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 すでにお知らせしているとおり滋賀自治体問題研究所では今年度、「公の施設のあり方」

について調査を行っています。その一環として、立命館大学政策科学部の岸道雄教授を講

師として 10 月 10 日、PFI についての学習会を行いましたので次ページ以降にその内容を

紹介します。 

 最初に PFI と滋賀県の PFI 事業の実施状況について簡単に説明しておきます。  

PFI（Private Finance Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）とは、

公共施設の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行

う新しい手法として国 (内閣府 )が推進している事業方式です。滋賀県では、近江八幡市民病

院でこの方式が導入されたがうまくいかず破綻したことで有名です。次ページ以降に述べ

られているとおり発祥の地イギリスでは PFI はうたい文句通りの効果が得られないとして

実施されなくなっています。ところが最近では、新県立体育館、草津市プール、大津市給

食センター、県営住宅、長浜市営住宅などでこの方式が採用されています。それぞれの課

題などについては現在調査中ですが、国が交付金の優遇や交付税措置など大規模事業につ

いては PFI を採用させるような制度づくりをしている点にあると言えます。  

 

 

 

 

 

１1月号の内容  

県下の PFI事業の実施状況  ··················································································  1 

日英の PFIについて－VFM評価を中心に－ ······························································  2 

公の施設のあり方研究会第 4回の概要と第 5回研究会 ·················································  7 

コラム 安倍政権の継承といっそうの強権支配をもくろむ菅政権―大企業・大金持ちのための

政治、民主主義と地方自治の破壊、格差拡大政治、学問の自由の破壊の政治の転換へ― ····· 8  

全国研の財政を支援するサポーター制度の呼びかけ  ·················································  10 

第 20回滋賀地方自治研究集会 ···············································································  10 

  

最近の県下のPFI事業 （億円）

事業 事業期間 事業費 備考

新県立体育館（滋賀アリーナ） 2019.10～2037.3 97 工事中

(仮称）草津市立プール ～2041.3 150
１回目入札不調、28億円増
額して2回目の入札公告

大津市東部学校給食共同調理 2017.10～2037.3 148 税別
県営住宅（長浜市新庄寺） ～2025.3 16 入札公告、設計建設のみ
長浜市営住宅北新団地建替整備事業 ～2022.3 7 工事中、設計建設のみ
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日英の PFIについて 
－VFM評価を中心に－ 

岸 道雄（立命館大学政策科学部教授） 

講師の略歴 

右上表のとおり、以前は PFI推進の立場

で国の研究会や実際の PFI事業の審査委員

などを努めてきたが、2010年以降は考え方

が変わり、批判的立場をとるようになった。   

その理由は後述するとおり PFIのいろい

ろな問題点が明らかになってきたからであ

る。 

  

PFI とは 

 PFIは、右中表のとおり民間資金を用いた

公共施設建設を伴った公共サービスを提供

する事業であり、①～④が特徴とされている。 

 

イギリスにおける PFI の流れ 

PFI はイギリスが発祥の地であり、イギ

リスにおける主な経過は右下表のとおりで

ある。 

1992年に導入が発表される。 

1993年の PFパネルは、PFIの啓蒙・普

及の専門組織である。 

 1994年のユニバーサル・テスティング

（UT）は、すべての公共事業に PFI導入検

討を義務付けるものであり、日本の優先的

検討に近いものである。これにより PFIが

増えていった（次ページ図）。 

ブレア労働党政権でUTは廃止されたが、

労働党政権下でもPFIは増えた。（次ページ

グラフ） 

2018年10月をもって、今後PFIは実施し

ないことが表明されている。 
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2011年下院財務委員会報告書 

イギリスのPFI の問題点について公共サー

ビス利用者である国民の立場から最も包括的に

分析したものの一つは、2011 年8 月に公表さ

れた下院財務委員会（Commons Treasury 

Select Committee）によるPFI に関する報告書

である。この報告書の中で、イギリスのPFI に

ついて多くのデメリットの指摘や示唆に富む提

案がなされているが、その内容を要約すると次

のとおりである。 

 イギリスのPFI の負債の多くが政府のバラ

ンス・シートに記載されていないこと、PFI に

よる民間資金の調達金利が政府の国債金利より

も著しく高く、そのコスト増分が他の部分で相

殺されているといった明確な証拠がないこと、

VFM 評価のあり方がPFI に有利となるよう 

なバイアスがあること等について批判し、より

厳密なPFI 適用基準の導入を求めている。 

 

