
1  

   
 

【背景・目的】 

本市では、「清水をかつてのような活気あるまちにしたい」との思いから、平成 29 年 2 月に『明日の清水のまちづくり（2017 年

広報しずおか特集号参照）』というビジョンを打ち出しました。そこでは、①中心部への生活機能の集積、②魅力に満ちた観光

機能の向上、③災害に強い防災機能の充実の３つの基本方針を掲げ、ワールドクラスの「国際海洋文化都市」を実現する都

市ビジョンを描いております。 

新清水庁舎建設事業は、この「国際海洋文化都市」を実現するためのリーディングプロジェクトのひとつです。 

本調査は、施設整備等の事業手法として民間事業者の創意工夫やノウハウを取り入れ、効率的かつ効果的なサービスの提

供が期待できる PFI*などの PPP*手法の導入可能性について検討を行うものです。 

*PFI：Private Finance Initiative の略。公共施設等の設計・建設や維持管理・運営を民間の資金や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行う公共サービス手法。 

*PPP：Public Private Partnership の略。行政と民間がパートナーを組んで事業を行う、新しい「官民連携」の仕組み。PFI も

PPP の一種となる。 

 

 

（１）立地条件 

項目 内容 

計画地 静岡市清水区袖師町 2001,2002 

現土地利用 清水駅東口公園（都市緑地） 

敷地面積 7,294 ㎡ 

（２）対象施設 

施設名 項目 整備内容 

新清水庁舎 

 （必須整備） 

部署構成 清水区役所、清水の港を活かしたまちづくりを担う本庁組織、清水区域を所管す

る事務所等 

 構  造 免震構造 

 階  層 地上 7～８階建て（１階ピロティ，地階なし）を想定 

 延床面積 最大 13,000 ㎡（１階ピロティ部分を除く） 

 敷地面積 3,200 ㎡程度を想定 

駐車場 

 （必須整備） 

 庁舎用として 250～270 台程度 

（270 台の場合、来庁者用 180 台、公用車用 90 台） 

民間収益施設用駐車台数は、庁舎の駐車台数を含む駐車場を整備した上で、

建築物の用途に応じた必要かつ適正な駐車台数を確保する。 

民間収益施設 用途 宿泊又は飲食又は物産又はこれらの複合 

※ 駐車場及び民間収益施設の土地の貸付面積は、4,094 ㎡程度（計画地から新清水庁舎敷地を控除した面積）とす

る。 
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（１）事業スキームの整理 

公共施設である新清水庁舎の事業手法（整備・運営手法）としては、従来方式、DB 方式、DBO 方式、PFI(BTO)

方式、リース方式の５手法が想定されます。なお、本調査では、従来方式を除く事業手法を PPP 手法と総称します。 

 

