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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117

号、以下「ＰＦＩ法」という。）第６条の規定により、下記事業を特定事業として選定した

ので、同法第８条の規定により、特定事業選定の客観的な評価の結果を公表します。

平成 22 年２月 26 日

愛知県公営企業管理者

企業庁長 山川 利治

特定事業（豊田浄水場始め 6浄水場排水処理施設整備・運営事業）の選定について

１ 事業内容

（１）事業名称

豊田浄水場始め 6 浄水場排水処理施設整備・運営事業（以下「本事業」という。）

（２）事業に供される公共施設の種類

愛知県豊田浄水場、幸田浄水場、安城浄水場、豊橋浄水場及び豊川浄水場（以下「５

浄水場」という。）の各脱水処理施設等と豊橋南部浄水場と蒲郡浄水場（工水）の天

日乾燥床（以下「天日乾燥床」という。）

（３）公共施設の管理者

愛知県公営企業管理者 企業庁長 山川 利治

（４）事業目的

愛知県企業庁（以下「県企業庁」という。）が実施する水道用水供給事業及び工業用

水道事業については、県人口の増加や生活水準の向上並びに産業活動の発展とともに

着実に整備・推進してきましたが、社会・経済情勢の大きな変化にともない、より効

果的かつ効率的な事業運営が求められています。

また、浄水処理にともなって発生する汚泥については、安定的に脱水処理できるこ

ととともに、近年の廃棄物処分場の不足及び環境保全に及ぼす影響を考慮すると、減

量化及び再生利用化を進めることが、水道の安定供給等を確保するための重要な課題

の一つとなっています。

こうした中で、県企業庁では、県営浄水場における浄水処理工程で発生する汚泥を

脱水機や天日乾燥により脱水処理し、有効に利用しています。

しかしながら、多くの脱水機が老朽化による更新時期を迎えています。また、環境

への配慮、新技術の導入、県民等が享受できるサービス価値の最大化など、水道用水

供給事業及び工業用水道事業への要請が多様化・複雑化している一方で、そのサービ

ス創出のために投下するコストを最小限に抑える必要性が高まっている中、民間事業
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者のノウハウや創意工夫を活用し、公共と民間が連携して課題解決に努める必要があ

ると考えています。

そこで県企業庁では、総事業費の削減、財政支出の平準化及び脱水ケーキの再生利

用の促進を図ることを目的に、西三河地域と東三河地域における６浄水場の脱水設備

等の更新・増設と運営・維持管理等を進めるうえで、ＰＦＩを導入することとしまし

た。

（５）事業概要

ア 事業範囲

事業者が行う主な業務は、次のとおりとします。

（ア） 設計・建設業務

a 事前調査及びその関連業務

b ケーキヤード等の整備

c 幸田浄水場及び豊橋浄水場における脱水機棟の改修に係る設計

d 生活環境影響調査

e ５浄水場における脱水設備等の増設、更新に係る設計

f 脱水処理施設等の工事開始までに必要な手続き（各種申請業務等）

g 幸田浄水場及び豊橋浄水場における脱水機棟の改修に係る工事

h ５浄水場における脱水設備等の増設、更新に係る工事（既設の脱水設備等の

撤去を含む。）

i 工事監理

j 竣工後に県企業庁が行う検査等への協力

（イ）運営・維持管理業務

a 脱水処理施設等の運営・維持管理業務

・脱水処理施設等の運転

・脱水処理施設等の維持管理（点検、保守、修理、交換、改良その他一切の

管理業務）

・警備

・濃縮槽からの汚泥引き抜き（運転・計量等の管理業務）

・濃縮施設の運転支援

・脱水ケーキの管理（「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年 12

月 25 日法律第 137 号）に基づく管理業務）

・県企業庁への引継ぎ

b 天日乾燥床の脱水ケーキの排出業務

・脱水ケーキの排出

・脱水ケーキ排出後の補砂と敷均し

・脱水ケーキの管理（「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年 12

月 25 日法律第 137 号）に基づく管理業務）
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・ケーキヤード等の維持管理

