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第２ 加速すべき重点項目と基本的な施策（新下水道ビジョン加速戦略（H29.8策定））

重点項目Ⅰ 官民連携の推進
１．背景・課題、取組みの方向性
・下水道事業においては、職員数の減少、老朽化施設の急増、厳しい経営環境という「人」「モノ」「カネ」

の問題が深刻化しており、特に中小地方公共団体単独では持続的な事業運営は困難な状況も見られる。
・このような状況への解決策のひとつとして、民間企業のノウハウや創意工夫を活用した官民連携が挙げられ

る。既に、一部の地方公共団体においては包括的民間委託等、各事業体の実情に応じた官民連携手法の検討・導
入に着手しているところである。中でも従前の手法よりも民間の自由度を高めるとともに長期的視点に立つことがで
きるコンセッション方式への注目が高まっている。

・上記を踏まえ、国は下水道事業の持続的な事業運営に資する官民連携を推進するための施策を以下のとおり
講じていく。

２．基本的な施策
（◎：直ちに着手する新規施策、○：逐次着手する新規施策、◇：強化・推進すべき継続施策）

（１）コンセッション事業等をはじめとする多様な PPP/PFI の促進

◇トップセールス、地方公共団体担当者説明会等、継続的な取組みによるコンセッション方式等への官民の理
解促進【普及啓発】

◎コンセッション事業継続が困難になった場合の対応策の整理（第三者履行代行のあり方の検討や履行保証保
険の活用の検討等）【制度構築】

◎PPP/PFI 検討会民間セクター分科会における議論等を通じ、企業が安心して参入できるための、リスク分
担や地方公共団体の関与のあり方の整理【制度構築】

◎広域的な官民連携を促進する仕組みの整理【制度構築】
◎上下水道一体型など他インフラと連携した官民連携を促進する仕組みの整理【制度構築】
○独自でモニタリングを行うことが困難な地方公共団体への支援手法の整理【その他】
◇コンセッション事業に取り組む地方公共団体への技術的・財政的支援【事業実施】
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第２ 加速すべき重点項目と基本的な施策（新下水道ビジョン加速戦略（H29.8策定））

重点項目Ⅴ 水インフラ輸出の促進
１．背景・課題、取組みの方向性
・海外展開は「国際貢献」や「国際協力」の文脈から取り組まれる傾向にあったが、近年、「水インフラ輸出」「水ビジネス
展開」として取組みを強化している。

・我が国の優れた下水道技術・ノウハウを最大限に活かし、世界の水環境問題解決への貢献と、本邦企業の海外ビジ
ネス展開のため、水インフラ輸出に取り組んでいるが、本邦企業の受注は依然として限定的である。

・下水道を含む世界の水市場は拡大傾向にあり、国内・国外一体となった戦略の下で推進体制の強化を図りつつ、案
件形成の加速化が必要である。

・海外で培った安価かつ短工期の技術、ノウハウを国内に還元することで国内における下水道事業の持続的な運営へ
の貢献が期待できる。

・上記を踏まえ、国は水インフラ輸出の促進に向けた施策を以下のとおり講じていく。

２．基本的な施策
（◎：直ちに着手する新規施策、○：逐次着手する新規施策、◇：強化・推進すべき継続施策）

（１）推進体制の整備
◎日本下水道事業団の国際業務の拡充検討（例：民間企業等と連携した海外下水道事業に係る実現可能性調査

の受託等）【制度構築】
◇地方公共団体における国際人材育成の促進及び下水道グローバルセンター（GCUS）17を活用した海外下水道市場
に関する調査・情報提供機能の強化【事業実施】
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第２ 加速すべき重点項目と基本的な施策（新下水道ビジョン加速戦略（H29.8策定））

２．基本的な施策
（◎：直ちに着手する新規施策、○：逐次着手する新規施策、◇：強化・推進すべき継続施策）

（２）国内・国外一体となった戦略
◎現地ニーズを踏まえた本邦技術の海外実証の実施及び現地基準等への組入れ【事業実施】
〇海外展開した本邦技術の国内適用性に関する検討【その他】
◇運営・維持管理に係る民間企業の経験強化のための国内コンセッション等PPP/PFI の促進【事業実施】
◇地方公共団体（またはその外郭団体）と民間企業のコンソーシアムによる運営・維持管理ノウハウの共有、水平展
開【好事例の水平展開】

（３）効果的なマーケット拡大・案件形成の加速
◇JICA 等との連携の下、案件の計画段階からの本邦技術のスペックインの促進【事業実施】
◎下水道と関連分野をパッケージ化した案件の提案、事業化（例：下水道と都市開発の一体的案件形成、下水道と浄
化槽のパッケージ化等）【事業実施】

◇地方公共団体、相手国政府・教育機関との連携による下水道や水循環の重要性に関する啓発活動の実施【普及啓
発】
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第２ 加速すべき重点項目と基本的な施策（新下水道ビジョン加速戦略（H29.8策定））

重点項目Ⅶ ニーズに適合した下水道産業の育成
１．背景・課題、取組みの方向性
・下水道インフラシステムを持続させていくためには、国内企業が国内外で活発な経済活動を主導的に行い、下水道
産業が持続的に発展していくことが重要である。

