
府省庁名 部局名

関係府省庁

KPI（第１階層）

KPI（第２階層）

※（注）と記載した部分については、今年度は記載を求めません。

201〇年度末 進捗率（％）

アクションプランを踏まえたPPP/PFI事業の事業規模
【目標：－】
※事業規模の目標の見直しについて本年度内を目途に結論を得る

（注）（注）─

─ （注） （注）

ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の導入件数、事業総額及びコスト抑制見込み額
※アクションプランを踏まえたＰＰＰ／ＰＦＩ事業規模の設定をもとに目標値を設定
する

─

─

改革工程に位置づけられ
た施策及びKPIの進捗管理
と評価をどのように進める
のか

■PPP/PFI事業の事業規模の把握
■PPP/PFI事業の進捗をモニターするために、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の導入件数、事業総額及びコスト抑制見込み額により、進捗を管理する。
１．PPP/PFI事業規模の実績を把握するため、民間資金等活用事業推進委員会に事業規模目標見直しプロジェクトチームを設置。３つの課題（①
事業規模の考え方、②対象事業の範囲、③事業規模の計測方法）を整理したうえで、平成25・26年度に契約されたPPP/PFIの事業規模を推計。

２．目標値の設定に当たっては、推進方策の検討と併せた検討が必要であり、アクションプラン等の進捗状況の把握及び必要な見直しについて
調査審議をするため、民間資金等活用事業推進委員会に「計画部会」を設置したところ。計画部会において、関係省庁、関係団体へのヒアリング
を実施し、PPP/PFI事業の推進施策の見直しとともに、新たな事業規模目標を設定する。

３．計画部会において、関係省庁、関係団体へのヒアリングを実施し、PPP/PFI事業の事業規模を毎年度把握し、結果を公表する。また、
PPP/PFI事業の推進に係る課題を抽出し、必要となる施策を見直すことを可能とする。

改革工程に沿って新たに予
算措置した事項や新たに
着手した施策（平成27年度
実施、平成28年度予定含
む）

【事業規模目標見直しプロジェクトチーム】
平成27年11月　プロジェクトチームを設置
平成28年2月　中間報告
平成28年3月　最終報告
【計画部会】
平成28年2月　　　部会設置
平成28年4月頃　中間報告
平成28年5月上旬　最終報告

改革工程に沿った取組の評価シート（案）

内閣府 民間資金等活用事業推進室

総務省、国土交通省、厚生労働省、文部科学省等

改革項目

⑤日本版「資本のリサイクル」として、コンセッション、公的不動産の利活用や包
括的民間委託など多様なPPP/PFI手法の積極的導入の推進
⑥PPP/PFI手法について、公的負担の抑制につながることを前提としつつ、地域
の実情を踏まえ、導入を優先的に検討するよう促す仕組みの構築

A B C D＝（C-A）/（B-A）

2016年度（初期値） 2020年度（目標値）

CO893133
タイプライターテキスト
資料１

CO893133
長方形



府省庁名 部局名

関係府省庁

KPI（第１階層）

KPI（第２階層）

改革工程に位置づけられ
た施策及びKPIの進捗管理
と評価をどのように進める
のか

改革工程に沿って新たに予
算措置した事項や新たに
着手した施策（平成27年度
実施、平成28年度予定含
む）

※（注）と記載した部分については、今年度は記載を求めません。

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入を優先的に検討する仕組みを構築した各省庁及び人口20
万人以上の地方公共団体等の数
【目標：2016年度末までに100%】

（注）（注）─

100% （注） （注）

─ ─

─

■ＰＰＰ／ＰＦＩ手法について、国及び人口20万人以上の地方公共団体等において、地域の実情を踏まえ、導入を優先的に検討するよう促す仕組
みの構築
優先的検討規程の策定の有無、運用状況に関する中間・最終フォローアップの結果については、インターネット上で公表。

