,568,320千円 95.06%

57 （仮称）新高砂学校給食センター整備事業 宮城県 仙台市 11,000食/日 BOT
東洋食品グルー
プ

平成19年9月21日 平成20年3月17日 15年
総合評価一般競
争入札

7.2% 10,371,000千円 9,986,091千円 96.29%

58 千葉市新港学校給食センター整備事業 千葉県 千葉市 10,000食/日 BOT
東洋食品グルー
プ

平成19年6月12日 平成20年1月11日 15年
総合評価一般競
争入札

8.0% 8,888,000千円 8,798,827千円 99.00%

59 狭山市立第一学校給食センター更新事業 埼玉県 狭山市
入間4,500食/日、
柏原3,500食/日

BTO
東洋食品グルー
プ

平成19年1月29日 平成19年4月20日 15年
総合評価一般競
争入札

17.0% 7,439,000千円 6,663,369千円 89.57%

60 大垣市南部学校給食センター整備事業 岐阜県 大垣市 12,000食/日 BTO
シーテックグルー
プ

平成19年1月9日 平成19年9月28日 15年
総合評価一般競
争入札

28.9% 5,340,000千円 4,095,118千円 76.69%

61 山形市学校給食センター整備運営事業 山形県 山形市 11.000食/日を2棟 BTO
東洋食品グルー
プ

平成18年12月22日 平成19年4月2日 15年
総合評価一般競
争入札

- 16,380,000千円 14,992,746千円 91.53%

62
（仮称）東根市学校給食共同調理場整備
等事業

山形県 東根市 4,500食/日 BTO
サンテックグルー
プ

平成18年4月6日 平成18年7月6日 15年
総合評価一般競
争入札

18.4% 4,144,000千円 3,982,101千円 96.09%

63
（仮称）仙台市新野村学校給食センター整
備事業

宮城県 仙台市 11,000食/日 BOT
仙建工業グルー
プ

平成17年12月1日 平成18年5月26日 15年
総合評価一般競
争入札

8.0% 9,528,000千円 9,487,500千円 99.57%

64
（仮称）宇多津新給食センター整備運営事
業

香川県 宇多津町 2,100食/日 BTO 四電工グループ 平成17年9月30日 平成17年11月4日 20年
公募型プロポー
ザル

- - 4,210,808千円 -

65
伊万里市学校給食センター（仮称）整備事
業

佐賀県 伊万里市 6,100食/日 BTO
東亜建設工業グ
ループ

平成16年11月10日 平成17年2月14日 15年
公募型プロポー
ザル

27.5% - 2,592,676千円 -

66
可児市学校給食センター整備・維持管理
等事業

岐阜県 可児市 10,000食/日 BTO
東亜建設工業グ
ループ

平成16年6月4日 平成16年7月16日 13年
総合評価一般競
争入札

25.8% 3,060,000千円 2,427,348千円 79.33%

67
仮称浦安市千鳥学校給食センター整備運
営事業

千葉県 浦安市 13,000食/日 BTO
東洋食品グルー
プ

平成16年2月27日 平成16年6月1日 15年
総合評価一般競
争入札

30.0% 11,840,000千円 9,451,006千円 79.82%

68
（仮称）上山市学校給食センター建設・維
持管理等事業

山形県 上山市 3,000食/日 BTO
大和工商リースグ
ループ

- - 20年
公募型プロポー
ザル

- - 1,319,824千円 -

69
千葉市大宮学校給食センター(仮称)整備
事業

千葉県 千葉市 11,000食/日 BOT
東洋食品グルー
プ

平成15年3月25日 平成15年5月16日 15年
総合評価一般競
争入札

24.4% 10,538,000千円 8,476,557千円 80.44%

70 新津市学校給食共同調理場整備事業 新潟県 新津市 4,200食/日 BOT - 平成14年12月10日 平成15年8月15日 20年 - - - - -

71
（仮称）川俣町学校給食センターの整備・
運営等事業（PFI断念）

福島県 川俣町 - BOT - - - - - - - - -

72 八雲村学校給食センター施設整備事業 島根県
松江市（旧八雲
村）

- BTO
大成建設グルー
プ

平成13年4月2日 平成13年5月21日 30年 0 19.7% - - -

（価格：税抜）
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 PFI 事業以外の導入事例 

PFI 方式以外の PPP/PFI 手法を導入した学校給食センターの事例一覧を表４-９に示す。 

 

表 ４-９ 学校給食センターにおける PFI 事業以外の事例一覧 

※設置主体の HP 等、公表資料より整理（令和元年 10 月現在） 

 

 

No 事業名 都道府県
自治体等名

称
調理能力
（食/日）

事業
方式

選定グループ 実施方針 入札公告 運営期間 選定方式
VFM

(落札)
予定価格 落札価格 落札率

1 秦野市学校給食施設整備・運営事業 神奈川県 秦野市 4,500食/日 定期借地権 - - - - - - 6,272,727千円 - -

2 玉野市学校給食センター整備運営事業 岡山県 玉野市 3,800食/日 未定 - - - 15年
 公募型プロポー
ザル

- 4,521,000千円 - -

3
（仮称）横須賀市学校給食センター整備運
営事業

神奈川県 横須賀市 10,000食/日
PFI的手法
(DBO)

グリーンハウスグ
ループ

- - 15年
総合評価一般競
争入札

- 12,001,202千円 10,790,000千円 -

4
（仮称）神野台学校給食センター整備及び
運営事業

兵庫県 加古川市 4,300食/日
PFI的手法
(DBO)

東洋食品グルー
プ

- - 15年 - - 4,626,374千円 4,121,274千円 -

5
（仮称）大河原町学校給食センター整備運
営配送事業

宮城県 大河原町 2,500食/日
PFI的手法
(DBO)

- - - 15年
 公募型プロポー
ザル

- 2,963,000千円 - -

6
（仮称）南部エリア学校給食センター整備
及び運営事業/姫路市

兵庫県 姫路市 8,000食/日
PFI的手法
(DBO)

メフォスグループ - - 9年8ヵ月 - - - - -

7 松阪市北部学校給食センター整備事業 三重県 松阪市 4,500食/日
PFI的手法
(DBO)

トモグループ - - 14年10ヵ月
条件付一般競争
入札

- 4,894,188千円 4,498,000千円 91.90%

8 池田市立新学校給食センター整備事業 大阪府 池田市 9,000食/日
PFI的手法
(DBO)

第一食品グルー
プ

- - 5年
公募型プロポー
ザル

- - - -

9 あま市新学校給食センター整備事業 愛知県 あま市 10,000食/日 DB
TSUCHIYAグ
ループ

- - -
公募型プロポー
ザル

- 3,736,800千円 3,019,680千円 80.81%

10 大野学校給食センター整備運営事業 広島県 廿日市市 2,500食/日
PFI的手法
(DBO)

ハーベストグルー
プ

- - 14年10ヵ月
制限付一般競争
入札

- 2,707,213千円 2,670,832千円 98.66%

11
姫路市（仮称）北部エリア学校給食セン
ター整備運営事業

兵庫県 姫路市 8,000食/日
PFI的手法
(DBO)

メフォスグループ - - 9年8ヵ月
制限付一般競争
入札

- - 5,190,226千円

12
（仮称）豊中市新・第２学校給食センター整
備運営事業

大阪府 豊中市 9,000食/日
PFI的手法
(DBO)

日本国民食グ
ループ

- - 15年
公募型プロポー
ザル

- 7,884,813千円 7,708,432千円 97.76%

13
白石市学校給食センター整備運営配送事
業

宮城県 白石市 3,000食/日
PFI的手法
(DBO)

ハーベストグルー
プ

- - 15年
公募型プロポー
ザル

- - 2,840,076千円

14
（仮称）豊中市新学校給食センターに関す
る施設整備事業

大阪府 豊中市 - DB
東亜建設工業グ
ループ

- - -
公募型プロポー
ザル

- 2,530,000千円 2,360,000千円 93.28%

15
中学校共同給食調理場建設事業/奥州市
（旧水沢市）

岩手県
奥州市（旧水沢
市）

- その他
高惣建設グルー
プ

- - 15年
公募型プロポー
ザル

- - -

（価格：税抜）
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概算事業費の算出 

 概算事業費の算出 

概算事業費の算出にあたっては、先行事例及び市場調査に基づき設定する。市場調査では、計画

最大食数 2,000 食/日、アレルギー対応食等の条件を提示し、民間事業者から概算事業費を収集し

た。 

民間事業者から収集した概算事業費や先行事例を参考として、次のとおり従来方式（公設公営）

の概算事業費を設定する。 

 

 

 設計費・工事監理費の算定 

設計・工事監理費は、平成 31 年国土交通省告示第 98 号と平成 27 年国土交通省告示第 670

号の考え方により、必要な事項等を定めた官庁施設の設計業務等積算要領（平成 31 年 1 月 21

日、国営整第 164 号）（以下、積算要領という。）に基づいて算定する。 

 

 
設計及び工事監理の直接人件費は、当該業務に従事する者 1 人について 1 時間あたりに要

する人件費単価に標準業務人・時間数を乗じて算出する。 

直接人件費単価は、一級建築士取得後 3 年未満若しくは二級建築士取得後 5 年以上 8 年未

満の業務経験を有する者または大学卒業後 5 年以上相当の能力を有する者が業務に従事する

ことを想定し、国土交通省が公表する「令和 2 年度設計業務委託等技術者単価」における技

術者の職種「技師（C）」の単価を用いて、1 日あたり 8 時間の設定で算出する。 

 

