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執行額

事業費 国費 国費

実施計画額

官民連携基盤整備推進調査費　実施案件一覧（平成30年度）

年度-番号 調査名 実施主体 対象地域 概要

30-22 JR塩山駅周辺地区における地域活性化
のための基盤整備検討調査

甲州市 山梨県甲州市

甲州市の中心市街地であるJR塩山駅周辺地区の地域活性化を図るため、民間事業者による駅
前ホテル建設やバス路線の再編・増便、新規観光ツアー・イベント企画に合わせて、観光情報拠
点としての於曽公園の概略設計、PPP/PFI導入可能性検討、アクセス道路の概略設計等を行
う。

10,000 5,000 5,000

30-23 須崎市における高台整備による地域活性
化のための基盤整備検討調査

須崎市 高知県須崎市
須崎市において、高台整備での定住促進や交流人口の増加による地域活性化及び津波防災
拠点の形成を図るため、民間事業者による公共公益的施設整備や建設事業者による宅地整備
と合わせて、用地造成や公園、道路整備に係る概略設計、PPP/PFI導入可能性検討を行う。

12,000 6,000 5,994

30-24 横須賀港久里浜地区における観光振興
等のための基盤整備検討調査

横須賀市
神奈川県横須賀
市

横須賀港久里浜地区の観光振興等のため、民間事業者による船舶のバリアフリー化や大型フェ
リー等による新たな定期航路の開設に向けた取組みと合わせて、大型フェリー等の寄港に必要
な係留施設整備の検討、駐車場の概略設計、事業化に向けた費用対効果分析等を行う。

13,000 6,500 3,051

30-25 御所野遺跡を核とした道の駅整備検討調
査

一戸町
岩手県二戸郡
一戸町

御所野遺跡付近において、観光、交流、特産品販売等の新たな拠点創出を図るため、民間事
業者によるお土産品の販売、バス停留所の整備、広域観光商品開発、観光情報の提供等に合
わせて、道の駅整備に係る地域交流施設、多目的広場、駐車場等の基本計画検討や概略設
計、PPP/PFIの導入可能性検討を行う。

17,000 8,500 8,478

30-26
山中湖村における新たな道の駅整備によ
る観光拠点形成のための基盤整備検討
調査

山中湖村
山梨県南都留郡
山中湖村

山中湖村の基幹産業である観光産業の振興による地域の活性化を図るため、民間事業者
による各種イベントの実施、インバウンドツアー企画、宿泊施設の建設、地域生産物の
直接販売に合わせて、道の駅整備に係る駐車場、情報発信施設、地域交流施設等の需要
調査や概略設計、PPP/PFIの導入可能性検討等を行う。

14,670 7,335 7,020

29-10 岩山南公園を活用した観光振興及び地域
活性化のための基盤整備調査

盛岡市 岩手県盛岡市
民間ノウハウを活用した公民連携事業による岩山南公園の整備にあわせて、動物との触れ合い
による子育て支援事業や障害者自立支援事業等を予定しており、その民間事業者の取組を推
進するため、岩山南公園の基本計画の検討及びPPP/PFI導入可能性検討を行う。

20,800 10,400 10,400

29-29 三浦市公共下水道事業の安定的な経
営維持のための基盤整備検討調査

三浦市 神奈川県三浦市

三浦市において、公共下水道事業の安定的な経営維持を図るため、人口減少による使
用料収入の減少等に対応したコンセッション方式の導入を検討しており、民間事業者
による発電施設（風力発電、排水を利用した小水力発電など）の整備とあわせて、下
水道施設（処理場、ポンプ場、管渠）の改築更新にかかる事業計画を作成する。

35,727 17,863 14,472

※実施計画承認後に調査取りやめとなった１件については除く。前年度に採択し、当該年度に実施した２件を含む。（事故繰越）



４．基盤整備の見込み・今後の課題

本事業において作成したエリアのグランドデザインの中で、於曽公園へのアクセス道工事については２０１９年度から２か年で事業認可取得、２０２１年度に工事
着手する予定である。公園の整備・管理運営については事業者公募を２０１９年度から着手し、アクセス道施工と同時に整備工事着手する予定である。課題について
は、冬季閑散期においてのツアープラン構築を含めた集客方策が必要と考えている。

