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1. PPP/PFI 手法導入優先的検討規程の趣旨 

 
1) 美馬市 PPP/PFI 手法導入優先的規程の策定について 

人口減少が進み、財政状況が厳しくなる中で、生活インフラを支えていくために

は、公共施設等を効率的に整備・運営していくことが必要です。また、経済の成長

のためには、新たな事業機会の創出や民間投資の喚起が必要となります。 
このため、公共施設等の整備・運営に当たって、民間の資金やノウハウを活用す

ることで、新たな事業機会を拡大し、効率的な整備・運営による公的負担の抑制を

図る PPP/PFI の手法を導入する取組が全国各地で進められています。 
政府は平成 27 年に「多様な PPP/PFI 手法導入を優先的に検討するための指針」

（優先的検討指針）を策定し、公共施設等の整備・運営の方針を検討するに当たっ

て、多様な PPP/PFI 手法の導入が適切かどうかを、自ら公共施設等の整備・運営

を行う従来型手法に優先して検討する仕組みの導入を図っています。 
本市においても、厳しい財政状況の中で効率的な公共施設等の整備・運営を図る

ため、美馬市 PPP/PFI 手法導入優先的検討規程（優先的検討規程）を策定しまし

た。本規程は、優先的検討指針を踏まえて、本市における公共施設等の整備・運営

に当たって、PPP/PFI 手法の導入を優先的に検討する手続きを定めたものです。 
 

2) 解説書の位置付けについて 

優先的検討規程が策定されたことにより、今後、新たに公共施設等の整備・運営

を行う場合には、PPP/PFI 手法の導入の検討が必要となります。特に、5.で解説す

る「簡易な検討」については、外部コンサルタントに依頼する前に、行政のみで行

うように定められています。 
このため、この解説書は、PPP/PFI に関する専門的な知識が無くとも、解説の指

示に沿って進めれば、優先的検討規程に則った PPP/PFI 手法の導入の検討を行う

ことができるように策定したものです。 
今後、新たに公共施設等の整備・運営に関する検討を行う場合、この解説書を参

照しながら、優先的検討を進めてください。 
なお、この解説書では、簡易な検討については、専門的な知識が無くとも実施で

きるように、前提条件や検討手法を限定しているため、より精度の高い検討が必要

となる場合には、前提条件や検討手法を詳細に設定したり、当初から導入可能性調

査を実施したりするなど、事情に応じた対応を行う必要があります。 
 
なお、優先的検討規程に関する詳細な情報を入手する場合には、内閣府 PPP/PFI

推進室のホームページを参照してください。 
内閣府 HP：http://www8.cao.go.jp/pfi/yuusenkentou/shishin_index.html  
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2. PPP/PFI の考え方 

 
1) PPP/PFI とは 

 PPP（Public Private Partnership）とは、公共施設等の設計、建設、維持管理、

運営等を行政と民間が連携して行うことにより、民間の創意工夫等を活用し、財政

資金の効率的使用や行政の効率化等を図るものです。 
 PFI（Private Finance Initiative）は、PPP の手法の一つで、民間が金融機関等

から資金を調達して、公共施設等の設計、建設、維持管理、運営等を実施するもの

です。 
民間が対価（収益）を得る方法については、次の３類型が一般的です。 

 行政が民間に、整備費・維持管理費等をサービス購入料として、事業期間中に

割賦で支払うサービス購入型（財政負担がある） 
 公共施設等の利用料金を民間が収受することで賄う独立採算型（財政負担がな

い） 
 上 2 つの折衷である、行政がサービス購入料を支払いながら、民間が利用料金

を収受する混合型 
 

図 1 PPP/PFI の概念図 

 
図 2 PFI 事業のスキーム例 
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2) VFM について 

 PPP/PFI に関する検討では、その有効性を判断する方法の一つとして、VFM
（Value For Money）という概念が使われます。 
 VFM とは、支払い(Money)に対して最も価値の高いサービス(Value)を供給する

という考え方を意味します。 
実務上では、行政が自ら公共施設等の整備・運営を行う場合の費用と、PPP/PFI

手法を導入した場合の費用を比べて、圧縮された費用のことを指し、「VFM は 1 億

円・5％削減」という表現で使われることが一般的です。（なお、費用が同じでも、

PPP/PFI 手法を導入した場合の方がサービス水準の向上が期待できる場合には、

VFM がある、と表現されます。） 
 優先的検討規程における「簡易な検討」では、この VFM を簡易的に算出して、

PPP/PFI 手法の導入が適当かどうかを評価します。 
 
 また、行政が自ら公共施設等の整備・運営を行う場合を「従来型手法」と、PPP/PFI
手法と比較する場合の従来型手法での費用を「PSC（Public Sector Comparator）」
と呼びます。 
 