◎1 時間あたりの単価（円） ＝技師（C）の基準日額／8 時間 

              ＝32,700 円／8 時間 

              ＝4,088 円 

 

 

図 ５-１ 令和 2 年度設計業務委託等技術者単価（一部抜粋） 
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直接人件費の算定にあたり、業務人・時間数は、積算要領における床面積に基づく算定方

法を用いて、「官庁施設の設計業務等積算要領」において引用している告示の規定等（参考

資料）告示 98 号別添二に掲げる建築物の類型に応じた積算要領別表 1-1（図５-３）の算定

式により算定する。 

建築物の類型は、学校給食センターは食品工場に位置づけるものとし、建築物の類型は「第

二号」、建築物の用途等は「化学工場、薬品工場、食品工場、特殊設備を付帯する工場等」

とする。 

 

 

「官庁施設の設計業務等積算要領」において引用している告示の規定等（参考資料） 

図 ５-２ 建築物の類型 
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官庁施設の設計業務等積算要領（平成 31 年 1月 21 日、国営整第 164 号） 

図 ５-３ 積算要領別表 1-1 建築物の類型による一般業務に係る標準業務人・時間数（一部抜粋） 
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諸経費として、直接経費（事務用品費、旅費交通費、業務用事務室損料、電算機使用経費

等）及び間接経費を見込む。 

諸経費率の設定は、積算要領に基づいて、標準の諸経費率 1.0 とする。 

 

◎諸経費＝直接人件費×諸経費率 1.0 

 

 
技術料等経費として、設計等の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支

払われる費用を見込む。技術等経費率の設定は、積算要領に基づいて、標準の経費率 0.2 に

対し、学校給食センターの特殊性（学校給食衛生管理基準の遵守等）を加味して 0.5 とする。 

 

 
上記により、以下のとおり設計・工事監理業務費用を算定する。 

 
表 ５-１ 設計・工事監理業務費用 

（千円） 

項目 直接人件費 諸経費 技術料等経費 合計 

設計 12,599 12,599 6,300 31,498 

工事監理 3,200 3,200 1,600 8,000 

合計 15,799 15,799 7,900 39,498 
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 建設工事費 

 
先行事例における建設工事単価を参考に、基準となる建設工事費用を算定する。先行事例

における建設工事単価を表 ５-２ 建設工事費事例一覧に示す。 

本事業においては、平成 27 年度から平成 30 年度までの過去 5 年における平均建設工事単

価 477千円/㎡を基準に、建設工事費を設定する。 
 

表 ５-２ 建設工事費事例一覧 

施設名 食数 年月 建設工事単価 

彦根市学校給食センター 2,967 食 平成 27年 4月 473 千円/㎡ 

境港市学校給食センター 3,000 食 平成 27年 4月 586 千円/㎡ 

米子市第二学校給食センター 5,000 食 平成 27年 4月 592 千円/㎡ 

東大和市学校給食センター 8,000 食 平成 27年 6月 502 千円/㎡ 

湯梨浜町学校給食センター 1,700 食 平成 28年 3月 574 千円/㎡ 

鳴門市学校給食センター 5,000 食 平成 28年 5月 480 千円/㎡ 

関市学校給食センター 8,000 食 平成 30年 3月 380 千円/㎡ 

谷田部学校給食センター 12,000 食 平成 30年 5月 530 千円/㎡ 

土浦市学校給食センター 12,000 食 平成 30年 9月 474 千円/㎡ 

 

 

 

図５-４ 過去 5 年における年度別平均建設工事単価 

 

 
東京オリンピック、大阪万博等による影響を受け、近年の建設工事費は上昇傾向にある。

そのため、上昇率を想定して建設工事費を設定する。 

建設工事費の上昇率は、平成 27 年度から令和 2 年度までの上昇率を参考とし、設定する。

基準とする指数は、都市別建設資材価格指数（一般財団法人経済調査会）の全国指数を使用

する。 

 

 

年度 建設工事単価

平成27年度 545千円/㎡

平成28年度 480千円/㎡

平成29年度 380千円/㎡

平成30年度 502千円/㎡

過去平均 477千円/㎡

545千円/㎡
480千円/㎡

380千円/㎡

502千円/㎡

0千円/㎡

100千円/㎡

200千円/㎡

300千円/㎡

400千円/㎡

500千円/㎡

600千円/㎡

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

年度別平均建設工事単価
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表５-３ 建設工事費の上昇率（平成 27 年度基準） 

年 度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 平均 

指数 100 98.9  103.1  107.9  109.7  108.7  104.7 

出典：都市別建設資材価格指数（一般財団法人経済調査会） 

 

 

図５-５ 建設資材価格指数（平成 27 年度基準） 

 

 
基準とする平成 27 年の都市別建設資材価格指数と比較すると、令和 2 年度の都市別建設

資材価格指数は約 108.7％であり、平成 27 年度から令和 2 年度までの平均では約 104.7％で

ある。 

想定建設工事単価は、令和 4 年度に建設費の一括支払い分の資金需要が発生することを想

定し、令和 4 年度の建設工事単価を推測して設定する。 

従って、従来方式における建設工事単価は、平成 27 年度から平成 30 年度までの平均建設

工事単価 477千円/㎡に以下に示す令和 4年度までの上昇倍率約 118.1％を見込んだ約 563 千

円/㎡とする。 

 

表５-４① 令和 4 年度までの想定建設工事単価（推測） 

項目 過去平均 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

上昇率 基準 108.7％ 
113.4％ 

(+104.7％) 

118.1％ 

(+104.7％) 

想定建設工事費単価(千円/㎡) 477 518 541 563 

 

なお、施設規模は、計画最大食数に基づく民間事業者の計画案を参考に設定している。 

本事業における学校給食センターの建設工事費を以下に示す。 

 
表５-４② 学校給食センター建設工事費 

項目 施設規模 単価 建設工事費 

学校給食センター工事費 1,700 ㎡ 563 千円/㎡ 957,100 千円 

年度 上昇率
平成27年度 100.0%
平成28年度 98.9%
平成29年度 103.1%
平成30年度 107.9%
令和元年度 109.7%
令和2年度 108.7%

平均 104.7%

92.0%

94.0%

96.0%

98.0%

100.0%

102.0%

104.0%

106.0%

108.0%

110.0%

112.0%

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

建設資材価格指数（平成27年度基準）
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 調理設備調達費の設定 

調理設備調達費については、先行事例及び市場調査における民間事業者の概算事業費を参考

に以下のとおり設定した。 

 

表５-５ 調理設備費 

 （千円・税抜き） 

項目 金額 

調理設備調達費 311,203 

 

 

従来方式の場合も運営期間中は業務委託を前提とするため、先行事例及び市場調査における

民間事業者の概算事業費を参考に運営費を以下のとおり設定した。 

 

表 ５-６ 運営費（15 年） 
 

項目 金額 

給食業務費用 1,876,080 

運搬回収・車両管理費用 660,000 

水光熱費 60,000 

その他 30,000 

開業準備費用 2,500 

合計 2,628,580 

 

 

維持管理費は、先行事例及び市場調査における民間事業者の概算事業費を参考に以下のとお

り設定した。 

 

表５-７ 維持管理費（15 年） 
 （千円・税抜き） 

項目 金額 

調理設備保守管理費 170,595 

施設維持管理費 55,920 

その他 83,085 

合計 309,600 

  

（千円・税抜き）
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施設整備費、運営費、維持間理費を踏まえて、概算事業費を以下のとおり設定した。 

 

表５-８ 概算事業費（15 年） 

                                              （千円・税抜き） 

費目 従来発注方式 

施設整備費  

 

設計費及び関連費 31,498 

工事監理 8,000 

学校給食センター建設費 957,100 

調理設備調達費 311,203 

合計 1,307,801 

運営費（15 年） 

  

給食業務費用 1,876,080 

運搬回収・車両管理費用 660,000 

水光熱費 60,000 

その他 30,000 

開業準備費 2,500 

合計 2,628,580 

維持管理費（15 年）  

 

調理設備保守管理業務費 170,595 

施設維持管理費 55,920 

その他 83,085 

合計 309,600 

全体合計 4,245,981 
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 資金調達方法の検討 

 

交付金額は「学校施設環境改善交付金交付要綱」により算定した。 

 

表５-９ 交付金額 

項目 単位 数値 備考 

学
校
給
食
施
設 

共同調理場施設（鉄骨造） 

基準面積 ㎡ 884 生徒数 1,001～2,000 人 

建築単価 円/㎡ 298,400 
令和 2 年度建築単価（共同調理場、

鉄骨） 徳島県 

基準金額 千円 263,786   

附帯施設 
調理設備等 基準金額 千円 19,800 生徒数 1,001～2,000 人 

廃水処理施設 基準金額 千円 20,000  

基準金額合計 千円 303,586   

交付金の算定割合 － 右記 
へき地学校による特例 

（1/2×1745+5.5/10×5）/1750 

1/3 交付対象基準額 千円 303,586  

交付金額  101,100  

炊
飯
給
食
施
設 

炊飯給食施設（鉄骨造） 

基準面積 ㎡ 43 生徒数 1,001～2,000 人 

建築単価 円/㎡ 298,400 
令和 2 年度建築単価（共同調理場、

鉄骨） 徳島県 

基準金額 千円 12,831  

炊飯機器 基準金額 千円 5,832 生徒数 1,001～2,000 人 

基準金額合計 千円 18,663  

交付金の算定割合 － 1/2  

交付金額 千円 9,300  

ア

レ

ル

ギ 

| 

対

策

室 

アレルギー対策室（鉄骨造） 

基準面積 ㎡ 14 生徒数 1,001～2,000 人 

建築単価 円/㎡ 298,400 
令和 2 年度建築単価（共同調理場、

鉄骨） 徳島県 

基準金額 千円 4,178  

基準金額合計  千円 4,178  

交付金の算定割合  － 1/3  

交付金額 千円 1,400  

交付金額合計 千円 111,800  
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比較対象とする事業手法ごとの建設費用の資金調達方法及び支援措置のイメージを次に示す。 