３．調査成果
①交通量調査、公園整備に係る需要調査

②アクセス道路概略設計

③公園及び古民家改修の概略設計

④公園整備・管理運営のPPP/PFI導入可能性検討調査

JR塩山駅周辺地区における地域活性化のための基盤整備検討調査

【H30-22】調査成果報告書の概要
【国費：5,000千円】【実施主体名：甲州市】

１．調査の目的・必要性 ２．調査内容

①交通量調査、公園整備に係る需要調査

②アクセス道路概略設計

③公園及び古民家改修の概略設計

④公園整備・管理運営のPPP/PFI導入

可能性検討調査

「塩山駅」は首都圏から甲府盆地に入り最初の特急停車駅であり東の玄関口であります。平成２９年５月からJRクルーズトレイ
ン「トランスウィート四季島の停車駅に選定されるとともに、「首都圏広域地方計画」中の「大観光時代に対応した基礎的観光力
向上プロジェクト」内「TOKYO＆AROUND TOKYO」事業においてもワイン・果樹・歴史文化財等を観光コンテンツとした
「広域観光拠点地区」に位置づけられ、来訪者の増加に対応する駅周辺の基盤整備が急務となり、今年度から駅前ロータリーの整
備に着手したところである。
上記の状況により、塩山駅周辺においては駅前の活性化及び新しいツアーサービスに向けた民間事業者による観光情報提供拠点
整備やバス路線の再編等の取組に合わせ、その中枢である塩山駅から於曽公園までのアクセス道及び公園整備の概略設計を実施す
るとともに、公園に隣接する古民家のリノベーション事業を含めた公園全体の整備・管理運営におけるＰＰＰ/ＰＦＩの導入可能性
検討を実施する。

自動車交通量は、駅の東西方向の交通量に比べて、南北方向は少なく10分の1以下であり、平日の方が
交通量が多い。
駅周辺の歩行者量は全体的に少ない。於曽公園方向へは朝晩の通勤・通学者の歩行が主であり、平日の方

が交通量が多い。

公園整備及び管理運営において、民間活力を活かした事業方式の導入の可能性について、「従来方式」
「DBO方式」「PFI方式」「Park-PFI方式」の４つの方式を比較検討した結果、「Park-PFI方式」によ
る整備を行うこととした。

【H30年度】

塩 山 駅

現在実施中事業
都市再生整備計画事業
南口ロータリー整備

（2018年度から2022年度）

於曽公園

アクセス道路

塩山駅南口ロータリーから於曽公園までの道路概略設計を実施（Ｌ＝２５０ｍ）。
道路西側に緑地帯を整備（右側鳥瞰図参照）し、於曽公園までのアクセス経路をより魅力的なものにした。

■古民家

・於曽公園に近接する古民家を活かした整備を行う。心地よいサードプレイス、そして人を集める仕掛けとして、地
域や観光情報を入手できる情報スペース、地域住民や食イベント等に利用できる共同キッチンと作業スペース、集
会や休憩に利用できる和室やのんびりと休憩できる縁側などを計画した。
■於曽公園
・於曽公園は約5000㎡の街区公園であり、園内には土塁や天然樹木など歴史文化的要素を有する公園。園内は
バリアフリー整備済みである。都市計画道路の整備に伴う公園エントランスの改修、於曽公園と古民家をつなぐデッ
キ階段の整備などを計画した。

図-1 於曽公園、アクセス道路の鳥瞰図

古民家改修



３．調査成果
①公園及び道路整備、用地造成に係る需要予測、概略設計、整備効果検討
○高台整備候補の検討

須崎市における高台整備による地域活性化のための基盤整備検討調査

【H30-23】調査成果報告書の概要
【国費：5,994千円】【実施主体名：須崎市】

１．調査の目的・必要性

４．基盤整備の見込み・今後の課題

２．調査内容
須崎市では、「須崎市高台等移転検討会」を設立し、高台移転についての課題や方針の検討を行って

おり、観光振興および地震・津波からの避難者を受け入れられる体制づくりを可能とするため、地域の
シンボルになりうる高台の公園の整備や地域の活性化・定住促進を図るため、公共公益的施設整備に係
る用地造成・道路の整備が必要となっている。
本調査は、民間事業者による高台への医療施設や宅地の整備と合わせて、高台整備に係る需要予測や