図 3 VFM のイメージ 
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3. 庁内体制と役割分担 

優先的検討は、公共施設等の所管となる事業担当部署が中心となって進めることとな

りますが、PPP/PFI 手法の検討に加えて、財政、財産管理など、事業担当部署だけで

は完結できない調整が必要となります。 
このため、優先的検討に関係する部署を次のとおりに整理して、各部署がそれぞれの

役割を担って、優先的検討を行います。 
 
 

1) 事業担当部署 

 新たに公共施設等の整備・運営を検討するに当たって、優先的検討を主体的に

進めます。（具体的な検討の進め方は、5 で解説します。） 
 

2) 企画政策課・総務課（PPP/PFI 担当部署） 

 PPP/PFI 及び優先的検討規程の所管部署として、規程の整備・更新を行います。 
 事業担当部署が実施する優先的検討について、PPP/PFI 手法に関する助言の提

供や、検討フェーズごとに検討が適切に進んでいるかの確認を行います。 
 検討結果について、PPP/PFI 手法の導入の是非に関する協議を行います。 

 
3) 企画政策課（財政担当部署） 

 優先的検討のうち、財政に関する事項の検討について、助言・協議を行います。 
 検討結果について、財政の観点から、PPP/PFI 手法の導入の是非に関する協議

を行います。（更なる検討を実施する予算に関する協議等） 
 

4) 総務課（財産管理担当部署） 

 検討対象となる公共施設等について、そもそも PPP/PFI 手法の導入が可能か、

助言・確認を行います。 
 検討対象となる公共施設等について、使用料などの収入・維持管理費などの費

用の設定について、助言・協議を行います。 
 

5) 総務課（入札・契約担当部署） 

 PPP/PFI 手法を導入することになる場合、PPP/PFI 手法に合わせた入札・契

約手続を実施します。手続きが従来型手法と異なるため、事業担当部署は、優

先的検討開始・終了の段階で、情報共有を行います。 
 

6) 庁内会議（仮称） 

 優先的検討の最終的な判断を行う組織として、政策監、企画総務部長、事業担
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当部長、事業担当課長、1)~5)の関係部署の長により構成します。事務局は

PPP/PFI 担当部署が担います。 
 本会議における判断をもって、市長の決裁を受けます。 
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4. PPP/PFI 手法の種類の解説（優先的検討規程第 3 条） 

PPP/PFI 手法と一概に言っても、その種類は様々なものがあります。本項では、

優先的検討規程に記載された PPP/PFI 手法のうち、本市において実施される可能性

が高いものに絞って解説します。 
 
 
1) 民間事業者が公共施設等の運営等を担う手法（優先的検討規程第 3 条(1)） 

 この項目では、既に整備された公共施設等の運営を民間事業者が実施する手法を

解説します。 
 
(1) 指定管理者制度 

 地方公共団体が公の施設の維持管理・運営等を管理者として民間事業者に包

括的に実施させる手法。 
 

(2) 包括的民間委託 
公共施設等の維持管理・運営段階における複数業務・複数年度の性能発注

による業務委託。（性能発注・・・施設や業務について詳細まで指定せず、一

定の性能（サービス）を要求水準として指定して、具体的な実施方法は民間

事業者の裁量に委ねる発注方法） 
 

2) 民間事業者が公共施設等の設計、建設又は製造及び運営等を担う手法（優先的検

討規程第 3 条(2)） 

 この項目では、新たに公共施設等を整備（改修）する場合に、設計、建設、運営

等を民間事業者が実施する手法を解説します。 
 
(1) BTO 方式（RO 方式） 

民間事業者が自ら資金を調達して、公共施設等を設計・建設し、施設完成直

後に施設の所有権を行政に移転し、維持管理・運営等を行う方式。行政からの

対価は、設計・建設も含めた事業費全体が、事業期間内に割賦で支払われるこ

とが一般的。 
（RO 方式は、既存の公共施設等の場合に該当し、民間事業者が施設を改修し、

改修後に維持管理・運営等を行う方式。この解説書では、BTO 方式に含まれる

ものとして解説します。） 
 

(2) DBO 方式 
 民間事業者に公共施設等の設計・建設の一括発注と、維持管理・運営等の一
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括発注を包括して発注する方式。BTO 方式との主な違いは、行政が資金を調達