 

 

図 ５-６ 事業手法毎の資金調達方法及び支援措置 

 

 

起債の条件を以下に示す。 

 

表５-１０ 起債条件 

項 目 条件 

過疎債 

起債充当率 100％  

償還期間 15 年  

据置期間 2 年  

金利 0.10％  

学校教育施設等整備事業債 

補助事業 

起債充当率 90％  

償還期間 15 年  

据置期間 2 年  

金利 0.10％  

学校教育施設等整備事業債 

単独事業 

 

起債充当率 75％  

償還期間 15 年  

据置期間 2 年  

金利 0.10％  

 

事業方式

交付対象事業 交付対象外事業

従来方式
DB+O方式
DBO方式

PFI（BTO）方式
学校施設環境改善

交付金
（交付金対象の１/３）

学校教育施設整備事業債
（起債対象：交付金を引いた額の90％

（通常分75％、財源対策分15％））

民間
資金

一般単独事業債
（起債対象：交付対象外の75％）

民間資金

学校施設環境改善
交付金

（交付金対象の１/３）

過疎債
（起債対象：交付金を引いた額の100％）
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事業手法ごとの資金調達方法は、次のとおり設定する。 

 
表５-１１ 事業手法ごとの資金調達方法 

事業手法 資金調達の概要 

従来方式 

DB+O 方式 

DBO方式 

・交付対象のうち、補助事業分の 1/3 に「学校施設環境改善交付金」を充当

する。 

・「過疎債」による資金調達を想定する。起債充当率は、「学校施設環境改善

交付金」を除いた 100％とする。 

PFI（BTO）方式 

 

・基準金額の 1/3 に「学校施設環境改善交付金」を充当する。 

・起債充当率は、補助事業分のうち交付金を除いた 90％とする。 

・単独事業分の起債充当率は、75％とする。 

・事業費全体（総合計）の15,000 千円を SPCへの出資金（資本金）で調達する。 

・交付対象のうち交付金及び起債を充当しない費用及び交付対象外分は、SPC

が金融機関からの借入で調達する。 
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市場調査 

民間事業者の事業への参入可能性を把握することを目的とし、民間事業者を対象とした事業内容

及び事業手法に関する市場調査（23 社）を実施した。本章ではその方法と結果について述べる。 

 

 市場調査の概要 

意向調査の概要を以下に示す。 

 

表６-１ 調査概要 

項目 内容 

調査方法 

①調査対象会社に電話で調査協力依頼を実施 

②Eメールで調査票を発送 

③市場調査に係る調査回答書をEメールで受領 

実施時期 
令和 2年 12月 16日（水）市場調査開始 

令和 3年 1月 14日（木）市場調査回答〆切 

調査内容 

１．参入意思について   ５．リスク分担について 

２．希望する事業手法   ６．その他条件について 

３．事業期間について   ７．その他・意見要望 

４．業務範囲について    

回収率 

運営企業：71％（7社中 5社） 

厨房設備企業：100％（6社中 6社） 

建設企業：80％（10社中8社）※2社辞退 

 

 調査対象企業 

調査対象企業は、以下の条件とし、運営企業：7社、厨房設備企業：6社、建設企業：10社を選定し

た。 

 

表６-２ 調査対象企業の選定条件 
業種 条件 

運営企業 

次の条件を満たす運営実績を有すること。 

・対象規模：配食数：2,000 食/日以上の学校給食施設 

・対象期間：平成 23年 4月以降に竣工した施設（現在建設中の施設を含む） 

厨房設備企業 
次の条件を満たす受注実績を有すること。 

・PPP 事業で実施した学校給食施設の整備・運営事業の受注実績がある企業 

建設 

企業 

県内 

企業 

次の条件を満たす受注実績を有すること。 

・徳島県事業者名簿の建築工事一式工事において、格付け点数 1400 点以上かつ経審

1000 点以上の建設会社 

・公共施設の工事実績がある企業 

県外 

企業 

次の条件を満たす受注実績を有すること。 

・同種同規模施設（食数 2,000 食/日～4,500 食/日）の PPP/PFI 実績を有する会社 

・近隣市町において同種施設の施工実績を有する会社 
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 市場調査結果 

本事業の市場調査結果は、（1）競争性の確保、（2）希望する事業手法の視点で整理する。 
 

 

参入意思について、「非常にある」及び「ある」の回答があった企業は、運営企業で 4 社、厨

房設備企業で全社、建設企業で 4 社であった。運営企業、厨房設備企業、建設企業において、複

数以上の参入意思があることから本事業は、競争性の高い事業であると考えられる。 

 

 

 運営企業 

参入意思のない企業を除き、事業手法の希望順位「1 位～2 位」を集計すると、「DB+O 方式」、

「DBO 方式」、「PFI 方式（BTO 方式）」でそれぞれ 2 件、「公設公営方式」が 1 件、「民設民

営方式」が 1 件となった。 

運営業務の分離発注となる事業手法「公設公営方式」及び「DB+O 方式」を集計すると 3 件と

なり、運営業務の一括発注となる事業手法「DBO 方式」及び「PFI 方式（BTO 方式）」を集計す

ると 5 件となる。このことから、運営企業では、運営業務が一括発注となる事業手法のほうが

競争性の確保が期待できると考えられる。 

また、運営業務が一括発注となる「DBO 方式」と「PFI 方式（BTO 方式）」を比較すると「PFI

方式（BTO 方式）」の希望順位「1 位」と回答した企業が 0 社であった。 

このとから、運営企業において、最も競争性の確保が期待できる事業手法は、「DBO 方式」で

あると考えられる。 

 

事業手法 
希望順位 

1位～2位 

希望順位 

3位～4位 

公設公営方式 1件 0件 

DB+O方式 2件 0件 

DBO 方式 2件 1件 

PFI 方式（BTO 方式） 2件 0件 

その他（民設民営） 1件 0件 

※1位及び2位の集計            

 厨房設備企業 
参入意思のない企業を除き、事業手法の希望順位「1位～2位」を集計すると、「DBO 方式」が 4

件、「DB+O 方式」が 3 件、「公設公営方式」、「PFI 方式（BTO 方式）」でそれぞれ 1 件とな

った。このことから、厨房設備企業において最も競争性の確保が期待できる事業手法は、「DBO

方式」であると考えられる。 

 

 

 

※1位及び2位の集計           

項目 件数 

運営業務が分離発注となる方式 3件 

運営業務が一括発注となる方式 5件 

事業手法 
希望順位 

1位～2位 

希望順位 

3位～4位 

公設公営方式 1件 3件 

DB+O方式 3件 1件 

DBO 方式 4件 0件 

PFI 方式（BTO 方式） 1件 1件 

その他（民設民営） 0件 0件 

項目 件数 

維持管理業務が分離発注となる方式 4件 

維持管理業務が一括発注となる方式 5件 
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 建設企業 
参入意思のない企業を除き、事業手法の希望順位「1 位」を集計すると、「公設公営方式」

で 2 件、「DBO 方式」、「PFI 方式（BTO 方式）」でそれぞれ 1 件となった。 

設計・建設業務が分離発注となる「公設公営方式」は 2 件、と設計・建設業務が一括発注と

なる「DB+O 方式」、「DBO 方式」、「PFI 方式（BTO 方式）」は、2 件となった。 

なお、事業規模等から本事業において代表企業や中心となる企業は、運営企業となることが

想定される。このことから建設企業が希望する事業手法は、あくまでも参考とする。 

また、具体的な回答者を見ると、設計・建設業務の分離発注を希望する企業は、地元建設企

業であり、設計・建設業務の一括発注を希望する企業は、県外建設企業という傾向が見られた。 

このことから、建設企業においては、どの事業手法においても一定の競争性の確保が期待でき

ると考えられる。 

 

 

 

 

 
 

 

 

※1位のみの集計                     
 

以上より、「運営企業」、「厨房設備企業」、「建設企業」において最も競争の確保が期待できる事業手

法は、「DBO方式」であると考えられる。 

 

  

事業手法 
希望順位 

1位 

公設公営方式 2件 

DB+O方式 0件 

DBO 方式 1件 

PFI 方式（BTO 方式） 1件 

その他（民設民営） 0件 

項目 件数 備考 

設計・建設業務が分離発注となる方式 2件 地元建設企業 

設計・建設業務が一括発注となる方式 2件 県外建設企業 
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VFM（支払に対するサービスの対価）の算出 

 VFM の基本的な考え方 

 

