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第１章 調査目的と調査検討内容
調査の目的

中山町では、人口減少が続くなか、魅力ある未来形成に繋がるコンパクトシティを実現するとともに、公共施設の選択と集中・再配置による
更新コストの削減と地域活性化に資する新たなコアの形成を図るため、公共施設、スポーツ施設等の集約・再配置について、中山町上川原地
区・中川原地区（以下「調査対象箇所」という。）を対象に、以下の視点で先導的な官民連携支援事業手法の調査・検討を行う。

調査工程
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〇中山町内ＭＡＰ

中川原地区

上川原地区
NO 管理者 施設名 建築年月 規模構造

１ 中山町 町民グラウ ンド 昭和48年5月 A=12,100㎡

２ 中山町 町民プール 昭和53年11月
50mプール
１箇所

３ 中山町 町民テニスコート 昭和57年10月
人工芝4面
A=2,970㎡

４ 中山町 屋内ゲートボール場 平成7年3月
S造
A=1,180㎡

５ 山形県 中山公園 昭和55年5月 17.4ha

６ 民間 きらやか銀行球場 平成3年10月

野球場：
16,800㎡、
体育館：
1,490㎡

７ 中山町 町民休養交流センター 平成5年1月
公衆浴場、
合宿研修棟
4,347㎡

８ 中山町 町営住宅 昭和44年2月 642㎡

９

個人
※平成29年度
に町に寄付予
定。

柏倉家住宅 江戸時代 4,000余坪

１０ 中山町 中央公民館 昭和48年5月
RC造
A=2,759㎡

１１ 中山町 役場庁舎 昭和41年5月
RC造
A=1,644㎡

対象エリア内の施設一覧

①
②
③
④

⑩

⑪

⑨

⑧

⑤ ⑥

⑦
柏倉家住宅



調査スケジュール

前提条件の整理

市場調査
（ヒアリング調査）

手法の整理及び
事業スキームの

検討

報告書への取り纏め

今回の事業対象検討エリアの既存施設の状況、周辺環境の状況、商圏分析（GIS分析※）、関係する法律・制
度、町の既存計画等による方向性を整理し、町の可能性や事業における課題を整理する。

対話型ヒアリング手法を用いて、地元民間企業・各種団体の意識調査、外部民間企業・各種団体の意識調査、
事業スキームの構築に必要な企業の意識調査、調査対象箇所に関係する企業等の意識調査を行い、本事業に関
する事業者の参画意欲を確認する。

前提条件の整理と市場調査から、町にとって
可能性のあるエリアマネジメントプランを導
き出し、各事業ごとの官民連携手法の事業ス
キームを検討する。

前提条件の整理、市場調査、検討委員会、住民ワークショップ、職員勉強会の実施、事業スキームの検討から、
今後の事業化に向けての課題や優先順位を整理し、報告書に取り纏める。

検討委員会、住民
ワークショップ、
職員勉強会の実施

本調査業務の検討委員会、住民ワーク
ショップ、職員勉強会を実施し、官民連携
事業に関する合意形成を図る。

8月～
9月

10月～
12月

11月～
2月

1月～
2月

（※）GIS分析： GIS（ Geographic Information System ）の略で地理情報システムのこと。

第１章 調査目的と調査検討内容
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町内の人口動向、地域資源、商圏分析、周辺環境、関係する法律・制度について、現状と課題、そこからの対策をまとめている。

前提条件の整理

（※１）ドライブタイム：中山町役場を中心として、車で走行した商圏範囲のこと。

（※２）ワークショップ：多様な人たちが主体的に参加し、チームの相互作用を通じて新しい創造と学習を生み出す場。

項目 現状 課題 対策

人
口
動
向

• 5年前と比較して、長崎地区では人口が96.6%、豊田地区では
93.1%と減少しており、長崎地区に比べ豊田地区は人口減少
が深刻化している。

• 検討対象エリアである長崎地区に公共
施設の一極集中を行った場合、さらに
豊田地区の過疎化が進む可能性がある。

• 長崎地区のみならず、豊田地区の住民に対しても均
一的に公共サービスが提供できるよう、交通アクセ
ス等利便性や公共サービスの提供方法に関して検討
が必要である。