する点であり、設計・建設の対価は施設の引き渡し時に支払われ、維持管理・

運営等の対価は事業期間内に年度ごとに支払われることが一般的。 
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5. 優先的検討のガイドライン 

 本項では、優先的検討の具体的な進め方について、段階ごとに逐次解説します。

PPP/PFI に関する専門知識が無くとも、指示に沿って進めれば、優先的検討規程に

基づく検討を行うことになります。 
 なお、特段の記述が無い限り、事業担当部署が実施する内容です。 
 
 

1) 優先的検討の全体フロー 

 優先的検討は、優先的検討規程第 4 条から第 9 条までのプロセスで実施されます。

下図は、全体フローを示したものです。 
図 4 優先的検討の全体フロー 

 
2) 公共施設等の整備・運営に関する検討開始（優先的検討規程第 4 条） 

 事業担当部署が、新たに公共施設等の整備・運営に関する検討を開始した場合、

同時に優先的検討も開始します。公共施設等の整備・運営に関する検討の中に、優

先的検討が含まれると考えて差し支えありません。 
 新たな公共施設等の整備の構想や計画を策定する場合のほか、次に掲げる優先的

検討規程第 4 条各号に該当する場合が対象となります。 
(1) 美馬市公共施設等総合管理計画の「個別施設計画」の改定を行うとき 
(2) 「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成 26 年 8 月 29 日総務

省自治 財政局通知）第２の「経営戦略」の策定又は改定を行うとき  
(3) 第２号に掲げるもののほか、公営企業の経営の効率化に関する取組を検討する
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(4) 公有地の未利用資産等の有効活用を検討する場合  
(5) 公共施設等の集約化又は複合化等を検討する場合 
 公共施設等に関する検討を始める場合には、これらに該当するかどうか、次項 3）
と合わせて、PPP/PFI 担当部署に確認してください。 

 
 

3) 優先的検討対象の確認（第 5 条） 

 全ての公共施設等に関する事業が、優先的検討の対象となるわけではありません。

次に掲げるものに該当する場合に、優先的検討の対象となります。 
(1) 建設、製造又は改修を行う事業は、事業費総額 10 億円以上となるもの 
(2) 運営等のみを行う事業は、単年度の事業費が 1 億円以上となるもの 

 
 また、例外として、次に掲げるものについては、優先的検討の対象外となります

ので、下記に該当する事業かどうか、PPP/PFI 担当部署に確認してください。 
① PPP/PFI 手法の導入が既に決まっている事業 

② 民間事業者が実施することが法的に制限されている事業 

③ 災害復旧事業等、緊急に実施する必要がある事業 

 
 確認の結果、優先的検討の対象となれば、次項の検討に進みます。対象外の場合

は、検討を実施する必要はありませんが、任意の取組として検討を実施するかどう

か、PPP/PFI 担当部署に確認してください。 
 

 
4) PPP/PFI 手法の選択（第 6 条） 

 優先的検討を行うために、検討する PPP/PFI 手法を選択します。本市において

は、採用が現実的な手法は 4.で解説したものになりますが、後述する「簡易な検討

の計算表」では、包括的民間委託の VFM 算出ができないため、「簡易な検討」から

は除外します。このため、次に掲げる手法について、次項の「簡易な検討」を行い

ます。 
 
(1) 建設、製造又は改修を行う事業 

BTO 方式（改修の場合は RO 方式）、DBO 方式 
 

(2) 運営等のみを行う事業 
指定管理者制度 
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5) 簡易な検討の実施（第 7 条） 

 「簡易な検討」は、詳細な検討を外部コンサルタントに発注する前の段階として、

行政のみで PPP/PFI 手法の導入の是非を簡易的に検討するプロセスです。下図は、

簡易な検討のフローを示したものであり、各プロセスについて、さらに詳細に解説

します。 
 

図 5 簡易な検討のフロー 

 
 

 なお、事業の費用総額を算出することが困難な場合には、民間事業者への意見聴

取等により簡易な検討を行うことができますが、例外的なケースのため、この解説

書では扱いません。このケースに該当する場合には、PPP/PFI 担当部署その他関係

部署と協議の上、対応方法を決定してください。 
 
 使用するツール・様式の確認 

 簡易な検討に必要なツール・様式は次のとおりですので、手元にあることを

確認してください。無い場合は、PPP/PFI 担当部署に問い合わせてください。 
 簡易な検討の計算表（エクセルファイル） 
 PPP/PFI 手法簡易定量評価調書（ワードファイル） 
 PPP/PFI 手法簡易定性評価調書（ワードファイル） 

