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要約 

本稿で目指す日本の将来像は「安全で豊かな日本の実現」とする．私たちが目指す「安全」

とはインフラの老朽化へ対応し，災害等に備えられることを指し，「豊かな」とは地方公共

団体の財政が豊かであることを指す．そのために，PFI（Private Finance Initiative）を地

方でも促進することによって，「地方の財政負担の軽減」，「インフラの再整備，維持・更新」

を実現するための現状分析，政策提言を行う． 

PFI とは，民間の資金と経営能力，技術力を活用し，公共施設の設計，建設，改修，更

新や維持管理，運営を行う公共事業の手法である．PFI は，財政負担の軽減をはじめとした

多様なメリットを持つ．しかし，事務手続きが煩雑になる等の理由で「一般市町村」（本稿

においては，人口 20 万人未満の市町村と定義する）では普及していない．PFI の実施経験

がある市の割合は，全市平均では 17.6%，一般市では 12.8%に留まっている．財政負担の

軽減，インフラの再整備，維持・更新の実現のためには，PFI が十分に広まっているとは

言えない．このような問題意識のもと，市が PFI を実施することに影響を与える要因を分

析し，その分析結果をもとに，一般市町村に PFI を普及させる政策提言を行う． 

第 1 章ではまず，PFI が必要となる背景としての，日本の地方財政の状況と日本のイン

フラの状況について述べる．日本の地方財政は，経常収支比率が高く，義務的費用がかさみ，

投資的費用に予算を割くことが難しくなっている．総務省の『平成 26 年度地方財政白書』

によれば，経常収支比率の適正値（80％とされている）を超えている市町村は，全市町村

の 86％にのぼる．また，日本のインフラの状況に関しては，維持更新費が増大している．

国土交通省の「「国土の長期展望」中間とりまとめ」によれば，市町村のインフラの維持管

理費が 2030 年半ばには現在の 2 倍になると推定されている．このように，地方財政の逼迫，

インフラの更新の必要に迫られる中，民間の資金を利用して，インフラの整備を進めていく

ことが必要である． PFI が必要とされるこうした背景を示した後に，PFI の仕組み，種類，

なぜ他の民間活力導入手法（指定管理者制度，市場化テスト，第三セクター）ではなく PFI 

に注目するのかを述べる．また最後に，政府の PFI に対する見解と，法改正等の具体的な

普及策について触れる． 

第 2 章では，今までに行われた PFI に関する実証研究と本稿の独自性について述べる．

PFI の実施要因を分析した前野・下野 (2006) の研究では，市の人口，歳出総額などのデー

タをもとにして，PFI 実施の有無に影響を与える要因を特定している．本稿の独自性は，

当該研究以降の PFI 実施に関するデータも追加収集した分析を行い，さらに，自治体の職

員数，普通建設事業費および過去の PFI 実施経験の有無を説明変数として使用したケース

も検討した点にある．また，実施有りというカテゴリーを 1 回のみの実施と複数回の実施

に分割し，順序回帰も行うことで要因の特定を精緻に行っている． 

第 3 章では PFI の実施要因について，地方自治体の統計データを用いてロジットによ

る回帰分析を行う．その結果，実施有無に関するロジット分析，および，実施有りを 2 カ

テゴリーに分けた順序ロジット分析のどちらにおいても，人口，財政力指数，市の職員数，

特別市ダミー，普通建設事業費が正に有意であり，これらが実施要因として考えられること

が明らかとなった． 

第 4 章では，第 3 章の分析結果をもとに，以下の 3 つの政策提言を行う． 

1，近隣市町村による類似公共事業の一括発注 

2，都道府県単位での PFI 部署の設置，専門官の派遣 

3，PFI の情報の共有システムの構築 

（キーワード：PFI，地域振興，地方公共団体） 
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はじめに 

本稿では PFI の実施要因を分析し，「一般市町村」（本稿においては，人口 20 万人未満の

市町村と定義する．一般市については後に詳述）への導入拡大のための政策提言を行う． 

日本では国家財政，地方財政の逼迫が叫ばれるようになって久しい．少子高齢化にともな

う，労働人口の減少，社会保障費の増大などの問題が顕在化している．その一方で，近年増

えている自然災害への対応や，老朽化するインフラの保全の必要性も増している．このよう

な状況では，将来の日本のために予算を割くことができなくなることが容易に想像できる．

そこで，本稿では「安全で豊かな日本の実現」を目指した政策提言を行う．この将来像は簡

単に実現できることではない．今，出来ることから取り組んでいかなければ，その実現は更

に困難になる．そのため，本稿では，その第一歩として財政負担の少ない，公共事業の手法

である PFI (Private Finance Initiative) に注目し，その促進を提言する． 

PFI とは，民間の資金と経営能力，技術力を活用し，公共施設の設計，建設，改修，更新

や維持管理，運営を行う公共事業の手法である．PFI は財政負担の軽減をはじめ，様々なメ

リットを持つが，事務手続きの煩雑さなどから，「一般市町村」での普及が盛んではない． 

 本稿では，前野・下野（2006）の分析をもとにして，PFI の実施要因を分析する． 

本稿の独自性は，日本における PFI が成熟期に入った 2005 年度以降のデータを扱ってい

る点，説明変数に職員数，普通建設事業費，過去の実施経験の有無を加えた点，PFI の複数

回実施の要因分析を行った点の 3 点である．この分析で，特に普通建設費・市の職員数が

有意となったことから，以下の各提言ごとに，提言内容の概要を書き加える． 

1．近隣市町村による類似公共事業の一括発注 

2．都道府県単位での PFI 専門部署の設置，専門官の派遣 

3．PFI の情報の共有システムの構築 
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第1章 現状・問題意識 

我が国の地方公共団体は，厳しい財政状況の中でインフラの整備，維持・更新を行わなけ

ればならない苦しい状況に直面している．本章ではまず，いかに地方財政が逼迫しているか

ということと，インフラの再整備の必要性について明らかにする．そして，現在の厳しい状

況を抜け出す手法として PFI を取り上げ，その現状と他の民間活力導入制度との違いを述

べる． 

第1節 地方財政の現状 
現在，日本の地方財政は逼迫している．財政運営の弾力性を示す経常収支比率（これにつ

いては以下で詳述）は高くなっており，インフラの整備，維持・更新や地域の実情に合わせ

た事業を行うのが難しくなってきている．総務省の『平成 26 年度版地方財政白書』（2014）

によれば，全市町村のうち 1478 市町村，約 86%の市町村で経常収支比率が，一般に適正と

されている 80%を超えている(図 1 参照)．また，以下に示す図 2 の通り，この 20 年でその

値は大きく上昇している． 

経常収支比率とは，市町村が周囲の変化に適応していくために必要な財政の余裕，つまり

弾力性の確保が出来ているかを測る指標である．他の指標としては，公債費負担比率などが

ある．総務省『平成 26 年度版地方財政白書』（2014）によれば，経常収支比率は以下のよ

うに求める．  

経常経費充当一般財源

経常一般財源，減収補填債特例分及び臨時財政対策債の合計額
 

 
ここで経常経費，経常一般財源とは，人件費や地方税などのように毎年経常的に発生する 

経費，財源のことである． 

 経常収支比率が高いということは，将来に必要な投資や，インフラの維持・管理を行うた

めの財源が不足することを意味している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

 

 

 

6 

図 1：2012年度都道府県・市町村 経常収支比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：総務省『平成 26 年度版地方財政白書』より著者作成 

 

図 2：経常収支比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：総務省『平成 15 年版地方財政白書ビジュアル版』および『平成 26 年版 

地方財政白書ビジュアル版』より著者作成 
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第2節 インフラ老朽化の現状と目指すべき方