・人口減、施設の老朽化、国・地方公共団体の財政難、国内市場の縮減等、下水道事業をとりまく環境が急速に変化し
ている中、環境の変化やニーズに対応できる下水道産業の育成が求められている。

・一方、我が国の企業は、下水道事業全体の運営を行う経験が乏しいため、国内下水道事業のコンセッションへの移
行や海外における事業受注に即時に取り組めない状況である。加えて、今後生産年齢人口が大幅に減少する見込
みであり、そのような状況下で、労働生産性を向上させるとともに、必要な人材を確保・育成する取組みが必要である。

・上記を踏まえ、国は民間企業の下水道事業における運営ノウハウの蓄積及び技術者等人材の確保・育成に向けた
施策を以下のとおり講じていく。

２．基本的な施策
（◎：直ちに着手する新規施策、○：逐次着手する新規施策、◇：強化・推進すべき継続施策）

（１）民間企業の下水道事業における運営ノウハウの蓄積

○下水道産業の実態調査、現在の下水道産業の特徴・課題に関する詳細分析の実施【その他】
○下水道施設等について民間企業の事業参画判断に資する情報提供のあり方の整理【制度構築】
◎PPP/PFI の促進による、民間企業の下水道事業（資源・エネルギー利用も含む）運営機会の創出を通じた、海外市
場においても競争力を持つ企業の育成（例：設計・施工から事業運営までの各業種間の連携促進、一連の業務を総
合的にマネジメントできる企業の育成、浄化槽、廃棄物処理業等他インフラ間の連携促進等）【その他】
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第２ 加速すべき重点項目と基本的な施策（新下水道ビジョン加速戦略（H29.8策定））

２．基本的な施策
（◎：直ちに着手する新規施策、○：逐次着手する新規施策、◇：強化・推進すべき継続施策）

（２）持続的な下水道サービスを支える技術者等人材の確保・育成
○民間企業が適切な利益を得ることができる PPP/PFI スキームの検討及び提案（例：共同発注による事業規模の拡
大、資源利用等地域の特色を活かして収益を生む事業の拡大等）【制度構築】

○B-DASH 等の活用による、ICT やロボット技術等労働生産性向上に資する技術開発の促進【技術開発・実証】
○技術力を有する地域企業が、包括的民間委託・コンセッション等を受託する事業体に参画しやすいスキームの検
討・提案（地域貢献を積極的に評価する仕組みの提案等）【制度構築】

○下水道事業に係る技術的ノウハウを有する企業が不足する地域における企業育成のあり方について整理【その他】
○地方公共団体経験者の持つノウハウや技術の活用のあり方について整理【その他】
○研修等を通じた、経営・技術の両面から必要な人材育成の促進【事業実施】
○学生等に対して下水道事業の魅力を伝える広報活動の推進【普及啓発】
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財政制度等審議会 財政制度分科会

（平成29年10月17日）
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財政制度等審議会 財政制度分科会（平成29年10月17日開催資料（抜粋））

○全体の８割以上の地方公共団体が、汚水処理費用（公費負担分を除いた費用）を使用料で全て賄えていない。
○広域化、民間活用、コスト縮減等のためには、財務・経営状況を把握する必要があるが、現在、人口３万人未満の

地方公共団体の４割以上が公営企業会計の適用の検討に未着手であり、適用するための取組を加速すべき。
○下水道事業の汚水処理原価や使用料単価には、それぞれ地方公共団体間で大きな差がある。こうした経営情報を「見える化」し、使用

料の適正化やコスト縮減の徹底を図るべき。

ＰＦＩ等による民間活用の推進 ～経営状況の地域差の「見える化」～

ＰＦＩ等による民間活用の推進 ～下水道事業に係る国の財政支援のあり方～

○汚水処理人口普及率が90％を超え、10年後に汚水処理施設整備の概成が見通せる中、「新下水道ビジョン加速戦略」に基づき、国の
財政支援を汚水処理に係る「受益者負担の原則」と整合的なものに見直していく必要。

○建設省告示（昭和46年第1705号）も踏まえ、社会資本整備総合交付金等については、平成30年度予算より、下水道の公共的役割・性
格を勘案し、地域の特性等に配慮しつつ、未普及の解消及び雨水対策に重点化していくべき。

○その他の地方公共団体に係る財政措置についても、「受益者負担の原則」と整合的なものとなるよう、見直しを検討すべき。

ＰＦＩ等による民間活用の推進 ～経営の効率化～

○事業の広域化・共同化、コンセッションをはじめとするＰＦＩの導入、ＩＣＴ活用等により、経営の効率化の成果を出した地方公共団体があ
り、経営状況の地域差の「見える化」等を推進する中で、横展開を図るべき。

○広域化、コンセッションが一般化し、水メジャーを生み出したフランスでは、ＩＣＴを活用した先端的な管理システムを導入し、経営を効率
化している。成長戦略として、インフラ・ビジネスの拡大・国際競争力の強化を図るべき。