 

上表では引用していないが、本報告書は、PFI 

にとって有利となるようなバイアスがある現行

のVFM 評価について、より客観的かつ質の高

い証拠に基づいた想定に基づいて行うことを財

務省に対して求めている。 

棒グラフ:件数 

折れ線:事業費（10億ポンド） 
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 こうした批判を受け、保守党政権はこれまで

の PFI についての問題点の整理、見直しを行

い、オズボーン財務大臣が、PF2（Private 

Finance 2）と呼ばれる新たな PFI 方式につい

て 2012 年 12 月の「秋の声明（Autumn 

statement）」の際に発表した。 

 PF2は、政府の関与の比率や事業の透明性を

高めたり、手続き期間を 18か月に限定するな

どの改革が行われたが、民間部門が資金調達し、

資産を建設し、維持管理し、公共部門が 25 年

から 30 年にわたって毎年の料金を支払うと

いう点での変更は行われていない。 

 

2018年会計検査院報告書 

 2018年の会計検査院の報告書では、見込ま

れる便益に関する各省調査では、建設費や維持

管理費で PFIの方が高いという評価がされて

いる。 

 その主要な理由として、資金調達において、

PFIは政府起債より 2～4％高く、これに保険

料、資金管理費用、外部アドバイザーへの報酬、

融資者への手数料等が加わるので事業費用が

高買うなる。 

 また、長期契約のため柔軟性に欠ける点、事

後的定量評価がなされていないこと、VFM評

価は、PFIを有利にする仕組みとなっているこ

となどが指摘されている。 

  

日本の PFIの現状と変遷 

 事業数、事業金額、法改正などの経過は右下

表のとおりである。 

 

日本の VFMなどの数値 

 日本における VFM、官民調達金利差、割引率

の設定値は次ページの上表のとおりであり、金

利差や割引率は小さくなる傾向を示している。 

 

総務省の政策評価(2008) 

割引率やその設定根拠など客観性および透 

 

明性が確保されているとは認めがたい。熊本県

の事例のように、4%で設定した割引率を長期国

債利回りの平均 1.69%に置き換えると VFM が

マイナスになる事例も見られる。（次ページ右中

表） 

 

VFMの要因分析（次ページ右下表） 
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① の研究 

 日本の PFIの特徴として、1)地方自治体主導、

2)箱もの中心、3)本来の BOT1ではなく、BTO2中

心、4)国がマクロコントロール機能を持たない

としている。 

 分析は、138 件の PFI 事業について、1)事業

規模、2)建設費の割合、3)応募者数、4)事業方式

（BTOか BOTか）の４要因を重回帰分析。 

その結果は、2)と 3)要因が正の関係を示した。 

② の研究 

312件の事業について事業期間、建設費割合、

応募者数、計画時 VFM、契約時 VFM、VFMの

変化などの分布を整理。予備的な検討では①と

ほぼ同様な結果となったが、事業分野を細分化

し、事業方式（BTO か BOT か）について検討

を行ったところ、浄水場や下水道などサービス

系事業においては BOT方式の方が BTO方式に

比べて VFM が大きくなり、庁舎等の箱もの計

事業については逆の結果が得られた。3 

 

