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ははじじめめにに  

本マニュアルは、「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」（以下「交付金」

という。）を活用した事業にPFI を導入する場合に留意すべき事項等を示すこと

により、PFI を導入した交付金の活用が促進され、農山漁村の活性化の進展に寄

与することを目的としています。 
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１１．．PPFFII 事事業業のの概概要要  

 

（１）PFI とは 

PFI とは、Private Finance Initiative（プライベート・ファイナンス・イニ

シアチブ）の略で、民間の資金と経営能力・技術力（ノウハウ）を活用し、公

共施設等の設計・建設・改修・更新や維持管理・運営を行う公共事業の手法で

す。地方公共団体が発注者となり、公共事業としてPFI 法1に基づいて実施され

る事業であり、第三セクター方式や指定管理者制度とは異なります。 

 

（２）PFI 導入のメリット 

公共施設等の整備において PFI 手法を導入することにより、従来の公共事業

と比較して、一般的に以下のような効果が期待できるとされています。 

① 安くて質の良い公共サービスの提供 

PFI 事業では、設計・建設・維持管理・運営といった業務を性能発注方式で

一括発注します。また、効率的なリスクの管理、良好な競争環境の構築などが

期待できます。これらにより、民間のノウハウを幅広く活かすことが可能とな

り、安くて質の良い公共サービスの提供を実現することができます。 

② 公共サービスの提供における行政の関わり方の改善 

施設の建設や維持管理など、現場での業務を委ねることにより、行政は、自

ら専ら担う必要性の高い分野へと選択的に人的資源を集中することができる

こととなり、公共部門全体における効率性の向上が期待できます。 

③ 民間の新たな事業機会の創出による経済の活性化 

PFI 事業では、これまで行政が行ってきた業務へ民間が幅広く参加すること

になるため、民間にとっては新たな事業機会が創出されることになります。ま

た、PFI 事業のための資金調達法として、プロジェクト・ファイナンス2が取

り入れられることで、金融機関の新たなファイナンス業務の創出やマーケット

の多様化も図られるなど、地域経済の活性化に資する効果が期待できます。

                                                  
1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 
2 プロジェクト・ファイナンスとは、資金調達において返済原資をその事業から生み出される収益だけに依存する事業融資方式。

担保はその事業に関連する資産に限定しプロジェクトを行う親会社の保証、担保提供等は原則としてない。 



－2－ 

（３）PFI の事業方式 

施設の整備、所有、管理の各主体に着目した PFI の事業方式としては、活用

事例より主に以下のような事業方式があり、頭文字をとって呼ばれています。 

事業方式 概要 

① BTO 方式 

（Build Transfer and Operate） 

民間事業者が施設を建設し、施設完成直後に公共に所有権

を移転し、民間事業者が維持管理及び運営を行う方式。 

② BOT 方式 

（Build Operate and Transfer） 

民間事業者が施設を建設し、維持管理及び運営し、事業終了

後に公共に施設所有権を移転する方式。 

③ BOO 方式 

（Build Operate and Own） 

民間事業者が施設を建設し、維持管理及び運営をするが、公

共への所有権移転は行わない方式。 

④ RO 方式 

（Rehabilitate Operate） 

民間事業者が自ら資金を調達し、既存の施設を改修・補修し、

管理・運営を行う方式。 

 

（４）PFI の事業類型 

事業費負担に着目した PFI の事業類型としては、主に以下のような事業類型

があります。 

事業類型 概要 

① 独立採算型 民間事業者が資金調達、施設の建設・運営を行い、 利用者からの料

金徴収により、資金を回収します。公的部門は事業許可権を与えるのみ

で、建設・運営のリスクは民間が負担します。 

② サービス購入型 民間事業者が資金調達、施設の建設・運営を行い、公的部門はそのサ

ービス購入主体となります。事業リスクは原則として民間事業者が負いま

すが、コストは公的部門からの支払によって回収することになります。 

③ 混合型 上記①と②を合わせた類型です。官民双方の資金を用いて施設の建

設・運営を行いますが、あくまでも民間事業者が事業を主導し、コストの直

接回収が困難であっても、 入札前の確約によって官民の役割分担を明確

化し、民間へリスク移転を行います。 
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（５）PFI の実施体制 