ＰＦＩ等による民間活用の推進 ～下水道事業～「新下水道ビジョン加速戦略（平成29年８月10日 国土交通省）」のポイント

○本年春の財審建議を受けて、本年８月に策定された「新下水道ビジョン加速戦略」において、「受益者負担の原則に基づく適切な使用料
の設定」、「下水道の公共的役割・性格や国の役割・責務等を踏まえた財政面での支援のあり方について整理」等を明記。

○平成30年度予算より、「新下水道ビジョン加速戦略」に基づき、基準化、制度構築等を着実に推進すべき。

ＰＦＩ等による民間活用の推進 ～欧州における官民連携の動向～

○EUでは、EU指令で「水サービスに係る費用回収原則」を規定。EU指令の下、フランスでは、いわゆる「Water pays for waterの原則」とし
て、収支均衡を規定。

○こうした原則の下、フランスの上下水道事業では、広域化・コンセッション等による包括的な民間委託が進んでおり、水メジャーによる
ICT活用や国際展開等、効率的な運営が行われる中で、適正な料金設定が行われている。
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経済・財政再生計画改革工程表2017改定版

（平成29年12月21日）
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平成30年度下水道関係新規予算概要
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平成30年度 下水道関係予算新規事項（下水道民間活力導入促進事業の創設）

下水道事業における公共施設等運営権制度（以下、「コンセッション」という）の導入促進を図るため、コン
セッション事業開始後に生じる履行監視（モニタリング）を交付対象とする「下水道民間活力導入促進事
業」を創設。

○民間事業者とのリスク分担等を明確にするた
めの下水道施設の履行監視（モニタリング）を支
援する「下水道民間活力導入促進事業」を創設。

事業創設

○ 下水道の持続可能性確保に向け、コンセッ
ション等の官民連携の推進が必要。
○ コンセッション導入においては、事業開始後に
適正な事業運営を行うために実施する履行監視
（モニタリング）への支援を行い地方公共団体の
負担軽減。

背景

コンセッション方式におけるモニタリング

○社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金において、地方公共団体がコンセッション事業に
対して行うモニタリング（現場技術業務等に限る。）

交付対象

15



15

平成30年度 下水道関係予算新規事項（下水道広域化推進総合事業の創設）

地方公共団体における汚水処理の広域化を促進するため、計画策定から取組まで
を総合的に支援する「下水道広域化推進総合事業」を創設。

○ 広域化支援に係る既存の個別制度を統合して計画策定から事業
実施まで一体的に支援する「下水道広域化推進総合事業」を創設。

○ 施設の統合に必要な管渠について交付対象範囲を拡充。
また、し尿等の受入施設を交付対象に追加。

事業創設

＜処理区の統合＞

○ 下水道を含む地域の汚水処理の持続可能性確保に向け、
広域化・共同化による一層の事業効率化が必要。

背景

＜し尿受入れ施設の整備＞

＜広域化に係る計画策定＞

計画の策定

下水処理

受入・混合槽

収集運搬

下水処理場
下水

処理場

し尿
処理場

廃止
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平成30年度 下水道関係予算新規事項（下水道エネルギー・イノベーション推進事業の創設）

下水道の資源・エネルギー利用の推進を図るため、下水道施設のエネルギー拠点化を推進する下水道事
業について、計画策定から施設整備まで統合的に支援する「下水道エネルギー・イノベーション推進事業」を
創設。

事業創設
○社会資本整備総合交付金において、下水道の資源・エネルギー利用に資する各基幹事業を統合し、「下水道エネ
ルギー・イノベーション推進事業」を創設する。

○ 「経済財政運営と改革の基本方針2017」では、エネルギーの地産地消の推進が求められている。また、平成27
年度の下水道法改正においては、発生汚泥等の燃料化・肥料化が努力義務化された。

○これらを受け、下水道資源の有効活用をより効率的・効果的に推進するため、計画策定から施設整備まで一連の
メニューに対して支援を行う。

背景

生ゴミやし尿等を集約して
バイオガス発電を実施（豊橋市）

下水汚泥の固形燃料化
（広島市）

下水管渠からの採熱による融雪
（新潟市）

【下水道の資源・エネルギー利用の事例】
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平成30年度より、コンセッションをはじめとするPFIの導入やICT活用等による経営効率化に資するよ
う、以下の取組を社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金の交付にあたって要件化。

① 平成34年度までに、全ての都道府県において、広域化・共同化に関する計画（施設・
処理区の統合、維持管理業務の共同化、下水汚泥の共同処理、ICT活用による集中管
理等）を策定することを交付要件化。
このため、各都道府県及び市町村は連携し、平成30年度に策定の検討に着手すること
を交付要件化。

② 公営企業会計の適用について、検討未着手の地方公共団体（人口３万人未満の団体を
含む）は、平成30年度に適用の検討に着手することを交付要件化。また、人口３万人
以上の団体は、平成32年度までに適用、人口３万人未満の団体はできる限り適用する
ことを交付要件化。

要件化の内容

（注）人口３万人以上の団体は、平成32年度までの適用、人口３万人未満の団体は、
できる限り適用することを総務省が要請済（平成27年1月）。

社会資本整備総合交付金等の要件化について
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広域化・共同化の推進

19



○ 持続可能な下水道事業の運営に向け、「経済・財政再生計画改革工程表2017改定版」（平成29年12月決定）
において、全ての都道府県における平成34年度までの「広域化・共同化計画」策定を目標として設定。