VFMの英日の比較考察（次ページ右上表） 

① の研究 

 次のような提言 

                                                
1 BOT(Build Operate Transfer:建設、管理したあ

とに所有権を移転する方式) 
2 BTO(Build Transfer Operate :建設後所有権

を移転し、維持管理を行う方式) 
3 BOTと BTOでなぜ VFMに差が生じるかにつ

いての詳細な検討は行われていないが、次のよう

な推定がされている。「これは、同じ箱物系事業で

あっても、庁舎などの箱物では管理運営段階にお

ける主な業務は施設の維持管理が中心となり、新

技術への投資インセンティブがあまり想定されな

いのに対して、たとえば図書館などの施設の場合

には、運営システムの効率化等の新規投資による

費用削減が想定され、VFMの高さに影響を与える

可能性があると考えられるためである。また、サ

ービス系事業についても、廃棄物処理施設や熱処

理施設などは技術革新等が起こりやすく、設備の

更新等で再交渉を行わなければならなくなる可能

性が高いため、所有権の有無がトータルでの事業

コストに影響を与えるかもしれない。」（同論文 18

ページ） 

 PSC4 の数値の根拠と計算の妥当性を第三者

にもチェックできるように明らかにすることが

必要である。さらにいえば、何を持ってVFM が

得られているのか国民、地方自治体住民が判断

                                                
4 PSC（Public Sector Comparator）公共が自ら

実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負

担の見込額であり、PFIの事業費に対する従来方

式の事業費。 
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および認識できるのかということについては、

特定事業の選定の際および最終的な民間事業者

の選定の際に外部評価のプロセスを入れること

が重要であると考える。 

② の研究 

次のような提言 

第1に、事前、契約時、契約後事業期間中の客

観的なVFM 評価の体制作り（中立的な第3 者

によるPSCとPFI 費用の計算実施もしくはチ

ェック体制の整備を含む）、第2 に、事業実施期

間中におけるSPC5の利益など業績情報の国民

や住民にとってわかりやすい形での公表、第3 

に、PSC を単に従来型とするのではなく、青森

市などのようにPFI 以外の考えられる複数の

事業実施方法とし、その上でPFI との相互比較

を行い、民間資金を用いずとも、設計、建設、

維持管理の一括発注方式の可能性も検討に含め

る、第4 に、事業の実施主体の省庁や地方自治

体は、PFI で事業を実施する場合において、な

ぜPFI という調達金利の高い民間資金をあえ

て用いる必要性があるのかについて、具体的に

説明できる客観的根拠を持つようにする。また

金融機関に事業のモニタリングの役割を担わせ

るのであれば、その対価としてどのような方法

が妥当であるのか検討を行う。事業費用のため

に民間資金を用いずとも、モニタリングについ

ての業務委託契約も視野に入れることも考えら

れうる。最後に、イギリスの会計検査院

（National Audit Office）のように、事後的に

PFI 事業を取り上げ、丹念にVFM に関してチ

ェックを行い、今後のPFI事業にフィードバッ

クする仕組み、すなわち、PFI 事業についての

中立的なVFM 監査体制を国および地方自治体

において整備する、といったことが極めて重要

である。 

 

内閣府 VFMガイドライン（右中表） 

 PSC に参入するリスクの定量化については、

                                                
5 SPC(Special Purpose Company )特定目的会社。 

内閣府ガイドラインでも厳密な算定は困難であ

ることを認めている。 

 現在価値化についても問題点がいろいろと指

摘されている。 

 

VFMの評価等（右下表） 

 VFM 算定に必要な割引率や借入利率等の設

定が難しいことや VFM 評価が PFI に有利とな

るような仕組みとなっており、恣意性を排除で

きないと言われている。評価方法が確立してい
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るとは言えない。 

 PFI 以外の選択肢について検討が必要である。

この点では、神奈川県も PFI 運用指針改定版

(2013)の中で下表のように述べている。 

 

