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■ 東根市の概要（１）

HIGASHINE CITY INFORMATION

東根市
HIGASHINE CITY

東西 22.5km
南北 14.3km

総面積 206.94㎢

人口 47,848人（R3.8.31現在）
世帯 1８,219世帯（R3.8.31現在）

予算 226億6,200万円（R３当初）



交通の要衝
Transportation point

山形空港
昭和39年 供用開始

東京便 ２往復
大阪便 ３往復
名古屋便 ２往復
札幌便 １往復

山形新幹線
平成11年 供用開始

さくらんぼ東根駅

東北中央自動車道
東根インターチェンジ（H14供用開始）
東根北インターチェンジ（H31供用開始）

■ 東根市の概要（２）



東根の日本一
The best in japan

東根の大ケヤキ
国の特別天然記念物
樹 齢 1,500年以上
高 さ 28m
幹回り 16m

さくらんぼ
生産量 日本一
さくらんぼの王様『佐藤錦」発祥の地
さくらんぼにこだわったまちづくり

■ 東根市の概要（３）

平成２９年

「東根さくらんぼ」
地理的表示（GI）登録



果樹王国 “ひがしね”
Fruits Kingdom “Higashine”

１年を通しておいしい果物を提供
６月頃 さくらんぼ
８月頃 もも
９月頃 ぶどう

１０月頃 りんご
１１月頃 ラ・フランス

■ 東根市の概要（４）



県内で最も元気と勢いのあるまち “ひがしね”
No.1 City ”Higashine”

・住みよさランキング 2021（東洋経済新報社）
東北北海道ブロック ランキング
第１位（山形県 ： 第1位、 全国 ： 第31位）

・まちのすみここちランキング 2021（大東建託）
山形県 ランキング
第１位（東北 ： 第２位）

令和元年１０月
４８，０００人達成（住民基本台帳人口）

■ 東根市の概要（５）



①消防庁舎 (H19.4)

④公益文化施設（H28.11）

②学校給食センター(H20.4)

③大森小学校 (H23.4)
『まなびあテラス』

■ 東根市PFI事業 事例紹介



平成15年 消防庁舎・学校給食センター・大森小学校の３施設の
整備に向け検討を指示 (事業方式・財政負担等)

PFI導入可能性調査実施、以降事業着手
① 平成17年4月 消防庁舎 （供用開始 平成19年4月）
② 平成17年8月 学校給食センター （ 〃 平成20年4月）
③ 平成19年12月 大森小学校 （ 〃 平成23年4月）

平成17年1月 市長部局にPFI ３事業担当課設置

平成16年 先行事例視察等を踏まえ、PFIの導入を決断

・ 平成24年4月プロジェクト推進課再設置 → 公益文化施設整備等事業
（～H27.3） 平成25年２月PFI導入可能性調査実施

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進課（～平成20年度）

■ 東根市PFI事業 導入経緯



①事業類型
ＢＴＯ方式 (Build-Transfer-Operate)