PPP/PFI 手法の検討にあたっては、VFM（Value for Money：投入する財源の効率的利用）と呼ば

れる概念に基づいて、従来方式で行う場合と比較し、PPP/PFI 手法の導入が地方公共団体の財政負

担額の削減に資するかの検証を行う。 

VFM の評価は、地方公共団体が本事業の整備・運営維持管理を従来方式で実施した場合のライフ

サイクルコスト（以下、LCC という。）と PPP/PFI 手法で施設の整備・維持管理を行った場合の LCC

の財政負担額を比較することにより行う。 

この財政負担額の比較は、初期投資部分だけではなく、事業期間全般の LCC の比較で行い、事業

期間中の各年度の負担額を「割引率」により評価した「現在価値」で行う。 

 

VFM＝（美馬市が直接実施の場合の LCC） 

       －（PPP/PFI 手法の場合の美馬市の財政負担額） 

 

出典：美馬市 PPP/PFI 手法導入優先的検討規程・解説書 

図 ７-１ VFM の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

【用語の説明】 

LCC  
ある事業において、計画から、施設の設計、建設、維持管理、運営、修繕、事業終了までの事業

全体にわたり必要なコストのことをいう。 
PPP/PFI 事業における LCC とは、民間事業者が事業を行った際の事業期間全体を通じた公的財政

負担の見込額の現在価値のことで、従来型公共事業の場合に係る総費用との比較で使われる。 
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 比較する事業手法 

比較する事業手法は、「第４章 １（４）事業手法の一次選定」で選定した 4方式とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 試算条件の設定 

本事業において、PPP/PFI 手法に対する従来方式では、本市が建設・維持管理業務を実施し、運営

業務は、民間事業者への委託とする。この場合の LCC と PPP/PFI 手法による LCC を比較したときの費

用削減率を VFM として算定する。 

従来方式の概算事業費は「第 5 章 概算事業費の算出」で設定した事業費とする。なお、PPP/PFI

手法については、民間業者の創意工夫等により見込まれる事業費の削減率を設定し、従来方式の概算

事業費に市場調査等を参考に設定した削減率を乗じることで概算事業費を算出する。 

 
 

 

 内閣府 PPP/PFI 推進室 簡易化マニュアル 

内閣 PPP/PFI 推進室において、PFI 事業の円滑化・迅速化に資する手続きの簡易化にする検

討結果をまとめた「地方公共団体向けサービス購入型 PFI 事業実施手続き簡易化マニュアル」

（平成 26 年 6 月：内閣府）において、簡易化方策が記載されている。 

簡易化方策では、PFI 事業でのコスト算定にあたり、類似の前提条件によって算出された過

去の PFI 事業の VFM 実績を用いて、地方公共団体が資金調達する従来方式からの削減率を設定

することで、客観的評価が可能であるとしている。 

参考として、 学校給食センターの PFI 事業で平成 26 年から平成 30 年までの 5 年間の事業

者選定時の平均 VFM は、約 5.3％である。 

 

 市場調査 

市場調査での、従来方式と比較した PPP/PFI 手法での削減余地に関する質問では、企業から

の回答は概ね 3％～10％であった。 

 

 削減率の設定 

削減率は、施設整備費、運営費、維持管理費の各費用において設定する。 

また、事業者募集段階では、削減率を見込んだ PPP/PFI 手法の LCC が予算等となるが、過大

な削減率を見込むと予算等が低額となり、事業者の参入が見込めなくなる懸念がある。 

従って、過大な削減率を設定して VFM を算定することは適切でないと考える。 

本事業における削減率の設定を次に示す。 

 

 従来方式 

 DB+O 方式 

 DBO 方式 

 PFI（BTO）方式 
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表 ７-１ 削減率の設定 

費目 削減率 削減率の根拠 

施設整備費 

設計・建設費 － 

PPP/PFI 手法では、設計・建設一括発注であり、

従来方式の設計、建設の個別発注とは異なる。従

って、設計・建設は市場調査を参考に別途設定す

る。 

工事監理 － 

PFI(BTO)方式では民間事業者による工事監理と

なるため、市場調査における民間事業者の概算事

業費を参考に別途設定する。 

調理設備調達費 約 3.2％ 
調達品の一括購入、管理等の民間事業者のノウ

ハウの活用により、調達費用の削減が期待できる。 

運営費 約 14.4％ 

設計段階から運営を考慮した整備を行うこと

や長期・包括契約による民間事業者のノウハウが

活用でき、運営費の削減が期待できる。 

市場調査を参考に設定。 

維持管理費 約 6.2％ 

設計段階から維持管理を考慮した整備を行う

ことや長期・包括契約による民間事業者のノウハ

ウが活用でき、維持管理費の削減が期待できる。 

市場調査を参考に設定。 
 
 

 

PPP/PFI 手法では、設計・建設一括発注であり、従来方式の設計、建設の個別発注と異なる。従

って、設計・建設費用は、市場調査の建設会社の平均値を参考に設定した。 

調理設備調達費用は、「第５章 概算事業費の概算」で算出した従来方式の調理設備調達費用に、

（１）で設定した削減率を用いて算出した。各事業手法の施設整備費を以下に示す。 

 

表 ７-２ 事業手法ごと施設整備費 

（千円・税抜き） 

施設整備費 従来方式 DB+O 方式 DBO 方式 PFI(BTO)方式 

 学校給食センター建設費 957,100 883,620 883,620 883,620 

 設計費 31,498 33,065 33,065 33,065 

 工事監理 8,000 8,000 8,000 11,010 

 調理設備調達費 311,203 301,250 301,250 301,250 

施設整備費 計 1,307,801 1,225,935 1,225,935 1,228,945 
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「第５章 概算事業費の算出」で算出した従来方式の運営費に、（１）の削減率を用いて算出

した各事業手法の運営費を以下に示す。 

 
表 ７-３ 事業手法ごと運営費 

（千円・税抜き） 

運営費 従来方式 DB+O 方式 DBO 方式 PFI(BTO)方式 

 給食業務費用 1,876,080 1,605,924 1,605,924 1,605,924 

 運搬回収・車両管理費用 660,000 565,960 565,960 565,960 

 水光熱費 60,000 51,360 51,360 51,360 

 その他 30,000 25,680 25,680 25,680 

 開業準備費 2,500 2,140 2,140 2,140 

合計 2,628,580 2,250,064 2,250,064 2,250,064 

 

 

「第３章 事業費の概算」で算出した従来方式の維持管理費に、（１）の削減率を用いて算出

した各事業手法の維持管理費を以下に示す。 

 

表 ７-４ 事業手法別維持管理費 

（千円・税抜き） 

維持管理費等 従来方式 DB+O 方式 DBO 方式 PFI(BTO)方式 

 調理設備保守管理費 170,595 160,018 160,018 160,018 

 施設維持管理費 55,920 52,453 52,453 52,453 

 その他維持管理費 83,085 77,934 77,934 77,934 

合計 309,600 290,405 290,405 290,405 

 

 

 

PFI（BTO）方式の場合は SPC を設立する必要がある。 

 
 
SPC 設立費は、市場調査等を参考に設定する。SPC 設立費を次に示す。 
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表 ７-５ SPC 設立費 

 （千円・税抜き） 

項目 金額 

登録免許税 資本金の 0.7％ 

印紙税（定款への添付印紙） 40 

定款認証手数料（公証人） 50 

株式払込手数料 資本金の 0.25％ 

その他準備費 10,000 

SPC 設立費 計 10,233 

 

 
SPC の資本金を、先行事例を参考に設定する。なお、SPC 資本金は、本事業における約１か月

分の運営・維持管理費相当分として設定している。 

 
表 ７-６ SPC の資本金 

（千円・税抜き）     

項目 金額 備考 

SPC 資本金 15,000 
本事業の運営・維持管理費の約１か月

分に相当する費用として設定。 

 
 
SPC 事務委託費、事務所家賃等の SPC 維持費については、以下を設定値として用いた。 

 
表 ７-７ SPC 維持費 

（千円・税抜き）     

項目 金額 

その他（事務所家賃、代表者人件費（非常勤）等） 3,000 

 

 

PPP/PFI 手法では官民連携事業特有の費用（事業契約書の策定・締結に伴う弁護士費用・事業

者選定支援業務委託費用（アドバイザリー業務）等のトランザクションコスト、民間事業者のモ

ニタリング費用等）が発生する。 

DB+O 方式は、アドバイザリー業務：20,000 千円及び運営業務発注支援：45,000 千円（運営期

間 15 年のうち、5 年ごとに事業者選定を想定し、15,000 千円×3 と設定。）と設定する。 

DBO 方式は、アドバイザリー業務：20,000 千円と設定する。 

PFI(BTO)方式：アドバイザリー業務：20,000 千円及び建設モニタリング：10,000 千円と設定

する。 
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表 ７-８ トランザクションコスト 

（千円・税抜き）   

項目 従来方式 DB+O 方式 DBO 方式 PFI(BTO)方式 

アドバイザリー費用等 - 65,000 20,000 20,000 

建設モニタリング費用 - - - 10,000 

 

 