従来型公共事業の場合、施設の設計、建設、維持管理、運営という各業務を

分割し、年度ごとに発注していました。また、資金調達の面では、必要な費用

は公的資金で対応していました。 

これに対し PFI 事業の場合、全ての業務を長期の契約として一括して、性能

発注方式により業務を委ねます。また、資金調達の面では、必要な資金の一部

をSPC3が金融機関等からプロジェクト・ファイナンスという借入方法で、地方

公共団体と金融機関が直接協定4を締結して調達するのが一般的です。 

 

■従来型公共事業の代表的な実施体制 

 

 

 
 

 

 
 

 

■PFI 事業の基本的な実施体制例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                  
3SPC（Special Purpose Company）とは、事業目的などを限定した特別目的会社であり、商法上は株式会社にあたる。プロジェク

ト・ファイナンスにおいては、特定のプロジェクトから生み出される収益を親会社の信用力と切り離すことがポイントであるが、そ

の独立性を保つためにＰＦＩ事業のみを目的とする SPCが事業者によって設立されることが多い。 
4直接協定とは、民間事業者に融資する金融機関と地方公共団体が締結する協定。ＰＦＩ事業が円滑に進まなくなった場合に、金

融機関が事業に介入する権利等について定める。ダイレクトアグリーメント（ＤＡ）とも言う。 

 

 

コンソーシアム（企業連合） 

SPC（特別目的会社） 

建設会社 運営会社 設計会社 維持管理会社 

保険会社 

各業務に関する  委託契約 
保険契約 

金融機関 
融資契約 

出資・配当 

地方公共団体 

事業契約

国等 

直接協定 

補助金等 

サービス提供 

利用料金・負担金 

アドバイザー 
(技術、法務、財務等)

一括して 
性能発注で
長期契約で

利用者 

建設会社 運営会社 設計会社 維持管理会社 

保険会社 
保険契約 

地方公共団体 

国等 
補助金等 

サービス提供 

利用料金・負担金 

業務ごとに 
仕様を定めて
年度ごとに

発注 発注 発注 発注 

利用者 
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（６）PFI の資金フロー 

従来型公共事業の場合、施設の建設年次において施設建設コストとして大き

な財政支出が発生し、供用期間中は一定の運営・維持コストを必要とします。 

これに対し PFI 事業の場合、施設の建設年次における大きな財政支出は発生

せず、財政支出は契約期間全体にわたって平準化された形で、民間事業者に公

共サービスの対価として支払われることになります。このことを、PFI 手法導入

の効果の一つである財政支出の平準化効果といいます。 

■従来型公共事業の一般的な資金フロー ■PFI 事業の一般的な資金フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）VFMの達成 

VFM（Value For Money）は PFI 事業における最も重要な概念の一つで、

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

う考え方のことです。従来方式と比べて PFI 方式の方が総事業費をどれだけ削

減できるかを示す割合です。PFI では、このVFMが達成されていることが求め

られ、VFMの有無を評価（検証）する必要があります。 

VFM の評価は、事業期間全体を通じて必要なコストの総費用（LCC5）につ

いて、公共が事業を直接実施した場合に公共側が負担する総費用（PSC6）、PFI

で実施した場合に公共が負担することになる総費用（PFI の LCC）をそれぞれ

                                                  
5 LCC（Life Cycle Cost）とは、プロジェクトにおいて、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。 
6 PSC（Public Sector Comparator）とは、公共が従来どおり当該事業を直接実施した場合の総コストであり、設計、建設、維持管

理、運営等の全ての段階の費用を合わせた総事業費のこと。LCC と比較するために算出する。 

建設 

コスト 

運営・維持コスト 

建設コスト 

運営・維持コスト 

配当・公租公課 等 

財政支出 

年

建設期間 供用期間 

財政支出

年

契約期間 
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現在価値化7し、これを比較することで検証します。 

VFMは、一般的には以下のような数式により計算されますが、リスクの定量

化や事業契約期間中の変動要因を的確に推測・反映することが重要となります。 

 

■VFM算出式 

PSC － PFI の LCC 

VFM（％）＝ × 100 

PSC 

 

■VFM概念図 

 

 

 

  