向性 
今後，インフラ整備，維持更新の費用は増加していくことが予想される．国土交通省の「今

後の社会資本の維持管理・更新のあり方について 答申」（2013）によれば「我が国の社会

資本ストックは，高度経済成長期などに集中的に整備され，今後急速に老朽化することが懸

念される．昨今，高速道路における天井落下事故や鉄道の線路施設におけるトラブルの発生

をはじめとして，社会資本の維持管理・更新に係る問題が各方面で顕在化しており，国民が

社会資本の安全性に不安を抱く事態が生じている．（p. 1）」としており，国としてもインフ

ラの老朽化を懸念している．さらに，国土交通省の「「国土の長期展望」中間とりまとめ」

(2011) によれば市町村のインフラの維持管理費が 2030 年代半ばには現在の 2 倍になると

推定されている． 

みずほ総合研究所「財政悪化と施設老朽化が進む中でのインフラ整備―公共投資の「選択

と集中」，PPP/PFI の拡大がカギ」（2013）には，インフラ整備の今後について大きく分け

て 3 つの方向性が述べられている．1 つ目は，インフラ投資の選択と集中である．基礎的な

産業基盤がかなりの程度整っている日本では新たなインフラ整備による供給力の拡大効果

は限定的になっていることや，人口減少を考慮に入れ，インフラの適正規模を十分検討する

必要があると述べられている．2 つ目は，既存のインフラの長寿化・集約化である．インフ

ラの維持管理は必ず行わなければならないが，コストを引き下げていくには予防保全による

インフラの長寿化が重要になるとされている．また，人口減少に伴う利用者 1 人当たりの

費用の増加を抑えるために，近隣などの施設を統合していく必要があると述べられている．

3 つ目に，民間の資金・ノウハウの導入拡大である．財政の健全化を進めるためには税収の

確保とともに歳出の削減が必要である．そのため，財政への負荷を抑えながら必要な投資を

行い，設けられたインフラの円滑な運用を図っていくためには，民間資金の活用が有効であ

ると述べられている．さらに，民間のノウハウや手法を用いることにより，公的分野にもビ

ジネスの視点を取り入れ，サービスの向上やコストの抑制を実現していくことが可能にな

り，また，官民で知恵を出し合うことで事業活動の活発化を促すことができれば成果はさら

なる広がりを持つと述べられている． 

第3節 PFI の仕組みと現状 

第1項 PFI の仕組み 

前節で述べたように，市町村は厳しい財政状況の中でインフラの整備，維持・更新を行わ

なければならない．そこで各市町村では行えない公共事業に対して，民間の活力を導入する

ことが考えられる．本稿では特に，PFI に注目する． 

内閣府民間資金等活用事業推進室（内閣府 PFI 推進室）「PFI の現状について」（2014 年

10 月版）によれば，PFI とは公共施設等の建設，維持・管理，運営等を民間の資金，経営

能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法である．これにより，国や地方公共団体等が

直接実施するよりも効率的かつ住民のニーズに合った公共サービスを提供できる．また国や

地方公共団体の事業コスト削減も図られる．PFI の仕組みは図 3 で示す． 

以下では PFI の概要について詳述する．PFI では設計，建設，維持管理，運営のすべて

の業務を長期契約として，一括で SPC（Special Purpose Company：特別目的会社）に委
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ねる２．また，PFI では従来のように細かな仕様を定めるのではなく，性能を満たしていれ

ば細かな手法は問わない性能発注という方式をとる３．これにより民間ノウハウを活用する

ことができる．この契約の相手となるのが SPC で，公募により選定された共同企業体（コ

ンソーシアム）により新しく設立されることが多い． 

また事業の資金調達については，設計および建設に必要な資金の一部を SPC 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調達するのが一般的である４．これによ

り国や地方公共団体は建設時期に一度に資金を支出する必要がなくなり，提供されるサービ

スの対価として SPC に資金を支払う．SPC は国や地方公共団体からの支払いを受け，その

収入をもって金融機関に借入金を返済する．これにより，国や地方公共団体は，財政負担を

中長期にわたって平準化することが可能となる． 

PFI インフォメーションホームページ「PFI の事業方式と事業類型」によれば，PFI は，

事業方式と事業類型によって以下のように分類される．  

≪事業方式≫ 

BTO 方式，BOT 方式，BOO 方式，RO 方式等のいくつかの事業方式がある． 

・BTO（Build Transfer and Operate）方式 

 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． 

・BOT（Build Operate and Transfer）方式 

 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． 

・BOO（Build Operate and Own）方式 

 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． 

・RO（Rehabilitate Operate）方式 

 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． 

≪事業類型≫(図 4 参照) 

・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

を回収する．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

する（例：有料橋，有料道路，博物館等）． 

・サービス提供型 

 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

なる． 

 事業リスクは原則として民間事業者が負うが，コストは公的部門からの支払によって回

収することとなる（例：庁舎，図書館，福祉施設，廃棄物処理施設，リサイクル施設等） 

・官民協調型（公共とのミックス型）． 

 官民双方の資金を用いて施設の建設・運営を行うが，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

確にし，民間へリスク移転を行う（例：都市再開発，鉄道事業，駐輪場，駐車場等）．  

                                                   
２ SPC とは，「Special Purpose Company」の略．特定の事業を行うことのみを目的として設立する会社
を指す（内閣府 PFI 推進室ホームページ「PFI 事業導入の手引き」より）． 

３ 性能発注とは，発注者が求めるサービス水準を明らかにし，事業者が満たすべき水準の詳細を規定した
発注のことである（内閣府 PFI 推進室ホームページ「PFI 事業導入の手引き」より）． 

４  プロジェクトファイナンスとは，プロジェクトにおいて資金調達を行う際，事業者自身が借入を行うの
ではなく，プロジェクトを遂行する PFI 事業会社（特別目的会社：SPC）を設立し，この会社を事業者
として独立して借入を行う資金調達の仕組みをいう（PFI インフォメーションホームページ「プロジェ
クトファイナンス手法の整理」より）． 
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図 3:PFIの仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：PFI インフォメーションホームページ「PFI とは PFI 事業スキーム」 

より著者作成 

 

図 4：事業類型 

サービス購入型 

 

 

 

 

 

 

 

独立採算型 

 

 

 

 

 

 

 

ミックス型 

 

 

 

 

 

出所：内閣府 PFI 推進室ホームぺージ「PFI 事業導入の手引き」より著者作成 

 

また，表 1 でそれぞれの方式，類型の割合も添える．表から，BTO 方式が大半を占める

ことが読み取れる． 
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表 1：事業方式別実施件数 

事業方式 事業類型 件数 

BTO サービス購入型 49 

BTO 独立採算型 6 

BTO ミックス型 19 

BTO サービス購入型・独立採算型など 10 

BOT サービス購入型 21 

BOT 独立採算型 7 

BOT ミックス型 8 

BOO サービス購入型 3 

BOO 独立採算型 2 

BOO ミックス型 1 

BOO サービス購入型+独立採算型 1 

RO サービス購入型 2 

BTO・BOT など サービス購入型 5 

BTO・BOT など サービス購入型+独立採算型 5 

BTO・BOT など ミックス型 2 

BTO・BOT・ROT 独立採算型 1 

出所：内閣府 PFI 推進室ホームページ「PFI 事業導入の手引き」より著者作成 

 

第2項 PFI 以外の民間活力導入手法について 

PFI 以外にも，公共事業に対して民間活力を導入する方法は存在する．本項では，他の代

表的な民間活力導入手法である，指定管理者制度，市場化テスト，第三セクターの仕組みと

PFI との違いを述べる． 

指定管理者制度とは，総務省のホームページによれば，公の施設の管理者について，出資

法人，公共団体，公共的団体といった限定が撤廃され，法人その他の団体を指定管理者とし，

公の施設の管理を行わせる制度である．これにより，PFI 同様，利用者の利便性の向上や経

費削減による地方公共団体の負担軽減という利点がある．しかし，京都府府民サービス等改

革検討委員会「指定管理者制度の見直しに関する提言」 (2011) によれば，①公告時の広報

不足や公告から選定までの時間が短いこと，②指定期間が主に 3 年と短いため人材育成や

設備投資，長期的計画ができないこと等の問題点が挙げられている．  

 ②の問題点については，PFI はこれを解消し得る．PFI は長期的な契約であるため，こう

した問題が生じにくいと考えられる．さらに、PFI では施設ごとに契約期間を決定できるた

め，各施設のニーズに合った契約を行うことができる． 

 市場化テストとは，内閣府公共サービス改革（市場化テスト）のホームページ「地方公共

団体の市場化テスト」によれば，「官民競争入札・民間競争入札を活用し，公共サービスの

実施について，民間事業者の創意工夫を活用することにより，国民のため，より良質かつ低

廉な公共サービスを実現するための制度」とされている．現在導入されている代表的な事業

例としてハローワーク等があり，市場化テストも PFI と同様に公共サービスの質の向上及

び公共サービスの効率化（経費・人員の節減）を可能にする．しかし，市場化テストと PFI

の違いとして，市場化テストの対象はあくまでも既存の公共サービスに限定されるのに対

し，PFI は新規のインフラ整備に対しても活用することができるという点が挙げられる．  
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 第三セクターとは，内閣府 PFI 推進室のホームページによれば「公的目的を有し，かつ，

その運営には民間のノウハウを活用することが有効である事業において，国や地方公共団体

と民間が出資して設立する法人（第三セクター）が実施する方式」とされている．第三セク

ターと PFI の大きな違いは，地方公共団体との資本関係の有無である．第三セクターでは，

地方公共団体から出資を受けており，PFI における SPC は出資を受けていない．この違い

から，第三セクターでは，地方公共団体と民間企業が同一法人内で意思決定を行うことがあ

り，後述する赤井（2001）で官民のなれ合いによる破綻が指摘されているように，民間企

業の経営責任の範囲が不明瞭になる可能性が存在する． 

 以上のように，インフラの再整備，維持・更新に関しては他の民間活力導入法よりも PFI

の方が適していると考えられるため，我々は PFI に注目をする． 

 

第3項 PFI 実施のメリット 

内閣府 PFI 推進室のホームページ「PFI とは PFI の効果」，「PFI 事業導入の手引き」に

よれば，PFI のメリットとして以下の 4 点が挙げられている． 

① 低廉かつ良質な公共サービスが提供されること． 

② 公共サービスの提供における行政の関わり方の改革． 

③ 民間が事業機会を創出することを通じて経済が活性化すること． 

④ 財政負担が平準化すること． 

本稿では財政負担の軽減と，インフラの維持更新を PFI 活用の目的としているので，特

に①，④のメリットに注目する．メリットの①について，PFI の効果を評価するための指標

として，VFM（Value for Money）がある．内閣府 PFI 推進室ホームページ「PFI 事業導

入の手引き」によれば，VFM とは，支払いに対して最も価値の高いサービスを提供すると

いう考え方に基づき，従来の公共事業の方式と比較して PFI 方式の方が総事業費をどれだ

け削減できるかを示す指標である．計算式は以下の通りである． 

VFM =
従来の公共事業の収入と支出ーPFIでの実施した際の収入と支出

従来の公共事業の収入と支出
× 100 

VFM が高ければ，その分だけ公共サービス費用の削減が達成されていると言える． 

メリットの④について，PFI では先述のプロジェクトファイナンスという借入方法を用い

ることにより，財政負担の平準化効果がある．これについては，「近代美術館 財政支出の

平準化」（神奈川県（2012）「財政支出の平準化について」資料 5  p. 3）で具体的に示され

ている．以下の図 5 に示したように，PFI の場合，建設等にかかる莫大な初期投資を数年

に分けて負担をすることができるため，まとまった財源を必要とせずに事業を始めやすくな

る．さらに，PSC（Public Sector Comparator：従来の公共事業手法）の場合と比べて PFI

では財政支出がほぼ一定になっていることが分かる． 
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図 5：近代美術館 財政支出の平準化 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