ゾーニング作成等を行い、その実効性を整理するとともに、官民連携手法の導入可能性の検討を行う。

【H30年度】

市内外の民間事業者（計29法人）に対して、災害に対する懸念事項や高台造成及び高台移転に関す
る意見、官民連携の可能性、今後の課題などをヒアリング調査した。結果としては、高台造成及び高
台移転を望む声が大半であるということ、民間の資金力だけでは厳しいということ、本事業をすぐに
でも着手して欲しいということが主な意見であり、各業種からも、それぞれの目線から意見があった。
それらの結果を踏まえて、本調査では多ノ郷エリアと市役所後背地エリアを有力な検討候補地とし

て、各エリア２案ずつサンプルのゾーニングイメージを作成し、具体的な検討を進めた。結果、どち
らのエリアもメリット及びデメリットがある中で、学校区の視点、宅地ニーズの視点、道路とのつな
がりの視点、将来的なまちづくりの考え方の視点から、多ノ郷エリアを有力検討候補地とし、今後さ
らに具体的なゾーニングの検討を行うこととした。（右のA案・B案がゾーニングイメージ図）

②公園整備・管理運営及び用地造成に係るPPP/PFI導入可能性検討
○本事業における達成目標

①公園及び道路整備、用地造成に係る需要予測、概略設計、
整備効果検討：主に民間事業者ヒアリング及びゾーニング
作成による検討、定量及び定性面の検討等

②公園整備・管理運営及び用地造成に係るPPP/PFI導入可能
性検討：事業範囲を踏まえ、想定されるリスク及び事業手
法・事業スキームの検討、今後の課題と展望の検討等

（１）観光振興及び地震・津波からの避難者を受け入れられる公
園整備

（２）定住促進を図るための宅地整備
（３）公共公益施設としての医療機関の移転
（４）公共公益施設としてのハローワークなどの公的機関の移転
（※これらの機関は国や県との関係があるため、要調整）
（５）地域の活性化や雇用促進のための企業・団体の移転や進出
（６）それらの施設を繋ぐ道路整備

○本事業の事業範囲案

2019年度から2020年度にゾーニングの地元合意形成を図り、並行して2022年度までに基本設計・実施設計を行い、2023年度の工事着手を目指す。
今後の課題及び展望としては、長期間に及ぶ大規模な事業のため、財政的課題を念頭に、庁内の推進体制の構築、そして市民との丁寧な合意形成プロセスをいかに構築するか、官

民連携による民間活力の導入や地域の事業者の協力を得るためにはどのような民間事業者との連携プロセスを構築できるかということについて、さらには高台整備に伴い、既存の低
地部市街地についても共に活性化するよう検討していくべきであるということが挙げられる。

A案 Ｂ案

【各用途別想定面積】
●公園：10ha…広域避難地機能、仮設住宅も想定している。
※熊本地震最大規模の応急仮設団地（益城町８ha/510戸/1500人）等の役割も担う。

●医療・福祉：５ha…現在高台移転候補となっている医療機
関の希望面積を含む想定面積である。
●公的機関：0.4ha…市内の予想浸水区域に立地している労
働基準監督署、ハローワーク等の移転の場合を想定している。
●住宅地：３～５ha…道路を含めた宅地面積として想定して
いる。

公園：防災機能・仮設住
宅建設等

公的機関：労基、ハロー
ワーク等

道路（新規）

道路（既存）

新たな街の流れ

公園：防災機能・仮設住
宅建設等

公的機関：労基、ハロー
ワーク等
新たな街の流れ

道路（新規）
道路（既存）

住宅地

医療・福祉

住宅地

医療・福祉



横須賀港久里浜地区における観光振興等のための基盤整備検討調査

【H30-24】調査成果報告書の概要
【国費：3,051千円】【実施主体名：横須賀市】

４．基盤整備の見込み・今後の課題

２．調査内容

①大型フェリー等の寄港に必要な係留施設整備の設計検討
②駐車場などの旅客の利便性、快適性の向上に必要な施設の規模、
配置の検討と概略設計及び概略事業費の算定

③事業化に向けた費用対効果分析

対象船型
総トン数：16810トン
全長：224.82ｍ
全幅：26.0ｍ
喫水：7.4ｍ

本調査で検討した基盤整備については大型フェリー等の寄港を前提としており、今後のポートセールス、航路開設の動きに合わせて必要な基盤整備
を実施していく。駐車場等の施設についてもふ頭用地が限られているため、施設の規模・配置に関しては、バランスを考慮して検討する必要がある。