【想定される事業手法における市と民間事業者の役割分担】 

 資金調達 設  計 建  設 施設の所有 維持管理 運  営 

従来方式 市 市 市 市 市 市 

DB 方式 市 民間 民間 市 市 市 

DBO 方式 市 民間 民間 市 民間 民間 

PFI 方式（BTO 方式） 民間 民間 民間 市 民間 民間 

リース方式 民間 民間 民間 民間 民間 民間 

従来方式 ： 公共が資金を調達し、設計・施工・維持管理（運営）をそれぞれ発注する従来型の手法。 

DB（Design Build）方式 ： 公共が資金を調達し、民間が設計・建設を行う方式。 

DBO（Design-Build-Operation）方式： 公共が資金を調達し、民間が設計・建設・維持管理（運営）を行う方式。 

BTO（Build Transfer Operation）方式： PFI 手法のうち、施設建設後に公共に所有権を移して、民間が維持管理運営を行う方式。 

リース方式 ： 民間が資金調達・設計・建設した施設を、あらかじめ定められたリース料で公共に一定期間リースする手法。 

（２）事業方式の検討 

各事業方式について、下表に示す観点から適性を評価（定性的評価）した結果、DBO 方式、PFI 方式、リース方式

の適性が高いと判断されました。 

【事業方式の適性評価】 

 従来方式 DB 方式 DBO 方式 PFI 方式 リース方式 

①資金調達 ◎高い ◎高い ◎高い ○やや高い ○やや高い 

②設計・建設 △低い ○やや高い ◎高い ◎高い ◎高い 

③維持管理・運営 △低い △低い ○やや高い ◎高い ◎高い 

④事業の安定性 △低い △低い ○やや高い ◎高い ○やや高い 

⑤スケジュール △低い ◎高い ◎高い ○やや高い ◎高い 

⑥競争原理の導入 △低い ◎高い ◎高い ◎高い ○やや高い 

総合評価 適性が低い 適 性がやや高い* 適性が高い 適性が高い 適性が高い 

*DB 方式は、設計・建設と維持管理・運営が分離されることから上記の３方式と比較して適性が低い項目がみられる。 

項目 適性評価の観点 

①資金調達 財政負担の平準化が可能か、設計・建設費（利息等）の縮減が可能か 

②設計・建設 効率的な施設整備が可能か、維持管理・運営を見据えた施設整備が可能か 

③維持管理・運営 効率的で柔軟な維持管理・運営が可能か 

④事業の安定性 長期的にみて安定的な事業遂行が可能か 

⑤スケジュール 早期の事業化、工期の短縮が可能か 

⑥競争原理の導入 地元企業の参画を含めて、広く民間事業者の参加が可能か 

 

 

 

２ 新庁舎整備事業スキームの検討 
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（１）活用手法の整理 

敷地活用の方法は、敷地権原、建物形態に応じて、下記の手法が想定されます。 

＜ア 土地を民間に貸し付ける場合＞ 

①土地は市と民間で借地権を準共有し、建物は市と民間で区分所有又は共有する。（合築・区分所有/共有） 

②土地全体に借地権を設定し、建物は民間が単独所有して市に賃貸する。（合築・単独所有） 

③民間収益施設用地に借地権を設定し、建物は市と民間でそれぞれ単独所有する。（分棟・単独所有） 

＜イ 土地を民間に売り払う場合＞ 

④土地は市と民間で分有又は共有とし、建物は市と民間で区分所有又は共有する。（合築・区分所有/共有） 

⑤土地全体を民間に売り払い、建物は民間が単独所有して市に賃貸する。（合築・単独所有） 

⑥民間収益施設用地を民間に売り払い、建物は市と民間でそれぞれ単独所有する。（分棟・単独所有） 

（２）事業スキームの検討 

建物形態（合築又は別棟）については、得失比較や民間意向調査の結果、別棟方式のほうが民間参入の可能性が

高いと判断されました。 

【建物形態の得失比較】 

 合築方式 別棟方式 

得失 

〇メリット 

●デメリット 

○一棟整備することにより、建設費・維持管理費

等のスケールメリット（規模を大きくすることによ

り得られる効果）が発揮できる可能性がある。 

○一体的な開発ができる。 

●庁舎と民間施設とでは求められる耐震性能や

防災機能が異なるため、合築の場合は民間施

設の建設コストへの負担が大きくなる。（庁舎

側の高い構造要件に民間が引っ張られる） 

●将来的な修繕・建替計画に制約が生じる。 

●想定外の事態で民間収益施設が撤退した場

合のリスクが高い。 

●耐用年数や大規模修繕の考え方が異なるため

リニューアルや更新がしづらい。 

○庁舎と民間施設それぞれの要求性能に応じた

設計ができ、適正な建設コスト管理が可能とな

る。 

○官民それぞれの耐用年数に応じた修繕・建替

計画が可能となる。 

○各建物の特性に応じたリニューアルや設備更新

ができる。 

〇権利区分、動線、セキュリティの明確な区分け

ができる。 

○用途構成が分かれるため民間事業者の建設コ

ストが縮減される。 

●基準階の床面積が小さくなってしまう。 

●施設コンセプトの一体性の確保が課題になる。 

 

敷地権原（所有権又は借地権）については、将来の庁舎等の建替え、その際の土地利用の再検討を見据え、事業

敷地（一部）を民間事業者に譲渡（売払い）するのではなく、民間事業者に借地し（貸付け）、民間事業者が借地

権に基づき民間収益施設を整備、運営する手法を想定します。 

その際、借地権の種類は「事業用定期借地権」を想定し、借地期間は「30 年」を上限とします。 

 

