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ＰＦＩ導入検討事業調書  
１事業概要  

部  局  名  文化スポーツ部文化振興課  

事 業 名 称 文化会館大規模改修事業  

事 業 期 間 
改修工事 2022（令和 4）年度～2023（令和 5）年度  

維持管理 20 年間（2022～2042 年度）  

概算全体事業費  

（用地含む）  
2,730,000 千円  

事業の内容  
施設老朽化に伴う大規模改修工事  

及び改修後の管理・運営  

施設の概要  

用地  

関係  

場   所  鈴鹿市飯野寺家町 810 番地  

用地確保  市有地  

敷地面積  9,427.05 ㎡  

建設  

関係  

改修費  

(調査設計費別 ) 
1,240,000 千円  

延床面積  5,980.13 ㎡  

スケジュール  

２０１９年度（R1）  PFI 簡易検討  

２０２０年度（R2）  導入可能性調査，基礎調査  

２０２１年度（R3）  事業者募集，基本設計  

２０２２年度（R4）  改修工事  

２０２３年度（R5）  改修工事  

２０２４年度（R6）  リニューアルオープン  

～２０４２年度まで，管理・運営  

国庫補助制度に   

ついて  

名  称  社会資本整備総合交付金（市民会館改修時に交付）  

内  容  ホール吊り天井の改修に一部補助  
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２定性的評価  

市民サービスの向上が期

待できるのか  

ＰＦＩ手法により，運営に民間事業者のノウハウを活用すること

で，例えば，貸館における予約方法の工夫（インターネットの活

用等）や，ソフト事業（文化芸術のイベントや教室等の開催事業。

以下  ソフト事業と記す。）において市民ニーズに対応した新規

事業の実施など，市民サービスの向上が期待できる。  

民間事業者が創意工夫を

発揮できるか  

管理運営とソフト事業までを一括発注することにより，独自のサ

ービスが期待できる。  

行政と民間で明確なリス

ク分担はできるのか  

管理運営業務では，修繕に関して明確な管理責任の設定が不可欠

であるので仕様書にて対応する。また貸館については，不測の事

態に備え保険加入は必須となる。  

ソフト事業に関しての興行収入は民間のリスクとなる。  

競争性を確保できるか  事業者を一般公募することにより確保できる。  

管理運営の効率化を図れ

るのか  

管理運営とソフト事業を一括発注することにより，人員の効率化

も図れる。（例：ソフト事業の者が常駐することで，事務所で貸

館対応も可能。）  

法的に民間事業者が事業

主体になれるのか  

管理・運営は指定管理者制度導入が可能であり，市条例の改正で

対応できる。  

財政上（補助金等）のデ

メリットはないか  
ない。  

事業計画は具体化してい

るか  

耐震化していないホールの吊り天井と，外壁の全面補修，エアコ

ン更新は最低限実施する必要はあるが，その他の客席・配管など

の更新工事，プラネタリウム更新は未定である。  

期限的に問題ないか  

ＰＦＩ手法を取り入れることにより，独自の提案を含めた基本設

計に時間がかかれば，工事が 1 年遅れる可能性がある。しかし，

特に工事期限が設けられているものではない。  

建設段階より運営段階の

比重が高いか  
管理運営段階の比重が高い。  

財政的なメリットは見込

めるか  

ＶＦＭ簡易的算定において，ＶＦＭ 8.6％を見込め，金額は 2.1

億円でメリットが見込める。  

予想される問題点はある

か  

公益財団法人鈴鹿市文化振興事業団について，改修後の管理・運

営やソフト事業部門において，関与出来るのか調査・研究してい

く必要がある。   
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３定量的評価                             （単位：千円）  

 