○ 都道府県に対して、関係4省(総務省、農水省、国交省、環境省)連名にて下記2点を要請（平成30年1月17日）。
・全ての都道府県における平成34年度までの「広域化・共同化計画」策定
・平成30年度早期の管内全市町村等が参加する検討体制構築

都道府県構想

●汚水処理の役割分担

●整備・運営管理手法を定めた整備計画

広域化・共同化計画

●連携項目（ハード・ソフト）/スケジュール等を記載

・長期的（２０～３０年）な整備・ 運営管理内容

・１０年概成アクションプラン

・短期的（５年程度）、中期的（10年程度）
な実施計画

・長期的な方針（20～30年）

【広域化・共同化計画の位置付け】

○ 都道府県構想を構成する「整備・運営管理手法を定めた
整備計画」の一部とする。

処理区の統合

Ｔ
ＴＰ

処理区Ａ

処理区の統合

T P：処理場 ：ポンプ場

処理区Ｂ

ハード

維持管理業務の共同化

A

市

B

市

C

町

民間
事業者発注

発注

発注

ソフト

下水汚泥の共同処理

単独公共
下水道等

ICT活用による集中管理

【今後の支援】
○平成30年度予算において、計画策定から取組までを総合的に支援す

る「下水道広域化推進総合事業」の創設。
○ 先行して計画策定に取り組む５県（秋田県、岩手県、静岡県、島根県

、熊本県）の検討成果を水平展開。

平成30年度予算より、
社交金交付要件に追加予定

広域化・共同化の推進
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広域化・共同化計画

○広域化・共同化計画には、広域化に関わる市町村や流域、連携項目（ハード・ソフト）、スケ
ジュール（短期、中期、長期）等を記載。
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事業診断について
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推進会合での議論に関する検討状況 （①新たなモデル事業の創設）

○ 支援事業の募集開始

内閣府、国土交通省及び厚生労働省は、平成３０年２月９日（金）に、 「上・下水道の事業
診断による経営の効率化促進事業」として、上・下水道の事業診断による経営の効率化に係る
検討に要する委託調査費の支援事業の募集を開始。

（内閣府）「上下水道一体の事業診断による経営の効率化促進事業」
（国土交通省）「下水道事業の経営効率化支援事業」

（厚生労働省）「水道の事業診断による経営の効率化推進事業」

○「上下水道モデル事業促進協議会」の設置

内閣府、国土交通省及び厚生労働省は、調査内容の企画、方針等や、各省が支援先として選
定した地方公共団体における調査の進捗状況、課題、今後の調査方針等について定期的に報告
を求め、その内容を内閣府、国土交通省及び厚生労働省の三省で共有し、今後の進め方につい
て協議を行うことを目的とした「上下水道モデル事業促進協議会」を設置。

○ 説明会の実施

内閣府、国土交通省及び厚生労働省における支援事業の公募実施後、上・下水道における事
業診断に応募意思のある地方公共団体や、参画意欲のある民間企業に対する説明会を開催。

新しい経済政策パッケージ（平成29年12月８日閣議決定）（抜粋）
人口減少に伴う給水量・処理水量の減少や施設老朽化の課題に直面している上下水道事業に

おいて、ＰＰＰ／ＰＦＩの導入を加速するため、先進的な取組を行う意欲のある自治体を速や
かに公募し、運営実績を有する民間事業者等による事業診断を行うモデル事業を実施する。

平成30年２月27日未来投資会議 構造改
革徹底推進会合の資料（内閣府）より

23



改善提案のイメージ（例）

処理場等の集中監視や遠隔操作を実施した場合、
個別で実施した場合と比較し、●●％ の経費削減。

改築込み包括民間委託を実施した場合、
従来の委託形態と比較し、 ●●％ の経費削減。

従来の包括的民間委託

自動制御システムを用いた場合、従来の
水処理と比較し、 ●●％ の経費削減。

③ 水質の自動制御システムを
活用した水処理の効率化

空気量（ﾌﾞﾛﾜ）の自動調整

ア
ン
モ
ニ
ア
濃
度
測
定

自動制御
システム

溶
存
酸
素
濃
度
測
定

流
入
水

①改築含み包括的民間委託の
導入

改築含み
包括的民間委託

 運転管理

 ユーティリティ
管理

 修繕

以下の業務を複数
年、性能発注

 運転管理

 ユーティリティ
管理

 修繕

 一定規模までの
改築

以下の業務を複数
年、性能発注

業務イメージ

技術・ノウハウを有する民間事業者等

事業改善の提案
技術・経営両面から事業の改善可能性及び改善効果を診断

○ 本事業は、技術・ノウハウを有する民間事業者等による下水道事業の事業
診断・改善提案を得たうえで、これを全国に水平展開していくことを目的として
いる。

○ 我が国において、地方の下水道施設の維持管理は、地場の中小企業が
担っている例が多く、当該事業による改善提案は、維持管理業務の効率化等
これら中小企業の生産性向上につながるものである。