起債金利（従来方式、DB+O 方式、DBO 方式に適用）は、財務省が公表している「財政融資資金

貸付金利（令和 3 年 2 月 1 日以降適用）」の利率 0.1%とする。 

また、PFI(BTO)方式の場合の金融機関からの借入金利（及び割賦金利）は、基準金利から民間

資金の調達となることから、想定した起債金利に対して 0.50%を加えた水準（0.711%）とする。 

 
表 ７-９ 金利水準 

項目 金利 備考 

起債金利 0.100％ 
「財政融資資金貸付金利（令和 3 年 2 月 1 日以降適用）」

より、利率：0.10%とする。 

PFI(BTO)方式の場合

借入金利 
0.711％ 

借入金利は「基準金利+スプレッド」により設定。 

対 LIBOR  2021 年 1 月 28 日（算出基準時刻 10：00） 

基準金利：0.211％ 

スプレッド：0.500％ 

PFI(BTO)方式の場合

割賦金利 
0.711％ 

民間活用の場合は、本市が建物建設費用等の分割支払を行

うことを想定している。分割部分に対しては、本市が「割賦金利」

として民間事業者に対し金利の支払を行うこととなる。割賦金利

も借入金額と同様に設定する。 

 

VFM 算出では、各年度の本市の財政負担額を、現在価値に引きなおし、PSC と PPP/PFI 手法の LCC

との費用比較を行う。現在価値への引きなおしを行うために設定する割引率は、「10 年国債応募

者利回りの過去 15 年の平均値」より 0.75％とする。 

参考として 10年国債応募者利回りの近年の推移を図７-２に示す。 
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図 ７-２ 10 年国債応募者利回り（近年の推移） 

 
 

法人税、事業税等の所得課税については、法定実効税率を参考として 29.74%とする。 

 

表 ７-１０ 所得課税 

項目 税率 

法定実効税率に基づく（平成30年度法人実効税率） 29.74％ 

 
 

PFI(BTO)方式で SPC を設立する場合には、民間事業者の SPC への出資に対してある程度の利益

を確保することが前提となり、また銀行から融資を得るには、返済能力がある事を示す必要がある。

これらのことから、次のとおり利益率等を設定する。 

 
 
一般的に E-IRR は、5.0～15％の範囲とされているが、学校給食センター整備運営事業は、サ

ービス購入型事業であり、本事業においては民間事業者から見たリスクは低く、先行事例等を参

考に 5.0％と設定する。 

 
 
各年度の元利返済前キャッシュフローが、当該年度の元利金支払い所要額の何倍かを示す比率

で、約定返済額より手持ちの現金が多ければ DSCR は 1.0 以上となる（逆に DSCR が 1.0 を下回る

場合は金融機関からの融資が受けられない可能性が高くなる）。 

よって、 DSCR は概ね 1.0 以上となるものとする。 
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設定した条件の一覧表を次に示す。 

表 ７-１１ VFM 試算に係る条件設定一覧（税抜き） 
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従来方式

公設公営方式 DB+O方式 DBO方式 PFI(BTO)方式

施設整備費

957,100千円 883,620千円 883,620千円 883,620千円

調理設備調達費用　計 311,203千円 301,250千円 301,250千円 301,250千円

1,268,303千円 1,184 ,870千円 1,184 ,870千円 1,184 ,870千円

31,498千円 33,065千円 33,065千円 33,065千円

3.3% 3.7% 3.7% 3.7%

8,000千円 8,000千円 8,000千円 11,010千円

39,498千円 41,065千円 41,065千円 44,075千円

施設整備費　計 1,307,801千円 1,225 ,935千円 1,225 ,935千円 1,228 ,945千円

8,136千円 7,627千円 7,627千円 7,646千円

480千円 480千円 480千円 480千円

不動産取得税 4.0%

登録免許税 0.40%

8,616千円 8,107千円 8,107千円 8,126千円

1,316,417千円 1,234 ,042千円 1,234 ,042千円 1,237 ,071千円

65,000千円 20,000千円 30,000千円

40千円

50千円

施設整備関連費等　計 1,316,417千円 1,299 ,042千円 1,254 ,042千円 1,277 ,304千円 その他準備費用 10,000千円 市場調査を参考にした設定値

1,316,417千円 1,299 ,042千円 1,254 ,042千円 1,277 ,304千円

資金調達 公設公営方式 DB+O方式 DBO方式 PFI(BTO)方式

65,000千円 20,000千円 30,000千円

一般財源（施設整備関連） 17千円 42千円 42千円

17千円 65,042千円 20,042千円 30,000千円

(303,586千円) (303,586千円) (303,586千円) (303,586千円)

交付金 111,800千円 111,800千円 111,800千円 111,800千円

金額 1,204,600千円 1,122,200千円 1,122,200千円 182,200千円

起債比率 100% 100% 100% 90%

金額 389,100千円

起債比率 75%

1,316,417千円 1,299 ,042千円 1,254 ,042千円 713,100千円

564,204千円

民間財源　計 564,204千円

(15,000千円)

資金調達　計 1,316,417千円 1,299 ,042千円 1,254 ,042千円 1,277 ,304千円

金利

0.100% 0.100% 0.100% 0.100%

0.711%

0.711%

運営費 公設公営方式 DB+O方式 DBO方式 PFI(BTO)方式 運営期間：15年間の費用

1,876,080千円 1,605,924千円 1,605,924千円 1,605,924千円 削減率 14.4%

660,000千円 564,960千円 564,960千円 564,960千円 削減率 14.4%

60,000千円 51,360千円 51,360千円 51,360千円 削減率 14.4%

30,000千円 25,680千円 25,680千円 25,680千円 削減率 14.4%

2,500千円 2,140千円 2,140千円 2,140千円 削減率 14.4%

運営費　合計 2,628,580千円 2,250 ,064千円 2,250 ,064千円 2,250 ,064千円 削減率 14.4%

維持管理費等 公設公営方式 DB+O方式 DBO方式 PFI(BTO)方式 運営期間：15年間の費用

170,595千円 160,018千円 160,018千円 160,018千円 削減率 6.2%

55,920千円 52,453千円 52,453千円 52,453千円 削減率 6.2%

83,085千円 77,934千円 77,934千円 77,934千円 削減率 6.2%

維持管理費　合計 309,600千円 290,405千円 290,405千円 290,405千円 削減率 6.2%

その他（公租公課、SPC維持費） 0千円 15,000千円 15,000千円 45,000千円

固定資産税 1.40% 減免措置  1/2

都市計画税 0.30% 減免措置  1/2

管理費 15,000千円 15,000千円 1,000千円/年

SPC維持費 45,000千円 3,000千円/年 他事例を参考にSPC維持費を設定。

モニタリング費用

9,000千円 9,000千円

12,000千円 12,000千円

モニタリング費用　合計 0千円 0千円 21,000千円 21,000千円

現在価値への割引率 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

造成工事+施設整備関連費　合計

PFI（BTO）方式の場合は建設期間中金利の発生を見込んでいる。工事期間中の借入金の
平均残高は工事費の50%とし、金利を乗じ算定。

不動産取得税は所有権が公共のため該当なし。

設計・工事監理費　計

施設整備費+その他関連費 計

0千円0千円

建設期間中金利

契約書印紙税

トランザクションコスト

その他関連費　計

項目 備考

建設費　計

設計費率(対整備費)

設計費

学校給食センター建設費

分類 PPP方式

事業方式

従来方式の建設費は、平米単価：563、延床面積：1700㎡として算出。PPP方式は、市場
調査を参考に設定。
従来方式の調理設備調達費用は、過去事例及び図面より算出。PPP方式は、市場調査を
参考に設定。

設計費及び工事監理について、民間（PFI）は見積金額、公共（公設、DBO）は平成31年国
土交通省告示第15号及び官庁施設の設計業務等の積算要領で設定

工事監理

設定条件

10年物中期国債利回り15年間平均を参考に設定。

施設維持管理費

その他維持管理費

運搬回収・車両管理費用

水光熱費

その他

 モニタリング費用（4年目以降）

PFI（BTO）方式、DBO方式では、市は民間事業者の事業実施状況を事業期間中監視（モ
ニタリング）する必要がある。事業者への業務委託の内容にも関係するが、本試算では公認
会計士等による事業者の財務面のチェック等を想定している。供用開始から3年間は、コン
サル等に包括的にモニタリングしてもらうが、4年目以降は市にモニタリングのノウハウが蓄
積され、少額で対応可と想定。

開業準備費

市場調査を参考に削除率を設定。従来方式に対し、以下
の削除率を加味して各事業方式の運営費を算出した。
給食業務費用：14.4％削減
施設維持管理費：14.4％削減
水光熱費：14.4％削減
その他：14.4％削減
開業準備費：14.4％％削減
PPP方式の場合の運営費を全体で14.4％％削減。

市場調査を参考に設定。
調理設備保守管理費：6.2％削減
施設維持管理費：6.2％削減
その他維持管理費：6.2％削減
PPP方式の場合の維持管理費を全体で6.2％削減。

・分割支払に対する市の支払う割賦金利

「財政融資資金貸付金利（令和3年2月1日以降適用）」より、0，10%とする。

給食業務費用

借入金

（ＳＰＣ出資金 補足説明）
PFI（BTO）方式の出資金は、年間運営維持間理委託料を12で除した1ヶ月の費用相当分
程度の金額と想定し、15,000千円と設定。

・民間の借入金利

・起債金利

民
間
財
源

借入金利は「基準金利+スプレッド」により設定。
対 LIBOR 　2021年1月28日（算出基準時刻10：00）
基準金利：0.211％　　スプレッド：0.500％

交付金：学校施設環境改善交付金
地方債：過疎対策事業債、学校教育施設等整備事業債

一般財源　計

単独事業
起債金額

補助事業
起債金額

一般財源（ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝｺｽﾄ)