c 脱水ケーキの再生利用業務

・脱水ケーキの再生利用

・脱水ケーキの搬出

なお、増設・更新する脱水処理施設等の概要は下表のとおりです。

■増設・更新施設の概要

浄水場名 事業実施年度 増設・更新・改修計画
増設・更

新・改修等

計画給水量

（脱水機台数）

脱水設備 増設
平成 23 年度

脱水設備等

脱水設備等 配管 増設

脱水設備 更新
豊田

平成 30 年度 脱水設備等
配管 更新

上水：231,000m3／日

（既設 1 台）

脱水機棟 改修

脱水設備 更新平成 26 年度
脱水設備等

配管 更新

脱水設備 更新

幸田

平成 37 年度 脱水設備等
配管 更新

上水：89,000m3／日

（既設 2 台）

脱水設備 更新
平成 31 年度 脱水設備等

配管 更新

脱水設備 更新
平成 32 年度 脱水設備等

配管 更新

脱水設備 更新

安城

平成 33 年度 脱水設備等
配管 更新

工水：300,000m3／日

（既設 4 台）

脱水機棟 改修

脱水設備 更新平成 24 年度
脱水設備等

配管 更新

脱水設備 更新
平成 25 年度 脱水設備等

配管 更新

脱水設備 更新

豊橋

平成 40 年度 脱水設備等
配管 更新

上水：104,900m3／日

（既設 3 台）

脱水設備 更新
豊川 平成 34 年度 脱水設備等

配管 更新

上水：86,000m3／日

（既設 2 台）

イ 事業方式

５浄水場については、ＰＦＩ法に基づき、事業者が自らの提案をもとに脱水処理施

設等の設計、建設を行った後、県企業庁に施設の所有権を移転し、事業期間中に事業

契約書に示される内容の運営・維持管理業務を行う方式（ＢＴＯ（Build Transfer

Operate））により実施することとします。

事業者は、５浄水場の既設の脱水処理施設等の運営・維持管理業務を行うとともに、

事業契約書に示した年度に、脱水機棟の改修並びに脱水設備等の増設・更新を行うこ

ととします。



4

豊橋南部浄水場については、事業者が自らの提案をもとにケーキヤード等の設計、

建設を行った後、県企業庁に所有権を移転し、事業期間中に事業契約書に示される内

容の天日乾燥床の脱水ケーキの排出業務と脱水ケーキの再生利用業務を行う方式（Ｂ

ＴＯ（Build Transfer Operate））により実施することとします。

蒲郡浄水場（工水）については、ＰＦＩ法に基づき、事業期間中に事業契約書に示

される内容の天日乾燥床の脱水ケーキの排出業務と脱水ケーキの再生利用業務を行う

方式（Ｏ（Operate））により実施することとします。

（６）事業期間

本事業の事業期間は、平成 23 年 4 月から平成 43 年 3 月までの 20 年間とします。

（７）事業者の収入

本事業における事業者の収入は、事業者が実施する設計・建設業務に係る対価、

運営・維持管理業務等に係る対価から構成されます。また、事業者が脱水ケーキを

有価により再生利用したことによって得る収入は、事業者の収入とします。

２ 県企業庁が直接実施する場合とＰＦＩ事業1で実施する場合の評価

（１）評価の方法

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する事業の実施に関する

基本方針」及び豊田浄水場始め 6 浄水場排水処理施設整備・運営事業実施方針に基づ

き、事業期間全体にわたるコスト算出による県企業庁の財政負担額の定量的評価及び

ＰＦＩ事業で実施することによるサービス水準に関する定性的評価を行い、総合的な

評価を行うこととします。

（２）定量的評価

本事業を県企業庁が直接実施した場合とＰＦＩ事業により実施した場合それぞれの

事業期間全体を通じた県企業庁の財政負担額を比較するにあたり、次のように前提条

件を設定しました。

なお、これら前提条件は、県企業庁が独自に設定したものであり、応募者2の提案内

容を制限するものではなく、また一致するものでもありません。

1 ＰＦＩ法に基づく事業
2 応募企業又は応募グループ
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ア 前提条件