【H30年度】

①大型フェリー等の寄港に必要な係留施設整備の検討 ②駐車場などの旅客の利便性、快適性向上に必要
な施設規模、配置の検討

(1)需要検討
既存の大島行き、小笠原行き、金谷行き航路や今後開

設の可能性のある観光航路について各船社にヒアリング
を行い、今後の需要見込みから駐車場などの必要施設の
規模について検討を行った。
(2)駐車場、その他必要施設の規模
便数や利用者数から既存の大島航路の利用者を対象と

すると、駐車場必要面積は1800㎡、概算事業費は700
万円程度となった。
その他必要な施設として、旅客の待合施設や、売店、

飲食施設、事務所機能、トイレ、雨天対応通路などが挙
げられるが、事業推進にあたっては、既存の施設等との
兼ね合いや民間事業者の意向なども踏まえて、これらを
組み合わせて検討した。

３．調査成果

③費用対効果分析

①に係る費用対効果については、実際に
フェリーが寄港する場合、係留に必要な岸壁
付帯施設だけでなく、車両置き場や車路など、
フェリーターミナルとしての整備が必要とな
るため、それらも含めて一つのプロジェクト
と考えた。
便益をフェリー就航に係る輸送・移動コス

トの削減をとして算定した。
⇒フェリーターミナル整備のＢ/Ｃ≒1.22

②に係る費用対効果について、同様に駐車
場その他旅客ターミナルの整備による移動コ
スト削減を便益として算定した。
⇒旅客ターミナル整備のＢ/Ｃ≒1.44
（駐車場整備のみのＢ/Ｃ≒2.42）

事業着手にあたっては①、②それぞれ進め
るのではなく、用地が限られている中で、久
里浜地区全体としての利用計画、施設配置の
バランスを含めた事業計画を立てることとな
るため、全体の便益は以下のとおり。
⇒①+②全体整備のＢ/Ｃ≒1.24

今後の航路開設を見据えて必要な検討を行った。
久里浜1号岸壁に対象船舶を係留させるためには、係船柱の改修や増

設、フェリー用防舷材の新設を要するが、既存施設の活用の可能性も確
認した上で、配置や構造について検討し、700KN係船曲柱６基、フェ
リー用TTV型防舷材７基の整備が必要であるとの結果であった。

係船曲柱（新設）

防舷材（新設）

１．調査の目的・必要性
横須賀港久里浜地区を中心とした海上交通の拠点形成に向けて、必要な

施設等の整備を進めるため、海上交通の需要や使用される船舶の規模を踏
まえた施設の規模・配置や事業効果について調査・検討する。
また、大型のフェリー等が安全に入出港するために必要な係留施設整備

について検討する。



３．調査成果

御所野遺跡を核とした道の駅整備検討に係る検討調査

【H30-25】調査成果報告書の概要
【国費：8,478千円】【実施主体名：一戸町】

１．調査の目的・必要性

４．基盤整備の見込み・今後の課題

２．調査内容
世界遺産登録を目指す御所野遺跡の近隣に道の駅を整備することにより、

当町の観光振興は言うまでもなく、近隣市町村や縄文遺跡群の構成市町村、
岩手県内の他の世界遺産などを巡る周遊観光の拠点となることが期待できる。

今回の調査は、道の駅事業の効果・効率を最大限に高めるため、民間事業
者による地場産品販売所の設置やバス停留所の整備等の活動と一体となった
施設の整備や運営について、当町において実現可能なスキームを組み立てる
ことを目的として実施する。

実地調査と敷地分析などから条件整理を行い、道の駅基本計画と概略設計
の基本的仕様の検討を行った。整備コンセプトとして、「歴史の駅」とし
て位置づけし、「時間軸を感じ、かつ未来への展望を感じ取れるストー
リーに昇華させていく」視点で整理を行った。

一戸町の未来拠点 ～縄文から未来へ～
世界遺産を舞台に、未来へ羽ばたく拠点施設となる「道の駅」
自然と新しい《観光・産業・人材・エネルギー》を体感できる場、
発展する「道の駅」

【H30年度】

PFI事業の実績を有する事業者や、飲食･物販などの類似施設の地元事業者に
アンケートを行い、本事業スキームや費用削減率、参画意向等を調査した。
アンケート結果によるVFM算定では、従来手法の指定管理方式よりマイナ
スの結果となった。