 
(1) 事業期間の検討 

 BTO 方式及び DBO 方式の場合は、事業期間を 10 年～20 年とすることが

多いですが、事業ごとに検討する必要があります。 
事業担当部署での判断が難しい場合、簡易な検討においては、便宜的に、

内閣府が公表している「PPP/PFI 手法導入優先的検討規程運用の手引」事例

集において、施設の種類ごとに事例が示されていますので、該当する種類の

事例の事業期間を採用してください。便宜的に、BTO 方式及び DBO 方式で

同じ期間を設定します。 
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なお、事業期間は、「設計・建設」と、「維持管理・運営」を分けて設定し

てください。簡易な検討では「維持管理・運営期間」のみ使用します。 
参考：内閣府ホームページの事例集 
http://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/jigyou/jireishoukai/jireishoukai.html 
 
 指定管理者制度の場合は、一般的に 5 年の事例が多いため、特段の事情が

無い場合、5 年として設定してください。 
 

(2) 費用・収入の算出 
 事業における整備費、維持管理・運営費（1 年当たり）、利用料金収入（1
年当たり）を算出します。これらの数値は、従来型手法と同じですので、従

来どおり事業を計画する場合と同様に算出してください。必要に応じて、管

財担当部署や財政担当部署へ確認を行ってください。 
 

(3) 財源の検討 
 (2)で算出した整備費について、財政担当部署との協議の上、整備費に対す

る補助金・交付金の割合、起債の割合、一般財源の割合を検討します。起債

がある場合には、起債金利、起債償還方法（期限一括返済、元利均等返済、

元金均等返済）の検討も必要になります。 
 

(4) 既定値の確認 
「簡易な検討の計算表」に必要なその他の数値については、下記の数値を

使用してください。 
項目 既定値 

PPP/PFI手法によるコスト削減・収入増加割合 10％ 
現在価値への割引率 0.6％ 

SPCの資本金額 10,000千円 
民間事業者の借入金利 地方債起債金利+0.5％ 

（起債が無い場合は1.8％） 
調査等費用 25,000千円 
民間事業者の EIRR 5％ 

 
 
 
 
 

http://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/jigyou/jireishoukai/jireishoukai.html
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このほか、ここまでに下記の数値が揃っていることを確認してください。 
項目 解説箇所 
維持管理・運営期間 (1) 
整備費 (2) 
維持管理・運営費（1年当たり） (2) 
利用料金収入（1年当たり） (2) 
整備費に対する補助金・交付金の割合 (3) 
整備費に対する記載の割合 (3) 
整備費に対する一般財源の割合 (3) 
起債金利（起債がある場合） (3) 
起債償還方法（起債がある場合） (3) 
 

(5) 「簡易な検討の計算表」への入力・VFM 算出 
「簡易な検討の計算表」は、必要な数値を入力すれば、自動的に VFM を計

算してくれるツールです。この項では、この「簡易な検討の計算表」を使った

VFM の計算方法を解説します。 
 
「簡易な検討の計算表」を開いて、指示に従って数値を入力します。数値を

入力するセルは、左上部分の「■前提条件」の表にある青色セルですが、BTO
方式、DBO 方式、指定管理者制度で必要項目が異なりますので、分けて解説

します。 
 
必要な数値を、改めて下記に整理しました。以降、項目に対応する整理番号

で入力する数値を指示します。 
整理 

番号 

項目 解説箇所 

【1】 維持管理・運営期間 (1) 
【2】 整備費 (2) 
【3】 維持管理・運営費（1年当たり） (2) 
【4】 利用料金収入（1年当たり） (2) 
【5】 整備費に対する補助金・交付金の割合 (3) 
【6】 整備費に対する起債の割合 (3) 
【7】 整備費に対する一般財源の割合 (3) 
【8】 起債金利（起債がある場合） (3) 
【9】 起債償還方法（起債がある場合） (3) 
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整理 

番号 

項目 既定値 

【10】 PPP/PFI手法によるコスト削減・収入増加割合 10％ 
【11】 現在価値への割引率 0.6％ 

【12】 SPCの資本金額 10,000千円 
【13】 民間事業者の借入金利 地方債起債金利

+0.5％ 

（起債が無い場

合は1.8％） 
【14】 調査等費用 25,000千円 
【15】 民間事業者の EIRR 5％ 
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① BTO 方式 