地
域
資
源

• 最上川では江戸時代に舟運が盛んであり、その舟運にまつわ
る「芋煮会」は中山町が発祥とされている。

• 県指定文化財の「柏倉九左ェ門家」や国指定の民俗資料「岩
谷十八夜観音庶民信仰資料」等、文化的な資源がある。

• 地域資源の町内外での認知度が低く、
うまく活用されていない。

• 市場調査やワークショップ（※２）等で、民間事業
者や住民の意見を聞き、住民が地域資源の活用に関
心を持ち、住民が主体となって事業に参画できるよ
う事業スキームを検討する。

商
圏
分
析

• 本町の人口は約11,000人であるが、ドライブタイム（※１）
20分での商圏人口は約65,000人であり、日常的な行動時間で
十分な商圏人口を獲得することができる。

• ドライブタイム20分で、山形市や天童市、寒河江市にアクセ
スすることができ、立地条件としては整っている。

• 商圏内には50代から60代の年齢層が最も多いため、事業内容
としては、高齢者をターゲットとした事業の場合、想定見込
み客が多くなる。

• 周辺自治体へのアクセスが良すぎるた
め、途中通過点である中山町のサービ
ス利用は徹底した差別化をしないと難
しい。

• 事業の内容によって 、事業の商圏が
バッティングする可能性があり、利用
客が見込めない場合がある。

• 提供サービスに関しては、周辺自治体と徹底して差
別化した内容が必要である。

• 競合となる同業種・類似業種の施設の利用状況や立
地条件も併せて調べる必要があり、それにより事業
の採算の目途を立てていく。

周
辺
環
境

• 道路に関しては、周辺市町村とアクセスしやすい環境であり、
周辺市町村からの利用を見込める。

• ＪＲの羽前長崎駅は今回の検討対象エリアから車で約3分と
アクセスしやすいとは言い難い。

• 公共施設に関しては、本業務で検討対象となっている公共施
設以外にも老朽化が懸念される施設が多数ある。

• 自動車以外での検討対象エリアへのア
クセスが厳しい。

• 現状、公共施設によって建設年数が異
なり、一概に公共サービスの機能のみ
で再編の検討ができない。

• 過去にも羽前長崎駅の移設に関して検討したことが
あったが、今後、事業化を進めるうえで、町外から
のＪＲを利用した客層も見込む場合は、再度羽前長
崎駅の移設についても検討する。

• 提供する公共サービスの内容や事業内容によって、
検討対象施設以外の施設の複合化や再編も検討範囲
に含める必要がある。

法
律
・

制
度

• 今回の検討対象エリアである上川原地区は市街化調整区域に
定められている。

• 市街化調整区域における開発もしくは
建築行為は、都市計画法により規制さ
れており、山形県知事の開発許可が必
要である。

• 事業の目的と必要性を明確にしたうえで、村山総合
支庁建設部建築課との協議を行っていく。

第２章 前提条件の整理
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◆ヒアリング調査の方法
市場調査では、町内町外の企業・団体は、インフラ会社、デベロッパー、設計会社・建設会社・維持管理会社・企画運営会社、金融機関、

教育機関の8業種44法人と地域の活性化に貢献している住民4人に対して対話形式のヒアリング調査を実施した。ヒアリング対象者は、事業所
の所在地や官民連携事業に対する経験値が異なることから、下記のヒアリング資料を用いて、ヒアリング対象者に合わせて、適宜中山町やPFI
事業の説明を行いながら、民間事業者の意識調査を行った。