基盤整備の見込みとしては、2019年に道の駅基本計画の公表と道の駅整備予定地周辺の敷地調査、運営者の検討を行う予定である。また、2020年から2022年に施設の基本・実
施設計、造成工事を行い、2023年から2024年に道の駅建設を予定している。
今後の課題としては、道の駅の整備、運営について関係者や関係機関との協議、調整していくことが必要である。また、世界遺産登録となったあかつきには、それに伴う観光客増加

と道の駅整備が連動し、民間事業者の投資意欲を最大限に高められるよう、協議、調整時間を短縮し、事業を円滑に進めていく事が課題となっている。道の駅整備検討委員会において
も、御所野遺跡の世界遺産登録に合わせ、道の駅が開業するよう事業化を早急に進めるべきとの意見が出された。

歩行者動線

図1 道の駅計画図 図2 施設全体のイメージパース

既存擁壁を撤去し、国道からの
視認性・アクセス性を向上

機能 施設 規模

休 憩
トイレ 120㎡

駐車場 計 45台

情報発信 道路情報・緊急医療情報 140㎡

地域振興
観光情報PR、産直、物販・飲
食施設、防災備蓄倉庫等

1,640㎡

駐車場 計 51台

表1 想定する導入機能/施設規模 可能性調査結果

事業

方式

・施設所有：公共

・維持管理･運営：指定管理方式

事業

形態

地域振興施設の飲食･物販などの料金収入

に加えて、町が指定管理者に指定管理料

を支払うジョイント・ベンチャー型

事業

期間
３～５年毎に見直し

表2 本事業で想定される事業スキーム

（１）道の駅基本計画検討及び概略設計

① 施設の仕様・概略設計
② 事業スキームの整理
③ 導入機能などモデルプラン構築
④ 概略設計図、概略事業費
⑤ 維持管理運営費検討
⑥ 運営主体の検討

⑦ 基本計画の策定

（２）地域交流施設、多目的広場、駐車場の管理運営などの

PPP/PFI導入可能性検討調査
① PPP／PFIの導入手法の整理
② VFM算定
③ 事業者選定に係る情報集積
④ 民間事業者へのヒアリング調査

⑤ 公民連携事業にとって最適な事業手法の検討

（１）道の駅基本計画検討及び概略設計
○基本計画検討及び概略設計

○導入機能などモデルプラン構築、概略設計図

道の駅整備に係る検討委員会での意見聴取では、道路と敷地の高さをフ
ラットに整備し、道路から施設のにぎわいが見える、視認性高い配置のプラ
ンを評価する意見が多くあげられ、道の駅の計画図と施設全体イメージパー
スは図１・２のとおりとなった。なお、機能ごとの施設と規模は、表１を想
定した。事業費や運営主体などは、引き続き検討を進め、最適な事業スキー
ムを決定する。

（２）地域交流施設、多目的広場、駐車場の管理運営などのPPP／PFIの導入
可能性検討調査



３．調査成果
①駐車場、情報発信施設、地域交流施設、広場、アクセス
道路の検討、各施設の配置検討、概略設計及び環境調査・需要調査

②駐車場、情報発信施設、地域交流施設、広場、アクセス道路の
PPP/PFI導入検討調査

山中湖村における新たな道の駅整備による観光拠点形成のための基盤整備検討調査

【H30-26】調査成果報告書の概要
【国費：7,020千円】【実施主体名：山中湖村】

１．調査の目的・必要性

４．基盤整備の見込み・今後の課題

山中湖村では、村の魅力を発信し、村内生産物をPRするとともに販売の場となる施設が求
められており、民間事業者による観光客向けのイベントや宿泊施設の建設等の活動と合わせて
検討する必要がある。
観光拠点形成のための基盤の整備の事業化に向け、交通量や観光入込客数、アンケート等需

要調査、環境調査を実施するとともに、施設規模の検討を行う必要がある。
これらを踏まえ、基盤整備にかかる概略設計を実施するとともに、PPP/PFIの導入につい

て検討を行う。

地域の特性に応じた道の駅整備を行うため、基本条件の整理、交通網調査、周辺観光資源の分布状
況の調査に加え、道の駅のニーズに関するアンケート調査を行った。アンケート調査はインターネッ
ト調査で行い、東京都、神奈川県、静岡県、埼玉県、長野県、千葉県、愛知県、山中湖村を除く山梨
県在住者を調査範囲とし、「山中湖村を訪れたことがあること」を条件に調査を行った。アンケート
調査結果で見られた傾向は以下の通り。
・山中湖村を訪れて満足だった点は「自然に関すること」、不満だった点は「交通に関すること」
の回答が多かった

