
視察報告書 

 

１ 実施年月日 平成２９年５月１２日  

２ 調査場所及び調査項目 

千葉県松戸市  ：ＰＦＩによる小中学校空調設備整備事業について 

千葉県鎌ケ谷市：ＰＦＩによる学校給食センター建設事業について  

３ 参加者  

横田典之、田中志摩子、中山真由美  

４ 視察の概要 

◎千葉県松戸市 

（１)視察の目的  

 松戸市では平成２８年９月より市内小中学校にエアコンによる空調運用

が始まっている。その実施にあたり執行者と議会が共同でＰＦＩ手法の勉強

会を持ち、共通の課題解決に向けて共同歩調をとる工夫なども行っている。 

 伊勢原市でも髙山市長よりエアコン設置は実施するが、トイレや雨漏りな

どの校舎整備が先で、それらが終了してからエアコン設置を行いたいとの回

答が出されている。 

 一日も早くそれが可能となるよう、効果的な整備手法を研究するため先進

事例として訪問することとした。 

（２）松戸市の歴史と特徴 

人口約４８４，８３５人、面積６１．３８㎢ 

千葉県の北西部に位置し都心から２０ｋｍ圏内で、西は江戸川を隔てて東

京都葛飾区と埼玉県三郷市に接し、東から北にかけて柏市、流山市、東に鎌

ヶ谷市、南は市川市に接している。 

東側は下総台地の一部で起伏が多い台地であり、その中に樹枝状に谷が深

く入り込んでいる。その表面は関東ローム層で下部は成田層で砂や粘土の互

層になっている。西側は江戸川を背景とした低地で河川沿いに形成された沖

積層である。台地と低地の高低差は２５ｍ前後あり、その境は急斜面の個所

も多い。台地の崖下には多数の湧水もみられる。 

（３）小中学校の現状 

あ 施設概要 

都市ガスによる空調施設（冷房・暖房）。温度コントロールは職員室

で一括管理。各教室ではＯＮ/ＯＦＦを管理。 

い 試運転開始 

冷房：平成２８年９月 

暖房：平成２８年１１月 

う 設備引き渡し 

平成２８年１２月下旬 



え 供給先及び供給内容 

小学校数４４校、中学校数２０校 

普通教室数および音楽室の１，４２７室 

（４）設備概要 

あ 施設の特徴 

① 室内機 

各教室１機設置（職員室など大型室は２機）。 

② 室外機 

５～６教室に１機で校舎裏側に設置。騒音等も考慮し住宅に隣接し

ない場所を、教育委員会が学校と設置業者の間に入って調整。 

③ 室内補助空調機 

各教室に２機の扇風機を設置。温度の偏りを防いでいる。 

④ コントロール及びＯＮ／ＯＦＦ 

全体稼働スイッチと温度コントロールは職員室で集中管理。各教室

では室内機のＯＮ／ＯＦＦを行う。 

⑤ 駆動源 

室外機の熱交換は都市ガス方式。室内機の送風機能は電気ファンに

よる。 

い 施設の多目的機能 

① 小学校中学校に設置。平成２９年３月以降には図書室などの普通教

室以外に拡充中。理科室など専門教室の設置はこれからの見込み。 

う 建設及び施設管理方法 

① 発注は公募型プロポーザル方式にて企業を選定。 

② 応募に当たっては、設計・施工・工事管理・維持管理を一括で受け

られる企業グループからなる特別目的会社（ＳＰＣ）を設立させて、

市と契約することとした。 

③ 応募は１グループのみ。ＳＰＣ出資企業は６社。協力会社は地元を

中心に１７社。 

（５）主な質疑応答  

質問１： この時期に実施となった理由は。 

回答１： これまでは校舎の耐震化に注力してきた。それが終了したので空

調設備の整備にとりかかった。 

質問２：ＰＦＩを選択した理由は。 

回答２： 同時に先行の設置を行うことが可能な方向を検討した結果、ＰＦ

Ｉが良いということになった。ＰＦＩでは民間事業者の技術やノウハウと資

金を活用して早期に事業完成が望める点が選定の最大の理由である。ＰＦＩ

の事業方式はＢＴＯとした。 

質問３：空調整備を実施することのきっかけは。 