目的と効果

・センサーで水質の状態を察知し、自動制御シス
テムにて水処理に必要な空気量を自動調整。

中核処理場

Ａ処理場

Ｂポンプ場

② ＩＣＴ活用による処理場等の
集中監視・遠隔操作

マンホールアンテナ 巡回点検員

浸水情報等
の集約

点検情報等
の集約

●市

▲町 ■市 ▼村

Ｃ処理場

Ｄポンプ場

Ｅ処理場

光ファイバー
回線等

ＩＣＴ活用による
作業の省力化

（事業診断を実施）

○ 下水道事業について、官民連携を一層推進する観点から、改革に意欲的な地方公共団体を対象として、 広
域化・共同化（ICT活用含む）、省エネ機器の導入等によって、経営の効率化がどの程度可能であるか、技術・
ノウハウを有する民間事業者等が診断した上で、先進的な改善モデルを提案し、普及を促進する。

※ＰＰＰ／ＰＦＩの導入効果を把握するため、①～③の事例等を複合的に調査し改善例を提案

下水道事業の診断による経営の効率化
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総合政策局・国土政策局の支援事業について
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平成30年度 先導的官民連携支援事業（第１次）について

先導的な官民連携事業を実施しようとする地方公共団体等に対し、下記（イ）又は（ロ）に係る業務に要する調査委託費
を助成することにより、官民連携事業の案件形成を促進することを目的とします。

目的

国土交通省の所管する事業であって、官民連携事業の類型に係る要件、重点推進分野に係る要件及び調査開始以降
の協力に係る要件を満たすものとします（募集要領２．２をご参考ください）。

補助対象・対象事業

平成30年３月１日（木） ～ 平成30年４月13日（金） 14:00必着

応募受付期間

補助対象経費・補助率・補助限度額

調査費用のうち、コンサルタント等の専門家に調査や検討を依頼する経費（委託費）を、予算の範囲内で、全額国費に
よる定額補助として助成します。補助金１件当たりの上限は2,000万円です。

（イ）事業手法検討支援型 ： 施設の種類、事業規模、事業類型、事業方式等の面で先導的な官民連携事業の導入

や実施に向けた検討のための調査

（ロ）情報整備支援型 ： 先導的な官民連携事業の導入判断等に必要な情報の整備等のための調査

年 平成30年 平成31年

月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

応募受付 審査 交付先決定 調査の実施 成果の報告

（注） 今回募集は平成30年度予算の成立を前提に行うものであり、国会における予算審議の状況によっては内容等を変更する場合があります。

スケジュール（予定） （注） 第２次募集を行う予定としています。

（注） (ロ)について、都道府県及び政令指定都市にあっては、コンセッション事業に関するものを除き、補助率１／２。
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【支援内容】

民間事業活動と一体的に行うことにより、優れた効果の発現や効率
性が期待できる国土交通省所管の基盤整備※の事業化に向けた検
討経費を支援。

＜調査内容＞
① 施設整備の内容に関する調査

（例） 基礎データ収集、需要予測、概略設計、整備効果検討等

② 施設の整備・運営手法に関する調査（平成27年度拡充）

（例） PPP/PFI手法の選定、官民の業務分担、VFM算定等

事業概要

事業内容

平成30年度予算案 325百万円

【配分先】 地方公共団体（都道府県・市町村等）

※ 道路、海岸、河川、港湾、都市公園、鉄道、空港等の公共土木施設

【補助率】 １／２

 各地域の個性や強みを活かした特色ある成長を図るためには、民間の投資効果が最大限に引き出されるよう、民
間の設備投資等と一体的に基盤整備を実施することが重要である。

 官民が連携して実施する民間投資誘発効果の高い基盤整備や広域的な地域戦略に資する事業について、民
間の意思決定のタイミングに合わせ、機を逸することなく基盤整備の構想段階から事業実施段階への円滑か
つ速やかな移行を図るため、地方公共団体が行う事業化検討に対して調査費補助を行う。 （平成23年度創設）

【配分時期】 年３回配分（４月下旬、６月下旬、８月下旬）

事業フロー

［民間活動］ ［基盤整備］

○ PPP/PFI手続き（事業者選定、契約書作成等）

○ 基盤整備の実施（実施設計、工事実施）

事

業

実

施

構
想

事業方針決定

事

業

化

検

討

効果発現

○ 官民協議を通じた地域活性化の構想

○ 基盤整備の課題

● 民間による具体的な
事業活動
（ハードの設備投資・
ソフトの取組）

● 基盤整備の事業化検討

(例)・クルーズ船の寄港
・旅客ターミナルの整備
・免税店の設置
・観光ツアーの企画販売

(例) クルーズ船誘致による観光振興

(例) 大型クルーズ船の入港可能な岸壁整
備

○ 民間の経済活動の活発化、インフラストック効果の増大
○ 新たなビジネス機会を拡大し地域経済の好循環、公的負担の抑制

本調査費で支援

連携
一体的に実施

① 施設整備の内容に関する調査

(例) ・港湾緑地の整備・管理運営
にかかるPPP/PFI導入検討

② 施設の整備・運営手法に関する
調査

(例) ・港湾機能・配置検討
・岸壁・臨港道路の概略設計

 平成30年度は、 PPP/PFI推進アクションプランの目標達成に向け、PPP/PFI検討案件の優先採択等の措置を講ずるとともに、
国土形成計画（広域地方計画）に基づく広域連携プロジェクトに関連する事業等民間投資誘発効果の高い基盤整備の事業
化検討を重点支援する。