対象業種 町内 町外・県内 県外・中央

インフラ会社 １法人 - -

デベロッパー - - １法人

設計会社 １法人 -

建設会社 ５法人 ４法人 -

維持管理会社 １法人 ２法人 -

企画運営会社 １３法人 ３法人 ８法人

金融機関 ２法人 - １法人

教育機関 - ２法人 -

地域の活性化に貢献してい
る団体（個人）

４法人 - -

合計
２７法人

（団体・個人含）
１１法人

（団体・個人含）
１０法人

（団体・個人含）

◆ヒアリング資料

全国の官民連携手法を活用したまちづくりの事例です。
【スポーツ公園整備事業事例】
（仮称）柳島スポーツ公園整備事業 （茅ケ崎市）

（仮称）柳島スポーツ公園は、国が行う新湘南国道
の延伸や相模川の築堤事業の推進に協力するため、
相模川河畔スポーツ公園を柳島字向河原地内に移
転し、都市計画公園（運動公園）として整備するもので
す。茅ヶ崎市では初めてとなるPFI事業として実施し、
平成30年3月25日の開園を予定しています。
民間事業者は、SPC（茅ヶ崎スマートウエルネスパー
ク株式会社）を設立し、約20年間にわたるスポーツ施
設の統括管理、設計・監理、運営・維持管理をしてい
ます。競技場やテニスコートの公共施設に加えて、スタ
ジオやレストラン、サイクルステーション、コンディショニ
ングセンターを民間施設として導入し、屋内外での多
様なサービス、プログラムの提供を行うことで、あらゆる
世代の市民がスポーツを始めるきっかけとなり、健康
づくりの習慣をつける起爆剤となる公園となることを目
指しています。

〇事業面積：約6.5ヘクタール
〇施設概要：運動施設（総合競技場、テニスコート、ジョギングコ
ース）、建築施設（メーンスタンド、管理諸室等）、公園施設（
多目的広場、駐車場、防災設備）

〇事業期間：平成26年12月18日から平成50年3月31日まで
〇事業方式：BTO方式

【庁舎と観光施設等整備事業事例】
八木駅南市有地活用事業（奈良県橿原市）

橿原市では、中心市街地の活性化と広域観光の
振興を目的に、大和八木駅南側に庁舎と観光施
設等からなる複合施設の整備を進めています。
低層部（1階から4階）に総合窓口機能を有する
庁舎、高層部（5階から10階）に宿泊施設、最上階

に展望施設を配置し、橿原市の新たな顔となる玄
関口を創出します。また、庁舎部分には奈良県産
の木材を積極的に活用することで、あたたかみのあ
る木質空間を創出します。
建物は地下１階地上１０階建て延べ１万５５８２
平方㍍。高さは４５㍍で、奈良県内でもっとも高い
建物となります。

〇事業面積：3,794.76 ㎡
〇施設概要：庁舎、観光施設（宿泊施設、コンベンション施設、
展望施設、飲食物販などの施設、観光振興支援施設）、付帯
施設

〇事業期間：平成27年3月から平成50年3月末まで
〇事業方式：BTO方式

【小学校の跡地活用事例】
出石小学校跡地整備事業（岡山市）

出石小学校等の跡地において、地域の持つ優
れた条件を活かし、魅力的な空間を確保するとと
もに、公共性が高く、中心市街地活性化や定住
促進などに寄与する施設の整備を行うため、定期
借地権を設定し、広く民間事業者から、この跡地
に最もふさわしく、かつ事業性の高い事業提案を
求めました。そして選定された事業者が自ら施設
建設を行い、定期借地権期間中施設の運営を行
っています。平成20年3月に事業実施区域内の
全ての施設が完成しました。

〇事業面積：13,559平方メートル
〇施設概要：定期借地権付分譲マンション、賃貸マンション、屋
上庭園付立体駐車場、介護付有料老人ホーム、スポーツクラ
ブ、公共施設整備（コミュニティハウス、公園）
〇事業期間：平成17年12月8日から平成71年12月7日まで
〇事業方式：定期借地権による民間事業者への土地の賃貸借