                                                  
7現在価値化とは、発生の時期を異にする貨幣価値を比較可能にするために、将来の価値を一定の割引率を使って現在時点ま

で割り戻した価値に置き換えること。 

建設費 

（企画、設計を含む） 

運営費 

（維持管理を含む） 

公共負担リスク 

支払利息 

建設費 

（企画、設計を含む） 

運営費 

（維持管理を含む） 

支払利息 

利益・配当・税金 

公共負担リスク 

VFM 

PSC PFI の LCC 
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２２．．PPFFII 事事業業のの進進めめ方方  

 

（１）PFI の事業手順 

PFI の一般的な事業手順（実施プロセス）を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地方公共団体の役割等】 【民間事業者の役割等】

・協定等に従った事業

の終了 

・SPC の解散 

・PFI 事業の実施検討 

・PFI 導入の庁内合意形成 

・民間事業者からの事業発案受付 

・事業発案の検討 

・先行事例の情報収

集 

・事業内容の具体化 

・スケジュールの設定 

・実施方針の策定、公表、意見聴取 

・市場調査等の実施 

・実施方針の変更 

・先行事例の情報収

集 

・実施方針の分析 

・選定、公表された特

定事業の分析 

・提供される公共サービスの水準の監視等 

・金融機関のモニタリング機能を活用した

SPCの財務状況の監視等 

・募集資料の作成、公表 

・応募者からの質問への回答 

・提案書の受付 

・審査委員会の運営 

・審査結果の公表 

・グループ結成 

・提案事項の調整 

・提案書の作成、提出

・SPC の設立 

・施設の引渡し、明渡し等 

・協定等に従った事業

の実施 

ステップ１ 

事業の発案 

（期間*1：3～6 か月） 

ステップ２ 

実施方針の策定 

及び公表 

（1～3 か月） 

ステップ３ 

特定事業の 

評価・選定、公表 

（1～2 か月） 

ステップ４ 

民間事業者の募

集、評価・選定、

公表（4～8 か月） 

ステップ５ 

協定等の締結等 

（2～3 か月） 

ステップ６ 

事業の実施、 

監視等 

ステップ７ 

事業の終了 

・財政負担の見込額の検討 

・サービス水準の評価 

・特定事業の選定、公表 

・特定事業の選定に用いた詳細資料の公表

・債務負担行為の設定（＊2） 

（＊1）各ステップの期間は概ねの目安である。事業規模・内容に応じて適切に設定することが必要である。 

（＊2）債務負担行為の設定：議会の承認を必要とし、民間事業者の募集（入札公告）の前に設定する必要がある。 

・事業契約書の協議 

・事業契約書の締結 

・直接協定の締結 
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（２）地方公共団体の実施体制 

PFI の導入検討や実施にあたっては、財政・契約・技術など幅広い分野にわた

る専門的な知識やノウハウを必要とすることから、事業担当課への支援を行う

PFI 担当課の設置や庁内専任スタッフの増員、PFI 調整会議の設置など、全庁横

断的な実施体制の強化を図る必要があります。 

また、PFI 事業の検討には金融、法務、技術等の専門知識が必要であり、先行

事例の多くは外部機関等のアドバイザーの支援を受けて検討を進めています。 

 

（３）実施方針の策定・公表 

実施方針は、PFI 事業を実施しようとするとき、その基本的な考え方や内容に

ついて明らかにすることを目的としており、民間事業者が当該 PFI 事業に参加

するか否かの最初の判断材料となります。事業に関する情報が早く広く周知さ

れるよう、なるべく早い段階での作成・公表が重要です。 

 

（４）特定事業の評価・選定・公表 

実施方針を策定・公表した後、PFI 事業として実施するかどうかの評価を行う

必要があります。この評価の結果、実施可能性等を勘案した上で、PFI 事業とし

て実施することが適切であると認める事業については、特定事業の選定を行う

ことになります。なお、交付金の活用に向けた活性化計画は、この段階までに

策定することが望ましいと考えます。 

 

（５）民間事業者の募集・選定 

特定事業の選定により、PFI 事業の実施が決定した時は、PFI 事業を実施する

民間事業者を公募の方法等により選定することとなります。募集を行う際には、

競争性の担保や手続きの透明性の確保に留意するとともに、民間事業者の創意

工夫を引き出すことや、提案準備期間の確保に配慮することが重要です。 

 