出所：神奈川県（2012）「財政支出の平準化について」 資料 5 p.3 

第4項 PFI 実施状況 

PFI とは，「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（PFI 法，

1999）や内閣府が PFI の理念とその実現方針を示す「基本方針」（2000）を策定した後の

2000 年から実施され，特定非営利活動法人 日本 PFI・PPP 協会『PFI 年鑑 2013 年度版』

(2013) によれば，2012 年までで全国で 491 件が実施されている５．実施主体別件数につい

ては，後述する． 

全 491 件を実施主体，事業分野別で分類したものが図 6，図 7 である．国・特殊法人が

管轄する事業では，大学や研究機関に関する事業が多く，地方公共団体が管轄する事業では，

教育・文化関連施設，公営住宅，学校給食センター等に関する事業が多い． 

また，内閣府の「PFI の現状について」（2014 年 10 月版）によれば，「国，地方公共団

体等で実施方針等が公表された 415 件のうち，事業者決定等により公共負担額が決定した

ものは，415 件，4 兆 3,180 億円の事業規模 8,183 億円の VFM あり（p. 5）」とされており，

実際に財政負担の軽減に効果を発揮している．『PFI 年鑑 2013 年度版』(2013) で公表され

ている各事業の VFM から，平均を算出した結果，22.4%となった．また，最も高いものは

63%で，最も低いもので 0.9%事業額が削減されている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
５ PPP とは，Public-Private Partnership（官民パートナーシップ）の略記である． 
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図 6：PFI事業分野別統計（国・特殊法人・その他公共団体） 

 

 

 

 

 

 

 

出所: 特定非営利活動法人 日本 PFI・PPP 協会『PFI 年鑑 2013 年度版』より著者作成 

図 7：PFI事業分野別統計（地方公共団体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所: 特定非営利活動法人 日本 PFI・PPP 協会『PFI 年鑑 2013 年度版』より著者作成 

 

以上で述べたように，PFI には多くのメリットがあるが，その一方で，解決しなければな

らない問題点も存在する．本稿では，規模の小さい自治体では PFI の導入が盛んではない

という点に着目する． 

『PFI 年鑑 2013 年度版』(2013) に掲載されている全 491 件の PFI 事業を実施自治体の

規模別に年度ごとに分類したものが，図 8 である．図 8 に示したように全体の PFI 実施数

に占める一般市による実施件数は多くなっている．しかし，これは一般市の数が多いためで

ある． 

次に，全 491 件の PFI 事業を実施自治体の規模別に分類し，表 2 に示した．市の区分に

ついては，総務省ホームページの「地方自治体の区分」を参考に，政令指定都市，中核市，

特例市と分類した．政令指定都市とは「人口 50 万以上の市のうちから政令で指定されたも

の」を指し，中核市は「人口 30 万以上の市の申出に基づき政令で指定されたもの」，特例

市は「人口 20 万以上の市の申出に基づき政令で指定されたもの」を指す．さらに，先行研

究（前野・下野, 2006）に倣い，政令指定都市・中核市・特例市をまとめて，特別市と呼び，

特別市ではないその他の市を一般市と呼ぶ．表 2 から分かるように，一般市全体に占める，

PFI をこれまでに実施したことのある自治体の割合は，特別市と比べ低くなっている．  
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図 8：PFI実施件数の自治体区分別推移（2000年度~2012年度）６
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所: 特定非営利活動法人 日本 PFI・PPP 協会『PFI 年鑑 2013 年度版』より著者作成 

 

表 2：PFI実施自治体の内訳（2000年度～2012年度） 

出所: 特定非営利活動法人 日本 PFI・PPP 協会『PFI 年鑑 2013 年度版』より著者作成 

                                                   
６ 1 つの PFI 実施案件に実施主体が複数存在する場合は，実質的な主体が推定できないため除いて算出し
た．  

 全体 政令指定都市 中核市 特例市 一般市 

 
PFI 

実施 
全市 

PFI 

実施 
全市 

PFI 

実施 
全市 

PFI 

実施 
全市 

PFI 

実施 
全市 

市の数 139 789 14 20 25 43 12 40 88 686 

実施率 17.6% 75.0% 58.1% 30.0% 12.8% 

実施件数 174 41 33 12 88 

0

10

20

30

40

50

60

全市 

政令指定都市 

中核市 

特例市 

一般市 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

 

 

 

15 

第4節 事例研究 

第1項 事業の目的と概要 

ここでは，第 3 節の第 1 項で触れた神奈川県鎌倉市近代美術館の PFI 事業を例にとり，

内閣府「PFI アニュアルレポート (平成 17 年度)」（2005）および，神奈川県のホームぺー

ジをもとに，事業の流れを追う． 

目的は，「近代美術館の現在地（鎌倉市）で不足する機能について，鎌倉館（本館及び別

館）と連携する「葉山館（新館）」を葉山町に建設し，2 館体制により，これまでの高い企

画力を受け継ぎ，展示・収蔵機能の充実など，生涯学習時代にふさわしい機能を備えた美術

館を整備すること」とされており，葉山館・鎌倉館本館・鎌倉館別館の 3 館の建設業務・

維持管理等を実施するものである． 

事業の概要については，以下の表 3 の通りである．通常の公共事業とは異なり，建設，維

持・管理業務を一括で発注する事ができている． 

第2項 事業の特徴 

内閣府「PFI アニュアルレポート (平成 17 年度)」（2005）によれば，この事業の特徴は，

①我が国で初めて美術館の整備に PFI を導入したこと，②互いのノウハウを活かす官民の

役割分担が行われたこと，③附帯事業として葉山館の駐車場，喫茶・レストラン，ミュージ

アムショップの運営を義務付けたことによる利用者の利便性が向上したことの 3 点である．

その中で，本稿では，互いのノウハウを活かす官民の役割分担が行われていたことについて

触れる． 

内閣府 PFI 推進室が 2007 年に発表した「PFI に関する年次報告」（p.77） によれば 

 

本事業では，すでに施設の実施設計まで完了しており，設計に関する業務は VE 提案

に限定されたものであった７．施設建設以外の選定事業者の行う業務の範囲については，

美術館事業の業務の切り分けを行い，まずどの業務を県が行うことが適切であるかが検討

された．次に，必ずしも県が行う必要のないと考えられた業務について選定事業者の業務

範囲とすることの可否が検討された．その結果，定められた選定事業者の業務範囲は維持

管理業務が中心となり，展示の企画・作品収集・教育普及等の運営業務は県が行うことと

なった．これは，公立の美術館では採算の取れない展示や学術的な展示も必要であること

や，近代美術館は半世紀に及ぶ歴史があるため県の方が民間よりもノウハウを有している

と考えられためである．ただし，運営業務に選定事業者の意見も反映できるように，官民

の運営協議会で運営内容を協議することも可能となっている．  

以上により，これまでの美術館経営のノウハウを十分に生かしつつ，附帯事業・維持管

理事業に関しては民間事業者のノウハウが生かせるような仕組みが作られた． 

 

とされており，官民がそれぞれのノウハウを活かせるように役割分担がなされたことがうか

がえる．これも PFI の大きな特徴である． 

                                                   
７ VE（Value Engineering）とは，発注者が提示する設計図書に対して施設、設備の価値向上を目的に機
能面、コスト面の観点から事業者が行う技術提案のこと．PFI においては、実施設計まで地方公共団体
が行い、応募者に技術的提案を求める事業がある．また、選定事業者が技術的提案によって地方公共団
体の示した設計図書等を変更することができる場合（契約後 VE）もある（内閣府 PFI 推進室ホームペ
ージ「PFI 事業導入の手引き」より）． 
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表 3：神奈川県 鎌倉市 近代美術館 概要 

出所：内閣府（2005）「PFI アニュアルレポート (平成 17 年度) 」（pp.75~77）より著者作成 

 

第3項 PFI を利用した効果 

内閣府「PFI アニュアルレポート（平成 17 年度）」（2005）によれば，この事業に PFI

を利用したことによる効果は以下の 4 つが挙げられている：県の財政支出の削減，民間事

業者の有するノウハウの活用，適切な修繕の確保，県の事業者選定業務負担の削減． 

以下はこの 4 点についての指摘の抜粋である．（pp.75~77） 

 

①県の財政支出の削減 

この事業には 7 グループから提案参加があり，落札者提案の入札価格は，入札書比

較価格と比較して約 24.9 億円，約 16.6％の削減が見込まれ，定量的な VFM の確保も

実現されている． 

 

