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公共インフラへの PPP/PFI の導入に向けて②

下水道施設における官民連携の方向性
わが国の下水道処理人口普及率は平成 23 年度末で 75.8％（農業集落
排水等を含む汚水処理人口普及率では 87.6％）と着実に向上している。
その一方で、他のインフラ関連公共施設と同様に、下水道施設について
も今後は老朽化の進行が見込まれており、施設更新費用の確保が課題と
なっていく。また、特に地方の中小規模の地方公共団体においては、居
住人口の減少による使用料収入の減少や、地方公共団体における技術職
員の高齢化や退職に伴う官における担い手の減少という課題もある。さ
らに、近年では下水汚泥等の下水道資源の長期安定的な活用を実現する
といったことも課題になっている。
これらの課題を解決するためには、新技術の開発・導入といった技術
的な解決手法のみではなく、民間事業者の持つノウハウや資金を活用し
ていくことが有効と考えられる。下水道施設における官民連携について
は、既に業務委託のほか、包括的民間委託、PFI といった手法が用いら
れているが、より民活の度合いを高めた事例（例えば補修業務を含めた
包括的民間委託や終末処理場施設への PFI 導入）については、現段階で
は限定的なものとなっている。
本書では、下水道施設の特徴等を踏まえつつ、効果が期待される官民連
携手法の形態等について整理・検討したい。
れている。

1．下水道事業を取り巻く状況
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(1)下水道施設の老朽化の進行

下水道管路の延長の推移
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(4)下水道施設に求められる機能の多様化
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れている。この役割の実現のためには、下水
道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）
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(3)効率的な下水道経営推進の必要性
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(2)PFI 事業

以上の下水道事業を取り巻く状況を勘案する
と、官民が従来以上に連携し、官は民間事業者

下水道施設における主な PFI 事業としては下

の有するポテンシャル（技術力、民間ノウハウ、

表のような事業が挙げられる。いずれも一定の

資金、意欲等）をより一層活用し、民間事業者

VFM が確保され、導入効果があったと考えられ

は官の下水道施設運営ノウハウ等を吸収するこ

る。しかしながら、いずれも発電設備や下水道

とが、今後の下水道事業においては有効である

資源の燃料化設備など終末処理場における一部

と考えられる。

の施設に関わる事業となっている。
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2．下水道施設における官民連携の動向

下水道施設における主なＰＦＩ事業

事業名称

(1)包括的民間委託
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設・運営事業
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横浜市環境創造局北部汚泥資源化セ
ンター消化ガス発電設備整備事業
黒部市下水道バイオマスエネルギー
利活用施設整備運営事業
大阪市平野下水処理場汚泥固形燃料
化事業
横浜市南部汚泥資源化センター下水
汚泥燃料化事業

間委託は、政令指定都市や比較的規模の大きい
地方公共団体において導入が進められている。
下水道施設別・業務委託レベル別の箇所数を
見ると、終末処理場における水処理施設や汚泥
処理施設において導入されているものの、レベ
ル別では、レベルⅡ（運転管理とユーティリテ
ィー管理を併せた性能発注）は多いがレベルⅢ
（レベルⅡに補修を併せた性能発注）は比較的
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（資料）各地方公共団体における公表資料よりみずほ総合研究所に
て作成

少数にとどまっている。
この理由としては、日常業務が多忙で導入を

(3)国における検討状況

検討するところまで至らないこと、導入後に履

国土交通省総合政策局では、先導的な官民連

行状況を確認できる専門知識を持った職員がい

携事業の事例となる案件の形成を支援するため、

ないこと、対応可能な民間事業者が地元にいな

地方公共団体へ調査委託費の助成を行う事業を

いことなどがあげられている（総務省「社会資

行っている。下水道分野では、平成 23 年度には

本の維持管理及び更新に関する行政評価・監視

「公共下水道における包括的民間委託・公共施

結果に基づく勧告（平成 24 年 2 月）」）。

設等運営権検討事業」
（浜松市）、平成 24 年度に
は「上下水道一体での民間活用の検討」
（ 奈良市）
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（資料）平成 22 年度下水道統計データ（公益法人日本下水道協会）
よりみずほ総合研究所にて作成
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図表 6

ＰＰＰ/ＰＦＩになじむ分野の検討イメージ

❶終末処理場
上水道の分野では、川井浄水場再整備事業
（横浜市）のように浄水場の整備及び維持管
理・運転について一体的な官民連携事業を導
入した事例もあるが、下水道の終末処理場に
おいては同様の事例は存在しない。民間事業
者の意向を踏まえると、雨水対応等の留意す
べき点はあるものの、下水道の終末処理場に
おいても、整備から維持管理・運転までを含
む一体的な官民連携は可能と考える。

（資料）下水道施設の運営におけるＰＰＰ/ＰＦＩの活用に関する
検討会 中間整理 平成 25 年 4 月（国土交通省）

しかし、更新時期を迎える下水道の終末処理
場はまだ少ないことから、当面は導入が進ん

3．官民連携による下水道施設の効果的な更新・

でいる包括的民間委託を推進しつつ、終末処

運営に向けて

理場の更新じきに合わせて官民連携事業化す

(1)公共団体の規模等を踏まえた官民連携

ることや、包括的委託と将来の施設更新を組

技術系職員を多数抱え、今後のノウハウの継

合せた官民連携事業を行うことが想定される。

承も比較的容易な大規模な地方公共団体と、

図表 7
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事業スキームの展開イメージ
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（資料）みずほ総合研究所にて作成