・道の駅に求める機能として販売機能、休憩機能、飲食機能に加え、温泉・足湯のニーズが高かっ
た

・道の駅に求めるイベントとして「食」のイベント、「物販」のイベントのニーズが高かった

2019年度に実施設計（建築・造園土木）ならびに各種許可申請手続きを行い、完了した時点で造成工事を着工する。造成工事が概成した時点で、建築工事と外構工事を実施し、
2020年9月に基盤整備の完成を目指す。

【H30年度】

コンセプトを「自然と文化のショーケース」として設定し、山中湖村の自然、文化、連携に寄与する道の
駅の整備を目指すこととした。導入機能としては観光案内機能、情報発信機能、連携を促進させる機能、交
通結束機能などを導入することとし、導入施設とその施設規模に関する検討結果は右表の通りである。
建物と駐車場の規模を基に、土地形状、人・車両の動線、経済性、景観性などを考慮し、ゾーニングを比

較検討した上で配置計画を行った。配置計画は右図の通りである。配置計画では比較的起伏が少なくまと
まった土地が確保可能なエリアに大型駐車場と普通車駐車場を整備することとし、その駐車場からアクセス
しやすい位置に建物を配置した。

山中湖村の現状、整備地の制約条件などを前提とし、道の駅で考え得る事業手法を民間ノウハウの発揮予
知、事業の安定性、コストの観点から比較検討を行った。比較検討の結果、PFI（BTO）方式により道の駅
を整備することとした。需要予測に関しては年間93万人の入込客数、8億3千万円の消費額が望めることを
推計した。イニシャルコスト（整備費）やランニングコスト（維持管理費、諸経費）などの支出と、需要予
測を基に設定した利用料による収入などで収支算定を行い、PFI事業の妥当性と採算性を検討した。

アンケート調査結果
（山中湖の道の駅に求める機能【山中湖村に訪れたことがある回答者】）

導入施設と施設規模

施設の配置計画

施設名 施設規模 

トイレ 170 ㎡ 
男（小）：15 穴 
男（大）：5 穴 
女：15 穴 

情報発信施設 140 ㎡ 

物販施設① 170 ㎡ 

物販施設② 170 ㎡ 

飲食施設 500 ㎡ 

体験・加工施設 240 ㎡ 

駐車場 5220 ㎡ 
小型車ます：124 台 
大型車ます：15 台 
身障者駐車ます：2 台 

２．調査内容

①駐車場、情報発信施設、地域交流施設、広場、
アクセス道路の検討、各施設の配置検討、概略
設計及び環境調査・需要調査
②駐車場、情報発信施設、地域交流施設、広場、
アクセス道路のPPP/PFI導入検討調査
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地場産品を販売する機能
周辺の観光情報を紹介する機能