〈事業の構成〉

官民連携手法で、山形県中山町を魅力的にするアイデア大募集！！

中山町は山形県の中央部、奥羽山脈と出羽

丘陵に囲まれた村山盆地にあります。県都山形
市の北、天童市の西、寒河江市の南に位置し、
村山盆地の中央部に位置します。
町の北を山形県を代表する母なる川「最上川」
が流れています。最上川は地域に暮らす人々の
生活にも大きな影響を与え、北前船が往来した
時代から最上川を利用しての舟運が盛んに行わ
れ、各地に京都の文化が色濃く残っています。

【中山町までのアクセス】

人口は約1万2千人で、町のキャッ
チフレーズは、「スポーツとフルーツ
伸びゆく街 なかやま」です。山形や

宮城で多く開催される芋煮会発祥
の地の一つであり、山形県指定文
化財となっている柏倉九左エ門家
があるなど、様々な観光資源があり
ます。

本事業では、人口減少が続いている中山町にお

いて、魅力あるまちづくりを推進するために、コンパク
トシティの実現と、公共施設の集中・再配置による

更新コストの削減、地域活性化を目的とした新た
な町のコア事業の形成を目指して、PFI等の官
民連携手法の導入を検討しております。
官民連携手法とは、行政と民間企業がWin-Win

となるように役割分担し、公共事業等を行う手法で
す。民間企業がもつノウハウにより、自治体が単独
で行うよりも、低廉で良質なサービスを提供でき、民
間企業は長期的なビジネスチャンスを得ることが可
能になります。

※ＰＦＩ（Private Finance Initiative)は公共施設
などの建設・運営・維持管理に民間の資金と技術
・ノウハウを活用することで、より効率的で質の高い
公共サービスを実現する手法です。

施設名 建築年月 規模構造

町民
グラウンド

昭和48年
5月

A=12,100㎡

町民プール 昭和53年
11月

50mプール

１箇所

町民

テニスコート

昭和57年
10月

人工芝4面
A=2,970㎡

屋内

ゲートボール場

平成7年
3月

S造
A=1,180㎡

中央公民館 昭和48年
5月

RC造
A=2,759㎡

役場庁舎 昭和41年
5月

RC造
A=1,644㎡

具体的には、町民グラウンド、町民プール、町民
テニスコート、屋内ゲートボール場を県野球場のあ
る中山公園、民間の体育館、温泉宿泊施設のある
上川原地区に集約します。その際、最上川舟運に
まつわる山形芋煮の食文化や里山文化が色濃く残
る山形県指定文化財「大庄屋・柏倉家住宅」等の
地域資源との連携も合わせて検討します。
また、役場庁舎や中央公民館を町民グラウンド等
の跡地の中川原地区に集約し、合築による町民の
利便性向上と行政サービスのワンストップ化を図り
ます。

【検討対象施設】

【POINT】
・町内のスポーツ施設の1か所への集約
・既存の公共施設の再配置
・公共サービスの利便性の向上
・芋煮会や柏倉家住宅等の地域資源の文化との
連携

◆ヒアリング項目

①現在検討している再配置事業の可能性
②検討事業における民間事業者の参画意欲
③中山町の地域資源の活用
④中山町と町内公共施設の現状
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（※１）コンテンツ：内容物、中身。（※２）インセンティブ：企業や組織、人に対して行動を促す動機付けのこと。

現状と課題 今後の対策

①現在検討して
いる再配置事業
の可能性

• 上川原地区の事業地ではスペースが狭く、中途半端な事業になる可能性がある。
• 町民や議会の合意形成が難しい。
• 事業の採算が見込めない。
• 羽前長崎駅と対象エリアの交通利便性が悪い。役場の交通アクセス等、立地適正に