項  目  従来型手法  ＰＦＩ手法  差  

整備等（運営等を除

く。）の費用  
1,240,000 1,120,000 120,000 

＜算出根拠＞  

ＰＦＩ手法：従来型手法の 10％削減  

（国土交通省 VFM 算定マニュアルでは平均 18％の削減率が報告さ

れているが，案件数の多い 10％程度を採用）  

公共施設等の運営等

の費用  
1,874,000 1,743,000 131,000 

＜算出根拠＞  

従来型手法：H30 年度文化会館管理運営費実績と人件費概算の計  

人件費は正規職員 2 人+再任用 2 人（給与，共済費の概算）  

ＰＦＩ手法：VFM 算定マニュアルの平均 7％削減率を採用  

利用料金収入  420,000 440,000 20,000 

＜算出根拠＞  

従来型手法：H30 年度文化会館使用料実績  

ＰＦＩ手法：マニュアルに事例記載がなく，利用率の増加により 5％

増を見込む  

資金調達に要する費

用  
36,000 35,000 1,000 

＜算出根拠＞  
従来型手法：地方公共団体金融機構の 20 年基準金利 0.25％から  

ＰＦＩ手法：同金利  

調査に要する費用  

（コンサルタント費）  
0 40,000 ▲40,000 

＜算出根拠＞  VFM 簡易算定モデルマニュアルの基準値を採用  

その他  0 6,000 ▲6,000 

合計  2,730,000 
2,503,000 

（端数調整あり）  
227,000 

補助金  6,200 6,200 0 

市負担合計  

（補助金除く）  
2,723,800 2,496,800 227,000 

現在価値  

（割引率 1.1％）  
2,452,000 2,240,000 

212,000 

【ＶＦＭ8.6％】  
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【共通条件】  

・ 国土交通省の簡易な検討の計算表を用いて算出。  

・ 事業期間は，一般的事例は 10～30 であるが平均の 20 年とした。  

・ 割引率は，長期国債 10 年の 1.1％を採用した。   

【従来型手法】  

・ 改修費については，現段階での積算額であり，今後の調査・設計により変更になる。  

【ＰＦＩ手法】  

・ 民間事業者による創意工夫の発揮により一定のコストダウンが発揮されるものとして

設定。その他として，税金等を計上。（算出根拠等は国のガイドラインによる）  

 

 

 

 

４定量的評価ができない理由  
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５総合評価  

事業形態  サービス購入型（地方公共団体が民間事業者へ対価を支払う形態）  

事業方式  ＲＯ方式（既存施設の改修後，維持管理及び運営を行う方式）  

事業期間  
改修工事 2022（令和 4）年度～2023（令和 5）年度  

維持管理 20 年間（2022～2042 年度）  

類 似 事 業 の 導 入 事

例  

神奈川県厚木市文化会館改修事業  

埼玉県所沢市市民文化センター改修事業  

ＰＦＩを導入した

場合のメリット  

・デメリット  

（メリット）  

・建設費だけでなく，管理運営を含めたコストの軽減が見込める。  

・設計・施工・維持管理・運営を一括で発注することで，施工，維

持管理に配慮した設計が行える。  

・設備（プラネタリウムなど）に関して，他用途への改修などＰＦ

Ｉ業者の特色ある提案が期待できる。  

・長期の運営管理を委託することにより，今後の指定管理者制度の

導入や更新手続きを省力化できる。  

・運営面で，稼働率の低い部屋（陶芸室など）をソフト事業で効果

的な利用が期待できる。  

・支払面で，市の財政負担を平準化できる。  

 

（デメリット）  

・ＰＦＩ法に基づく事務手続き（導入可能性調査の実施）により，

従来型手法よりスケジュールが遅れる可能性がある。  

・契約に至るまでの事務手続きが煩雑である。  

・（公財）鈴鹿市文化振興事業団の処遇に懸念がある。  

 

ＰＦＩ導入の有無  

・財政支出削減率は，割引率 1.1％の場合，ＶＦＭは 2.1 億円，8.6％。 

・より金利リスクを考慮した条件の割引率 2.05％（国債 20 年平均

金利）及び民間借入れ金利 1.0％（起債 0.3％に対し民間リスク分

を上乗せ）で計算した場合でも，ＶＦＭは 1.3 億円，5.8％。  

・また，定性的評価から，施設の有効活用や運営において民間ノウ

ハウの活用が期待でき，市民サービスの向上につながる。 

・以上のことから，ＰＦＩ手法導入を検討すべきである。  

・なお，本市の文化芸術事業における（公財）鈴鹿市文化振興事業

団のこれまでの実績をふまえ，改修後の運営における事業団の活

用を検討する必要がある。  

 