（６）契約締結 

落札者（公募型プロポーザルの場合は優先交渉権者）が決定後に、詳細な契

約内容を取り決めることになります。民間事業者からの提案内容を詳細に確認

する作業が中心となり、契約期間に起こり得るあらゆる事態に対処できるよう

な方策や条件を詰める必要があり、期間を要する場合もあります。 
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３３．．農農山山漁漁村村活活性性化化関関連連 PPFFII 事事業業88をを実実施施すするる場場合合のの留留意意事事項項とと 

検検討討課課題題等等 

 

① 交付金の活用 

PFI 手法を活用した交付金の補助対象施設としては、簡易給排水施設や地域間

交流拠点施設等が挙げられます。詳細は下記の関連文書を確認して下さい。 

・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱 

・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領 

・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領の運用 

 

② 実施体制の強化やアドバイザーの活用 

交付金の活用にあたって PFI 導入を躊躇する理由として、当該地方公共団体

において、PFI 導入の実績やノウハウがなく、手続きも複雑で手間がかかること

が想定されます。 

このような場合、事業担当課への支援を行う PFI 担当課の設置や庁内専任ス

タッフの増員、PFI 調整会議の設置など、全庁横断的な実施体制の強化を図る必

要があります。また、外部機関等のアドバイザーとアドバイザリー契約を結ぶ

ことも考えられます。アドバイザーは、金融（税理士、公認会計士等）、法務（弁

護士等）、技術（建築士等）、及びこれらを統括するトータルアドバイザー（コ

ンサルタント）で構成されることが一般的です。ただし、事業の主体は地方公

共団体であり、アドバイザー任せにならないよう留意する必要があります。 

 

③ 特殊なサービスを提供可能な民間事業者の把握 

農山漁村活性化関連 PFI 事業の場合、農林漁業体験施設の運営など、あまり

一般的ではない特殊なサービスの提供が民間事業者に求められることも考えら

れます。 

このため、実施方針の策定に際しては、地方公共団体が意図するサービスを

提供可能な民間事業者について調査するとともに、民間事業者を対象とした事

業説明会を開催するなど、広く情報発信を行う必要があります。 

  

                                                  
8 交付金が目的としている農山漁村活性化に関連する PFI 事業。 
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④ 地方公共団体と民間事業者の間での天候リスクの明確な切り分け 

農山漁村活性化関連 PFI 事業の場合、農作物・花卉の栽培や魚介類の確保な

ど、天候によって大きく影響を受ける業務やこれら業務を基にしたサービスの

提供など、不確定なリスクが事業に含まれていることも考えられます。 

一般的にリスクは、「各々のリスクを最も適切にコントロールできるものがリ

スクを負担する」の原則に従って切り分けられますが、天候のように不確定な

リスクについては、安定した事業の継続性等を勘案し、事業主体である地方公

共団体が負う必要があると考えます。 

 

⑤ 民間事業者の選定に際しての競争的対話方式9の採用 

PFI 事業は長期間にわたり民間事業者に事業を委ねることから、その選定に際

しては、地方公共団体が購入したいサービスが民間事業者から確実に提供され

るよう、地方公共団体の意図を確実に民間事業者と共有する必要があります。 

農山漁村活性化関連 PFI 事業では、民間事業者の選定に際して、事業担当課

の担当者や審査委員等が時間をかけて事業者のヒアリングをしながら審査を行

う競争的対話方式を採用している事例もあります。 

 

⑥ 民間事業者の参加が期待できる事業スキーム等の検討 

交付金の活用にあたってPFI導入を躊躇する理由として、事業規模が小さく、

民間事業者の参加が期待できないこと等が想定されます。 

PFI 事業の場合、一般的に建設費として最低 20～30 億円の規模がないと民

間事業者の参加が期待しにくいという話も聞きますが、既存の農山漁村活性化

関連PFI 事業では総事業費数億円程度という事例もあります。 

このため、事業規模が小さい場合であっても、地方公共団体と民間事業者と

の間での対話を重ね、想定している事業についての民間事業者の参加意欲等を

把握するとともに、地方公共団体が担当した方が効果が期待できる集客や調整

などの一部業務については地方公共団体が担当し民間事業者のリスクの低減を

図るなど、多くの民間事業者の参加が期待できる事業スキーム等を検討するこ

とが重要です。    

                                                  
9競争的対話方式とは、本入札手続きにおいて、入札資格を得た個々の応募者との間で、入札までの期間に複数回の対話を行

い、行政側と応募者側が事業の要件についての理解を共有し、双方が納得の出来る提案の実現を目指す仕組みである。 
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４４．．PPFFII 事事業業のの実実施施例例  