PFIの課題、問題点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

公の施設のあり方研究会(第 4回)の概要と第 5回研究会のご案内 

 11月 5日、公の施設のあり方に関する第 4回研究会をズームで行いました。 

（１）指定管理者制度について 

 県の指定管理施設の全般的状況についてのヒアリング結果を報告。次回に向けて個別施設の収支

などについて調査を行うことを確認しました。 

（２）包括的民間委託について 

 この方式を導入している県の下水道事業、大津市下水道事業、大津市上水道事業のヒアリング結

果のとりまとめ案について議論しました。 

（３）DBO（設計建設維持管理一括方式） 

 この方式を導入している県下水道事業の業者側のヒアリング結果を報告し、次回大津市で実施さ

れている DBOを含めて全体とりまとめ案についての議論を行う予定です。 

（４）PFI 

1ページに示した PFI事業についての調査の方向を確認し、次回議論を行う予定です。 

（５）大津市ガスコンセッション方式 

 市のモニタリング結果と導入検討段階の資料と比較しながら検討を行うことを確認しました。 

（６）病院独法化 

 大津市民病院について、ヒアリング課題について整理して年内にヒアリングを実施すること 

確認しました。 

第５回研究会 

 日時 12月 17日(木)17:00～ 

 場所 ズームを使用します 

 ※参加を希望される方はメールで申し込んでください。 
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コラム  

     

                             高橋 進（滋賀自治体問題研究所理事長）  

  

はじめに―コロナへの対応の失敗が政権

を崩壊させる：安倍政権とトランプ政権  

 歴代最長の７年８か月続いた安倍政権

がようやく終了した。アベノミクスで始ま

り、「アベノマスク」で終わったといって

よいであろう。コロナ禍は世界的には第２

波、日本では第３波と言われ、ますます猛

威を振るっている。11 月 14 日時点で世界

では累計で約 5,330 万人が感染、死者は

130 万人を超えた。戦争の死者数で言えば

膨大な規模であり、即時停戦が実施される

べきレベルである。米国の感染者数は世界

最大で 1,000 万人以上、死者 24 万人以上

で、ベトナム戦争での米兵の死者数をとっ

くに超えている。ヨーロッパでもフランス、

スペイン、イギリス、イタリアで感染者数

は 100 万人超、死者数 4 万人以上で、そ

の数は日々増加して、とどまるところを知

らない。その中で行われた米国大統領選挙

では、いろいろな要因があったが、コロナ

対策の軽視と不十分さが大きな要因の一

つとなり、現職の大統領トランプが敗北し

た（11 月 15 日時点では公式に敗北を認め

ていない）。日本の安倍政権も、全国の学

校の一律休校、アベノマスク、PCR 検査

体制の強化の失敗、定額給付金をはじめと

する政策の混乱と失敗の中で持病を悪化

させ、辞任を余儀なくされた。その意味で

安部政権の退陣もコロナ対策の失敗が原

因といってよい。大阪市廃止の住民投票で

廃止反対が多数となったことも、コロナ問

題が影響しているかもしれない。他方で、

ニュージーランドや台湾、韓国の政権はコ

ロナ抑制に成功し、政権の安定化につなが

っている。まさしく、コロナ禍への対応の

正否が政治の試金石となっている。菅内閣

も同じであろう。  

 

 １ 安倍政権の「実績」と災厄  

 一般に安部政権の成果といわれるのは、

株価の上昇と大企業の利益の増大（488 兆

円の史上最高の内部留保額）、円安、法人

税減税（実効税率は 37%台から 29%台へ

下がった）である。この株高は日銀とわれ

われの公的年金の積立金で支えられてお

り、両者を併せると東京証券取引所の１部

上場企業株式の 10%以上を占めている。

トヨタ、ソフトバンク、三菱 UFJ をはじ

め、１部上場企業約 2,000 社のうち少なく

とも 700 社以上で公的資金が筆頭株主に

なっている。政府や大企業は「民間活力」

と声高に自慢げに叫んでいるが、実態は国

民の税金で株を買い支え、大企業や大株主、

外国投資家に利益を提供しているのであ

る。  

 そして、この間に日本は大量の国債発行

によって世界一の借金大国となり、政府債

務残高は国民総生産 (GDP)の 2.5倍に達し

ている。いったい何にこの国債＝借金は使

われたのであろうか。  

 国民にとっては、安部政権下で 5％から

8％、 10％へと２度も消費税が上げられ、

国に税金をたくさん納めるようになって

おり、この 8 年間で物価は実質 11％も上

がっているが（日経、20 年 11 月 15 日、
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サラダ油やバターなど物によっては実質