 
 
(ア) 採用手法 

タブをクリックし、「①BTO・BOT・BOO・RO」を選択します。 
 

(イ) 事業期間 
整理番号【1】「維持管理・運営期間」を入力します。 

 
(ウ) 費用・収入 

3 つのセルの上から順番に、整理番号【2】「整備費」、【3】「維持管理・

運営費」、【4】「利用料金収入」を入力します。 
 

(エ) PPP/PFI 手法によるコスト削減・収入増加割合 
3 つのセル全てに、整理番号【10】「PPP/PFI 手法によるコスト削減・

収入増加割合」の既定値 10％を入力します。 
 

(オ) 現在価値への割引率 
整理番号【11】「現在価値への割引率」の既定値 0.6％を入力します。 
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(カ) 整備費の財源 
3 つのセルの上から順番に、整理番号【5】「整備費に対する補助金・

交付金の割合」、【6】「整備費に対する起債の割合」、【7】「整備費に対

する一般財源の割合」を入力します。 
 

(キ) PPP/PFI 手法導入時の財源 
3 つのセルのうち、一番上に整理番号【5】「整備費に対する補助金・

交付金の割合」を入力します。残りの 2 つのセルには、0 を入力しま

す。 
 

(ク) 起債 
起債がある場合、3 つのセルのうち一番上に整理番号【8】「記載金利」

を入力し、一番下のセルではタブをクリックして【9】「起債償還方法」

を選択します。真中のセルは、自動入力されるため直接入力は不要で

す。起債が無い場合は、一番上のセルは 0 を入力し、一番下のセルは

任意の方法を選択してください（どれを選択しても計算に影響は出ま

せん）。 
 

(ケ) 民間企業の資金調達 
3 つのセルのうち、一番上に整理番号【12】「SPC の資本金額」の既

定値 10,000 千円を入力します。一番下に、整理番号【13】「民間事業

者の借入金利」の既定値（起債がある場合は「起債金利+0.5％」、無

い場合は 1.8％）を入力します。真中のセルは、自動入力されるため

直接入力は不要です。 
 

(コ) 調査費用 
整理番号【14】「調査等費用」の既定値 25,000 千円を入力します。 
 

(サ) 民間事業者の収益 
整理番号【15】「民間事業者の EIRR」の既定値 5％を入力します。 
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② DBO 方式 

DBO 方式の場合、行政の資金調達で事業を行うため、民間企業が資金

調達を行わないことから、BTO 方式と比べて「（キ）PPP/PFI 手法導入時

の財源」と「（ケ）民間企業の資金調達」の部分が異なります。 
以下では、BTO 方式と異なる部分のみ解説しますが、他の部分は、BTO

方式と同様の入力をしてください。 

 

 
(ア) 採用手法 

タブをクリックし、「②DBO」を選択します。 
 

(キ) PPP/PFI 手法導入時の財源 
(カ)と同じ数値を入力します。 
 

(ケ) 民間企業の資金調達 
整理番号【12】「SPC の資本金額」の既定値 10,000 千円を入力します。 

 
 

  

イ

ウ

オ

カ
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③ 指定管理者制度 

 指定管理者制度では、BTO方式及びDBO方式と異なり、整備がPPP/PFI
手法の対象とはならないため、整備費に関する数値を扱いません。このた

め、以下の見出し（ア）～（カ）は、BTO 方式及び DBO 方式とは異なり

ますので注意してください。 

 

 
(ア) 採用手法 

タブをクリックし、「④指定管理者制度」を選択します。 
 

(イ) 事業期間 
整理番号【1】「維持管理・運営期間」を入力します。 

 
(ウ) 費用・収入 

2 つのセルの上から順番に、【3】「維持管理・運営費」、【4】「利用料金

収入」を入力します。 
 

(エ) PPP/PFI 手法によるコスト削減・収入増加割合 
2 つのセル全てに、整理番号【10】「PPP/PFI 手法によるコスト削減・

収入増加割合」の既定値 10％を入力します。 

イ

ウ

オ
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(オ) 現在価値への割引率 
整理番号【11】「現在価値への割引率」の既定値 0.6％を入力します。 
 

(カ) 調査等費用 
指定管理者制度導入の場合、外部委託による調査を行うことは一般的

ではないため、0 を入力する。 
 
 

④ VFM 算出 

①②③それぞれにおいて、入力が完了したら、左側にある「VFM 計算」

をクリックします（下図赤矢印参照）。 

 
       （数値はサンプルとして任意の値を入れています） 
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 「VFM 計算」をクリックしたら、右側の「■簡易 VFM の結果」「PPP/PFI
手法簡易定量評価調書」に計算結果が表示されます。（下図） 