 

我が国で取り組まれている PFI 事業のうち、交付金の活用も想定される代表

的な3つの実施例を以下に紹介します。 

 

① マリンピア神戸フィッシャリーナ施設整備等事業 

公共施設の管理者 神戸市（兵庫県） 

施設概要 所在地 神戸市垂水区海岸通 12 番地 

 敷地面積 水域面積：9,293 ㎡、岸壁・防波堤等延長：393ｍ 

 延床面積 － 

 施設内容 プレジャーボート係留施設、浮桟橋、渡り橋（タラップ） 

事業期間 約 21 年（設計・建設 約 0.5 年、維持管理・運営 約 20.5 年） 

事業方式（施設の所有形態） BOO 方式 

事業類型 サービス購入型 

総事業費 － 

VFM 特定事業選定時：約 25％   事業者選定時： － 

選定事業者の業務内容 施設の設計・建設、維持管理、運営業務 

経緯 実施方針公表 平成 13（2001）年 02 月 28 日 

 特定事業選定 平成 13（2001）年 03 月 16 日 

 入札公告 平成 13（2001）年 03 月 16 日 

 落札者決定 平成 13（2001）年 06 月 05 日 

 契約締結 平成 13（2001）年 07 月 05 日 

 供用開始 平成 13（2001）年 10 月 01 日 

特徴 ・コスト削減と景観に配慮した施設の実現 

・事業性向上のための事業範囲設定の工夫 

・利用率向上のための PFI 事業者と市の PR活動の実施 

 

 

 

  

商業モールに隣接し景観にも配慮したフィッシャリーナ 有人の管理事務所 
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② 「道の駅ようか」整備事業 

公共施設の管理者 養父市（兵庫県） 

施設概要 所在地 兵庫県養父市八鹿町高柳字野原 241 番地 1 外 

 敷地面積 17,766 ㎡（全体） 

 延床面積 959 ㎡ 

 施設内容 道の駅（道の駅ようか・但馬蔵） 

事業期間 約 16 年（設計・建設 約 1 年、維持管理・運営 約 15 年） 

事業方式（施設の所有形態） BTO 方式 

事業類型 混合型 

総事業費 約 3.9 億円（契約期間のサービス対価） 

VFM 特定事業選定時：6.4％   事業者選定時： － 

選定事業者の業務内容 施設及び市道の設計、建設、維持管理、運営業務 

簡易パーキング施設（トイレ等）の維持管理業務 

経緯 実施方針公表 平成 17（2005）年 01 月 14 日 

 特定事業選定 平成 17（2005）年 05 月 16 日 

 入札公告 平成 17（2005）年 06 月 22 日 

 落札者決定 平成 17（2005）年 11 月 07 日 

 契約締結 平成 17（2005）年 12 月 22 日 

 供用開始 平成 18（2006）年 11 月 01 日 

特徴 ・市整備部分と国整備部分の一体的な運営を行う PFI 事業 

・事業者の選定にあたり時間をかけて事業者のヒアリングをしな

がら審査を行う競争的対話方式を採用 

・補助金（農林水産省の新山村振興等農林漁業特別対策事業

など）を活用した PFI 事業 

・事業準備段階から市とアドバイザー（外部機関）が連携して民

間事業者への情報発信を実施 

  

 

  