平成30年度実施方針

官民連携基盤整備推進調査費の制度概要
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PFI法の改正について
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政府は、平成30年度から平成33年度までの間に実施

方針条例を定めることなどの要件の下で、水道事業・下

水道事業に係る公共施設等運営権を設定した地方公共団

体に対し、当該地方公共団体に対して貸し付けられた当

該事業に係る旧資金運用部資金の繰上償還を認め、その

場合において、繰上償還に係る地方債の元金償還金以外

の金銭（補償金）を受領しないものとする。

法案の概要

（注） なお、地方公共団体金融機構資金についても、同様の措置を講ずるよう政府から要請する。

内閣
総理
大臣

支援措置の内容、
規制の確認

回答

公
共
施
設
等
の
管
理
者
等

民
間
事
業
者

関
係
行
政
機
関
の
長

照会

回答

内閣
総理
大臣

特定事業に
関する報告

助言・勧告

公
共
施
設
等
の
管
理
者
等

＜ワンストップ窓口の制度の創設＞ ＜助言機能の強化＞

基本方針
勘案

必要に応じて変更

※今回の法改正において、公共施設等の整備等
に関する事業における基本理念の趣旨に沿っ
た民間の資金、経営能力及び技術的能力の活
用に関する基本的な事項の追加を措置

現行のPFI法で規定今回の法改正において措置

コンセッション制度 指定管理者制度 コンセッション制度 指定管理者制度

利用料金の設定 届出 承認 届出 届出

運営権の移転の許可・
指定管理者の指定に
係る議会の議決

条例に特別な定めが
ある場合において不要

必要
条例に特別な定めが
ある場合において不要

条例に特別の定めが
ある場合において
事後報告で可

PFI法による
特例

条例で地方公共団体が設定＊国際会議場施設、音楽ホールなど

公共施設等の管理者等及び民間事業者による特定事

業に係る支援措置の内容及び規制等についての確認の

求めに対して内閣総理大臣が一元的に回答する、いわ

ゆるワンストップ窓口の制度の創設、内閣総理大臣が

公共施設等の管理者等に対し特定事業の実施に関する

報告の徴収並びに助言及び勧告に関する制度の創設等

の措置を講ずる。

（１）公共施設等の管理者等及び民間事業者に
対する国の支援機能の強化等

（２）公共施設等運営権者が公の施設の指定管理者
を兼ねる場合

＊
における地方自治法の特例

①利用料金の設定の手続については、実施方針条例に

おいて定められた利用料金の範囲内で利用料金の設

定を行うなどの条件を満たした場合に地方公共団体

の承認を要しない旨の地方自治法の特例を設ける。

②公共施設等運営権の移転を受けた者を新たに指定管

理者に指定する場合において、条例に特別の定めが

あるときは、事後報告で可とする旨の地方自治法の

特例を設ける。

（３）水道事業等に係る旧資金運用部資金等の
繰上償還に係る補償金の免除

背景・必要性

○事業規模：平成25～34年度までの10年間で21兆円（コンセッション事業は７兆円）
○コンセッション事業件数：水道６件、下水道６件、文教施設３件、国際会議場施設等６件

目標

金融市場 財投特会
（財政融資資金勘定）

地方公共団体の
水道事業・下水道事業

調達 貸付

免除

補償金

財投債 (国債) 融資 (地方債)

繰上償還

コンセッション
事業者

運営権の設定

運営権対価

「未来投資戦略2017」の進捗状況 （①PFI法改正法案）

○PPP／PFIの着実な推進を図る観点から、政府は、10年間（平成25年度から34年度まで）に21兆円の事業規模目標を掲げている（PPP/PFI推進アクションプラン

（平成29年改定版））。
○上記目標を達成すべく、国による支援機能を強化するとともに、国際会議場施設等の公共施設等運営事業（コンセッション事業）の実施の円滑化に資する

制度面での改善措置及び上下水道事業におけるコンセッション事業の促進に資するインセンティブ措置を講ずる。

平成30年２月27日未来投資会議 構造改革
徹底推進会合の資料（内閣府）より
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コンセッション方式を導入する先進的な団体

（浜松市・須崎市）
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コンセッション事業等の重点分野の進捗状況

導入可能性
調査
（注１）

デュー
ディリジェンス

（注１）

マーケットサ
ウンディング

（注１）

実施方針に
関する条例案

提出・公表

実施方針に
関する条例

制定

実施方針
策定

事業者公募
運営権設定・

実施契約
締結

事業開始

（注１）着手したことをいう。

浜松市 H30.4 事業開始

須崎市 H31年度に事業開始予定

奈良市

三浦市 ※1
H33年度に事業開始予定
※1 コンセッション事業の導入検討のため
の審議会設置に関する条例は策定済

宇部市 早ければH34年度に事業開始予定

村田町

大阪市

H27に「経営形態見直し基本方針」を策定
し、H28.7に受け皿会社「クリアウォーター
OSAKA」を設立
早ければH31年度に事業開始予定

宮城県 H32年度に事業開始予定

小松市

大分市

大牟田市

下水道
(６件)
※H29
年度ま
で延長

分野
(目標)