なお、終末処理場の場合、悪天候時の雨水対

(2)官民連携の具体的方策の検討

応等、上水道における浄水場とは異なる事情

下水道施設のうち、終末処理場と下水道管路

もあり、下水道管理者による運転業務の実施

では、官民連携の導入状況や、性能規定の設

を重視すべきとの考え方もある。この場合に

定の難易度等が異なる。そのため、地域にお

は、運転業務は公共が行うこととして、施設

ける下水道施設の状況や下水道管理者の意向

の整備と維持管理を民間事業者の業務とする

により変わってくるが、現段階では、基本的

ことも想定される。

には終末処理場と下水道管路に分けて官民連

終末処理場における後工程である下水汚泥

携を導入し、官民ともに一定の経験を蓄積し

処理についても、多くの地方公共団体で包括

た後に両施設を一体とした官民連携事業を行

的民間委託が導入されている。今後は、下水

うほうが円滑な事業化が可能と考える。

汚泥由来のバイオマスエネルギーの利用と組
合せて、具体的なエネルギー利用方法等は民

4

ると考える。

間事業者からの提案により、その創意工夫を
活用していくことも考えられる。また、既に

(3)公共施設等運営権の導入の検討

黒部市等の一部の地方公共団体において実施
されているが、終末処理場において下水道以

PFI 法改正により公共施設等運営権が導入

外のバイオマス（生ゴミ、し尿、浄化槽汚泥

され、下水道施設にも導入が可能とされてい

等）の受け入れを行い、バイオマスエネルギ

る。しかし、基本的には下水道使用料収入の

ーの発生量を増やすととともに、他の環境関

みでは必要となる施設の更新や維持管理費用

連施設（一般廃棄物中間処理施設等）の負担

を賄えないこと、下水道使用料については上

を減らして、当該地方公共団体の財政支出の

水道料金とともに徴収される仕組になってい

軽減につなげていくことも有効と考える。

ることなど、導入に際して留意すべき点があ
る。
下水道施設への公共施設等運営権導入にあ

❷下水道管路
下水道管路については、次表のような特徴か

たっては、対象施設の更新・大規模修繕業務

ら性能発注を行うことは難しいとされている。

等についてはサービス購入型とするようなこ

図表 8

とも想定される。

下水道管路への性能発注導入時の課題

①施設の状況を常時監視することが難しい。
②施設の状況が受託者の作業場の責によらない外的要
因（交通荷重等）により変化するため、性能指標の設
定が難しい。
③重車両の通行に起因する道路陥没や調査の見落とし
の可能制等原因がはっきりしない場合がある。
④終末処理場のように法律で定められた水質等の基準
値がない。
⑤管路施設情報や過去の点検・調査等の維持管理情報が
十分に管理・蓄積されておらず、ふさわしい性能設定
ができない。

図表 9

公共施設等運営権とサービス購入型の組合せイメージ
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（資料）みずほ総合研究所にて作成

（資料）国土交通省「下水道管路施設の包括的民間委託に関する報
告書（平成 21 年 3 月）」よりみずほ総合研究所にて作成

公共施設等運営権導入により、職員数減少へ
そのため、現在は民間事業者への業務委託は

の対応や地方公共団体の財政支出削減といっ

仕様発注で行われており、包括的民間委託の

た点での効果が期待される。その際には、民

事例は一部の地方公共団体（石川県かほく市）

間事業者による経営の自由度や民間事業者の

に限られている。この下水道管路の性能規定

創意工夫（例えば、遊休地の有効活用、混合

や官民リスク分担については、国において現

消化による廃棄物処理手数料受け入れなど）

在整理が行われているところである。

による収入増加の機会が確保されることが望

実務的には下水道管路の状況、下水道管理者

ましい。

と民間事業者の意向を総合的に勘案しながら、
個別具体的に官民リスク分担を検討すること

(4)官民連携を利用した中小規模の地方公共団

が想定される。例えば、民間事業者が維持管

体における事業集約化の検討

理計画に基づいて行う巡視、点検、TV カメラ

中小規模の地方公共団体における下水道職

等調査などによる計画的業務について善管注

員不足の対策としては広域化が有効である。

意義務を果たしていれば、仮に下水道管路の

その具体的手法としては、関係する地方公共

陥没事故等が発生した場合でも民間事業者の

団体が一部事務組合を設立することも考えら

責任は問わないなど、民間事業者が負担する

れるが、新たに組織を設立する必要があり、

リスクを限定した形とすることが現実的であ

時間とコストがかかるという課題がある。
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これについては、複数の地方公共団体が共同

想定される。今後は、国土交通省の「下水道

で同一の民間事業者に一括して業務委託すれ

施設の運営における PPP/PFI の活用に関する

ば、上記のような問題は解決することができ

検討会」において検討が進められているよう

る。

に、下水道施設、下水道管理者、民間事業者
の 3 つの視点から、最適な事業スキームを検

この際、事業集約化前に各地方公共団体から

討していくことが求められている。

業務を受託していた複数の地元企業が、自ら、
業務受託のため新会社を設立し、新会社から

特に、大きな課題を抱えている中小規模の地

一部業務の再委託を受けるなどによって、雇

方公共団体における官民連携を促進するため

用等を継続することができる。

に、国による支援策が講じられることが望ま
れる。

また、上記のように地元企業が中心となって
設立した会社と、地方公共団体が公募等で選
定した大手民間事業者が協働して、集約化さ
れた業務を受託すれば、大手民間事業者のノ
ウハウやマネジメント力を活用することも可
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