回答３：総合計画の実施計画である第５次実施計画の中に、小中学校の空調

整備をあげていた。その計画に基づいて平成２８年度に空調整備を完了させ

るという目標に沿って取り組んできた。 

質問４：どのような財源と支払い計画なのか。 

回答４： 事業総額は４，７９９，３３６千円。財源内訳は依存財源が施工

年度のみ対象のため、初年度に国庫支出金８７３，０９８千円、地方債２，

０５５，４００千円、残りは１３年の分割で一般財源。 

質問５：事業費の内訳は。 

回答５：公有財産購入費が約８３％、委託費が１７％。 

質問６：ＰＦＩ以外の検討方式。 

回答６：従来型公共事業方式、リース方式。それぞれのメリット、デメリッ

トを明確にして検討。ＰＦＩ(ＢＴＯ)のメリットは、事業総額がおよそ１０％

低減。民間からの設計や施工の提案が受けられる。財政負担が平準化する。

補助金や起債が活用できる。整備期間が短い。危機の維持管理に民間ノウハ

ウが活用でき品質が平準化できる。デメリットはＰＦＩの事業経験がなかっ

たためその手法研修に時間がかかる。契約手続きに時間がかかるがあげられ

た。 

質問７：総額のメリット（１０％削減）はどのようにして計算したのか。 

回答７：導入可能性調査という委託をかけた。そのなかではＰＦＩとしての

成立の可否、ＶＦＭ（Value for money）というコスト評価などを行った。 

質問８：コスト差は何で出るのか。 

回答８：設備費で出る。ＰＦＩだと室内機や室外機の全数をＳＰＣが一括発

注できるのでスケールメリットが大きい。従来型であると１校もしくは数校

を１社に発注となる。すべての材料にこのことが適用できるので、１０％低

減が可能となる。 

質問９：空調開始後の評判や効果は。例えば学力とか。 

回答９：昨年も９月はまだまだだいぶ暑かったので評判はとてもよかった。

効果で特徴的であったのは給食の残飯が極端に減った点である。学力の効果

はまだわからない。 

質問１０：設定温度は。 

回答１０：運用指針を作っており、冷房２８℃、暖房２０℃としている。 

質問１１：ＶＦＭの委託先はどういう会社か。 

回答１１：コンサル会社。特にＰＦＩ評価を専門とした会社。 

質問１２：コンサル会社の提出資料を基にＰＦＩ導入を決定したのはだれか。 

回答１２：教育委員会内で決めた。 

質問１３：契約期間の１３年はどういう考えで決めたのか。 

回答１３：機器の耐久年数が１３年であったためである。資金に余裕があれ

ばもっと短くできるが、それは厳しかったので耐用年数とした。機器自体は



その後市に寄贈されるのでもっと長くはできるが、万が一故障や取り換えな

どが発生した場合、支払い上に問題が生じるので、メンテ契約が可能な最大

年数を契約年数とした。 

質問１４：普通教室や音楽室の他に、後程追加したのはどこか。 

回答１４：特別支援教室に入れている。今後図書室や理科室への要望が出て

いる。 

質問１５：室外機の騒音苦情はなかったか。 

回答１５：１校だけあった。防音パネルで対応した。ＰＦＩ事業であったの

で、契約時に合理的な範囲内で事業開始時に発生した課題にも対応するよう

にしていたので、追加費用なしで実施してもらった。 

（６）視察の所感 

 学校数が多く一度に全校の空調を整備するには資金面や準備期間で相当

の苦労が予想されたが、ＰＦＩ手法を活用することでかなりのメリットがあ

ったようだ。もし通常の公共事業で市が行ったとすればその準備だけでも５

年はかかっただろうと話されていた。ＰＦＩにより計画までの期間は従来よ

り手続きなどが複雑ではあるものの、契約後は１年で完成になっている。こ

のスピードが民間の技術とノウハウなのであろう。 

 従来より伊勢原市での実施にも有効な手法であると感じていたが、その確

信が強まった。機会を作って行政に提案していきたい。 

   

 

   

 

 

 

 

 

 