地元の取れたて野菜などを販売する施設（野菜蔵） 蔵をモチーフとしたデザインで統一された道の駅 



－12－ 

③ 長井海の手公園整備等事業 

公共施設の管理者 横須賀市（神奈川県） 

施設概要 所在地 横須賀市長井 4丁目地内 

 敷地面積 約 20.1ha 

 延床面積 10,831.37 ㎡（施設部分合計） 

 施設内容 都市公園（ソレイユの丘） 

事業期間 約 11.5 年（設計・建設 1.5 年、維持管理・運営 10 年） 

事業方式（施設の所有形態） BTO 方式、BOT 方式 

事業類型 サービス購入型（BTO 部分）、混合型（BOT 部分） 

総事業費 約 76 億円（税込、提案金額） 

VFM 特定事業選定時：約 13～27％   事業者選定時：約 22％ 

選定事業者の業務内容 公園の設計、建設、維持管理、運営業務 

経緯 実施方針公表 平成 14（2002）年 01 月 07 日 

 特定事業選定 平成 14（2002）年 04 月 01 日 

 入札公告 平成 14（2002）年 10 月 07 日 

 落札者決定 平成 15（2003）年 06 月 20 日 

 契約締結 平成 15（2003）年 09 月 29 日 

 供用開始 平成 17（2005）年 04 月 29 日 

特徴 ・我が国で初となる体験型総合公園を対象とした PFI 事業 

・1 つの事業に BTO方式と BOT 方式の 2 つの事業方式を採用

・社会ニーズの変化への対応を踏まえ、維持管理・運営期間を

10 年間に設定 

・PFI 事業者が集客に向けてカップリングパーティーや音楽祭の

開催やなど民間事業者らしいユニークな取組みも実施 

 

 

  

羊、山羊、ロバなどと触れ合える動物ふれあい広場 地場野菜や加工品等を販売する農産物ショップ 
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参参考考資資料料  

 

（１）PFI 関連用語 

○ 五十音順 

 用語 説明 

カ行 現在価値 

（PV：Present 

Value） 

想定される期間の総費用を現在の価値に換算したもの。

この場合に用いられる割引率は、一定期間の長期金利の推

移を基にして設定される。 

 公募型プロポーザル

方式 

公募により提案書を募集し、あらかじめ示された評価基

準に従って優先順位を決めた後、最優先順位の者と契約を

締結するもの。随意契約の方法であり、予定価格の範囲内

での契約金額の交渉を行う。 

 混合型（ジョイントベ

ンチャー型） 

公共施設と民間施設とを一体的に整備することにより、

公共施設整備を単独で実施するよりも効率が向上するも

の。利用者から徴収する料金収入及び補助金等の公的支援

により、民間事業者が整備費用を回収するもの。 

サ行 サービス購入型 民間事業者が公共施設を整備・運営し、公共が利用者に

代わって公共サービス料金を支払うことによって、民間事

業者が整備費用を回収するもの。 

 債務負担行為 国、地方公共団体が複数年にわたる債務の履行に関して

設定することが多い。国の債務負担行為の設定限度は従来

5か年度であったが、PFI 事業については 30 か年度まで

延長されている。また、地方公共団体には、地方自治法上

の期限の定めはない。 

なお、債務負担行為の設定には議会の承認を得る必要が

ある。また、当該年度の支出額は、歳入歳出予算に計上す

る必要がある。 

 性能発注 発注者が、施工方法、資材などを詳細に規定した設計書

及び仕様書等を事業者に示す発注方法（仕様発注）ではな

く、事業者の創意工夫を十分に生かすために、最終的なサ

ービスの内容・水準を示すことにとどめる発注方法。 

 総合評価一般競争入

札方式 

PFI 事業者の選定方法は、一般競争入札（予定価格の範

囲内で、最低価格の入札者が落札者となる。）が原則であ

るが、予定価格の範囲内で申し込みをした者のうち、価格

だけではなくその他の条件（維持管理・運営のサービス水

準、技術力等）を総合的に勘案し、落札者を決定するもの

（地方自治法施行令167条の10の 2）。 

タ行 ダイレクトアグリー

メント 

（Direct 

直接契約。民間事業者に事業を委託している公共と民間

事業者に対する貸し手である金融機関との間で直接結ば

れる契約。民間事業者の経営が行き詰まった場合、公共が
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Agreement） 民間事業者との事業契約を解除する前に、貸し手である金

融機関が直接その事業に介入する権利（Step in Right）

を与えることによって、事業再建を図る機会を与えるこ

と。また、公共にとっても金融機関の資金供給停止や担保

権の実行に際し、事前に調整する機会を持つことによって

急な公共サービスの停止を防ぐことができる。 

 独立採算型 民間事業者が公共施設を整備・運営し、利用者から徴収

する料金収入によって民間事業者が整備費用を独立採算

により回収するもの。 

ハ行 プロジェクト・ファイ

ナンス 

あるプロジェクトの資金調達において、返済原資をその

事業から生み出されるキャッシュフローのみに依存する

ファイナンスのこと。また、担保は当該事業に関連する資

産（含む契約上の権利）に限定し、プロジェクトを行う親

会社の保証、担保提供等は原則としてない。 

マ行 モニタリング PFI 事業において、事業開始後における民間事業者のサ

ービス提供の水準が公共の要求水準を満たしているか否

かについて公共がチェックを行うこと。 

ラ行 ライフサイクルコスト 

（ＬＣＣ：Life Cycle 

Cost） 

施設の企画、設計、施工、監理、維持管理、運営、修繕、

その他事業の終了までに掛かる総費用（割引率を用いて、

現在価値に換算する場合が多い。）。 

 