 葉山館（新館） 鎌倉館本館 鎌倉館別館 

公共施設の管理者 神奈川県 

施設 

概要 

所在地 三浦郡葉山町一色字三ヶ岡 2208-1 鎌倉市雪ノ下 2-1-53 
鎌倉市雪ノ下

2-8-1 

敷地面積 14,971.84 ㎡ 4,243.12 ㎡ 4,937 ㎡ 

延床面積 7,111.51 ㎡ 2,435.04 ㎡ 1,599 ㎡ 

施設内容 

展示室，収蔵庫，美術図書館，書庫，

講堂，館長室，事務室，学芸員室，喫

茶レストラン，ミュージアムショップ

等 

展示室，彫刻室，収蔵庫，事務室，喫茶室 

 

所有権 
県に賃貸（2003 年 4 月～2033 年 3

月）後，県に無償移転 
神奈川県 

建設・維持管理 PFI 事業者（総合評価一般競争入札方式により選定） 

選定事業者の業務内容 

建設業務，維持管理業務，備品等整備

業務，美術館支援業務（美術情報シス

テム運用支援業務等），葉山新館前の

バスベイ及び歩道の整備 

維持管理業務，美術館

支援業務 

維持管理業務，

美術館支援業務 

維持管理業務契約期間 30 年間（2003 年 4 月～2033 年 3 月） 

13 年間 

（2003年4月～2016年

3 月） 

30 年間 

（2003 年 4 月～

2033 年 3 月） 

施設の所有形態 BOT 方式 

事業類型 サービス購入型（レストラン，ミュージアムショップ，駐車場は独立採算型） 

総事業費 約 124.9 億円（事業者の提案金額） 

経緯 

実施方針公表 2000 年 07 月 28 日 

特定事業選定 2000 年 09 月 18 日 

入札公告 2000 年 11 月 14 日 

落札者決定 2001 年 04 月 03 日 

契約締結 2001 年 07 月 05 日 

供用開始 2003 年 10 月 11 日 
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②民間事業者の有するノウハウの活用 

例えば，展示ケースについては国内で初めて外国製のケースが使用される等，性能発

注により，民間事業者のノウハウを用いた部材の使用が行われた．附帯事業としてのレ

ストランやショップについては，選定事業者の提案により，有名百貨店や有名ホテルと

の提携が可能となり，質の高いサービスが提供されることとなった．葉山の海を一望に

できるレストランは，来館者の人気を集めている． 

③適切な修繕の確保 

美術館では，展示品や作品の保存は非常に重要であり，雨漏り等の防止のため，施設

に修繕が必要とされる場合には早急に対応することが求められているが，従来の公共施

設では，本来修繕するべき状態となっても年度予算の制約により，適切な修繕が実施で

きない場合もあった．BOT 方式の場合，選定事業者が施設を所有しその修繕も行うこ

ととすることにより，事業期間中の建物の修繕費用をあらかじめサービスの対価として

平準化して支出することが可能となり，民間事業者の有するノウハウを活用した，迅速

な修繕対応や予防修繕を行うことが可能となった． 

④県の事業者選定業務負担の削減 

清掃，警備等の日常的業務に関して，従来は業務ごとに毎年一度入札を行うことが必

要であったが，PFI 手法では 30 年間にわたる業務を一括発注すること可能になった

ため，県の事業者選定業務負担が大幅に軽減された．さらに長期的な視点から維持管理

業務を行うことができるため，質の高い維持管理業務が可能となった． 

 

特に，民間市事業者の有するノウハウの活用については，第 5 節で後述するように政府

も着目しており，PFI を導入する大きなメリットである． 

第5節 PFI に関する政府の見解と動き 
次に，今後の PFI の方向性を考える上で重要となる，政府の見解と動きに触れる． 

内閣府「PPP/PFI の抜本改革に向けたアクションプラン」(2013）によれば，実施された

PFI のうち約 4 分の 3 は，PFI 事業者が整備した施設等の費用と事業期間中の管理費等を，

公共施設等の管理者等が税財源から「延べ払い」で支払う方式であり，税財源以外の収入（利

用料金等）により費用を回収する事業はわずか 21 件しかなかった．そのため「民間の資金，

経営能力及び技術的能力を活用して，効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに，国

民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保するという法の本来の目的が必ずしも十

分に達成されているとは言い難い．」と指摘されている． 

また，「インフラの老朽化が急速に進展する中，「新しく造ること」から「賢く使うこと」

への重点化が課題であり，今後は，民間の資金・ノウハウを活用することにより，インフラ

の運営・更新等の効率化，サービスの質的向上，財政負担の軽減が図られる事業については

PFI 事業を積極的に活用する」との見解を示している． 

さらに，「民間と地域の双方にとって魅力的な PPP/PFI 事業として，今後 10 年間（平成

25～34 年）で 12 兆円規模に及ぶ下記の類型による事業を重点的に推進すること」として

いる．それを（1）～（4）の類型ごとにまとめたものが以下の表 4 である．これにより，

政府が今後も PFI 事業を積極的に導入していこうと考えていることが伺える．  

特に，（1）～（4）の類型を通じた具体的取り組みとして，PPP/PFI の抜本改革に重点的

に取り組む各省庁及び地方公共団体に対する適切な評価を踏まえた各種補助金・交付金の重

点化等も述べられている．このように，政府は今後 10 年間で 12 兆円規模の事業を推進す

るとしているが，具体的な取り組みに関しては着手したばかりである． 
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表 4：PPP/PFIの抜本改革に向けたアクションプラン 

出所：内閣府「PPP/PFI の抜本改革に向けたアクションプラン」（2013）より著者作成 

 

続いて，過去の法改正について概観する．大きな法改正は 2011 年，2013 年に行われて

いる．以下ではその法改正によって，PFI 法がどのように変わったのかを述べる． 

 2011 年の法改正では，「PFI の事業対象となる施設種類の拡大」，「民間事業者による提案

制度の導入」，「公共施設運営権の導入」の 3 つが大きな変更点であった．1 つ目の「対象事

業種類の拡大」により，中堅所得者・高齢者など，より幅の広い層を対象とした賃貸住宅に

ついても PFI の活用が可能になった．また，新たな施設として，船舶，航空機等の輸送施

設及び人工衛星という項目が追加された．2 つ目の「民間事業者の提案制度の導入」により，

民間側から公共施設の管理者に対して，事業実施の提案ができることを明確にすることで，

民間の参入意欲の促進を図った．3 つ目の「公共施設運営権の導入」により，公共施設の運

営権を民間に移転しないまま，民間事業者に対して，インフラ等の事業権を長期にわたって

民間に付与する方式が可能となった．これにより，公共側は事業主から運営権の対価を得る

ことで，施設収入の早期回収が可能となり，民間側もより自由度の高い事業運営が可能とな

った． 

PFI/PPP 

事業内容 
具体的取組 

事業規模目標

（2013～22

年） 

公共施設等運営権制度を活用

した PFI 事業 

空港，上下水道事業に

おける運営権制度の積

極的導入等 

PPP/PFIの抜本改革

に重点的に取り組む

各省庁及び地方公共

団体に対する適切な

評価を踏まえた 

各種補助金・交付金

の重点化等 

2～3 兆円 

約

12

兆

円 

収益施設の併設・活用など事

業収入等で費用を回収する

PFI 事業等 

高速道路（特に大規模

改修が必要な首都高）

など，公共施設の維

持・更新に PPP 的手法

の導入検討等 

3～4 兆円 

公的不動産の有効活用など民

間の提案を生かしたPPP事業 

○民間提案に係るガイ

ドラインの発出や提案

窓口の整備 

○政府横断的な案件形

成支援のため，英国の

Infrastructure UK を

参考とした官民連携体

制の構築等 

2 兆円 

その他の事業累計（業績連動

の導入，複数施設の包括化等） 
 3 兆円 
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2013 年の法改正では，官民連携によるインフラファンド機能を担う，株式会社民間資金

等活用事業推進機構を設立し，独立採算型等の PFI 事業に対し金融支援等を実施すること

が決定された． 
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第2章 先行研究及び本稿の位置づ

け 

第1節 先行研究 
ここでは，PFIに関する先行研究として，前野・下野 （2006） と赤井 （2001） の 2つの論文に

ついて言及する． 

まず，PFI の実施要因を分析した研究として前野・下野 （2006） について述べる．そこでは，ど

のような自治体が積極的に PFIを採択しているかについて，全国の 675市（2005年当時）を対象

に分析が行われている．その結果，PFI の実施は自治体の規模と財政状況に依存することが示さ

れている． 

具体的には，各市を 4 つのカテゴリーに分けると，人口規模の大きい政令市・中核市・特例市で

の実施割合が高いことが示された．さらにサンプルを全市，被説明変数を PFI の実施有無 （1，

0） ，説明変数を人口，財政力指数，公債費比率，歳出総額とするプロビット分析の結果，人口が

1%水準で正に有意となった．このことから，人口規模が大きくなるほど，自治体が権限を持ち自主

財源による運営を行えるようになり歳出削減のインセンティブが生まれ，PFI の実施に積極的にな

るということが指摘されている． 

また，前述の分析に変化を加え，説明変数に財政力指数ではなく，交付税ダミー （交付税を受

け取っていれば 1 とする） を追加したプロビット分析の結果，一般市のうち人口が 10 万人以上の

市で交付税交付金不交付団体であることが，PFI 実施に寄与していることが示された．そして，人

口規模が小さく財政力指数も低い自治体は，たとえ新しい削減方法である PFI を実施し経費を削

減しても，これまで国から交付されていた交付税が結果的に削減されるだけであり，積極的に PFI

を推進するインセンティブをもたないと指摘されている． 

次に，PFI 事業と同様に民間活力を導入する制度はいくつか存在するが，それらの比較と共に

PFI の成功要因を分析している論文として赤井 （2001） について述べる．赤井 （2001） は，線

形回帰パネルモデルを用い，最小二乗法により第三セクターの設立要因を分析している．サンプ

ルを「1980 年から 1998 年までの県別年次別パネルデータ」，被説明変数を「第三セクターの年

次別県別の設立数」とし，説明変数に「就業者比率（具体的には県別年度別の第一次および第二

次産業就業者割合）」，「県別年度別の実質 GDP 成長率」，「財政力指数」，「県別失業率」，「各

県における平均民間出資割合」を用いている．また，バブル経済，リゾート法，および，民活法の影

響を考慮するために，バブル前後を示すダミー変数を失業率への係数ダミーとして用い，リゾート

法および民活法の制定前後を示すダミー変数を定数項ダミーとして用いている． 

この分析の結果から第三セクターの失敗要因を検証し，その上で PFI の成功要因について言

及している．分析によって，官民の馴れ合い体質によるインセンティブ問題が第三セクター制度失

敗の大きな要因によっていることを示した．そのため，同様に民間活力を活用するPFI制度では厳

密な契約によって役割分担を明確化することでインセンティブ問題を除去するべきだと論じた．さら



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

 