 

 

 

 

 

３ 敷地の有効活用の検討 
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（１）調査の目的・方法 

PPP 可能性調査における事業手法の検討では、民間事業者の参加意欲の把握が不可欠です。本事業の特性、想定

される事業スキーム（事業方式、事業範囲）に鑑み、下記の業種を対象に民間意向調査（ヒアリング）を実施しました。 

業種 

建設会社、リース会社、デベロッパー、設計事務所、維持管理会社、金融機関、住宅会社、ホテル会社、小売、飲食、 

郵政、コンビニ 

（２）調査結果 

主要なヒアリング結果は次のとおりです。 

＜ア 庁舎の建て方＞ 

・建物の改修・更新時期が異なることや設計基準の違い、セキュリティ・動線・権利区分の明確さの観点から分棟が望ま

しいとの意見が多い。 

＜イ 庁舎の配置＞ 

・自由通路側に庁舎との意見が多い。商業施設なら駅側を好むが、北東地区の開発に期待もできる。 

＜ウ 事業手法＞ 

・庁舎建設事業は PFI、DBO、リースの希望が多い。 

・敷地活用事業は定期借地方式の希望が多い。 

＜エ 民間収益事業＞ 

・商業は周辺施設との競合が難しい。宿泊系ならまちづくりとの相乗効果に期待が持てる。（建設会社） 

・事業地全体のデベロッパー機能を担うことを検討したい。中部横断道や駿河湾フェリーなど周辺環境も整備され、今後

も周辺の開発に非常に期待が持てるエリア。（リース会社） 

・事業者募集時点で提案者の 1 社として参画できれば大いに協力できる。（維持管理会社） 

・ホテル需要は一定程度見込めるがテーマ性が求められる。静岡～清水間ではマンション・ホテルが乱立している中、どこ

まで企画力を出せるかが勝負。（金融機関） 

・駐車場についても民間事業者の進出の可能性有り。（金融機関） 

・ATM を自社単独で設置することはないが、コンビニ ATM のような形態なら要検討。（金融機関） 

・需要予測としては採算に合う見込み。立地的にテーマ性を持った事業運営がしやすい。（宿泊系） 

・駐車場経営に関心あり。（駐車場） 

 

 

（１）基本的な考え方 

公共施設の整備等に PPP 手法を導入するか否かは、従来方式（市が直接実施する場合）と PPP 事業のどちらが効

率的かつ効果的に事業を実施できるかという視点で判断されます。 

PFI 手法をはじめ PPP 手法では、この判断基準として、VFM（Value For Money）という概念を用いています。これ

は、「市民等が支払う対価（Money）に対して、最も価値（Value）の高いサービスを提供する」という考え方です。 

このため、本事業についても、市が直接実施する場合と PPP 事業により実施する場合を比較し、VFM を検証します。 

（２）VFM の検証方法 

VFM の検証は、同一水準の公共サービス提供を前提に、市が直接実施する場合の市の財政負担額の現在価値であ

る PSC（Public Sector Comparator）と PPP 事業により実施する場合の市の財政負担額の現在価値である PPP-

LCC（Life Cycle Cost）を算定し、これらを比較することで行います。 

 

４ 民間事業者の参画可能性の検討 

５ VFM の検証 
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（３）VFM の検証結果 

新庁舎整備事業スキームの検討を踏まえ、従来方式、DBO 方式、BTO 方式（PFI）、リース方式の４手法を対象に

VFM の検証を行いました。結果は下表のとおりであり、BTO 方式（PFI）が最も財政負担額の少ない手法となりました。 

単位：千円・税込み 

 従来方式 DBO 方式 BTO 方式 リース方式 

市の財政負担額の現在価値 8,916,810 8,374,823 8,201,722 8,397,256 

削減額 ↑PSC -541,987 -715,087 -519,554 

削減率（VFM） － -6.08% -8.02% -5.83% 

＜主な条件設定＞ 

・駐車場を民間が整備し、市が必要台数を借り受ける。民間収益施設敷地貸付料は庁舎の維持管理費に還元する。 

・BTO 方式、リース方式は、民間ノウハウの活用により、従来方式と比較して 7.5％施設整備費が削減されるものとする。

DBO 方式は、設計・建設工事と維持管理・運営の契約が分離されるため、５％施設整備費が削減されるものとする。 

・PPP 手法は、民間ノウハウの活用等により従来方式と比較して５％施設管理費が削減されるものとする。 

 