 

（数値はサンプルとして任意の値を入れています） 
 

なお、赤字数字は、次項で「PPP/PFI 手法簡易定量評価調書」に転記す

る箇所を示しています。 
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(6) 「PPP/PFI 手法簡易定量評価調書」の作成 
「簡易な検討の計算表」の検査結果を、「PPP/PFI 手法簡易定量評価調書」

に記載して整理します。この調書には、調書本体と調書記載の根拠の 2 つの

様式がありますので、それぞれについて解説します。 
 

① PPP/PFI 手法簡易定量評価調書 

簡易定量評価調書の作成に当たっては、算出した数値の入力と、算出根

拠の記載が必要となります。 
算出した数値については、(5)で作成した「簡易な検討の計算表」におけ

る「■PPP/PFI 手法簡易定量評価調書」に表示された計算結果を使用しま

す。前図の赤字番号を、下表「PPP/PFI 手法簡易定量評価調書（記載方法）」

の丸数字で対応する欄に転記します。「－」を記載してある箇所は、記載

不要なので、そのまま「－」を記載します。 
算出根拠については、既定の内容については、下表「PPP/PFI 手法簡易定量評

価調書（記載方法）」において斜字で記載してありますので、そのまま記載し

ます。下線太字の整備費用、運営等費用、利用料金収入の算出根拠については、

事業ごとに異なりますので、5)(2)で検討した際の考え方を記載します。  
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   PPP/PFI 手法簡易定量評価調書（記載方法） 
 従来型手法 

（公共施設等の管理者等が

自ら整備等を行う手法） 

採用手法 
（候補となる PPP/PFI 手法） 

整備等（運営等を除

く。）費用 
① を転記 ② を転記 

＜算出根拠＞ 5)(2)で検討した際の考え方

を記載 
従来型手法より 10％削減の

想定 
運営等費用 ③ を転記 ④ を転記 
＜算出根拠＞ 5)(2)で検討した際の考え方

を記載 
従来型手法より 10％削減の

想定 
利用料金収入 ⑤ を転記 ⑥ を転記 
＜算出根拠＞ 5)(2)で検討した際の考え方

を記載 
従来型手法より 10％増加の

想定 
資金調達費用 ⑦ を転記 ⑧ を転記 
＜算出根拠＞ 想定される記載充当率、起債

利率、起債償還方法を元に算

出 

（BTO の場合）公共が自ら資

金調達をした場合の利率に

0.5 ポイントを上乗せ 

（DBO の場合）想定される起

債充当率、起債利率、起債償

還方法を元に算出 
調査等費用 － ⑨ を転記 
＜算出根拠＞ 従来型手法の場合は想定せ

ず 
導入可能性調査の費用及び

その後の業務委託の費用を

想定 
税金 － ⑩ を転記 
＜算出根拠＞ 従来型手法の場合は想定せ

ず 
各年度の損益に法人実効税

率 29.74％を乗じて算出 
税引後損益 － ⑪ を転記 
＜算出根拠＞ 従来型手法の場合は想定せ

ず 
EIRRが 5％以上確保されるこ

とを想定 
合計 ⑫ を転記 ⑬ を転記 
合計（現在価値） ⑭ を転記 ⑮ を転記 
財政支出削減率 － ⑯ を転記 
その他 （前提条件等） ⑰ を転記 
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 指定管理者制度の場合は、整備費用などは含まれないため「簡易な検討

の計算表」で 0 円となる項目があります。該当する項目については、金額

部分は「－」とし、算出根拠は「指定管理者制度のため算出せず」と記載

してください。 
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② PPP/PFI 手法簡易定量評価調書記載の根拠 

「PPP/PFI 手法簡易定量評価調書記載の根拠」には、数値の算定根拠を

記載します。基本的に、「PPP/PFI 手法簡易定量評価調書」の算出根拠の

対応する項目の内容を転記します。下表に記載例を記載しており、下線太

字は事業に応じて記載し、斜字はそのまま記載します。 
 

【BTO 方式又は DBO 方式の場合】 
（１）従来型手法による場合の費用（PSC）の算定根拠 

公共施設等の整備等（運営

等を除く。）の費用 

5)(2)で検討した際の考え方を記載 

公共施設等の運営等の費用 5)(2)で検討した際の考え方を記載 

民間事業者の適正な利益及

び配当 

参入しない 

調査に要する費用 従来型手法の場合は想定せず 

資金調達に要する費用 想定される起債充当率、起債利率、起債償

還方法を元に算出 

利用料金収入 5)(2)で検討した際の考え方を記載 
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（２）採用手法導入した場合の費用の算定根拠 
公共施設等の整備等（運営