②選定方法
総合評価一般競争入札方式
提案内容と価格を点数化し、総合的に判定して落札者を決定する方式

提案内容 価格 合計

消防庁舎 ５０ ５０ １００

給食センター ６０ ４０ １００

大森小学校 ５０ ５０ １００

まなびあテラス １３０ ７０ ２００

落札者決定基準における基準配点

■ 東根市PFI事業 事業類型・選定方法



④民間の経営能力、技術的能力を有効活用できる。

①運営企業、維持管理企業が設計段階から参画できるため、
効果的・効率的な運営や維持管理を考慮した施設づくりが可能となる。

③性能発注のため、構造や材料、維持管理の方法などの自由度が高い。
設計から運営までトータルでの契約のため、コストダウンの可能性が高い。

②要求内容以上のものが事業者から提案されるため、
サービスの向上が期待できる。

１．メリット

２．デメリット

①契約までの事務手続きが煩雑で時間と労力がかかる。

②内容が難しく、理解する、理解を得るために時間をかけた丁寧な対応が必要。

■ PFI事業を通したメリット・デメリット



施設 項目 創意工夫によりサービス向上が図られた主な内容

消防庁舎

雨水利用 トイレ用水に利用

７２時間の発電機
運転

ライフライン確保までの最大時間とされる７２時間まで発
電し続けられる発電機械装備

学校給食
センター

エアシャワー エアシャワー５台配置による衛生管理計画

防犯設備 ＩＣカード錠・監視カメラ等による防犯設備

大森小学校

防災対策 プールを２階に配置→災害時プール水利用
【１階トイレ用水,温水シャワー,浄水器接続による飲料水】

雨水利用 校内すべてのトイレ用水、グラウンド散水

建物管理システム 施設・設備の情報・履歴の一元管理システムの導入

まなびあテラス

図書自動返却機 要求した自動貸出機に加え、自動返却機・IC予約棚も整備

電子図書館ｻｰﾋﾞｽ 館内でのタブレット閲覧に加え、自宅PC から閲覧可

共用モールの充実 地域映像ｱｰｶｲﾌﾞｽｼｽﾃﾑ、壁面ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ

■ メリット② サービス向上

民間事業者より寄せられたプラスアルファの提案



■ メリット③ コストダウン（VFM）

施設名 VFM

消防庁舎 ６１，６４９千円 9.9％

給食センター ７３３，３３３千円 18.4％

大森小学校 ６６０，５０８千円 30.9％

まなびあテラス ７８４，６００千円 １２．４％

合 計 ２，２４０，０９０千円

これまでPFIで手掛けた４事業におけるVFMの状況

ＶＦＭ ＝ 従来型方式とＰＦＩ方式における、市の負担額の比較



■ デメリット 事務手続きが煩雑、内容が難しい

職員の
認識不足

経験不足
による不安

事務負担増

民間事業者
選定の難しさ議会等との

合意形成



■ デメリット 事務手続きが煩雑、内容が難しい

職員の
認識不足

経験不足
による不安

事務負担増

民間事業者
選定の難しさ議会等との

合意形成

職員主導では
なかなか進まない！



■ デメリットへの対応

①ＰＦＩ導入の可能性について検討を指示

②専属体制を構築

③理解を得やすい環境整備

強いリーダーシップと熱い想い

・先進事例の研究・視察

・ＳＰＣへの地元企業の参画を条件
・時間をかけた丁寧な説明

・プロジェクト推進課の新設により専念できる体制に
・アドバイザリー契約により経験不足等をカバー

Ｐｏｉｎｔ！



CASE4
まなびあテラス

設計 株式会社山下設計

施工 鹿島建設株式会社



まなびあテラス 施設外観



まなびあテラス位置図

さくらんぼタントクルセンター

まなびあ
テラス



【図書館】
・蔵書数２０万冊

（開架10万冊、閉架10万冊）
・ティーンズに重点

・電子書籍

【美術館】
・市民ギャラリー(約400㎡)、
特別展示室(約200㎡)、アトリエ

・発表、鑑賞、創作の場
・光や映像、音楽作品にも対応

【カフェ】
・魅力ある空間

【市民活動支援センター】
・団体活動の情報拠点

【都市公園】
・潤いの空間

PFI方式により事業を実施し、
運営・施設整備の創意工夫を期待

公益文化施設 体系図



■ 平成13年 第三次東根市総合計画
総合文化・学習施設の建設
（区画整理事業地内に用地を確保）

■ 平成23年 第四次東根市総合計画
公益文化施設整備プロジェクト
「教養・学びの空間」「憩いの空間」

平成25年２月 ＰＦＩ基本方針策定・導入可能性調査実施
〃 ５月 導入可能性調査実施結果 ⇒ 導入決定

◆ 平成2４年５月 公益文化施設整備市民検討委員会発足
委員２２名 計11回検討

平成2５年２月 公益文化施設整備基本構想・基本計画策定

導入経緯



■ 経過
NO. 項目 年月日 備考

1 PFI基本方針決定 H25. 2.12 庁議にて決定

2 PFI導入可能性調査 H25. 2.28 - H25.5.31

3 実施方針公表 H25. 9.27
説明会48社、101名参加
実施方針、要求水準書(案)

4 特定事業の選定・公表 H25.12. 6

5 債務負担行為議会議決 H25.12.18 (12月定例会) H48までの設計・建設・維持管理・運営費

6 入札公告（公表） H26. 1.14 入札説明書、要求水準書、契約書（案）

7 入札説明会 H26. 1.17 33社､64名参加

8 入札参加資格の確認 H26. 4.25

9 入札（総合評価一般競争入札） H26. 5.23 ５グループ

10 落札者決定 H26. 6.18

11 基本協定 H26. 7. 4

12 事業契約締結（仮契約） H26. 8.18

13 事業契約の議決 H26. 9.24 (9月定例会)

14 設計建設期間（約２年） H26. 9.24 – H28.10.31

15 維持管理運営期間（２０年） H28.11. 1 – H48.10.31 H28.11.3オープン

事業スケジュール



(1) 整備期間 平成27年6月～平成28年10月

(2) 供用開始 平成28年11月（指定管理 令和１8年10月まで）

(3) 敷地面積 22,492㎡（都市公園 9,703㎡を含む）

(4) 施設規模
建築面積 4,381.27㎡ （附属建物除く）
延床面積 4,401.18㎡（1Ｆ 4,262.28㎡、2Ｆ 138.90㎡）

(5) 構 造 鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造 ２階建て

(6) 付帯施設
施設駐車場147台、公園駐車場10台、駐輪場100台など

(7) 都市公園 交流広場、読書広場、芝生広場

(8) 整備手法 ＰＦＩ方式（ＢＴＯ方式）

(9) 事 業 者 株式会社メディアゲートひがしね

概 要



出資

アドバイザリー契約

保険

東根市

メディアゲートひがしね
（ＳＰＣ）

ＰＦＩ事業契約

保険会社

■ 事業実施体制図（構成企業と分担）

【PM/FA】
NECｷｬﾋﾟﾀﾙ

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

山形銀行
融資

【出資者】
・鹿島建設
・図書館流通ｾﾝﾀｰ
・三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ
・山形ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ
・NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ

【設計】
【工事監理】

山下設計

【維持管理】
三菱電機ﾋﾞﾙﾃ

ｸﾉｻｰﾋﾞｽ
山形ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ

【運営】
(図書館)(美術館・市民ギャ
ラリー)(市民活動支援Ｃ)

図書館流通センター

【カフェ】
山形ﾋﾞﾙｻｰ

ﾋﾞｽ

【建設】
【備品調達】

【PM】
鹿島建設

地元
企業

地元
企業

地元
書店

美術系
企業

大学
(芸術)

地元
企業

協力 協力 協力 協力協力

佐藤総合計画

PFI事業構成



公益文化施設整備等事業の特徴

①施設整備費のほとんど
を完成時一括払

民間事業者の創意工夫による
質の高いサービスを期待

②要求水準書の内容を
可能な限り限定しない。

一般的にＰＦＩの目的
の一つとされる
「予算の平準化」を目
的としていない。

提案の幅を広げ、サー
ビス全般において魅
力ある提案を
もらいたい。

■ ＰＦＩ事業としての特徴



まなびあテラス 施設内観



まなびあテラス 施設平面図



≪ブラウジングコーナー≫

≪図書館≫

コーヒー等を飲みながら本が読める（カフェ併設）
おしゃべりＯＫ！

図書館内から直接
カフェの飲み物が買える
↑

◇図書館の特徴①



・自動貸出機、自動返却機の設置
・２４時間受け取り可能な貸出ボックス

〈ＰＦＩならではの事業者提案〉
・北海道・東北で初となる
「ＩＣ予約本受取り棚」を設置

⇒最新設備の導入，利用活発化を推進
・電子書籍の導入 （ｉｐａｄ貸出で館内閲覧＋自宅ＰＣでの閲覧）

⇒紙と電子のハイブリット図書館

≪図書館≫ ◇図書館の特徴②



ティーンズコーナーの充実
・中高生のための独立した空間を整備
・ティーンズコーナーの隣に、学習室（40席+10席）を配置

≪図書館≫ ◇図書館の特徴③

≪学習室≫

≪ティーンズコーナー≫

≪隣接する中高一貫校 東桜学館≫



・市民作品の展示から、一流芸術作品の全国巡回展まで
幅広いグレードに対応

≪美術館≫

【市民ギャラリー】市民の発表の場

◇美術館の特徴①

【特別展示室】まなびあテラス主催の展覧会会場



・絵画や彫刻などのファインアートから
空間芸術やデザインなどの現代アートまで幅広いジャンルに対応

ファインアート系

現代アート系

≪美術館≫ ◇美術館の特徴②



≪運営の特徴 ①≫

民間のノウハウ等を活用した良質なサービスの提供
・市民ニーズを捉え、趣向をこらした企画が満載 ⇒ 市民満足度の向上

開催中



・サポーターズクラブの設立
運営への市民参加の取り組みとして、アートプロジェクトへの参加
や図書館・美術館での運営補助などで協力
○ジュニアサポーター：小学生対象
○ティーンズサポーター：中高生対象
○一般サポーター 約４０名が登録

グッズの配布ボランティア サポーターによる作品解説

≪運営の特徴 ②≫



≪カフェ≫

・事業者の独立採算業務
・カフェの整備により、施設全体の魅力をアップ

・地元食材の使用や、イベントに合わせ
たメニューの提供など連携を図っていく。



・公益文化施設と一体化した景観
・交流広場、読書広場、芝生広場の３つの広場で構成
・図書館や美術館/市民ギャラリーのイベントなどとも絡めた交流の場

≪都市公園≫

≪芝生広場≫

≪読書広場≫



1. 提案から事業契約まで時間がかかる。

2. 内容を十分理解し、丁寧な説明により理解を得ていくためにも専属体制が不可欠

3. 事業内容によっては運営企業が限られるため、提案参加企業数が限られる

（競争性確保）

4. 10億円以上でないとVfMが出づらく、民間事業者にとって魅力がない

（参加者確保）

5. 地元企業の理解と地域経済への波及について、市民や議会へ説明が必要で、トッ

プのPFIに対する理解と熱意が必要

6. 工事及び事業期間中の物価上昇への対応が必要

7 . P F I方式は事業実施の一手法であって、財政上は長期的視野での検討が必要

【全体まとめ】PFI方式の主な留意点



東根市ゆるキャラ「タントくん」

ご清聴ありがとうございました。