休憩ができる機能
食事ができる機能

子供たちが遊べる機能
産業などが体験できる機能

宿泊できる機能
キャンプができる機能
ペットと遊べる機能

温泉や足湯に入れる機能
スポーツができる機能
イベントができる機能
景観を楽しめる機能

サイクリングの拠点となる機能
その他：

道の駅範囲

国道138号

トイレ

物販施設
① 物販施設

② 情報発信
施設

体験加工
施設

山中湖

大型車10台

駐車場（82台）

大型車5台

駐車場（33台）

駐車場（52台）アクセス
道路

広場

道の駅
サイクリング
支援施設

物販飲食
施設



３．調査成果

岩山南公園を活用した観光振興及び地域活性化のための基盤整備調査

【H29-10】調査成果報告書の概要
【国費：10,400千円】【実施主体名：盛岡市】

１．調査の目的・必要性

４．基盤整備の見込み・今後の課題

２．調査内容
①公園の基本計画検討

動物公園の基本計画（事業の目的、コンセプト（案）、デザイ
ン（ゾーニング、施設配置））の検討

②公園整備・運営に係るPPP/PFIの導入検討
動物公園の整備・運営に係るPPP/PFIの導入検討

動物公園を含むエリアに抱くイメージはネガティブなことが多く、エリアに民間投資を誘導できる環境が整っていない。動物公園再生事業においては、市が所有する老朽化の著しい動物園施設に市が投資することが必須であり、徐々に民
間投資誘導が図られることを想定している。また、動物公園が事業目的を達成して再生した後に、エリアへの投資が誘導できる環境が構築される。
・第１フェーズ（2018～2021年度） 公共による投資を行い民間が投資できる環境を構築（広場空間・園内周遊ルートの整備、樹木の間引き等の特定公園施設の改修、（仮称）盛岡市都市公園活用会社の設立）
・第２フェーズ（2020～2022年度） 公民連携で民間にとって事業リスクの低い投資を誘導（セミナーハウスリノベーション、レストランリノベーション、休憩テラスリノベーション、障がい者就労支援施設整備）
・第３フェーズ（2021年度以降） 民間による投資で事業目的の達成（保育園建設、教育事業の構築、宿泊施設整備）

【H29年度】

市の観光拠点かつ社会教育施設の一つである岩山南公園（以下「動物公園」という。）は、1989年に開園し、30周年を迎える
が、年々、入園者数は減少して収入は減少し、かつ、運営に係る人件費等は右肩上りで推移して市の財政負担は増加の一途を辿って
いる。また、動物公園内の施設は老朽化が目立ち、修繕費には多額の費用を要することが判明した。

そのため、市は抜本的な経営改善を行う必要があると判断し、民間と行政が連携して事業を推進する公民連携事業により、新たな
動物公園像を創出することとし、その際、公園内において飲食店や保育園、食品加工工場等を建設・運営したい意向のある民間事業
者と連携することで集客力向上を図り、観光振興とともに地域の活性化を目指すこととした。

本調査費では、現地調査やヒアリング等を踏まえ、動物公園の現状と課題を整理し、課題を解決するための適切な公園コンセプト
や連携する民間事業のコンテンツを検討し、公園のゾーニング計画や基盤施設配置、最適な事業手法の検討を行うことを目的とする。

①公園の基本計画検討
動物公園の現状と課題を整理し、再生に向けた適切なコンセプト（案）やデ

ザイン等の検討を行った。

事業計画（案）
(1) 事業の目的

ア 自立した運営の実現
民間が稼ぐことで、過度な公的支援に依存しない運営を目指す。

イ 行財政負担の軽減
市の財政負担を軽減し、健全な自治体経営に寄与する。

ウ 新たな社会教育施設としての役割をつくる
利用者の行動変容に繋がる教育事業等を構築し、新たな役割をつくる。

(2) コンセプト（案）
～ ～

動物公園がある岩山エリアは、人間の世界である盛岡市街地と動物の世界
である北上山地との境界に位置している。人と動物たちが、中間領域・境界
にあればこそ、互いを対等にいたわり合うことが出来る場となることを目指
し、非日常的な動物園ではなく、より日常的な動物公園として再生する。

(3) デザイン（ゾーニング、施設配置）〔右図参照〕
ア 課題

園路や動線が連続性のある物語に欠ける点が主な解題である。
イ ゾーニングの基本的な考え方

ストーリーのある４つのゾーンに分け、入口から終着点まで楽しさやワ
クワクが途切れることのない、歩いて楽しい都市公園を目指す。

ウ ゾーンの説明
(ｱ) プロローグ・エピローグ

ワクワク感の演出とアイキャッチのデザインで滞留できる空間とする。
(ｲ) 第一場「里山に生きる」

里山の自然を感じることのできる空間とする。
(ｳ) 第二場「高原の営み」

異国の雰囲気のある高原の牧草地をイメージした空間づくりをする。
(ｴ) 第三場「母なる大地」

非日常的で開放的なサバンナの草原を擬似植生などにより演出する。

②公園整備・運営に係るPPP/PFIの導入検討
事業者選定に係る情報収集及び動物公園再生事業にとって、最適な事業

手法の検討を行った。

市場性のある市の都市公園を、資産運用して事業利益の一部を都市公園
の維持管理に還元することを目指す（仮称）盛岡市都市公園活用会社（以
下「活用会社」という。）を新設し、縮退時代に合う市独自の都市公園経
営モデルとすることが最適と考える。

その活用会社に動物公園再生事業を推進させ、事業目的の達成を目指す
ことが望ましい。
【利点】
・スケールメリットを生かした経営が可能
・意思決定や事業実施にスピード感を持って取り組む
・様々な都市公園に触れることで職員のノウハウや能力の向上
・全国にない都市公園の運用モデル