○ アルファベット順 

用語 説明 

ＢＯＯ 

（Build Own 

Operate） 

民間事業者が自ら資金を調達し、施設を建設（Build）し、一定

期間（数十年）管理・運営（Operate）を行うが、所有権は公共

に移転しない。 

ＢＯＴ 

（Build Operate 

Transfer） 

民間事業者が自ら資金を調達し、施設を建設（Build）し、一定

期間（数十年）管理・運営（Operate）を行い資金回収後、公共

に施設を移転（Transfer）する。 

ＢＴＯ 

（Build Transfer 

Operate） 

民間事業者が自ら資金を調達し、施設を建設（Build）し、その

所有権を公共に移転（Transfer）し、その代わり一定期間（数十

年）管理・運営（Operate）する権利を得る。 

ＰＳＣ 

（Public Sector 

Comparator） 

公共が、従来どおり公共事業を実施した場合のコスト。この場

合に、建設コストの外に想定される契約期間を通じて発生する維

持管理、運営に要する経費及び解体撤去費等を含んだ総費用であ

る（割引率を用いて、現在価値に換算する場合が多い。）。 

ＳＰＣ 

（Special Purpose 

Company） 

特別目的会社、ある特定の事業を実施する目的で設立された事

業会社。特定のプロジェクトから生み出される利益で事業を行う

ことにより、親会社の責任・信用から切り離すことができる。 

PFI では、PFI 事業を目的とする新規事業会社を共同企業体（コ

ンソーシアム）が出資して設立する場合が多い。 

ＶＦＭ PFI においては、租税（＝財政負担）の対価として最も価値ある
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（Value for Money） サービスを提供するという考え方をいう。 

具体的には公共が直接サービスを提供する場合に公共が負担す

るコスト（PSC）と、PFI を実施した場合に公共が負担するコス

トを現在価値ベースで比較し、移転したリスクを定量化したもの

やその他定性的評価を加味し、PFI を実施した場合の方が有利であ

ると見込まれる場合にPFI が採用されることとなる。 

 

（２）PFI 関連図書（本マニュアルの参考図書含む） 

○ 関係法令等 

・Ｈ11.7 「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（通称PFI

法）」 

・Ｈ12.3 「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（PFI 基本方針）策定」 

・Ｈ12.3 自治事務次官通知「地方公共団体におけるPFI 事業について」 

・Ｈ12.3 自治省財政局長通知「PFI に基づいて地方公共団体が実施する事業に係る地方

財政措置について」 

・Ｈ15.3 自治省行政課長通知「PFI 事業に係る民間事業者の選定及び協定締結手続きに

ついて」 

○ ガイドライン等 

・Ｈ13.1 「PFI 事業実施プロセスに関するガイドライン」（PFI 推進委員会策定） 

・Ｈ13.1 「PFI 事業におけるリスク分担等に関するガイドライン」（PFI 推進委員会策

定） 

・Ｈ13.7 「VFMに関するガイドライン」（PFI 推進委員会策定） 

・Ｈ15.6 「契約に関するガイドライン」（PFI 推進委員会策定） 

・Ｈ15.6 「モニタリングに関するガイドライン」（PFI 推進委員会） 

・Ｈ25.6 「公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン」（PFI 推

進委員会） 

・Ｈ17.5 「農業集落排水施設整備におけるPFI 実施の手引き」（地域資源循環技術セン

ター） 

・Ｈ22.3 「中小規模PFI 事業の導入手続きに係る実務マニュアル」（PFI 推進室） 

○ Webサイト 

・地方公共団体におけるPFI 事業導入の手引き 

http://www8.cao.go.jp/pfi/tebiki/index.html 

・内閣府 PFI 推進室 http://www8.cao.go.jp/pfi/index.html 

・財団法人 地域総合整備財団（ふるさと財団） 自治体 PFI 推進センター 

http://pficenter.furusato-ppp.jp/ 