 

 

21 

に契約の精緻化には官民（とくに官）の能力の向上が欠かせないとしたうえで，外部のアドバイザ

ーを利用すること等を推奨している． 

第2節 本稿の位置づけ 
この研究をもとに，本稿では第 1 に前野・下野 （2006） の先行研究のデータを更新し，

2014 年現在においても一般市町村において PFI が行われにくいのかを明らかにする．さら

に，自治体の職員数，普通建設事業費および過去の PFI 実施経験の有無を説明変数に加え

分析を行い，PFI 事業実施の要因について人口等の自治体の規模以外の要因を探った． 

 第 2 に，実施有りというカテゴリーを 1 回のみの実施と複数回の実施に分割し，順序回

帰も行うことで要因の特定を精緻に行っている．  

 これらの分析をもとに，一般市町村で PFI 制度を活用し，効率的かつ効果的に公共事業

を実施できるよう政策提言を行う． 
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第3章 分析 

第1節 本稿の分析の概要 
本章では 3 つの分析を行う．大きく分けると，PFI を実施する要因の分析と，PFI を

複数回実施する要因の分析である．分析 1-1 では，PFI 実施要因をロジットモデルにより

分析する．分析 1-2 では，分析 1-1 の結果より，人口や職員数など自治体の規模に関する

要因が強いと分かったため，人口 10 万人以上の市にサンプルを限定し，同様の分析を行

い要因の精緻化を図る． 

分析 2 では，順序ロジットモデルを用い，PFI を複数回実施する要因を分析する． 

第2節 分析 1-1：PFI の実施要因分析 

第1項 分析 1-1 の概要 

 自治体単位で PFI を行っているか否かに影響を与える要因をロジットモデルによって明

らかにする．サンプルを 732 市全市（2004 年度当時）とし，被説明変数に 2005 年度から

2012 年度までの PFI 事業の実施有無 （PFI 実施＝1，PFI 未実施＝0） を用いる．また，

説明変数には，2004 年度の各市の「人口」，「財政力指数」，「公債費負担比率」，「歳出総額」，

「自治体の職員数」，「特別市ダミー」，「普通建設事業費」，「2006 年度以前の PFI の実施経

験の有無」を用いる． 

 被説明変数については，PFI 実施の要因を精緻化するため，金谷 (2014) を参考に，PFI

制度が定着期に入ったとされる 2005 年度以降の実施有無に限定した８． 

各市のデータは，先行研究に倣い，PFI の実施方針の公表までの準備に概ね 1 年程度の

期間を有すること，自治体が PFI を行うか検討し始める時点で把握し得る財政状況のデー

タを利用していることを考慮して，2004 年度のデータを使用する． 

 

 

 

 

 

                                                   
８ 金谷 (2014) では，PFI 導入当初 10 年を，1999~2001 年頃を導入期，2002~2004 年頃を普及期，

2005~2006 年頃を定着期，2007~2009 年頃を停滞期と分けている． 
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 表 5：データ出所一覧 

第2項 変数選択 

公共側の PFI 実施の意思決定についての分析を行うため，実施市の規模についての変数

と PFI 実施経験についての変数を選択した．データの出所については，表 5 に示した通り

である． 

また，本分析はパネルデータではないため，GDP 等の年次データは除くこととした． 

 

●人口（千人） 

人口が多い市のほうが，公共事業自体が多く存在していると考えられ，PFI 事業が実施さ

れていると考える． 

 

●財政力指数 

財政力指数が 1 を超えると地方交付税交付金の交付を受けられなくなるため，1 より低い

市では PFI による経費削減を行うインセンティブが低く PFI は実施されないと考える． 

 

●公債費負担比率 

公債費負担比率が高くなれば，普通建設事業費や維持補修費にお金を割くことができない

ため，PFI が実施されないと考える． 

 

●歳出総額（10 億円） 

歳出の額が多い市のほうが，公共事業自体が多く存在しているため，PFI が実施されてい

ると考える．先行研究で市の規模を測る指標として用いられていたため使用したが，歳出

総額と人口の間で非常に強い相関が確認されたため，本稿独自の分析ケース（分析ケース

については以下で詳述）では歳出総額は用いないこととした． 

 

●市の職員数（人） 

職員数が多いということは，以前の公共事業の方式に比べ，事務手続きの増えるといわれ

る PFI に対応する職員を割くことができると考えられるので，PFI が実施されていると

考える． 

 

 

 

 変数名 出所 

被説明変数 PFI の実施有無 『PFI 年鑑 2013 年度版』より著者作成 

説明変数 人口（千人） 

歳出総額（10 億円） 

普通建設事業費（10 億円） 

総務省『平成 16年度市町村別決算状況調』より著者作成 

同上 

同上 

 財政力指数 

公債費負担比率 

市の職員数（人） 

総務省『平成 16年度市町村別決算状況調』 

同上 

同上 

 特別市ダミー 総務省『地方公共団体の区分』より著者作成 

 過去の実施経験の有無ダミー 『PFI 年鑑 2013 年度版』より著者作成 
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●特別市ダミー 

この変数は，分析対象とした市が特別市 （政令指定都市，中核市，特例市のいずれか） で

あるかどうかを表す変数であり，それらに該当する市を 1 とし，その他の市を 0 とする．

人口，歳出総額が一般市よりも大きく，特別市であれば PFI が行われていると考える． 

 

●普通建設事業費（10 億円） 

普通建設事業費は，公共事業のために使われる費用であり，公共事業自体が多ければ，

PFI 事業として行われ得る事業が多く存在すると考える．また，市によっては PFI 方式

で実施する際の事業額の最低金額を決定している場合もあり，規模の小さい公共事業が多

い市では実施されにくいと考える． 

 

●過去の実施経験の有無ダミー 

この変数は，分析対象とした市が，2006 年度以前に PFI を実施した経験の有無を表す変

数であり，実施した市を 1，その他の市を 0 とする．過去に PFI を実施した経験がある

市のほうが PFI という取り組みに積極的であったり，ノウハウの蓄積などがあるため，

それ以降も PFI が実施されていると考える．この変数を用いることで，市側の PFI 活用

ノウハウ，および，その伝播の重要性について明らかにしたい． 

第3項 分析ケース 

本稿では，以下の（1）から（10）の 10 つのケースについて分析を行った． 

(1) 前野・下野 （2006）と同様に，説明変数として人口，財政力指数，公債費負担比率，

歳出総額を用いる． 

(2) 前野・下野  (2006）と同様に，（1）に特別市ダミーを追加する． 

(3)（1）の説明変数から歳出総額を落とす． 

(4)（3）に特別市ダミーを追加する． 

(5)（3）の説明変数に，過去の実施経験有無ダミーを追加する． 

(6)（5）に特別市ダミーを追加する． 

(7)（3）の説明変数から人口を落とし，普通建設事業費を追加する． 

(8)（7）に特別市ダミーを追加する． 

(9)（3）の説明変数の，人口から市の職員総数に変更する． 

(10)（9）に特別市ダミーを追加する． 

第4項 推定結果・考察 

表６から分かるように，すべての分析において，財政力指数が正に有意となった．また，

（3），（4），（5），（6）においては人口が正に有意となり，（6），（7）においては普通建設事

業費が正に有意となり，（9），（10）においては職員数が正に有意となった． 

財政力指数の推定結果から，財政力の弱い市では PFI の活用が行われにくいことが分か

り，PFI による小規模自治体の財政状況の改善は有効に機能していないことが伺える．人口

および市の職員数についての推定結果から，より大きい市，特に PFI という新たな取り組

みに専従できる人員の余裕がある自治体でなければ PFI の活用が難しいことが伺える．普

通建設事業費の結果から，PFI を実施するためには公共事業の規模が影響していることが伺

える． 

 

 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

 

 

 