図：収益施設の整備・運営ストラクチャー案

図：配置プラン（平面計画図）図：ゾーニング図

コンターラインに沿わせた
園内周回ルート（案）

ビューポイントとなる
広場空間の整備

樹木を間引き
眺望を確保

ウェルカム空間の演出

ビューポイントとなる
広場空間の整備

誘導的で憩えるエントランス空間
（外溝設計＋サイン工事）

里山との一体感の創出
（柵の撤去とガラス柵の設置等

樹木を間引き眺望を確保

「プロローグ・エピローグ」
エントランスの盛り上がりの創出
+インフォメーションの整理

第一場
「里山に生きる」
里山に入り込む感覚を体験

第二場
「高原の営み」

高原に生きる動物と人の営みと
芝生空間の開放感を感じさせる

第三場
「母なる大地」

物語のクライマックスとして、
落ち着いてサバンナを眺められる広場を整備



４．基盤整備の見込み・今後の課題
本調査において作成した、三浦市として最適な処理場、ポンプ場、管きょにおける維持管理及び改築更新計画を踏まえ、三浦市公共下水道事業の安定的な

経営を維持するため、コンセッション方式による事業開始を目指している。
また、コンセッション期間中の３施設の維持管理及び改築更新計画の作成により、民間事業者による事業スキームの明確化が図られ、処理場余剰地の有効活

用が期待できる。

３．調査成果
①処理場計画作成、②ポンプ場計画作成

③管きょ計画作成

三浦市公共下水道事業の安定的な経営維持のための基盤整備検討調査

【H29-29】調査成果報告書の概要
【国費：14,472千円】【実施主体名：三浦市】

１．調査の目的・必要性 ２．調査内容
① 処理場計画作成

② ポンプ場計画作成

③ 管きょ計画作成

三浦市では、公共下水道事業の安定的な経営を維持するため、コンセッション方式の導入を検討
してきたところである。
民間事業者からの事業提案を実現化するため、コンセッション方式導入検討の結果を踏まえ、処

理場、ポンプ場及び管きょの３施設を統合した総合的な優先順位付けを行い、事業の平準化を図る
必要がある。
また、３施設を統合した、三浦市として最適な維持管理及び改築更新計画を作成する必要がある。

ア 各施設の点検・調査及び修繕・改築に関する事業の目標（アウトカム）及び事業量の目標（ア
ウトプット）の設定は、膨大なストックの物理的・経年的劣化の進行による健全性の低下に
着目し行った。

イ 長期的な改築事業のシナリオ設定や点検・調査計画、さらに修繕・改築の優先順位等を設定す
るために、設備の劣化に起因する事故・故障といった計画的に対応できるリスクを特定し、施
設の重要度に基づく被害規模（影響度）及び発生確率（不具合の起こりやすさ）を検討し、リ
スク評価を行った結果、人命を守る観点から沈砂池ポンプ場、地下オイルタンクを優先する。

ウ 施設全体の概ねの改築周期と改築条件を整理し、改築の事業量と事業費を算出するため、長期
的な改築事業シナリオ設定について検討を行った結果、機能が確保されている段階の健全性
3.0を下回る年に修繕（長寿命化）を行うことで延命化し、健全性2.0まで低下した段階で改築
を行うシナリオ4（長寿命化案）が最適シナリオとなった。

エ 設定した最適シナリオでは、改築費が年間２億円未満に抑えられるとともに、比較的安定した
健全性を維持することができ、下水道施設を安全に運転することが可能となることがわかった。
この最適シナリオを踏まえ、維持管理及び改築更新計画を作成した。

東部浄化センターの維持管理及び改築更新計画の作成

【H29年度】

金田中継センターの維持管理及び改築更新計画の作成

管きょの維持管理及び改築更新計画の作成

図１. 改築更新計画

ア 集水面積、人口密度、地域特性、排水区分で被害規模の重み付けを行いリスク評価を行った。
イ 最適な改築シナリオを検討した結果、当面30年間はヒューム管を対象に緊急度Ⅰ及びⅡの管
路を改築するシナリオが最適となった。

ウ 設定した最適シナリオでは、ヒューム管を対象に緊急度の高い管路を優先して改築するため、
緊急度の推移において最適であるとともに、ヒューム管に対象を絞っているため、平均投資額
も比較的安価となることがわかった。この最適シナリオを踏まえ、維持管理及び改築更新計画
を作成した。