地域等

進捗状況

備考

未来投資会議構造改革徹底推進会合 「第４次産業革命」会合(PPP/PFI)（第３回） 平成30年2月27日 参考資料１－３より
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【機密性２】
浜松市におけるコンセッション方式の導入について

＜運営権者＞
代表企業：ヴェオリア・ジャパン株式会社
構成員 ：ヴェオリア・ジェネッツ株式会社、ＪＦＥエンジニアリング株式会社

オリックス株式会社、東急建設株式会社、須山建設株式会社

＜事業概要＞
浜松市内最大処理区である西遠処理区において、
処理場・ポンプ場に運営権を設定し、民間事業者が20年間にわたり、
対象施設の維持管理と機械電気設備の改築更新等を実施。

浜松市

・効率的な維持管理や改築

・VFM 14.4%（優先交渉権者提案時）

・運営権対価：25億円

西遠浄化センター

阿蔵中継ポンプ場

浜名中継ポンプ場

西遠処理区

平成26年度 事業スキームの検討、公募書類の作成、資産調査など

平成27年6月 実施方針（素案）の公表

平成27年12月 実施方針（案）、要求水準書（案）の公表

平成28年2月
下水道条例の改正
実施方針の公表、特定事業の選定・公表

平成28年4月～ 西遠流域下水道移管（包括的民間委託）

平成28年5月 募集要項等の公表

平成29年3月 優先交渉権者の選定・基本協定締結

平成29年10月 運営権設定、実施契約の締結

平成30年4月 コンセッション事業開始

平成30年２月27日未来投資会議 構造改革
徹底推進会合の資料（国土交通省）より
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【機密性２】
須崎市におけるコンセッション方式の導入について

＜事業概要＞
高知県須崎市（人口：2.2万人（平成29年3月末時点））において、処理場・管路に
運営権を設定し、民間事業者が20年間にわたり、対象施設の維持管理や事業経営
の観点から見た計画策定等を実施。（漁業集落排水処理施設等の維持管理は、包
括的民間委託とし、運営事業とパッケージ化）

須崎市

平成28年度 ＰＦＩ法第6条に基づく民間提案を受付

平成29年度 内閣府の補正予算にてデューデリジェンスを実施

平成29年12月 実施方針に関する条例を制定

平成30年2月16日 実施方針の公表

平成30年4月 特定事業の選定・公表、募集要項等の公表

平成30年8月 提出書類（提案書）の受付

平成30年9月 優先交渉権者の選定

平成30年12月 運営権設定、実施契約の締結

平成31年4月 コンセッション事業開始

須崎市の事業対象施設の位置関係

平成30年２月27日未来投資会議 構造改革
徹底推進会合の資料（国土交通省）より
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下水道における新たなPPP/PFI事業の

促進に向けた検討会等について
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下水道における新たなPPP／PFI事業の促進に向けた検討会

趣旨：老朽化施設の増大や執行体制の脆弱化が進む中、下水道の機能・サービスの水準を持続的に確保していくため

モデル都市における検討等を通じ、多様なPPP/PFI手法の導入に向けた方策やノウハウ等を検討・共有する。

参加都市： 11都道府県、52市、5町の計68自治体（平成30年3月時点)

オブザーバー：日本下水道協会、日本下水道事業団

民間資金等活用事業推進機構

開催実績： 平成27年10月に第1回を開催し、概ね隔月でこれまで14回開催。

平成30年度も引き続き開催予定。

各回でのテーマ・議題：

第1回（2015/10/8）：政府全体の動向、PPP/PFI取り組みの効果など

第2回（2016/1/13）：事例紹介（小松市、山元町、黒部市、宮城県）、コンセッション（浜松市）、管路の包括的民間委託（河内長野市）など

第3回（2016/3/9） ：モデル都市の事例紹介（小松市）、広域共同化（秋田県）、コンセッション（三浦市）

第4回（2016/5/31）：各自治体が抱える課題等（新規参加5自治体）、コンセッション（浜松市）・汚泥の有効利用（横浜市）

第5回（2016/7/27）：コンセッション（奈良市、三浦市、宇部市）、包括的民間委託（かほく市）

第6回（2016/9/27）：民間参入・業界育成（民間事業者）、管路の包括的民間委託（河内長野市）

第7回（2016/11/30）：コンセッション（浜松市・奈良市、小松市、宇部市、須崎市）

第8回（2017/1/31）：PFI推進機構の取組（PFI推進機構）、汚泥の有効利用（大阪市・黒部市・佐野市）

第9回（2017/3/13）：コンセッション（宇部市・小松市）、民間事業者（積水化学工業）

第10回（2017/6/5）：コンセッション（三浦市）、管路の包括的民間委託（堺市・柏市・富士市）

第11回（2017/8/3）：コンセッション（須崎市・大牟田市）

第12回（2017/9/29）：民間セクター分科会での議論共有、コンセッション（村田町）、広域化（秋田県・埼玉県）

第13回（2017/11/28）：汚泥の有効利用（兵庫県・広島市）、管路の包括的民間委託（大津市・大阪狭山市）、広域化（大阪府）

第14回（2018/3/1）：コンセッション等（須崎市・三浦市・宇部市・小松市・周南市）、広域化（岩手町）

コンセッション・管路の包括的民間委託・汚泥の有効利用事業・
広域化などを主なテーマとし、先進的な取組を実施している、

あるいは導入を検討している団体から事例紹介と意見交換等を実施
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下水道における新たなPPP／PFI事業の促進に向けた検討会 参画団体