【平成27年度中】
　・費用総額比較を自動で計算できるワークシートを含む「策定の手引」を策定し、全自治体へ周知
　・フォーラムにおいて説明実施
【平成28年度上半期】
　・全国各地で説明会を実施
　・優先的検討運営支援事業の実施（自治体の庁内調整等を支援）
　・内閣府の総合窓口において規程策定に関する問い合わせに対応
　・民間資金等活用事業推進委員会において、コンセッション方式等の評価方法について調査審議。
【平成28年度下半期】
　・策定状況、運用状況の中間フォローアップの実施。結果を比較可能な形で公表。
　・支援事業、説明会、問い合わせ、中間フォローアップ結果等から策定の課題を抽出し、対応。
　・調査審議結果を踏まえて、「運用の手引」を策定、地方公共団体等に周知。
【平成28年度末】
　・策定状況、運用状況の最終フォローアップの実施。結果を比較可能な形で公表。
【平成29年度以降】
　・継続的なフォローアップにより運用状況の適正化を図る。

改革工程に沿った取組の評価シート（案）

内閣府 民間資金等活用事業推進室

総務省、国土交通省、厚生労働省、文部科学省等

改革項目

⑤日本版「資本のリサイクル」として、コンセッション、公的不動産の利活用や包
括的民間委託など多様なPPP/PFI手法の積極的導入の推進
⑥PPP/PFI手法について、公的負担の抑制につながることを前提としつつ、地域
の実情を踏まえ、導入を優先的に検討するよう促す仕組みの構築

A B C D＝（C-A）/（B-A）

2016年度（初期値） 2016年度末（目標値） 201〇年度末 進捗率（％）



府省庁名 部局名

関係府省庁

KPI（第１階層）

KPI（第１階層）

KPI（第１階層）

KPI（第２階層）

※（注）と記載した部分については、今年度は記載を求めません。

改革工程に位置づけられ
た施策及びKPIの進捗管理
と評価をどのように進める
のか

■ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の開発・普及等を図る地域プラットフォームの全国的な体制整備
１．国交省と内閣府は、PPP/PFI事業の組成に取り組む地域プラットフォームの形成にモデル的に取り組む地方公共団体を支援。また、国交省
と内閣府が関係省庁の地方支分部局と連携して、優良事例等の横展開等を目的に、地方ブロック単位の地域プラットフォームを立ち上げた。

２．地域プラットフォーム形成支援事業の中で民間提案等を促進するモデル的な取組を実施。2016年度に地域プラットフォームでの取組の実例
等を取り纏めた運用マニュアルを作成、全国の地方公共団体等へ周知し、各地域での地域プラットフォームの自発的な形成を促進。

改革工程に沿って新たに
予算措置した事項や新た
に着手した施策（平成27年
度実施、平成28年度予定
含む）

１．国交省と内閣府共同で全国8ブロックにブロックレベルの地域プラットフォームを形成し、全国6か所において情報・ノウハウの横展開を図るセ
ミナーを開催（平成28年度も継続運営）。

２．平成27年度より地域プラットフォーム形成支援事業を開始、モデル10地域（内閣府5地域、国土交通省5地域）において地域プラットフォームを
形成。

３．地域プラットフォームの形成や運営に資する情報発信の一環として、内閣府がセミナー（全国フォーラム）を開催。

改革工程に沿った取組の評価シート（案）

内閣府 民間資金等活用事業推進室

国土交通省

改革項目

⑤日本版「資本のリサイクル」として、コンセッション、公的不動産の利活用や包
括的民間委託など多様なPPP/PFI手法の積極的導入の推進
⑥PPP/PFI手法について、公的負担の抑制につながることを前提としつつ、地域
の実情を踏まえ、導入を優先的に検討するよう促す仕組みの構築

A B C D＝（C-A）/（B-A）

2016年度（初期値） 2018年度（目標値） 201〇年度末 進捗率（％）

ブロックレベルの地域プラットフォームに参画する地方公共団体の数
【目標：181（2018年度）】

（注）（注）─

181 （注） （注）

─ ─

153

地域プラットフォームの形成数
【目標：47（2018年度）】

10 47 （注） （注）

PPP/PFI事業が形成された地域プラットフォームの数
【目標：－】
※モニタリング指標
2018年度中を目途に数値目標をKPIとして設定する

─ ─ （注） （注）



内閣府 民間資金等活用事業推進室

平成28年３月24日

第10回 社会資本整備等WG
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１．アクションプラン等の見直しについて