◎ 千葉県鎌ケ谷市  

（１)視察の目的  

 鎌ヶ谷市では昭和４４年に第１給食センター、昭和５３年に第２給食セン

ターが開設され、小中学校に給食が提供されてきた。平成８年２月に「鎌ヶ

谷市学校給食検討委員会」が設置され、老朽化した給食センターの建て替え

事業が第１次～第４次及び第４次補正版実施計画に計上されてきた。その後

平成１６年に「鎌ヶ谷市学校給食検討プロジェクトチーム」が設置され、具

体的な建設手法などについての検討が始まり、議会内にもＰＦＩ手法に対す

る勉強会を行政とともに設置し、その有効性を協議してきた。そのうえでＰ

ＦＩ方式により実施することが決定し、平成２６年提供が開始された。 

 伊勢原市でも平成２９年度中に中学校給食の実施方式の決定が教育委員

会で行われる予定である。これに備え適切な財源や設備管理の手法なども提

案できるようにしたい。 

 一日も早くそれが可能となるよう、効果的な整備手法を研究するため先進

事例として訪問することとした。 

（２）鎌ヶ谷市の歴史と特徴 

人口約１０９，１０９人、面積２１．０８㎢ 

千葉県の北西部に位置し都心から２５ｋｍ圏内で、西は市川市と松戸市、

東は白井市、南は船橋市、北は柏市に接している。 

地形は下総台地のなだらかな緑の大地に広がっている。現在の市町村制度

の基礎が確立された明治２２年（１８８９年）以降、１００年以上にわたっ

て一度も市町村合併を行っていない。 

近年では日本ハムファイターズの２軍施設「ファイターズタウン鎌ヶ谷」

が設置され全国的に有名になっている。 

（３）鎌ヶ谷市学校給食センターの現状 

あ 施設概要 

敷地面積８，０００㎡、延床面積３，７００㎡、鉄骨構造２階建て。

１０，０００食/日の調理能力。土地は一般定期借地権（借地期間５０年）。 

い 供用開始 

平成２６年４月１日 

う 供給先及び供給内容 

小学校９校中学校５校 

（４）設備概要 

あ 施設の特徴 

⑥ ドライシステム及びＨＡＣＣＰ概念の導入 

食品の原料の受け入れから製造・出荷までのすべての工程において、

危害の発生を防止するための重要ポイントを継続的に監視・記録す

るシステム（ＨＡＣＣＰ：Hazard Analysis Critical Control Point）



を導入。 

⑦ ドライシステム 

床を常に乾かすことにより、湿度が低く細菌等の繁殖を抑え、衛生

的な環境を維持。作業内容により「汚染区域」「非汚染区域」で床・

靴の色を変え、エアシャワーを通って非汚染区域に入るなど、衛生

面での意識徹底を図っている。 

⑧ アレルギー対応 

表示義務７品目（小麦、そば、卵、乳、落花生、エビ、カニ）の除

去を想定し専門調理室を整備。 

⑨ 災害時の応急対応を考慮 

備蓄倉庫に食料（アルファー米）や機器を装備。煮炊き釜は免震構

造、一部は外部持ち出しが可能。 

い 施設の多目的機能 

② 食育のための施設を２Ｆに整備。ゾーンごとにテーマを設定し子ど

もたちに興味深い展示を構成。手洗い器、エアシャワー、回転釜の

体験や各作業室を見学者通路から見学可能。 

③ 研修やイベントができる研修室も完備 

う 施設管理方法 

④ 平成 年に受託業者選定（公設民間委託） 

（５）主な質疑応答  

質問１：ＰＦＩ以外の検討方式は。 

回答１：ＤＢＯ方式、リース方式、スクールランチ方式を検討。 

質問２： ＰＦＩに決定した理由は。 

回答２： 民間の技術やノウハウにより、安全で質の高い給食提供を行うた

めの運営体制が整備できる。民間業者の高い衛生管理ノウハウが活用できる。

安定的な事業運営ができる。実施計画事業の財源確保ができる。質の高い給

食を確保しつつ人件費の抑制ができる。職員数削減ができる。財政支出の抑

制ができる。財政支出の平準化ができる。地域経済への貢献ができるなどの

効果が認められるため。 

質問３： 受注業者の決定方法は。 

回答３： 受注は一般競争入札で決定。初めに入札参加資格調査を書類によ

り実施。参加資格合格企業の中から「鎌ヶ谷市学校給食センター建替事業Ｐ

ＦＩ事業者審査委員会（学識経験者等からなる５名で構成）で選定。 

質問４：入札応募数と決定グループは。 