県企業庁が直接実施する場合 ＰＦＩ事業により実施する場合

財政負担額の主

な内訳

①設計・建設に係る費用

・工事費

・設計費

・生活環境影響調査費 等

②運営・維持管理に係る費用

・人件費

・補修費

・用役費 等

③起債の支払利息

①サービス購入料

○設計・建設業務（開業業務

等、設計業務、建設業務）

に係る対価

・一時支払金

・割賦支払金

○運営・維持管理業務に係る

対価

②アドバイザー費用

③モニタリング費用

④起債の支払利息

（注）事業者からの税収（県税）につ

いては調整を行う。

事業期間 20 年

設計及び建設に

係る費用

既存類似施設の実績等に基づき

設定。

既存類似施設の実績等に基づき

設定。ただし、工事費及び設計

費について、県企業庁が直接実

施する場合に比べ一定割合の縮

減が実現するものとして設定。

運営・維持管理

に関する費用

県企業庁の実績等を勘案して設

定。

県企業庁の実績等を勘案し設

定。県企業庁が実施する場合に

比べ一定割合の縮減が実現する

ものとして設定。

資金調達に関す

る事項

＜県企業庁の資金調達＞

①国庫補助※1

②起債※2

＜事業者の資金調達＞

①一時支払金※3

②自己資金（資本金）

③民間融資機関借入※4

共通条件 割引率 2.7％、物価上昇率 0％

※１：工業用水道事業費補助金交付規則等に準じた補助率より算定。

※２：設計・建設に係る費用から国庫補助を差し引いた額より算定。金利については、過去のトレ

ンドと現時点における水準を勘案し設定。

※３：脱水処理施設等の設計・建設に係る対価の３分の１。平成 30 年以降の更新と豊橋南部浄水場

のケーキヤード等の整備については、脱水処理施設等の設計・建設に係る対価の全額。

※４：脱水処理施設等の設計・建設に係る対価から一時支払金、資本金を除いた額より算定。金利

については、過去のトレンド及び現時点における水準を勘案し設定。

イ 算定方法

上記の前提条件を基に、県企業庁が直接実施した場合の県企業庁の財政負担額と

ＰＦＩ事業により実施する場合の県企業庁の財政負担額を事業期間中にわたり年度
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別に算出し、それらを割引率により現在価値に換算しました。

ウ 評価結果

算定結果により、県企業庁の財政負担額を比較したところ、本事業を県企業庁が

直接実施した場合に比べて、ＰＦＩ事業により実施する場合は、事業期間中の県企

業庁の財政負担額が、約 11％以上削減することが見込まれます。

（３）定性的評価

本事業をＰＦＩ事業により実施した場合、上記のような定量的効果に加え、以下の

ような定性的な効果が期待できます。

ア 脱水処理業務の安定的かつ効率的な遂行

脱水処理業務に関する専門的知識及び技術能力を有する民間事業者が当該業務を

担うことにより、安定的かつ効率的な業務の遂行が期待されます。

イ 脱水ケーキの有価による再生利用の促進

現在、県企業庁では、５浄水場と天日乾燥床の脱水ケーキを全量有価による再生

利用を行っておりますが、今後も脱水ケーキを長期にわたり安定的に有価利用する

ことが求められます。そのためには、民間事業者のノウハウの提供が必要となりま

す。従って、本事業をＰＦＩ事業で実施することは、民間ノウハウの活用により有

価による再生利用方法の選択肢の可能性が広がるなど、最大限の脱水ケーキの有価

による再生利用の促進を図られることが期待できます。

また、事業者による脱水ケーキの再生利用が促進されることにより、循環型社会

の構築に資することが期待できます。

ウ 一括発注による効率的な運営

脱水処理施設等の運営・維持管理を行う事業者が、一体的に設計・建設を行うこ

とにより、効率的かつ機能的な事業運営の実現が期待できます。

さらに、５つの浄水場の複数ある脱水処理施設等の設計・建設及び運営・維持管

理業務を一括して発注することにより、規模の経済が働き、人員配置や備品等の共

同購入等、１施設だけでは効率化が図れない部分における効率化が期待されます。

また、段階的に実施される脱水処理施設等の更新等を、一括発注することにより効

率的に当該事業をマネジメントすることが期待されます。

エ 健全で安定的な事業運営の実現

事業者の経営努力により、設計・建設及び運営・維持管理の効率化が見込めると

ともに、本事業において想定されるリスク項目について、県企業庁と事業者の適切

な役割分担及びリスク分担を図ることにより、健全な事業運営の実現が期待できま

す。

また、資金調達手法として、プロジェクトファイナンス等の手法を取り入れた場
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合、資金供与する融資機関による監視体制が確保されるなど、融資機関との連携に

より安定的な事業継続の実現が期待できます。

オ 新たな経営手法の展開促進

県企業庁が行財政改革を進める上で、本事業をＰＦＩ事業として実施することに

より、新たな経営手法の展開を促すことが期待されます。

（４）総合評価

本事業をＰＦＩ事業として実施することにより、事業者の創意工夫やノウハウを活

用することが可能となり、県企業庁の財政負担額は、県企業庁が直接実施した場合に

比べ、事業全体をとおして約 11％以上の削減が見込まれるとともに、本事業の安定的

かつ効率的な遂行が期待できます。また、循環型社会の構築を図る上でも事業者のノ

ウハウ等を活用することが望ましいと考えられます。

以上より、本事業をＰＦＩ事業として実施することが適当であると認められるため、

ここにＰＦＩ法第 6 条に基づく特定事業として選定します。