関する検討を行う。
• 対象施設の移設による豊田エリアの過疎化の進行。
• 本事業の他市町村との差別化。
• 観光コンテンツ（※１）が少ない。
• 事業で新しく公共施設を整備するのも良いが、まずは今ある施設の利活用をしっか

りと検討すべきである。

• 事業規模と内容の検討。
• 役場職員や議会に対する勉強会や住民ワークショップ、情報公開による合意形成の

推進。
• 駅の利便性が悪いことから、上川原地区周辺への駅の移設の可能性の検討。
• 周辺地区の空き家や遊休不動産、歴史文化資源を活用した付帯事業を実施すること

により、周辺地域への集客や定住促進によるエリア内の人口増加事業の等のエリア
マネジメントの可能性の検討。

• 既存施設で利活用できるものと整備が必要なものの優先順位を明確にする。

②検討事業にお
ける民間事業者
の参画意欲

【町内事業者】
• 前向きに参画を検討したいが、事業規模により、担えない部分もある。
• ＰＦＩ事業を行う際、全てを地元事業者が請け負うことは難しい。
• 興味はあるが、官民連携手法などに対して知識がないため、検討が難しい。
【町外事業者】
• 町のサポートの内容次第で、参画の検討が変わる。
• 町内事業者と連携して事業を推進できる仕組みづくり。
• 本事業をビジネスチャンスと捉える町外事業者の発掘。
• 収益性がどの程度見込めるか具体的に検討する必要がある。

• 町内事業者を対象とした官民連携事業に関する勉強会の企画・実施。官民連携事業
に馴染みのない事業者の官民連携に関する知識と理解及び本事業への参画意欲の醸
造。

• 町外の民間事業者と役割分担をして協働できる事業スキームの検討。
• 町外事業者にとっても魅力的な事業スキームや町からのサポート体制、インセンテ

イブ（※２）の検討。
• 民間事業者が収益を見込みやすい自主事業等の自由度の拡大。

③中山町の地域
資源の活用

• 中山町は温泉等の自然資源が多数あるが、山形県内の他市町村においても同種同様
の地域資源があり、それぞれＰＲしているため、差別化が課題。

• 柏倉家住宅は都市計画区域において、市街化調整区域のため、観光資源としての活
用に制約がある。

• 今後のヒアリング調査では引き続き、活用の可能性と本体事業である再配置事業と
どのように連動できるか等の事業規模と事業内容について検討をする。

• 山形県へのヒアリングや協議を通じて、市街化調整区域の開発許可の妥当性を探る。

④中山町と町内
公共施設の現状

• 独自性を出した取り組みが少なく、ＰＲと差別化に関する取り組みが弱い。
• 公共施設同士が連携し、効率の良い公共サービスを提供できていない。
• 町のまちづくりに対する姿勢が不明確なため、町内事業者の参画の足かせになって

いる。
• 職員や町民が義務的ではなく、自発的に動きたくなるまちづくり。

• 民間事業者及び公共施設管理者と利用者へのヒアリング調査結果を基に独自性や差
別化についても事業内容を検討していく。

• 役場職員や町内事業者向けに官民連携事業に関する勉強会を企画・実施し、官民連
携の土壌を醸成する等の取り組みを進めていく。

• ワークショップの開催などを通じて、まちづくりに意識のある人たちが動くきっか
けづくりを行う。

◆ヒアリング調査の概要
全体的に、事業に対する参画意欲としては前向きのものが多く、特に町内、県内事業者の興味関心は高い。一方、検討すると回答した事業者とし

ては、事業の採算が見込めるかがネックであり、事業内容が明確になってから検討したいという声が多く、特にその意見は中央企業に見受けられた。
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◆想定エリアマネジメントプラン
本業務における市場調査を踏まえて、中山町の施策目標と、それらに対する民間事業者の意見をもとに、ニーズや必要性を考慮し、想定される