 

本事業の事業環境、施設整備の特性、民間意向調査結果を踏まえ、リスク分担の検討を行いました。 

その際、PPP 事業・庁舎施設としての一般的なリスク項目の整理に加え、本事業固有のリスクを抽出しました。 

＜主な事業リスクの種類＞ 

制度関連リスク、業務範囲変更リスク、情報漏洩・紛失リスク、附帯事業リスク（食堂・売店等の設置・運営）、 

民間収益施設リスク、建設リスク（用地リスク、工事遅延リスク） 

 

 

（１）総合評価（事業手法の選定） 

以上の検討を踏まえ、下表に示すとおり総合評価を行った結果、本事業において最適な事業手法は PFI(BTO)方式と

なります。   従来方式 DB方式 DBO方式 PFI 方式 リース方式 
定性的 

評 価 

①資金調達 ◎ ◎ ◎ ○ ○ 

②設計・建設 △ ○ ◎ ◎ ◎ 

③維持管理・運営 △ △ ○ ◎ ◎ 

④事業の安定性 △ △ ○ ◎ ○ 

⑤スケジュール △ ◎ ◎ ○ ◎ 

⑥競争原理の導入 △ ◎ ◎ ◎ ○ 

まとめ 適性が低い 適性がやや高い 適性が高い 適性が高い 適性が高い 

定量的 

評 価 
ＶＦＭ(現在価値) － － 高い 特に高い 低い 

民間事業者の参画可能性 － (やや高い) 高い 特に高い やや高い 

総合評価 － － 高い 最も高い やや高い 
 

 

 

６ リスク分担の検討 

７ 総合評価及び課題の整理 
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（２）事業スキーム 

本調査を踏まえた事業スキームの設定は次のとおりです。 

 項目 内容 

新庁舎整備 事業実施主体 ・SPC の設立を基本とする 

 資金調達 ・一般財源、市債、民間資金を併用する 

 事業期間 ・維持管理期間を 15 年とする 

 事業範囲 ・資金調達 

・設計・建設 

・維持管理 

・運営（附帯事業） 

 事業方式 ・PFI（BTO）方式とする 

民間収益施設 建物形態 ・新清水庁舎と別棟とする 

 敷地権原 ・事業用定期借地権を設定する 

 財産区分(土地) ・行政財産又は普通財産とする 

 借地期間 ・30 年を上限とする 

 用途 ・宿泊施設、飲食店、物産店 

駐車場整備 駐車場 ・民設民営で整備した自走式立体駐車場を市が 250～270 台借り上げる 

（３）事業スケジュール 

事業スケジュールは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）今後の検討課題 

PFI 手法による事業化（入札公告）に向けて、下記のとおり、今後の検討課題を整理しました。 

＜ア 提案範囲＞ 

配置計画 

・新清水庁舎と民間収益施設（駐車場、民間収益施設）の配置計画を、提案に委ねるか、市が特定するか、上
記の駐車場整備（その敷地）とあわせて、引き続き検討する。 

 
駐車場・民間収益施設敷地の規模 
・民間収益施設敷地の規模（面積）を、提案に委ねるか、市が特定するか、上記の駐車場（その敷地）、配置計
画とあわせて、引き続き民間意向調査を通じて検討する。 

 

＜イ 事業費＞ 

建設工事費 

・オリンピックや働き方改革を背景として、依然として建設工事費は物価上昇しており、入札公告時点を見据えて、建
設工事費の見直しを検討する。 

 
駐車場・民間収益施設敷地貸付料 
・土地鑑定評価により、民間収益施設敷地の貸付料を算定する。 
 
駐車場借上料 
・近傍類似の駐車料金等を参考に、駐車場の借上料を算定する。 

 