２．優先的検討について

３．ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォームについて



民間と地域の双方にとって魅力的なＰＰＰ／ＰＦＩ事業
として、10年間（平成25～34年）で12兆円規模に及ぶ
以下の類型による事業を重点的に推進する。

アクションプラン等の見直し

ＰＰＰ/ＰＦＩの抜本改革に向けたアクションプラン
（平成25年６月６日PFI推進会議決定）

3

アクションプランの取組を加速化し、公共施設等運営
権方式について、集中強化期間・重点分野・数値目標
を設定し、アクションプランの事業規模目標（10年間で
２～３兆円）を前倒しして、政府一体となって取り組む。

集中強化期間の取組方針
（平成26年６月16日PFI推進会議決定）

○ 事業類型及び事業規模 ○ 集中強化期間、重点分野及び数値目標

・集中強化期間 ： ３年間（平成26年度から28年度）
→重点分野ごとに個別に期間を設定

・重点分野 ： 空港、 水道、 下水道、 道路
→・新たな重点分野の追加を検討中（文教施設や公営住宅等

の利用料金の存在する公共建築物）

・コンセッションに限らず、収益施設併設型、公的不動産
利活用型なども重点分野に追加

・数値目標
（１）事業規模目標

： ２～３兆円※ （10年間の目標を前倒し）
※アクションプラン等改定に併せて見直し

（２）事業件数目標
： 空港６件 水道６件 下水道６件 道路１件

（２）収益施設の併設・活用など事業収入等で
費用を回収するＰＦＩ事業等
： ３～４兆円※

（３）公的不動産の有効活用など民間の提案を
活かしたＰＰＰ事業 ： ２兆円※

（４）その他の事業類型 ： ３兆円※

※アクションプラン等改定に併せて見直し

（１）公共施設等運営権制度を活用したＰＦＩ事業
： ２～３兆円※

アクションプラン等の実効性を確保するため、
①PPP/PFI事業規模の実績を把握するため、事業規模の考え方等を整理。
②アクションプラン等を改定するとともに、ＰＤＣＡサイクルを確立する。

10～12兆円※



例：収益施設併設型ＰＦＩ事業

4

①事業規模目標の見直しに係る課題の整理

課題②：対象事業の範囲 課題③：事業規模の計測方法

・公共施設の整備等において民間の役
割を拡大し、その創意工夫を活用する
というＰＰＰの目的に照らし、以下の３
要件を満たす公共施設等の整備等に
係る事業、公的不動産の利活用に係
る事業を対象。

課題①：事業規模の考え方

・事業規模によりＰＰＰ/ＰＦＩ事業で生
み出された民間の経済活動を測ると
いう考え方に基づき、民間事業者の
総収入を指標として把握。

①従来の官民の役割分担を見直し、
民間事業者の役割を大幅に拡大し、
その主体性を幅広く認めるものであ
ること

②協定等に基づき官民双方がリスクを
分担すること

③民間事業者が事業実施にあたり相
当程度の裁量を有し、創意工夫を活
かすことで、事業の効率化やサービ
スの向上を図れること

・新たな調査により、事業の全数把
握を行うと共に、推計に必要なデー
タを収集。

調査の概要

①全地方公共団体を対象としたアン
ケート調査
・・・ＰＰＰ事業の全数把握

②サンプリング調査
・・・利益率等推計に必要なデータを

取得

公共施設
（庁舎等） 収益施設

（商業施設等）

民間事業者が建設・運営

民間が
提案

①公共からの
対価収入

②収益施設
からの収入

＝契約額

③民間事業者総収入
（③＝①+②）

○事業規模目標見直しPTを設置し、公共施設の整備運営に民間活力を導入する方向で、アクションプ
ランの事業規模の考え方、対象事業の範囲等を整理した。



②アクションプラン等の改定とＰＤＣＡサイクルの確立

5

○事業規模の計上における
課題整理

○H25,26年度の事業規模
の推計

○PPP/PFI事業の推進施策の見
直し（関係省庁、関係団体）

○新たな施策の設定（新たな重
点分野の設定等）

○H27.11 ○H28.3 ○H28.5

計画部会

新たな重点分野の追加を検討中
（文教施設や公営住宅等の利用
料金の存在する公共建築物）

新たな重点分野の検討状況

○アクションプラン等のＰＤＣＡサイクル

アクションプラン等の改定

改定したアクションプランのフォローアップ
（１）毎年度PPP/PFI事業の事業規模を把握し、その結果を公表
・地方公共団体を対象としたPPP/PFI事業実施状況のアン
ケート調査を実施