公
共
財
源

課税標準額は簿価の 70% を想定

課税標準額は簿価の 70% を想定

調理設備保守管理費

運営期間：15年間の費用

 モニタリング費用(共用開始から3年)

（国庫補助事業対象工事費）

10,233千円

公共財源　計

従来方式の場合は庁内での審査を想定し、トランザクションコスト（アドバイザリー及び建設
モニタリング）は生じないと想定。
PPP方式では、コンサルタント等による発注支援が必要であるため下記を計上している。
DB+O方式：アドバイザリー業務：20,000千円及び運営業務発注支援：45,000千円
※運営期間15年のうち、5年ごとに事業者の選定を想定し、45,000千円と設定。
DBO方式：アドバイザリー業務：20,000千円
PFI（BTO）方式：アドバイザリー業務：20,000千円及び建設モニタリング：10,000千円

SPC設立費
定款への添付印紙代

公証人に係る費用

資本金の0.70%

資本金の0.25%

登録免許税

定款認証手数料

株式払込手数料

印紙税

事業方式

交付対象事業 交付対象外事業

従来方式
DB+O方式
DBO方式

PFI（BTO）方式
学校施設環境改善

交付金
（交付金対象の１/３）

学校教育施設整備事業債
（起債対象：交付金を引いた額の90％

（通常分75％、財源対策分15％））

民間
資金

一般単独事業債
（起債対象：交付対象外の75％）

民間資金

学校施設環境改善
交付金

（交付金対象の１/３）

過疎債
（起債対象：交付金を引いた額の100％）
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 VFM の試算結果 

各事業手法の VFM 試算における費用内訳は、下表のとおりである。 

試算の結果、DB+O 方式では 9.56％、DBO 方式では 10.15％、PFI（BTO）方式は 7.63％の VFM が得ら

れる結果となった。 

この結果から、最も財政負担額削減効果が得られる事業手法は DBO 方式となる。 

総事業費では、DBO 方式と DB+O 方式の差が 23,321 千円（約 0.7％）、DBO 方式と PFI（BTO）方式

との差は、98,955 千円（約 2.7％）であった。 

 
表 ７-１２ 事業手法ごとの費用内訳 

（千円、税抜き）   

 

 
 

施設整備関
連費

1,307,801 1,225,935 1,225,935 1,228,945

2,628,580 2,250,064 2,250,064 2,250,064

309,600 290,405 290,405 290,405

4,245,981 3,766,404 3,766,404 3,769,414

利息等 19,473 18,223 18,223 44,059

起債償還 1,204,600 1,122,200 1,122,200 571,299

利益 0 0 0 26,550

トランザクションコスト 0 65,000 20,000 30,000

0 15,000 36,000 76,233

1,224,073 1,220,423 1,196,423 748,141

5,470,054 4,986,827 4,962,827 4,517,555

111,800 111,800 111,800 111,800

1,204,600 1,122,200 1,122,200 571,300

1,316,400 1,234,000 1,234,000 683,100

①－②合計（単純合計） 4,153,654 3,752,827 3,728,827 3,834,455

合計(現在価値換算) 3,925,245 3,550,049 3,526,728 3,625,683

財政支出削減効果（ＶＦＭ） 9.56% 10.15% 7.63%

項目 従来方式 DB+O方式 DBO方式 PFI(BTO)方式

施設整備費等　合計

運営・
維持管理費

運営費

維持管理費

事業費　合計

その他必要経費　合計

交付金

起債
交付金等

②収入合計

その他
必要経費

その他費用
（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、一般管
理費、SPC関連等）

①支出合計
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総合評価 

 評価方法 

一次選定により絞られた 4 つの事業手法（従来方式、DB+O 方式、DBO 方式、PFI（BTO）方式）か

ら客観性を担保しつつ、本事業に最適な事業手法の選定を行うため、次の 3 つの視点より、個別に

比較評価を行った。 

本事業に最適な事業手法は、各個別評価をまとめた総合評価により選定する。 

 

 Ⅰ 定量的評価（財政負担額削減効果の評価） 

 Ⅱ 定性的評価（各事業手法の持つ性質に係る評価） 

 Ⅲ 民間事業者の参入意向（民間事業者の競争性の確保に係る評価） 

 

 

個別評価の評価項目及び評価の視点は以下に示す考え方に基づいて設定した。 

 
表 ８-１ 評価項目・評価の視点の設定 

評価項目 評価の視点 

Ⅰ 定量的評価 

事業手法の選定においては、コスト削減効果を期待するところが大

きい。定量的評価では、当該方式を採用した場合のコスト削減効果

の大小を評価する。 

Ⅱ 定性的評価 
各事業手法が内包する主な課題や効果について、評価項目として

設定する。 

 

①施設・設備の機能維持 

本施設は、長期にわたり施設を使用する予定であり、調理設備等

の機能を適切に維持していかなければならない。施設の機能維持に

際して、予防保全等の計画的修繕により、長期にわたり使用すること

が期待できる事業手法が望ましい。 

 

②公募準備・選定手続き等 

公募準備においては、公募資料の作成、予算の確保、入札公告

以降の各種手続きなどといった事務が考えられる。公募準備・選定手

続きに係る事務は容易であることが望ましい。 

 ③事業の効率性 
一括発注や性能発注が可能な方式など事業の効率が最大限に活

かされる事業手法が望ましい。 

 
④リスク分担 

事業関係者によるリスク分担は、分かりやすく、かつ、本市の事業リ

スクを低減できる事業手法が望ましい。 

 
⑤財政の見通し 

事業に関する予算編成を考える上では、長期にわたり支出額が見

通せ、財政支出が平準化できることが望ましい。 

Ⅲ 民間事業者の参入意向 

民間事業者の参入意向、つまり応募事業者数は、事業の競争性

やより良い提案（経済性及び技術的に優れた提案）に少なからず影

響を与える。そのため、より多くの参入意向が得られる事業手法が望

ましい。 
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評価基準は、I 定量的評価、Ⅱ定性的評価及びⅢ民間事業者の参入意向の評価基準を設定した。 

各個別評価の評価基準を以下に示す。 

 

表 ８-２ 評価基準 

評価項目 評価基準 

Ⅰ定量的評価 
従来方式を基準とし、財政負担額削減効果が最も見込める場合を「◎」、見込める

場合「〇」を、見込めない場合を「△」とする。 

Ⅱ定性的評価 

 

①施設・設備の機能維持 

各事業手法を比較して、かなり優れている場合

には「◎」、優れている場合には、「〇」、劣ってい

る場合には「△」とする。 

②公募準備・選定手続き 

③事業の効率性 

④リスク分担の明確さ 

⑤財政の見通し 

Ⅲ 民間事業者

の参入意向 

市場調査結果において最も参入意向が高い事業手法を「◎」とし、参入意向があ

る事業手法を「○」、参入意向の小さい事業手法を「△」とする。 

 

 

 定量的評価 

定量的評価として、建設から運営業務終了までの総事業費を試算した結果、DB+O 方式、DBO 方式

及び PFI(BTO)方式で財政負担額削減効果が見込まれる｡ 

定量的評価結果を以下に示す。 

 
表 ８-３ 定量評価 

事業手法 評価 評価 

従来方式 
・従来方式では、現在価値ベースの総額（15 年間）で約 39.3 億円と

なる。 
△ 

DB+O 方式 
・従来方式と比較して 9.56％（約 3.8 億円）削減され、財政負担額削

減効果を期待することができる。 
〇 

DBO 方式 
・従来方式と比較して 10.15％（約 4.0 億円）削減され、財政負担額

削減効果を期待することができる。 
◎ 

PFI(BTO)方式 
・従来方式と比較して 7.63％（約 3.0 億円）削減され、財政負担額削

減効果を期待することができる。 
〇 
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 定性的評価 

 

DBO 方式及び PFI（BTO）方式は、予防保全の考え方で維持管理を行うことができる。DB+O 方

式は、運営・維持管理期間や仕様内容により異なる。従来方式は、事後保全となりやすく、施設・

設備の機能維持の観点で DBO 方式及び PFI(BTO)方式と比較すると優位性に劣る。 

施設・整備の機能維持の観点からは、DBO 方式及び PFI(BTO)方式が他の事業手法よりも優れて

いると評価できる。 

表 ８-４ 施設・設備の機能維持 

事業手法 理由 評価 

従来方式 
・従来方式では、故障等の発生時に修繕等の対応を行う事後保全となりやす

く、中長期における計画的な維持管理が行いにくい。 
△ 

DB+O 方式 

・DB+O 方式では、別途発注する運営・維持管理期間が長期の場合には、長期

の維持管理計画に基づき、計画的に修繕等を行う予防保全の考え方で維持

管理を行うため、施設が良好な状態で維持することができる。 

・調理委託業務のみの別途発注の場合には、従来方式とほとんど差はない。 

〇 

DBO 方式 

・DBO 方式では、民間事業者が提案する長期の維持管理計画に基づき、計画的

に修繕等を行う予防保全の考え方で維持管理を行うため、施設が良好な状

態で維持される。 

◎ 

PFI(BTO)方式 

・PFI(BTO)方式では、民間事業者が提案する長期の維持管理計画に基づき、計

画的に修繕等を行う予防保全の考え方で維持管理を行うため、施設が良好

な状態で維持される。 

◎ 

 
 