等を除く。）の費用 

PSC×0.9  

公共施設等の運営等の費用 PSC×0.9 

利用料金収入 PSC×1.1 

資金調達に要する費用 （BTOの場合）公共が自ら資金調達をした

場合の利率に 0.5ポイントを上乗せ 

（DBOの場合）想定される起債充当率、起

債利率、起債償還方法を元に算出 

調査に要する費用 導入可能性調査の費用及びその後の業務

委託の費用を想定 

税金 各年度の損益に法人実効税率 29.74％を

乗じて算出（平成 30年度法人実効税率） 

民間事業者の適正な利益及

び配当 

資本金の額 1,000 万円で EIRR が 5％以上

確保されることを想定 

 
（３）その他の仮定 

事業期間 5)(1)で検討した際の考え方を記載 

割引率 0.6％（平成 21 年～30 年 11 月現在の 10

年国債金利の平均を採用） 
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【指定管理者制度の場合】 
（１）従来型手法による場合の費用（PSC）の算定根拠 

公共施設等の整備等（運営

等を除く。）の費用 

参入しない 

公共施設等の運営等の費用 5)(2)で検討した際の考え方を記載 

民間事業者の適正な利益及

び配当 

参入しない 

調査に要する費用 参入しない 

資金調達に要する費用 参入しない 

利用料金収入 5)(2)で検討した際の考え方を記載 

 
 
（２）採用手法導入した場合の費用の算定根拠（指定管理者） 

公共施設等の整備等（運営

等を除く。）の費用 

参入しない 

公共施設等の運営等の費用 PSC×0.9 

利用料金収入 PSC×1.1 

資金調達に要する費用 参入しない 

調査に要する費用 参入しない 

税金 参入しない 

民間事業者の適正な利益及

び配当 

参入しない 

 
（３）その他の仮定 

事業期間 本市における指定管理の一般的な期間 

割引率 0.6％（平成 21年～30年 11月現在の 10年国

債金利の平均を採用） 

 
 
  

(7) 「PPP/PFI 手法簡易定性評価調書」の作成 
(1)から(6)までの定量評価に加えて、PPP/PFI 手法の導入に対する定性的な

評価を実施し、「PPP/PFI 手法簡易定性評価調書」を作成します。 
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PPP/PFI 手法簡易定性評価調書 

 

評価項目 結果 詳細 

類似事例を踏ま

えた民間事業者

の創意工夫の活

用可能性 

 ※類似事例において創意工夫が活用されているかを

参考にして検討 

制度上の制約  ※制度上、PPP/PFI手法の導入が可能か確認 

スケジュール上

の制約 

 ※スケジュール上、PPP/PFI手法の導入が可能か確認 

費用比較の定性

的評価 

 ※財政支出の削減率・額は、PPP/PFI手法の導入コス

トに見合う程度か検討 

結果は〇・△・×の三段階評価とする。 
〇・・・PPP/PFI 手法の導入が望ましい 
△・・・PPP/PFI 手法の導入が可能だが、留意すべき事項がある 
×・・・PPP/PFI 手法の導入が望ましくない、又は、不可である 

 
 

① 類似事例を踏まえた民間事業者の創意工夫の活用可能性 

 類似事例において、民間事業者の創意工夫がどのように活用されている

かを調査して、検討対象事業での活用可能性を評価します。 
 類似事例で十分に効果が発揮されていれば、高い評価を行います。 
 詳細欄には、類似事例の内容や、検討対象事業の場合に同様な対応が可

能かどうかを記載します。 
 

② 制度上の制約 

PPP/PFI 担当部署や公共施設担当部署と協議して、制度上、民間事業

者による事業実施が可能かを確認します。 
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制度上可能でも、特別な条件やデメリットがある場合には、△で評価