・民間事業者等をサンプリング調査を実施

（２）関係省庁、関係団体、地方公共団体へのヒアリングにより、
進捗状況の確認、課題の抽出

○フォローアップの結果、必要に
応じてアクションプランを見直し

※具体的な推進施策は毎年見直
し予定

事業規模目標見直しPT

計画部会アクションプラン等の見直し

○H25,26年度のPPP/PFIの事業規模の推計をもとに、重点分野等の推進施策の見直しとともに、新たな事業規模目標を
設定する。

○改定したアクションプランの進捗状況は毎年フォローアップを行い、その結果に応じてアクションプランの見直しを行う。
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１．アクションプラン等の見直しについて

２．優先的検討について

３．ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォームについて



優先的検討規程策定に向けた取組について

・費用総額比較を自動で
計算できるワークシート
を含む「策定の手引」を
策定し、全自治体へ周知

・フォーラムにおいて説明
実施

・全国各地で説明会を実施

・優先的検討運営支援事業の実施
（自治体の庁内調整等を支援※）

・内閣府の総合窓口において規程
策定に関する問い合わせに対応

・策定状況の中間フォローアップの
実施。結果を比較可能な形で公表。

・支援事業、説明会、問い合わせ、
中間フォローアップ結果等から策
定の課題を抽出し、対応。

・策定状況の
最終フォロー
アップの実施。
結果を比較
可能な形で
公表。

平成27年度 平成28年度 上半期 平成28年度 下半期

（１） 初めてPPP／PFIに関する計画を策定する地方公共団体は、PPP／PFIに関するノウハウがなく、優
先的検討規程の策定自体が困難。

（２） 既にPPP／PFIに関する制度を有する地方公共団体でも、定性的な評価となっており、定量的評価
を求める指針と整合させることが困難。PPP／PFI事業を実施した前例がないこと、時間がかかること等
を理由に、従来型手法を採用することができなくなることについて、事業所管部局の理解が得られない
可能性がある。

１．優先的検討規程策定に係る課題と対応

課題への対応

平成28年度末

課題の再整理
課題への対応

２．規程策定の中間・最終フォローアップ

優先的検討規程の策定の有無に関
する中間・最終フォローアップの結果
については、比較可能な形でインター
ネット上で公表。

都道府県名 策定の有無

○県 ○

□県 ○

△県 ×

・・ ・

都道府県 政令市 その他

市名 策定の有無

○市 ○

□市 ○

△市 ○

・・ ・

市区名 策定の有無

○市 ○

□区 ×

△区 ○

・・ ・

中間・最終フォローアップ結果の公表のイメージ

7

※優先的検討の対象事業となり得る事業類型について、企画部局等に対して、類例等の情報提供を実施。事業所管部局との調整の円滑化を図る。



優先的検討規程の適正な運用に向けた取組について

・運用状況中間フォローアップの実施。結果を比較
可能な形で公表。

・中間フォローアップ結果等から課題を抽出し、対応。

・調査審議結果を踏まえて、「運用の手引」を策定、
地方公共団体等に周知。

平成28年度 上半期 平成28年度 下半期 平成28年度末

（１） 次に掲げる３要件に合致した優先的検討規程を運用することが望ましい。
① 明確に定めた対象事業について優先的検討を行うこと
② 客観的な基準によりPPP/PFI手法導入の適否を評価すること
③ 評価の結果、PPP/PFI手法導入に適しないとした場合は、その評価内容を公表すること

（２） コンセッション方式や収益施設を併設・活用したPPP／PFI事業については、過去の実績が乏しいこ
と等により、費用総額の比較による評価方法が確立していないことが課題。

１．優先的検討規程運用に係る課題と対応

優先的検討規程の運用
状況に関する中間・最終
フォローアップの結果につ
いては、インターネット上で
公表。
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課題の再整理課題への対応