25 

表 6：分析 1-1の推定結果 

変数 

（1） 

係数 

（標準

誤差） 

（2） 

係数 

（標準

誤差） 

（3） 

係数 

（標準

誤差） 

（4） 

係数 

（標準

誤差） 

（5） 

係数 

（標準

誤差） 

（6） 

係数 

（標準

誤差） 

（7） 

係数 

（標準

誤差） 

（8） 

係数 

（標準

誤差） 

（9） 

係数 

（標準

誤差） 

（10） 

係数 

（標準

誤差） 

定数項 
-4.393*** 

（0.922） 

-4.411*** 

（0.922） 

-4.474*** 

（0.926） 

-4.481*** 

（0.928） 

-4.473*** 

（0.927） 

-4.482*** 

（0.928） 

-4.611*** 

（0.893） 

-4.560*** 

（0.899） 

-4.488*** 

（0.927） 

-4.508*** 

（0.928） 

人口（千人） 
0.001 

（0.004） 

0.001 

（0.004） 

0.006*** 

（0.001） 

0.006*** 

（0.001） 

0.006*** 

（0.001） 

0.006*** 

（0.001） 
    

財政力指数 
1.661*** 

（0.618） 

1.657*** 

（0.618） 

1.546** 

（0.622） 

1.543** 

（0.622） 

1.548** 

（0.622） 

1.545** 

（0.623） 

1.980*** 

（0.580） 

1.964*** 

（0.583） 

1.597 *** 

（0.614） 

1.590*** 

（0.614） 

公債費負担比率 
0.010 

（0.039） 

0.010 

（0.039） 

0.022 

（0.038） 

0.022 

（0.038） 

0.021 

（0.038） 

0.022 

（0.038） 

0.026 

（0.037） 

0.025 

（0.037） 

0.015 

（0.038） 

0.015 

（0.038） 

歳出総額 

（10 億円） 

0.014 

（0.011） 

0.015 

（0.011） 
        

市の職員数 

（人） 
        

0.001*** 

（0.000） 

0.001*** 

（0.000） 

特別市ダミー  
-0.202 

（0.453） 
 

-0.059 

（0.427） 
 

-0.065 

（0.428） 
 

0.389 

（0.426） 
 

-0.162 

（0.440） 

普通建設事業費 

（10 億円） 
      

0.084*** 

（0.015） 

0.073*** 

（0.018） 
  

過去の実施経験

の有無ダミー 
    

-0.124 

（0.468） 

-0.128 

（0.470） 
    

サンプル数 732 732 732 732 732 732 732 732 728 728 

Nagelkerke R2 0.309 0.310 0.305 0.305 0.305 0.305 0.273 0.275 0.310 0.310 

注：*** ，**， * はそれぞれ有意水準 1%，5%，10%を示す． 
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第3節 分析 1-2：人口 10 万人以上の自治体で

の PFI の実施要因分析 

第1項 分析 1-2 の概要 

分析 1-1 より，PFI 実施には，市の規模（人口・職員数）が大きく影響していることが分

かった．そこで，実施要因をより精緻化するため，本節では人口 10 万以上の市にサンプル

を限定し，分析 1-1 と同様にロジットモデルによる分析を行う． 

具体的には，サンプルを人口 10 万人以上である 236 市（2004 年度当時）とし，被説明

変数に 2006 年度から 2012 年度までの PFI の実施有無 （PFI 実施＝1，PFI 未実施＝0） を

用いる．また，説明変数には，2004 年度の各市の「財政力指数」，「公債費負担比率」，「特

別市ダミー」 ，「普通建設事業費」，「2006 年度以前の PFI の実施経験の有無」を用いる．

各市のデータは，分析 1-1 と同様に，2004 年度のデータを使用する． 

 

第2項 変数選択 

市の職員数，歳出総額については，人口との相関が確認されたため，本節の分析では省い

た．その他の変数については，分析 1-1 と同様のものを使用する． 

 

第3項 分析ケース 

以下の 6 つのケースについて分析を行った． 

（1）説明変数として財政力指数，公債費負担比率を用いる． 

（2）（1）の説明変数に特別市ダミーを追加する． 

（3）（1）の説明変数に，普通建設事業費を追加する． 

（4）（3）の説明変数に特別市ダミーを追加する．  

（5）（1）の説明変数に，過去の実施経験の有無ダミーを追加する． 

（6）（5）に特別市ダミーを追加する． 

 

第4項 推定結果・考察 

すべての分析において，財政力指数が正に有意となった． また，（1），（2），（5），（6），

においては公債費負担比率が正に有意となり，（2），（6）においては特別市ダミーが，（3），

（4）においては普通建設事業費が，（5），（6）においては過去の実施経験の有無ダミーが，

正に有意となった． 

財政力指数・公債費負担比率の結果から，財源を投資的経費に使えることが PFI を実施

する要因となっていることが伺える．また，特別市ダミーの結果から，民生行政や都市計画

に関する事務を市で行うことができることも重要であると伺える．実施経験の有無ダミーの

結果から，一度 PFI を行った市は複数回実施する傾向にあり，市が PFI の効果を認めてい

ることが伺える．Nagelkerke の R2 の比較から，（3）の結果に特に注目する．普通建設事

業費の結果から，PFI を実施するためには公共事業の規模が影響していることが伺える．  
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表 7：分析 1-2の推定結果 

変数 

（1） 

係数 

（標準誤

差） 

（2） 

係数 

（標準誤

差） 

（3） 

係数 

（標準誤

差） 

（4） 

係数 

（標準誤

差） 

（5） 

係数 

（標準誤

差） 

（6） 

係数 

（標準誤

差） 

 

定数項 

 

-4.968*** 

（1.265） 

-4.796*** 

（1.231） 

-3.858*** 

（1.318） 

-3.866*** 

（1.321） 

-4.649*** 

（1.244） 

-4.558*** 

（1.255） 

 

財政力指数 

 

2.242*** 

（0.817） 

2.102** 

（0.837） 

1.538* 

（0.876） 

1.547* 

（0.879） 

1.940 ** 

（0.847） 

1.900 ** 

（0.853） 

 

公債費負担比率 

 

0.134*** 

（0.042） 

0.106** 

（0.044） 

0.046 

（0.049） 

0.045 

（0.049） 

0.118*** 

（0.043） 

0.097** 

（0.045） 

 

特別市ダミー 

 

 
1.020*** 

（0.319） 
 

0.122 

（0.405） 
 

0.855 ** 

（0.335） 

普通建設事業費 

（10 億円） 
  

0.056*** 

（0.014） 

0.054*** 

（0.016） 
  

過去の実施経験

の有無ダミー 
    

1.021 *** 

（0.379） 

0.730 * 

（0.401） 

サンプル数 236 236 236 236 236 236 

Nagelkerke の

R2 
0.075 0.133 0.257 0.258 0.116 0.151 

注：*** ，**， * はそれぞれ有意水準 1%，5%，10%を示す． 
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第4節 分析 2：PFI 事業の複数回実施の要因

分析 

第1項 分析 2 の概要 

次に，PFI の実施について，1 回の実施と複数回の実施を区別し，実施回数を順序尺度と 

した順序ロジットモデルによる分析も行った． 

サンプルを 732 市全市（2004 年度当時）とし，被説明変数に 2006 年度から 2012 年度

までの PFI 事業の実施回数ダミー（PFI 実施回数 2 回以上＝2， PFI 事業実施回数 1 回＝1， 

PFI 未実施＝0 とコーディング）を用いる．実施回数ダミーは，『PFI 年鑑 2013 年度版』

より著者が作成した．また，説明変数は，各市の「人口」，「財政力指数」，「公債費比率」，「市

の職員数」，「特別市ダミー」，「普通建設事業費」を用いる． 

第2項 変数選択 

分析 1 で使用した「2006 年度以前の PFI の実施経験の有無ダミー」については，2006

年度から 2012 年度の間で PFI を開始し，複数回実施した市も存在するため，説明変数か

ら外すこととした．それ以外の変数については，分析 1 と同様の説明変数を用いた． 

第3項 分析ケース 

本稿では，以下の 6 つのケースについて分析を行った． 

（1）分析 1 を参考に，説明変数として人口，財政力指数，公債費負担比率を用いる． 

（2）（1）の説明変数に，特別市ダミーを追加する． 

（3）（1）の説明変数から，人口を落とし，職員数を追加する． 

（4）（3）の説明変数に，特別市ダミーを追加する． 

（5）（1）の説明変数から，人口を落とし，普通建設事業費を追加する． 

（6）（5）の説明変数に，特別市ダミーを追加する． 

第4項 推定結果・考察 

すべての分析において，財政力指数が正に有意となった．また，（1），（2）においては人

口が正に有意となり，（3），（4）においては職員数が，（2），（4），（6）においては特別市ダ

ミーが，（5），（6）においては普通建設事業費が正に有意となった．分析 1 と同様の結果が

得られ，分析 1 と同様の考察が考えられる． 
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表 8：分析 2の推定結果 

変数 

（1） 

係数 

（標準誤

差） 

（2） 

係数 

（標準誤

差） 

（3） 

係数 

（標準誤

差） 

（4） 

係数 

（標準誤

差） 

（5） 

係数 

（標準誤

差） 

（6） 

係数 

（標準誤

差） 

 

人口（千人） 

 

0.003*** 

（0.001） 

0.003*** 

（0.001） 
    

 

財政力指数 

 

2.148*** 

（0.562） 

2.121*** 

（0.570） 

2.320 *** 

（0.548） 

2.239 *** 

（0.561） 

2.373 *** 

（0.541） 

2.257*** 

（0.557） 

公債費負担比率 
0.041 

（0.034） 

0.037 

（0.035） 

0.047 

（0.034） 

0.041 

（0.035） 

0.048 

（0.034） 

0.040 

（0.035） 

市の職員数 

（人） 
  

0.000*** 

（6.697E-5

） 

0.000*** 

（7.292E-5

） 

  

 

特別市ダミー 

 