DB+O 方式は、設計・建設業務及び運営・維持管理業務を行う事業者をそれぞれ発注する必要

がある。DBO 方式及び PFI（BTO）方式では、PFI 法に則った一定の手続き期間が必要となる。 

公募準備・選定手続き等の観点からは、従来方式が他の事業手法等よりも優れていると評価で

きる。 

表 ８-５ 公募準備・選定手続き 

事業手法 理由 評価 

従来方式 
・従来方式では、公募準備及び選定手続きは従来通りとなる。また、事業者選

定手続きにかかる負担は他の事業手法と比較して小さい。 
◎ 

DB+O 方式 

・DB+O 方式では、運営・維持管理業務を別途発注する必要があることから事

業者選定手続きが２回必要となる。 

・設計・建設業務の発注においても総合評価型一般競争入札又はプロポーザ

ル方式とする場合には、事業者選定にかかる負担は大きい。 

△ 

DBO 方式 

・DBO 方式では、PFI 法に定められた手続きに準じて事業者選定を行う場合に、

PFI(BTO)方式と同様の選定手続きとなる。 

・PFI(BTO)方式と比較すると資金調達の必要がなく、金融機関との手続きが

ない。 

〇 

PFI(BTO)方式 

・PFI(BTO)方式では、PFI 法に定められた手続きが必要となる。 

・総合評価方式もしくは、プロポーザル方式で事業者選定する必要があり、

事業者選定にかかる負担は大きい。 

〇 
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PFI(BTO)方式及び DBO 方式では、設計・建設業務及び運営・維持管理業務一括発注かつ性能発

注が可能となり、民間のノウハウや創意工夫の余地が大きい。DB+O 方式では、運営・維持管理業

は別途発注となるが、実施設計後に見積もることや社会情勢の変化に柔軟に対応することが可能

となる。 

事業の効率性の観点からは、DB+O 方式が他の事業手法よりも優れていると評価できる。 

 
 

表 ８-６ 事業の効率性 

事業手法 理由 評価 

従来方式 ・従来方式では、個別発注かつ仕様発注となる。 △ 

DB+O 方式 

・DB+O 方式では、個別に仕様を定める仕様発注ではなく、性能発注を行うこ

とによって、民間のノウハウを生かした創意工夫の余地が大きくなる。 

・実施設計後から運営費及び維持管理費の算出が出来る為、本事業の規模か

らは一括発注による削減率よりもより削減効果は高い可能性がある。また、

社会情勢の変化に柔軟に対応することができる。 

◎ 

DBO 方式 

・DBO 方式では、設計・建設、運営・維持管理の各業務を一括で委託すること

ができるため、事業全体での裁量に基づく民間事業者の創意工夫が見込め、

トータルコストの削減が期待することができる。 

・個別に仕様を定める仕様発注ではなく、性能発注を行うことによって、民間

のノウハウを生かした創意工夫の余地が大きくなる。 

〇 

PFI(BTO)方式 

・PFI(BTO)方式では、設計・建設、運営・維持管理の各業務を一括で委託する

ことができるため、事業全体での裁量に基づく民間事業者の創意工夫が見

込め、トータルコストの削減が期待することができる。 

・個別に仕様を定める仕様発注ではなく、性能発注を行うことによって、民間

のノウハウを生かした創意工夫の余地が大きくなる。 

〇 
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DB+O 方式及び DBO 方式は、建設を担当する企業との建設請負契約、運営を担当する企業との

運営委託契約を本市が個別に締結することから、故障等の発生時の責任所在が曖昧になる可能性

がある。PFI(BTO)方式は、本市と SPC の事業契約が一本化されており、責任の所在や役割分担が

明確であり、従来方式と同等にリスク管理することが可能である 

リスク分担の明確さの観点からは、従来方式及び PFI(BTO)方式が他の事業手法等よりも優れ

ていると評価できる。 

 

表 ８-７ 責任の所在・リスク分担の明確さ 

事業手法 理由 評価 

従来方式 
・従来方式では、すべて公共の責任になることから、官民の役割分担は明

確である。 
◎ 

DB+O 方式 

・DB+O 方式では、運営・維持管理業務が別途発注であり、運営期間の検

討、児童・生徒数の変化や配送計画の変化等の社会情勢に柔軟に対応す

ることが可能とり、リスクは DBO 方式と比べて小さくなる。 

・事業期間中に問題が生じ、施設側に問題があるか、運営側に問題がある

か、原因の特定ができない場合、責任の所在が曖昧になる可能性があ

る。 

〇 

DBO 方式 

・DBO 方式では、事業全体として、本市と事業者グループでの基本的な契

約は結ぶが、業務そのものの契約は、設計・建設、運営・維持管理に分

けての契約締結になる。 

・ＳＰＣを設立しない方針のため事業期間中に問題が生じ、施設側に問

題があるか、運営側に問題があるか、原因の特定ができない場合、責任

の所在が曖昧になる可能性がある。 

・民間事業者間での責任の所在は、事前にリスク分担・業務分担を明確に

させる必要がある 

△ 

PFI(BTO)方式 

・PFI(BTO)方式では、本市と SPC の事業契約として、契約が一本化され

るため、事業期間中に問題が生じた場合の責任の所在や、官民の業務分

担は明確である。 

・民間事業者間での責任の所在は、事前にリスク分担・業務分担を明確に

させる必要がある 

〇 
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PFI(BTO)方式は、設計・建設期間中に設計・建設費の支払いがなく運営期間中に平準化して支

払うことが可能であり財政の見通しが立てやすい。 

従来方式、DB+O 方式及び DBO 方は、従来公共工事となるため、設計・建設期間中に支払いが

発生する。本事業では、過疎対策事業による資金調達を想定していることから、財政の見通しが

立てやすい。財政の見通し観点では、PFI(BTO)方式と同様に DB+O 方式及び DBO 方式は、優れて

いると評価できる。 

 

表 ８-８ 委託料の平準化 

事業手法 概要 評価 

従来方式 
・設計・建設費は、設計・建設期間中に支払いとなる。 

・運営・維持管理費は、業務委託に対して単年度支払いとなる。 
〇 

DB+O 方式 
・設計・建設費は、設計・建設期間中に支払いとなる。 

・運営・維持管理費は、運営期間中に割賦払い又は出来高払いとなる。 
◎ 

DBO 方式 

・設計・建設費は、設計・建設期間中に支払いとなる。 

・運営・維持管理費は、運営期間中に割賦払い又は出来高払いとなる。 

・運営・維持管理費に関しては、委託料の平準化の可能性がある。 

◎ 

PFI(BTO)方式 

・設計・建設費は、運営期間中に割賦払いとなる。 

・運営・維持管理費は、運営期間中に割賦払いとなる。 

・設計・建設費、運営・維持管理費ともに委託料を平準化することが可能

である。 

◎ 

 

（１）～（５）を踏まえた定性的評価結果を表８-９に示す。 

 

表 ８-９ 定性的評価の整理 

事業手法 

定性的評価 

総合評価 施設・設備の

機能維持 

公募準備・ 

選定手続き等 

事業の 

効率性 
リスク分担 

財政の 

見通し 

従来方式 △ ◎ △ ◎ 〇 

◎：2 個 

〇：1 個 

△：2 個 

DB+O 方式 〇 △ ◎ 〇 ◎ 

◎：2 個 

〇：2 個 

△：1 個 

DBO 方式 ◎ 〇 〇 △ ◎ 

◎：2 個 

〇：2 個 

△：1 個 

PFI(BTO)方式 ◎ 〇 〇 〇 ◎ 

◎：2 個 

〇：3 個 

△：0 個 
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 民間事業者の参入意向 

市場調査を参考に、事業者募集をしたときの民間事業者の参入意向を評価する。 

事業者が最も希望している事業手法は、DBO 方式である。 

 

表 ８-１０ 民間事業者の参入意向 

事業手法 概要 評価 

従来方式 
・市場調査結果では、参入意思が非常にある事業者が希望する事業

手法の順位「1 位」の回答は 0 社である。 
△ 

DB+O 方式 

・市場調査結果では、参入意思が非常にある事業者が希望する事業

手法の順位「1 位」の回答は 2 社である。なお、「1 位及び 2 位」を集計

すると 4 社となる。 

〇 

DBO 方式 

・市場調査結果では、参入意思が非常にある事業者が希望する事業

手法の順位「1 位」の回答は 2 社である。なお、「1 位及び 2 位」を集計

すると 6 社となる。 

◎ 

PFI(BTO)方式 

・市場調査結果では、参入意思が非常にある事業者が希望する事業

手法の順位「1 位」の回答は 2 社である。なお、「1 位及び 2 位」を集計

すると 3 社となる。 

〇 

 

 総合評価 

 

定量評価では、従来方式（財政負担額（現在価値）：約 39.3 億円）と比較して、DBO 方式が

VFM:10.15%（削減効果：約 4.0 億円）、DB+O 方式が VFM:9.56%（削減効果：約 3.8 億円）、PFI(BTO)

方式が VFM:7.63%（削減効果：約 3.0 億円）となり、DBO 方式が最も高い財政支出削減効果が期

待できる事業手法という結果となった。 

それに次いで DB+O 方式及び PFI（BTO）方式の 2 方式が財政支出削減効果を見込める事業手法

という結果となった｡ 

 

 

定性評価では、PFI(BTO)方式が「施設・設備の機能維持」及び「財政の見通し」の評価項目に

おいて他の事業手法よりも優位となり最も有効な事業手法という結果となった｡ 

次いで、DBO 方式及び DB+O 方式が有効な事業手法という結果となった。 

 