【地方公共団体】（※ｱｲｳｴｵ順）(計68自治体、平成30年3月時点)
（都道府県）
秋田県、大阪府、埼玉県、滋賀県、島根県、東京都、新潟県、兵庫県、福島県
宮城県、和歌山県

（政令市）
大阪市、京都市、熊本市、神戸市、堺市、千葉市、浜松市、広島市、横浜市

（市）
赤磐市、秋田市、尼崎市、いわき市、宇都宮市、宇治市、宇部市、大分市
大阪狭山市、大津市、大牟田市、小田原市、柏市、金沢市、かほく市、香美市
河内長野市、黒部市、小平市、小松市、高知市、酒田市、佐野市、塩尻市、周南市
須崎市、田原市、多摩市、富山市、豊田市、富田林市、奈良市、習志野市、姫路市
富士市、藤井寺市、船橋市、松山市、瑞穂市、水戸市、守口市、三浦市、和歌山市

（町）
岩手町、上郡町、津幡町、村田町、山元町

【オブザーバー】(計3団体、平成30年3月時点)

日本下水道協会、日本下水道事業団、民間資金等活用事業推進機構
36



○人口減少、施設の老朽化や執行体制の脆弱化等のなど下水道事業は厳しい事業環境
におかれており、持続可能な下水道事業を実施するために様々な取組が必要である。

○平成29年8月に策定した「新下水道ビジョン加速戦略」でも、『PPP/PFIの促進、事業の
広域化・共同化、省エネ技術の採用等によるコスト縮減の徹底』を推進するとしている。

○最新の国の方針や実際の取組事例について、地方公共団体を対象に全国10箇所で説
明会を実施した。

【説明会のテーマ】
①広 域 化：下水道の広域化・共同化に関する制度や形態、連携手法、プロセスや効果、課題等
②官民連携：下水道事業における官民連携手法、取組事例や支援制度等
③革新的技術（B-DASH）：ガイドライン化された革新的技術の内容や導入メリット等

説明会の様子（関東）

本説明会で使用した資料については、今月中に国土交通省のホームページに掲載予定

説明会の参加団体・参加者数

下水道事業における広域化・官民連携・革新的技術（B-DASH）に関する説明会
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海外社会資本事業への我が国事業者の参入の

促進に関する法律案
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【目標・効果】インフラシステム海外展開の推進体制を強化し、2020年に約30兆円のインフラシステム受注を実現

（ＫＰＩ） 我が国のインフラシステム受注額 約10兆円（2010年） ⇒ 約30兆円（2020年）（※2015年 約20兆円）

背景・必要性

法案の概要

○ 少子高齢化が進む我が国の成長戦略として、新興国を中心とした世界の旺盛なインフラ需要を取り込むた
め、民間事業者の海外展開を促進することが必要。

○ ①インフラ開発・整備は相手国政府の影響力が強く、民間事業者では相手国政府との連携や調整が困難、
②インフラ整備等に関する専門的な技術やノウハウは独立行政法人等の公的機関が保有しており、民間事業
者のみの対応では限界あり。

① 国土交通大臣による基本方針の策定
海外社会資本事業への我が国事業者の参入促進に係る基本方針を策定
・我が国事業者の参入の促進の意義に関する事項
（成長戦略としての海外インフラ需要の取り込み 等）
・我が国事業者の参入の促進の方法に関する基本的な事項
（案件形成段階からの関与、総合的な面的開発への関与 等）
・独立行政法人等が行う海外業務の内容に関する事項
・関係者の連携及び協力に関する事項 等

② 独立行政法人等の業務規定の追加
独立行政法人等に、基本方針に基づき、海外における調査、設計等を行う海外業務を追加

③ その他
国土交通大臣による情報提供・指導・助言、関係者との連携など所要の規定を整備

・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
・独立行政法人水資源機構
・独立行政法人都市再生機構

・高速道路株式会社
・国際戦略港湾運営会社
・中部国際空港株式会社

対象となる独立行政法人等

国土交通分野の海外インフラ事業（海外社会資本事業）について、我が国事業者の海外展開を強力に推進するため、国土交通大臣が基本方針
を定めるとともに、独立行政法人等に海外業務を行わせるための措置を講ずる。

世界の交通インフラ市場の伸び

独立行政法人等が行う海外業務のイメージ

約43兆円／年

約65兆円／年

出典：OECD「Strategic Transport Infrastructure Needs to 2030」（2011

）
※為替レートは2017年11月時点

（
十
億
ド
ル
／
年
）

海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律案

・独立行政法人住宅金融支援機構
・日本下水道事業団
・成田国際空港株式会社
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