 
0.795** 

（0.362） 
 

1.048*** 

（0.348） 
 

1.038*** 

（0.345） 

普通建設事業費 

（10 億円） 
    

0.044*** 

（0.007） 

0.032*** 

（0.008） 

サンプル数 732 732 728 728 732 732 

NagelkerkeのR2 0.240 0.249 0.216 0.233 0.221 0.238 

注：*** ，**， * はそれぞれ有意水準 1%，5%，10%を示す． 
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第4章 政策提言 

第1節 概要 
本稿では，市が PFI を 1 回または複数回実施する要因について分析を行った．そして，特

別市ダミーを入れることで民生行政・環境保全・都市計画などを市の権限で決定できるよう

になることが PFI の実施有無に影響を与えるかどうかを分析した． 

 その結果，PFI の実施要因として，実施する市の①人口，②財政力指数，③職員数，④普

通建設事業費，があげられることが分かった．また，分析対象を 10 万人以上の市に限定を

して分析を精緻化した結果，PFI の実施要因として①財政力指数，②公債費負担比率，③特

別市ダミー，④過去の実施経験の有無，⑤普通建設事業費，があげられることが分かった．

実施回数ダミーを設け，順序ロジットモデルで分析を行った結果，①人口，②財政力指数，

③職員数，④特別市ダミー，⑤普通建設事業費，があげられるということが分かった． 

この結果を踏まえ，財政規模が小さい自治体においても PFI が実施しやすいような政策

提言を行う． 

具体的には，1. 近隣自治体による類似公共事業の一括発注，2. 都道府県単位での PFI

専門官の設置や派遣，3. PFI の情報の共有システムの構築である． 

第2節 近隣自治体による類似事業の一括発注 

第1項 着目する変数 

本節では，近隣自治体による類似公共事業の一括発注を提言する．分析の結果より，PFI

事業を実施する際に障壁となる，普通建設事業費が小さいことに注目をする．普通建設事業

費が小さいということは個別の公共事業の規模も小さいと考えられる．公共事業の事業規模

が小さいことが，地方公共団体が PFI を導入することへの障壁となる．内閣府 PFI 推進室

のホームページ「PFI 事業導入の手引き」によれば「PFI 事業では，提案書作成費用，SPC

設立費用，金融機関に支払う手数料など事業規模に関係なく，民間事業者に発生する費用も

あります．VFM を達成するには，民間事業者は各種の工夫によるコスト削減（建設費や維

持管理運営費）によって，これらの費用を補わなければなりませんが，事業規模が小さい場

合は困難な場合もあります．以上のことから，建設費や維持管理運営費において，ある程度

の規模が必要と考えられます．先行事例でも，事業規模として多いのは 10 億円以上 50 億

円未満のものです」とされており，事業規模が小さな事業への PFI の導入が難しいことが

うかがわれる． 

また，土木学会建設マネジメント委員会インフラ PFI 研究小委員会課題分析部会の「イ

ンフラ整備を伴う PFI 事業形成のための課題の明確化とその解決策の提言に向けて（その
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2) 」（2008）によれば，自治体が設ける PFI のガイドラインにおいて，PFI の導入に事業

規模の最低基準を設けられていることが指摘されている．このように，地方自治体が事業規

模の小さな公共事業においては，PFI の導入は適さない，あるいは，導入による効果が薄い

と考えていることが伺える． 

第2項 政策提言 

本稿では，近隣自治体による類似案件の一括発注を提言する．藤井（2005）によれば「イ

ギリスの「バンドリング」という同種類の事業を束ね，一定の規模にして PFI で発注する

手法などを提案していく必要があるように思われる」とされており，一括発注の指摘はすで

に行われている．しかし，我々が調べた限り，国レベルでの議論は盛んでなく，一括発注を

推進すべきである．一括発注を進めることにより，規模が小さいため更新などが進まない公

共施設インフラの更新を行うことができると考える． 

過去に学校施設に関しては同一市内で一括発注が行われているため，以下で詳しく述べ

る．内閣府 PFI 推進室の「PFI 導入の手引き」によれば四日市市立小中学校施設整備事業

において，同市内の市立小中学校 4 校（南中学校・橋北中学校・港中学校・富田小学校）

の校舎等の老朽化に伴う更新のため，民間事業者が企画・設計，改築・改修，解体・撤去業

務を行い 4 校の学校施設全体の維持管理業務を実施する事業が行われた．同市では複数校

での共同実施により，メリットとして事業性が確保されたことをあげている．また，文部科

学省の「公立学校施設整備 PFI 事業のための手引書」(2003) によれば，VFM を確保する

ために，複数校の施設整備を行うことが指摘されている．現在実施されているのは同一市内

であるが，市町村間の協力により，近隣自治体と共同で教育文化施設の一括発注は可能であ

る．留意しなければならない点として市町村の実情の摺り合わせをしなければならない点が

挙げられる．「公立学校施設整備 PFI 事業のための手引書」（pp.62-63）によれば「公立学

校施設のPFI事業においては，学校の運営を行う主体は，あくまでも地方公共団体であり，

民間事業者は基本的には運営に関与しません．このため，学校運営に直接的に関与する，校

長，教職員，保護者等の意見を採り入れて施設計画等を検討することが重要です．従って，

公立学校施設の PFI 事業においては，地域の実情等を考慮した上で，基本設計まで地方公

共団体が行うことも考えられます」としている． 

以上より，一括発注は事業規模を大きくするというメリットがある．一方で，学校整備を

複数の市町村で行うということは，市町村間の調整が必要であることを示唆している． 

一括発注を推進するためには，内閣が市町村に一括発注という手法の検討を勧め，モデル

ケースを示すこと，また，第 3 節の提言である，PFI 専門官を派遣して，市町村間での調

整を容易にすることが重要である． 

第3節 都道府県単位での PFI 専門部署の設置

·派遣 

第1項 着目する変数 

第 1 の提言では，近隣自治体で類似公共事業を一括発注化することをあげた．第 2 の提言

では，さらに一括発注の効果を高めるために，PFI に関するノウハウなどを伝え実務を遂行

しやすくするための制度として，都道府県への PFI 専門部署の設置を提言する． 
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本節では 2 つの変数に着目し，政策提言を行う．1 つ目の変数は，地方自治体の職員数で

ある．職員数が少ない自治体ほど，PFI を実施していなかったことが分析により明らかとな

った．これは，PFI の活用に充てる職員が不足しているためと考えられる．「平成 24 年度

地方公共団体定員管理研究会報告書」 (2012) によれば，地方自治体の職員数は 1994 年の

約 328 万人をピークに減少しており，2012 年 4 月 1 日時点で約 277 万人となっている．減

少率は約 16%にまで達しており，減少傾向はまだ続いている状態である（図 9 参照）． 

また，「平成 24 年地方公共団体定員管理調査結果」（p.13）によれば，地方公共団体の職

員の内訳は防災や児童相談所の割合が増加しているが，PFI を担当する公営企業等会計部門

の割合は 2001 年をピークに減少が続いている． 

PFI は事業の種類によって地方公共団体の担当部門はそれぞれ異なっている．一例とし

て，千葉市のこてはし学校給食センター再整備事業においては，教育委員会事務局学校教育

部保健体育科が事業担当をしている．私たちの提言では，水道や交通等のインフラ整備に

PFI を充てることを検討している．したがって，この調査結果においては，公営企業等会計

部門の定義を，「病院，水道，下水道，交通，その他（国保事業，収益事業，介護保険事業，

その他）の各部門の総称である．」 (p.2) としているため，PFI 事業を担当するのは公営企

業等会計部門であると想定した． 

 さらに，「平成 21 年度地方公共団体定員管理研究会報告書」 (2009) で言及されている，

神奈川県，静岡市，土浦市，多古町による意見では，次のように述べられている． 

 

・これまでの世論は，どちらかと言えば，「職員数を削減しろ」という傾向であったが， 

先日実施した『行政システム改革の今後の取り組み方針』のパブリックコメントに，「職

員数が削減されて県民サービスが低下しないか心配だ」との意見が見られた．最近まで

は見られなかった意見との印象を受けている(p. 21) ． 

・時間外勤務が平成 17 年から平成 21 年の 4 年間で 14％増加している．職員が日常業務 

に忙殺されて，政策・企画的な面がおろそかになることが懸念される (p. 24) ． 

・定員の純減を進めることは，規模の小さい市町村ではかなり厳しい状況にある．既に 

減らせるだけ減らしたという印象を持っている(p. 33) ． 

 

 このように，地方自治体にいる職員数が限界まで少なくなってきているという意見が多く

挙げられている． 

 また，PFI は事務量が多く，そのため必要な職員数も多くなる．総務省が公表した，PFI

事業を企画・実施した地方公共団体（都道府県，市区町村，組合等）を対象に行った「地方

公共団体における PFI 実施状況調査報告書」(2011) によると，準備にかかる事務量が多い

ことを PFI の問題点として挙げている団体は 87.9％にも上る．このアンケートから示され

る通り，実際の地方自治体も PFI にかかる事務量の多さを問題視していることがわかる． 

 以上のことから，PFI をより活用しやすくするためには，地方自治体の PFI にかかる職

員数の増員を確保するシステムを構築することが必要となる． 
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図 9：地方公共団体の総職員数(千人)  (1994年度～2012年度) 

 
出所：総務省「平成 24 年度地方公共団体定員管理研究会報告書」(p.1) より筆者作成 

 