回答４：５グループが応募し、東洋食品㈱が代表を務めるグループが受注。 

質問５： 審査の方法は。 

回答５：事業計画全般に関する事項。設計・建設業務に関する事項。維持管

理業務に関する事項。運営に関する事項。地域貢献に関する事項をそれぞれ



点数配分し性能評価点（加点項目審査）７００点満点として実施。価格評価

３００点満点と加味した総合評価１０００点満点で点数が多いところを選

定。 

質問６：ＰＦＩの効果は。 

回答６：金額面では市の直営では９７億３０００万円が想定されたが、８５

億５０００万円で約１２億円がＶＦＭ効果金額。さらに入札後の契約金額は

６９億７０００万円で３０億近い削減が可能となった。 

質問７：ＰＦＩによる業者側のメリットは。 

回答７：給食の場合は設備費が固定費として払うほか、サービス対価として

注文数は別途払うので業者側に金額面で負担はなくなる。よくあるＰＦＩで

の破たんは、病院や娯楽施設などの契約時の利用数が実際の利用数との格差

が起こり、当初収益が出ないということで起こる。給食はその点のリスクが

ないので応募が多いと考える。事業開始当初は初期投資分があるので赤字分

があるが、事業開始１０年後ぐらいで回収できるので、それ以降は利益が加

算されることになる。千葉県でも１０市ぐらいがＰＦＩにより給食センター

事業を行っているので、その実証はされていると考える。 

質問８：入札条件は。 

回答８：基本的な入札条件の他に、実績数やある程度の大きさの工事経験数

やその内容、運営面ではＨＡＣＣＰ経験がある事。市が決めたのは、設計、

建設、工事管理の各企業。給食センター運営は調理会社などの事績（３００

０食とか）で選んだ。 

質問９：ＶＦＭはどういう企業にどのような方法で発注したか。 

回答９：ＰＦＩの可能性調査専門企業に指名入札で行った。専門企業もほぼ

決まっているので、今回は７社を指名し価格で決定した。結論としては予定

額の半額程度で落札できた。 

質問１０：ＢＴＯ方式とした理由は。 

回答１０：給食センターの施設を建設時に所有することで交付金が交付され

ることからその選択をした。 

質問１１：運営費はどのように支払っているのか。 

回答１１：センターの運営期関わる固定費と提供してもらう給食数の変動費

の合計で払っている。変動費は契約当初は１８円／食であったが物価変動に

より現在は１８．３２円／食になっている。保護者から徴収した給食費で食

材を市が購入しているので、事業者は食材を購入していない。これは議会か

らの要求事項であった。事業者に払っているのは調理業務、配送業務、各学

校での配膳業務の費用である。 

質問１２：食材の調達はどの部署が行っているのか。 

回答１２：実際の食材調達は契約企業から入手している。その選定は給食セ

ンターの市職員が行っている。食材ごとに契約企業を決めているが、おおむ



ね各県に学校給食会があってそこに加盟の企業に競争入札で発注すること

が多い。 

質問１３：給食センターと各校の距離は近いのか。温度が冷めることはない

のか。 

回答１３：距離はさほど遠くない。また容器が保温タイプになっていること

で、１時間以内であれば温度は変わらない。２時間たっても数度しか下がら

ない。特に汁物はほとんど温かい物は温かいままで提供できている。揚げ物

は空気に触れる部分が多いので若干冷えることもあるようだ。 

質問１４：学校側での配膳はどのようになっているか。 

回答１４：配膳もＰＦＩ事業に入っているので、運営企業で配膳さんを雇っ

て運んでいる。低学年は各クラスの前まで、高学年は各階の配膳室まで運ぶ

ことになっている。それ以降は自分たちで配っている。 

（６）視察の所感 

 永く中学校給食が待望されてきた。給食施設を建設する必要があるためそ

の手法をどうするかがカギとなる。今回視察した鎌ヶ谷市をはじめ全国の多

くの市町村でＰＦＩによる給食センターの建設が行われている。 

 民間資金を活用する部分についてはそれほど期待できないようだが、運営

ノウハウや建設ノウハウなどは民間活用が一番良いように感じた。 

機会をとらえて市側に提案していきたい。 

 

  

  

 