２．規程運用の中間・最終フォローアップ

・民間資金等活用事業推進委員
会において、コンセッション方式
等の評価方法について調査審議。

・優先的検討運営支援事業の実
施

（自治体の庁内調整等を支援※）

中間・最終フォローアップの対象項目のイメージ

課題への対応

平成29年度～

・継続的な
フォローアッ
プにより運
用状況の適
正化を図る。

① 優先的検討規程の内容

② 評価の結果、PPP／PFI手法導入に適しないとされた件数とその評価内容

③ 評価の結果、導入されたPPP／PFI手法の件数

・最終フォロー
アップの実
施。結果を
公表。

※類例を交えつつ、具体の案件における簡易な検討の実施に必要な情報を提供。事業所管部局との調整の円滑化を図る。
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１．アクションプラン等の見直しについて

２．優先的検討について

３．ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォームについて



ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォームについて①

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の開発・普及等を図る地域プラットフォームについて、全国的な体制整備を
計画的に推進し、地域の産官学金による連携強化、優良事例の全国への普及、地方公共団
体や民間の能力向上等を図る。

地域の企業、金融機関、地方
自治体等が集まり、
ＰＰＰ／ＰＦＩ事業のノウハウ習
得と案件形成能力の向上を
図り、具体の案件形成を目指
した取組を推進する。

地元

企業

その他

有識者

地方

自治体

地域金融機関

PFI推進機構

 地域プラットフォームのイメージと内閣府の2015年度支援事業

１．習志野市（千葉県） 習志野市公共施設再生プラットフォーム形成事業

２．浜松市（静岡県） 浜松市官民連携プラットフォーム形成事業

３．神戸市（兵庫県）
地域での民間事業者の参画及び提案促進の活性化
を目指した産学官金連携の仕組みの構築

４．岡山市（岡山県）
岡山PPP交流広場（岡山市版地域プラットフォーム）に
おけるPPP連携の基盤づくり

５．福岡市等（福岡県）
PPPマーケットの拡大・醸成に向けた事業者及び地方
公共団体向けセミナー等の開催

○事例研究を通じたＰＰＰ/ＰＦＩのノウハウ習得
○地域の民間事業者の競争力強化
○異業種ネットワークの形成
○ＰＰＰ/ＰＦＩ事業の候補や具体案件についての官民対話
○地域の民間事業者による参画や提案の促進 等

地域プラットフォームにおいて想定される取組

2015年度内閣府支援事業
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ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォームについて②

持続的な活動として定着さ
せることが必要

単なる勉強会に留まらず、
案件形成に繋がる取組をし
ていくことが重要

課題

地域プラットフォームを民間
提案の場として機能させる

活動の初年度より、案件形
成に繋げていく長期的な視
点から継続的な運営体制を
作る

PPP/PFI事業や地域プラット
フォームの優良事例を横展
開する

地域プラットフォームの整備
方法や実施内容に関する
ノウハウ提供

対応策
2015年度 2016年度

 ブロックレベルの地域プラットフォームを開催

各ブロックでの参加公共団体数（153）の増加
を目指す

 地域プラットフォームの取組の実例等を取
り纏めた「運用マニュアル」を作成

 PPP/PFI専門家派遣制度の運用

地域プラットフォームの実践ノウハウに詳しい
専門家を派遣

 地域プラットフォーム形成支援事業

 民間提案等を促進するモデル的な取組を
推進
 地方公共団体が整備しようとする公

共施設のリスト（ロングリスト・ショート
リスト）の提供等

地
域
Ｐ
Ｆ
の
形
成

地
域
Ｐ
Ｆ
の
運
営

地域プラットフォームの意義
が理解されていない

施策

計画策定に当たって継続的な運営を前提とし
た支援を実施

※ブロックレベルの地域プラット
フォームに参画する地方公共
団体の数【目標：181（2018年
度）】

※地域プラットフォームの形成数
【目標：47（2018年度）】

※ PPP/PFI事業が形成された地域プラットフォームの数
【目標：－】※モニタリング指標：
2018年度中を目途に数値目標をKPIとして設定する

 具体の案件形成に向けて効果のあった取
組を「運用マニュアル」に反映
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