 

民間事業者の参入意向では、市場調査における参入意向が非常にある事業者の事業手法の希

望順位において、希望順位「1 位」は、DB+O 方式、DBO 方式及び PFI（BTO）方式がそれぞれと 2

社ずつの結果となった。 

希望順位「1 位～2 位」で集計すると、DBO 方式が 6 社となり、最も民間事業者の参入意向の

高い事業手法という結果となった。 
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定量的評価及び定性的評価を踏まえた総合評価の結果より、本事業では、DBO 方式が最も適し

ている事業手法である｡ 

総合評価結果を表８-１１に示す｡ 

 

表 ８-１１ 総合評価結果  

事業手法 
定量的 

評価 

定性的評価 
民間事業者の 

参入意向 
総合評価 施設・設備の

機能維持 

公募準備・ 

選定手続き 

事業の 

効率性 

リスク 

分担 

財政の 

見通し 

従来方式 △ △ ◎ △ ◎ 〇 △ 

◎：2 個 

〇：1 個 

△：4 個 

DB+O 

方式 

〇 

VFM:9.56％ 
〇 △ ◎ 〇 ◎ 〇 

◎：2 個 

〇：4 個 

△：1 個 

DBO 

方式 

◎ 

VFM:10.15％ 
◎ 〇 〇 △ ◎ ◎ 

◎：4 個 

〇：2 個 

△：1 個 

PFI(BTO)

方式 

〇 

VFM:7.63％ 
◎ 〇 〇 〇 ◎ 〇 

◎：2 個 

〇：5 個 

△：0 個 

  



63 

今後の課題 

 
 

市場調査では、事業手法ごとに参画意向が異なることが顕著に示されており、DBO 方式及び PFI

（BTO）方式の両方式については、全般的に高い参画意欲が示された。 

本事業においては、DBO 方式の導入が最も効果があると評価しているが、今後、本事業におけ

る評価項目を中心に、事業手法の再確認、財政状況を鑑みて適切な時期に事業手法の確定するこ

とが求められる。早期に事業手法を確定し公表することは、参画企業の増加・競争環境の確保に

つながり、コスト縮減効果が期待できる。 

 
 

民間事業者の意向調査では、少数であるが地元建設事業者から参画意向が示されている。競争

原理を確保するため、また地域経済の活性化の観点より地元企業の参画が望まれるが、地元建設

事業者の有する PPP/PFI 事業に係る知見・ノウハウ等に係る課題、また、地元建設事業者を含ん

だコンソーシアムの組成の考え方に係る課題がある。 

今後、事業者選定支援業務では、地元企業の参入促進のため、地元建設企業等を対象とした PPP

手法に関するセミナーの開催や事業スキームを含め、地元企業が参画しやすい条件設定を検討す

る必要がある。また、事業手法等の事業概要を公表することで、地元企業の参画意欲を継続させ

る工夫が必要であると考えられる。 

 
 

事業者選定に際しては、各配送対象校への配送計画を立案する必要がある。なお、配送計画で

は「調理後 2 時間以内の喫食」を実現する必要があり、市場調査からは一部リスク分担に係る課

題が挙げられている。 

 
 

本事業は、令和 5 年度中の開業を目指している。 

市場調査結果を踏まえると希望する設計・建設期間は 20 か月程度であった。近年の働き改革

等を踏まえて、建設業界は「長時間労働の是正」に取り組んでおり、天候等の工事進捗の停滞を

加味した「適正な建設期間」を確保することが重要である。 

また、設計・建設期間の確保のためには、本事業の早期発注等の事業者選定期間短縮などの工

夫が必要であると考えられる。 

 
 

今後、事業者選定の段階において、発注方式を検討する必要がある。地方自治法では、最も競

争性、透明性、経済性等に優れた一般競争入札を原則として掲げつつ、一定の場合には、指名競

争入札、随意契約による方法により契約を締結することが認められている。本事業においては、

事業内容及び事業スケジュールの関係上、随意契約である「プロポーザル方式」または「総合評

価一般競争入札」を優先的に検討すべきと考えられる。 

発注方式の比較を整理した表９-１を次に示す。 
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表 ９-１ 発注方式の比較 

 入札方式 総合評価一般競争入札方式 プロポーザル方式 

地方自治法上の

位置付け 
一般競争入札 一般競争入札 随意契約 

契約手続きまでの

手順 

①入札公告 

②入札 

③落札者決定 

①入札公告 

②入札資格審査・認定 

③入札書、提案書提出 

④評価（ヒアリング含む。） 

⑤落札者決定 

⑥契約交渉 

①事業発注の告示 

②資格審査・認定 

③提案書提出 

④評価（ヒアリング含む。） 

⑤優先交渉者決定 

⑥契約交渉 

事業者の選定 

価格のみで評価する。 価格と技術提案を総合的に評価する。 

価格抜きで審査の基準を設定すること

はできない。 

価格と技術提案を総合的に評価す

る。 

価格に関わらず、最も優れた内容の

提案を採用することが可能である。

（ただし、総合評価方式と同様に価

格点を設定している事例が多い。） 

事業者選定基準

（学識者の意見） 

法制度上の制約はない

（特に意見を聞く必要は

ない）。 

事前に落札者決定基準を定め、その

際に学識経験者 2 名以上の意見を聞

くことが求められる（地方自治法施行規

則第 12 条の 4）。 

※事業者選定委員会の委員としている

事例がほとんどである。 

法制度上の制約はない（特に意見を

聞く必要はない）。 

契約交渉 

入札方式のため、契約

条件の変更はしない。 

契 約 交 渉 の必 要は な

い。 

入札方式のため、基本的に契約書の

内容は変更しない。契約交渉として、

技術提案の追記や詳細部分の調整を

行う。 

事業者の提案に応じて契約内容を

決めるため、弾力性がある。数か月

の期間が必要であり、契約交渉が整

わない可能性も残される。 

契約が締結に至

らなかった場合 

再入札が必要となる。 再入札が必要となる。 

ただし、落札金額の範囲内においての

み次順位者以降との随意契約が可能

である（地方自治法施行令第 167 条の

2）。 

優先交渉者との交渉が決裂した場

合、当初の取り決めに従い、次順位

者との交渉が可能である。 

1 者応募の対応 

地方公共団体によって

1 者入札は無効とする

規定を設けている場合

には、再入札が必要と

なる。 

地方公共団体によって 1 者入札は無

効とする規定を設けている場合には、

再入札が必要となる。 

随意契約のため 1 者応募でも契約可

能である。 

その他 

 平成 17 年 4 月に「公共工事の品質確

保の促進に関する法律」が施行され、

建設工事の品質を確保するために総

合評価一般競争入札方式の導入が推

奨されている。 
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本事業においては、提供給食数は約 2,000 食/日をとしているが、実際の提供食数は、長期的

には生徒数により変動し、短期的には配送校での行事等により日々変動する。それに加え、配送

対象校の数も、校舎の建て替えなどに伴い順次変更する可能性があることから、将来的な提供給

食数の変動は現時点で明確ではない。 

民間事業者は、提供給食数の変動に対して、雇用の調整等で対応する。そのため、変動に応じ

てサービス対価も変動させる変動費の仕組みを構築することが合理的である。 

今後は、本市の財政負担の削減のためにも、変動の大きい民間事業者の費用負担のあり方を分

析し、提供給食数の変動に対して合理的なサービス対価の変動方法を検討することが望まれる。 

 

 

 工事費について 

昨今、東日本大震災の対応、働き方改革などにより、労務費を中心として工事費が上昇し、

公共工事の入札が不調になる事例も散見される。また、大阪万博等に向けた建設工事需要の増

加などから、引き続き更なる工事費の増大が見込まれる。 

このような中、物価変動に対応した対価の改定を認めない場合、民間事業者の参入意欲を削

ぐ可能性も想定される。 

建設工事期間中の物価変動に係る対応に関しては、公共工事標準請負約款に規定が定められ

ているが、より運用が容易な対価の改定方法について、今後の事業者選定において検討する必

要がある。 

 

 運営費について 

運営費は提供食数に応じた変動費と固定費から構成されることが一般的である。 

固定費は主に人件費、維持管理費等から構成される。運営費における人件費も建設費同様に

働き方改革等の影響から増加傾向にある。また、他事例における PFI や DBO 事業では、物価変

動に係る運営費（委託料）の見直しは年に 1 度の場合が多いが、物品によっては短期間の乱高

下するものもあり、より短いサイクルの見直しの仕組み等の検討も必要になる場合がある。将

来的変動にも対応したサービス対価の改定方法を検討することが望ましい。 
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想定している事業スケジュール（案）を図９-１に示す。 

令和 5 年度中の開業を目指し、現時点での想定される事業スケジュールである。 

 

 
図 ９-１ 事業スケジュール（案） 

 
 

年度

月 3

令和３年度 令和４年度

6 7 8 9 10 11 12 1 2 5 6 7 8 9

(7)設計・建設期間

(1)実施方針案の作成・公表

(2)特定事業の評価・選定・公表

(3)入札公告

(4)提案書の受付

(5)審査委員会の運営

(6)事業契約の締結等

10 11 12 1 2 34

★特定事業の選定

★入札公告

★基本協定の締結

★事業契約の締結

★実施方針の公表

★提案書受付

★落札者決定
約2.0ヶ月

約3.0ヶ月

設計・建設開始