します。（例：制度上可能だが、事業者は○○に限定される、業務範囲の

うち○○業務は行政が実施することが必要である、等） 
 

③ スケジュール上の制約 

 事業スケジュール上、PPP/PFI 手法の導入が可能かを検討します。

PPP/PFI 手法でのスケジュールについては、類似事例を参考にしてくださ

い。（例：PPP/PFI 手法の場合、施設の完成まで約 3 年であり、導入が可

能である／間に合わない、等） 
 

④ 費用比較の定性評価 

(5)で算出した財政支出の削減率や削減額が、PPP/PFI 手法の導入にか

かる金銭面以外でのメリット・デメリットに見合うかを検討します。

（例：VFM は 3.0％であり、○○万円減なので財政削減の効果は小さい、

等） 
 

(8) PPP/PFI 手法導入の適当・不適当の判断 
PPP/PFI 手法の導入に対する適当・不適当の判断は、検討結果を庁内会議に

諮り、協議結果について市長の決裁を受けてください。 
 
 

6) 詳細な検討の実施（第 8 条） 

 簡易な検討の結果、PPP/PFI 手法の導入が適当と判断された事業は、詳細な検討

へ進みます。 
 
(1) 外部コンサルタントへの発注 

 詳細な検討は、導入可能性調査を委託するなど、外部コンサルタントを活用

しながら進めます。外部コンサルタントの発注には、公募等により事業者選定

を行う必要がありますので、財政担当部署、入札・契約担当部署及び PPP/PFI
担当部署と相談しながら手続きを進めてください。 
 また、予算要求のために見積書を入手する場合には、依頼可能な外部コンサ

ルタントについて、PPP/PFI 担当部署に相談してください。 
 

(2) 詳細な検討の進め方 
外部コンサルタントを活用した検討は、進捗報告ごとに情報共有を行うな

ど、関係部署と連携しながら進めてください。 
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最終的な PPP/PFI 手法の導入に対する適当・不適当の判断は、検討結果を

庁内会議に諮り、協議結果について市長の決裁を受けてください。 
 
 

7) 結果のホームページ公表（第 9 条） 

 簡易な検討又は詳細な検討の結果、PPP/PFI 手法の導入を不適当と判断した場合

には、評価結果をホームページで公表します。公表に当たっては、庁内会議に諮り、

市長の決裁を受けてください。 
 
(1) 簡易な検討により不適当と判断した場合 

美馬市 PPP/PFI 手法導入優先的検討規程第 9 条第 1 項に基づき、ホームペ

ージに評価結果を公表します。 
まず、PPP/PFI 手法を導入しないことを正式に決定した段階で、PPP/PFI

手法を導入しない旨を公表します。 
その後、対象事業の事業者選定が終了した段階で、PPP/PFI 手法簡易評価

調書をホームページで公表します。調書を事業者選定後に公表するのは、検

討内容が事業者の入札・企画提案等に影響を及ぼさないようにするためです。 
なお、民間事業者への意見聴取等により簡易な検討を行い、不適当と判断

した場合にも、同様に、導入しない旨の公表し、事業者選定の終了後に評価

結果を公表します。 
 

(2) 詳細な検討により不適当と判断した場合 
美馬市 PPP/PFI 手法導入優先的検討規程第 9 条第 3 項に基づき、ホームペ

ージに評価結果を公表します。 
まず、PPP/PFI 手法を導入しないことを正式に決定した段階で、PPP/PFI

手法を導入しない旨を公表します。 
その後、対象事業の事業者選定が終了した段階で、PPP/PFI 手法簡易評価

調書を、詳細な検討を踏まえて修正した上で、ホームページで公表します。

調書を事業者選定後に公表するのは、検討内容が事業者の入札・企画提案等

に影響を及ぼさないようにするためです。 
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6. 優先的検討以降の実施事項 

優先的検討により、PPP/PFI 手法の導入を決定した後の業務フローについて、

PFI 事業の場合の例を下図に示します。 
 

図 6 PFI 事業の業務フロー（一般的な例） 

 
 
実施方針の公表や特定事業の選定（PFI 事業として実施することを決定・公表す

る手続き）など、従来型手法と手続きが異なる点が多いため、外部コンサルタント

にアドバイザリー業務を発注した上で、アドバイスを活用しながら業務を進めてい

くことが一般的です。アドバイザリー業務の発注を含め、実際の業務に当たっては、

PPP/PFI 担当部署その他関係部署と相談しながら進めてください。 
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【参考】年度更新が必要なもの 
 
・割引率 
0.6％は、平成 21 年～30 年 11 月現在の 10 年国債金利の平均を採用しており、年度

更新が必要。 
P13,15,16,20,26,27 
 
・法人実効税率 
当該年度の法人実効税率を財務省ホームページ等で確認し、解説書だけでなく、簡

易な計算表（エクセルファイル）の更新も必要。 
P23,26 
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