1.4 倍化）、賃金は上がらず、実質所得は

低下している。税金が膨大な公共事業と米

国からの武器爆買い（トランプの機嫌をと

るために、軍事的に全く合理性を欠いた浪

費的な兵器の爆買い＝イージスアショア

や F35 戦闘機が典型）に消えたことは確

かである。  

 安部政権は、低額所得者の保育園・幼稚

園の無償化、高校の無償化など福祉政策を

少しは実施していることも確かである。し

かし、３本の矢、成長戦略、待機児童ゼロ、

一億総活躍、  介護離職ゼロ、希望出生率

1.8、「非正規という言葉をなくす」など、

新商品のキャッチコピーのように次々と

「政策」らしくものを打ち出すが、いずれ

も実現しないままである。PCR 検査１日

５万件も実現していない。つまり、国民の

福祉、生活・労働改善につながる政策はほ

とんど実現していないのである。  

 外交では、夫人同伴で何度も外遊し、プ

ーチンやトランプや習と何度も会ったが、

お金を提供しただけで、北方領土や北朝鮮

による拉致問題をはじめ、何の成果もなか

った。韓国とは国交回復後の最悪状態を放

置したままであった。  

 他方では、反動的・強権的・軍事化政策

は着々と実行されてきた。第一次安部政権

での教育基本法の改悪、防衛庁から防衛省

への昇格、第二次政権では、集団的自衛権

の合憲への解釈改憲（内閣法制局長人事の

ごり押しを支えに）、これを実行するため

の安全保障関係法、特定秘密保護法、共謀

罪の創設、「道徳」の教科化、毎年の軍事

費の過去最高の更新、マスコミへの介入と

誘導、内閣人事局の設置による官僚人事の

政治支配を通じての行政の恣意的支配と

権力の私物化（森友、加計、桜をみる会な

ど）、沖縄県民や本土の国民の声を踏みに

じっての辺野古基地の建設強行など、悪政

は数多である。  

 ２ 悪政を継承、一層強権化した菅内閣  

 菅氏は安部政権の政策の継承を唱え、首

相の座についた。確かに、現在のところ、

すべて継承されている。感染拡大の中での

Go to トラベル、Go to eat の強行と継続

（ぐるなびはこれで息を吹き返したと言

われている）、菅首相の初当選以来のタニ

マチといわれるぐるなび社長への文化勲

章授与（権力の私物化）、そして、「現代

の滝川事件」である学術会議の人文社会系

の６名の会員候補の任命拒否という学問

への政治介入が、その典型である。はんこ

の廃止と携帯料金の引き下げ圧力で国民

の心理をくすぐりつつ、デジタル庁の設置

と地方行政のデジタル化によって、地方自

治の破壊と国民の情報の管理と大企業の

ための商業利用を推進しようとしている。

EU と比べてもプライバシー保護の弱い

日本では、非常に危険な動きである。  

   

 おわりにかえて 

 米国では、トランプよりもまだましと思

われるバイデンが大統領選挙で勝利した。

大阪市の住民投票では、大規模開発のため

に、大阪市の財源と権限の奪う大阪市廃止

に反対が多数となった。学術会議の会員任

命拒否問題では、全国の６００以上の学協

会が声明を出し、学術会議の推薦どおりの

任命を求めている。世論調査でも、半数以

上が「政府の説明は十分ではない」と回答

している。同時に、世論は、政府による「学

術会議の運営のあり方という」議論すり替

えに攪乱されてもいる。行政のデジタル化

＝便利＝効率化＝費用削減という論理に

誘導される危険もある。  

 民主主義と自由・人権を地域で実現して

いく努力をし続けることが民主主義の基

本であるから、われわれは一歩一歩、ひと

つひとつ、たゆみない努力を続けていく必

要があると痛感している。  
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第 20 回滋賀地方自治研究集会 
 日時 2021年 2月 23日（火・祝）13:30～16:45 

 場所 滋賀県教育会館大会議室 

 基調講演 岡田知弘（自治体問題研究所理事長、京都橘大学教授） 

      菅政権の自治体政策にふれながら 「コロナ禍下で問われる国と地方自治のあり方」 