障壁となる 2 つ目の要因は過去に PFI 事業を実施したことがあるか否かである．分析に

より過去に PFI 事業を実施したことがない地方自治体（10 万人以上の人口の自治体に限る）

は，過去に実施経験がある自治体よりも PFI を行わないことが明らかになった．これは，

PFI を一度実施すると，自治体に PFI 事業のノウハウ等が蓄積され，事業にかかるコスト

が低下することや，2 回以上行う自治体には PFI の専門部署が設けられていること等が考

えられる． 

 内閣府 PFI 推進室のホームページによれば，「岡山県では，現在まで 3 件の PFI 事業を

実施していますが，県の PFI 事業を統括管理する専門部署として行政改革推進室を設置し

ています．他の地方公共団体においても，個別の PFI 事業の検討事務局は各事業担当課に

設置されることになると考えますが，恒常的に PFI 統括部署を設置し，事務局と共同で各

PFI 事業を実施する体制を構築することは，行政組織として PFI 事業に関するノウハウの

蓄積と継承のために非常に有用であると考えます．」とあり，各自治体で PFI の担当部署の

必要性について述べているが，先述したとおり地方の一般市町村には職員数が足りていない

ため，実現は難しいと考えられる． 

 以上のことから，職員の事務負担を軽減するための業務ノウハウの蓄積・共有システムを

構築することが必要となる．以下では，現在までに行われた業務ノウハウを提供する仕組み

について述べる． 

現在，内閣府 PFI 推進室では，希望する地方自治体に PFI 専門官を派遣する制度を既に

整えているが，公式ホームページの電子メールフォームは現在使用不可となっており，FAX

送信フォームも平成 24 年度のものから更新されていない（最終情報確認日：2014 年 11 月

3 日）． 

 一方，一般財団法人地域総合整備財団〈ふるさと財団〉が運営する自治体 PFI 推進セン

ターでは，2008 年から PFI を推進するセミナーや PFI の専門官の派遣を毎年積極的に行っ

てはいるものの，その規模は小さい．平成 26 年度公民連携派遣アドバイザー事業では，PFI

のほかにも指定管理者制度等の公民連携手法の取り入れを検討する地方公共団体に無償で
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シンクタンク等の専門家や地方公共団体職員を派遣している．しかし，この派遣制度は 2

年前に始まったばかりであり，過去の実績数はまだ乏しい．2013 年は PFI のアドバイザー

派遣は 17 件にとどまっており，より多くの一般市町村に PFI を波及させるにはまだまだア

ドバイザーの数が足りていない． 

 上記の通り，現在，PFI 専門官のアドバイスを受けられるのはごく一部に限られており，

全国の多くの地方自治体はPFIを行う際にノウハウの不足が足枷となることが予想される． 

 

第2項 政策提言 

上述した 2 つの要因を分析した結果を踏まえたうえで，PFI をより多くの自治体に広め

るために，本稿では都道府県に事務手続きをサポートする PFI 専門部署を設置し，各都道

府県にある一般市町村に派遣する制度の創設を提言する． 

 都道府県レベルではなく，市レベルでの部署の設置も当然ながら１つの方策として考えら

れる．しかし，我々は市レベルでの部署の設置の提案は行わない．その理由は，１つ目の注

目要因であげたように全国の地方自治体では人不足が顕著になっており，とても新しい部署

を作る余裕はないためである．また，本稿で私たちが問題視しているのは，民間側のノウハ

ウ不足ではなく公共側のノウハウ不足によって PFI がなかなか実施されていないことであ

る．これは，分析の際に過去の実施有無ダミーが有意に出たためである．そのため，今回は

民間の専門家ではなく，公共側に専門官を作る制度を提案する． 

また，派遣されるのは民間企業の社員であることが多く，都道府県単位でその地域の実情

を把握した，公共側の PFI を専門に扱うアドバイザーが必要だと考えられる．さらには，

長期的にノウハウを蓄積して多くの自治体が PFI を積極的に推し進めていくには自治体

PFI 推進センターだけでは不完全である．そこで，私たちが提言するのは，都道府県が各自

PFI 担当部署を設置し，各都道府県の地方自治体に専門官を派遣する制度である．  

各都道府県が PFI 担当部署を設置し，地方の実情を把握したアドバイザーを各地方自治

体に派遣することによって，各地方自治体の PFI にかかる職員数は増員され，さらにはノ

ウハウが共有されることによって職員の事務量の負担は大きく軽減されることになる．ま

た，1 回限りでなく恒常的に PFI を同一地域で推し進めることが可能となる．さらに，長

期的にノウハウを培うことが可能となる．近隣自治体で類似公共事業の一括発注を第一の提

言としてあげたが，地方の実情を把握したアドバイザーが派遣されることで，ノウハウの共

有のみならず市の合意形成をスムーズに行えるようになり，相乗効果が期待される． 

第4節 PFI の情報の共有システムの構築 
 本稿では最後に，市町村が PFI 案件に関する情報を掲載するシステムを構築することを

提言する．なぜなら，前述の「近隣自治体で類似公共事業の一括発注」「都道府県単位での

PFI 専門官の設置·派遣」という施策を行う上で，市町村間での情報共有が迅速に行われる

必要があると考えられるからである． 

著者が調査した範囲で，全国の市町村の PFI 事業（検討中の事業も含む）をと取りまと

めた，データベースを見つけることはできなかった．以下では，想定される参加主体，共有

される情報等について議論をする． 

システムの運営主体は総務省を想定している．システムの運営主体としては地方との連携

などの必要性から総務省が妥当であると考えられる．また，参加主体として，全国の市町村

及び都道府県を想定している．  
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 共有される情報としては，地方自治体により公示されている案件，PFI 導入を検討中の案

件，インフラ老朽化の情報があげられる．それを国が事業分野別に分類をして，データベー

スとする． 

 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

 

 

 

36 

先行研究・参考文献・データ出典 

主要参考文献：  

・ 赤井伸郎・篠原哲 (2001) 「第三セクターの設立・破綻要因分析-新しい公共投資手法

PFI の成功にむけて-」 『日本経済研究』44 号 pp. 141-166 

・ 前野貴生・下野恵子 (2006) 「市レベルでの PFI の分析：PFI の実施と財政」 『国際

地域経済研究』no. 7，pp. 45-58． 

引用文献：  

・ 神奈川県 (2012)「財政支出の平準化について」資料 5  p. 3 (情報最終確認日：

2014/10/19) 

・ 金谷隆正 (2014)「我が国 PFI 15 年の軌跡と今後の展望（抄録）」『日経研月経 2014 年

5 月号』pp.58-69 

・ 京都府府民サービス等改革検討委員会 (2011)「指定管理者制度の見直しに関する提言」 

(情報最終確認日：2014/11/3) 

・ 国土交通省 (2011)「「国土の長期展望」中間とりまとめ」 (情報最終確認日：2014/10/19) 

・ 国土交通省 (2013)「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について 答申」(情報

最終確認日：2014/10/19) 

・ 総務省 (2003)「平成15年版地方財政白書ビジュアル版」 (情報最終確認日：2014/10/19) 

・ 総務省 (2009)「平成 21 年度地方公共団体定員管理研究会報告書」(情報最終確認日：
2014/10/24) 

・ 総務省 (2011)「地方公共団体における PFI 実施状況調査報告書」 (情報最終確認日：
2014/10/24) 

・ 総務省 (2012)「平成 24 年度地方公共団体定員管理研究会報告書」(情報最終確認日：
2014/10/24) 

・ 総務省 (2014)「平成 26 年度版地方財政白書」 (情報最終確認日：2014/10/19) 

・ 総務省 (2014) 「平成 26 年版地方財政白書ビジュアル版」 (情報最終確認日：

2014/10/19) 

・ 総務省ホームページ「地方自治制度の概要」「地方自治体の区分」 (情報最終確認日：

2014/10/24) 

・ 土木学会建設マネジメント委員会インフラ PFI 研究小委員会課題分析部会 (2008) 

「インフラ整備を伴う PFI 事業形成のための 課題の明確化とその解決策の提言に向

けて（その 2） 」 (情報最終確認日：2014/10/24) 

・ 内閣府 (2005)「PFI アニュアルレポート（平成 17 年度）」，pp.75-77(情報最終確認日：

2014/10/24) 

・ 内閣府 (2013)「PPP/PFI の抜本改革に向けたアクションプラン」 (情報最終確認日：
2014/10/19) 

・ 内閣府公共サービス改革ホームページ「地方公共団体の市場化テスト」 (情報最終確認

日：2014/10/24) 

・ 内閣府 PFI 推進室ホームページ (2014)「PFI の現状について」「PFI 事業の導入の手

引き」「PFI とは PFI の効果」(情報最終確認日：2014/10/19) 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

 

 

 

37 

・ PFI インフォメーションホームページ「PFI とは PFI 事業スキーム」，「PFI のメリッ

ト」(情報最終確認日：2014/10/19) 

・ 藤井勇 (2005)「PFI 手法による土木構造物整備」 (情報最終確認日：2014/10/24) 

・ みずほ総合研究所 (2013)「財政悪化と施設老朽化が進む中でのインフラ整備―公共投

資の「選択と集中」，PPP/PFI の拡大がカギ」(情報最終確認日：2014/10/19) 

・ 文部科学省「公立学校施設整備 PFI 事業のための手引書」 (情報最終確認日：
2014/10/24) 

データ出典：  

・ 総務省ホームページ 『平成 16年度市町村別決算状況調』 

・ 特定非営利活動法人 日本 PFI・PPP 協会（2013） 『PFI 年鑑 2013 年度版』 特定非営

利活動法人 日本 PFI・PPP協会 