エリアマネジメントの検討プランを整理した。下記の想定プラン案をもとに、今後中山町として事業の実施に向けた計画策定等、進めていくこと
となる。

施策目標 検討プラン（対象施策番号）

①安心できる健康・福祉・子育て応援のまちづくり

②安全で自然にやさしい快適な生活環境づくり

③定住と交流を生み出す生活基盤づくり

④豊かで活力に満ちた産業づくり

⑤人が輝く教育・文化・スポーツのまちづくり

⑥みんなで進める協働のまちづくり

➢ メディカルフィットネスを核とした健康増進施設整備プラン（①③⑤）

➢ 町営住宅を核とした健康と子育ての地域交流プラン（①②③⑤）

➢ 「柏倉家住宅」等地域資源を核とした空き家活用プラン（③⑤⑥）

➢ 中川原地区のにぎわい創出と子育て応援エリア化プラン（①③⑤）

➢ スポーツと文化と産業の拠点整備による中山町テーマ統一プラン（④⑤

⑥）

（１）メディカルフィットネスを核とした健康増進施設整備プラン

ポイント
①「スポーツのまち」のイメージ定着
②健康増進による地域住民の活性化
③既存のスポーツ施設の有効活用による整備コストの削減

中山町のテーマの一つである「スポーツ」をもとに、地域の若者はもちろんのこと、地域の高齢者を対象
とした「健康増進」の取り組みとして、メディカルフィットネスの導入を検討し、本町における豊富な既存
のスポーツ施設を有効活用しながら、「スポーツのまち」というイメージの定着と健康増進による地域住民
の活性化を目指すプランである。

【検討対象施設】
・町民グラウンド
・町民プール
・町民テニスコート
・屋内ゲートボール場
・県営球場
・きらやか銀行野球場・体育館
・町民休養交流センター

（町民グラウンド） （町民テニスコート）

（きらやか銀行野球場・体育館）（町民プール） 7
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（２）町営住宅を核とした健康と子育ての地域交流拠点整備プラン

ポイント
①老朽化した町営中原住宅の建て替え
②町営中原住宅跡地を活用したＣＣＲＣ施設の誘致
③地域拠点としての健康増進機能と子育て支援機能の検討

老朽化した町営中原住宅の建て替えによって生じた跡地の活用としてのＣＣＲＣ施設の誘致と、町営住宅
及び住宅エリアの子育て支援及び健康増進機能の整備をするプランである。

中山町の町営住宅は、入居者の高齢者と生産年齢層の割合がほぼ同じ状態であり、世帯数は長期入居者が
多いという課題もある。施設そのものの老朽化という課題に伴う建て替えの検討に加えて、安くマイホー
ムを手に入れるための空き家のリノベーションによる定住促進住宅の整備も検討する。

【検討対象施設】
・町営中原住宅

（３）「柏倉家住宅」等地域資源を核とした空き家活用プラン

ポイント
①山形県指定文化財である「柏倉家住宅」の維持管理と観
光資源としての整備
②「柏倉家住宅」を拠点とした、町内の空き家リノベー
ションによる芸術面での統一化
③「柏倉家住宅」を拠点とした、学生や地域住民を巻き込
んだ空き家活用による地域活性化

平成29年度、町が所有することとなる「柏倉家住宅」を中心に、周辺空き家をリノベーションし、また東
北芸術工科大学等との連携を通じて、「芸術」と「文化」をテーマとした居住・観光エリアを整備するプラ
ンである。

課題としては周辺エリアに他に観光のコンテンツがないため、観光客が行き場に困るという現状がある。
そこで、周辺に多数ある空き家を活用し、「柏倉家住宅」を中心として「芸術」と「文化」を融合させた観
光・居住エリアとしての整備を検討する。

【検討対象施設】
・柏倉家住宅
・柏倉家周辺空き家

（柏倉家住宅）

（町営住宅）
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（４）中川原地区のにぎわい創出と子育て応援エリア化プラン

ポイント
①中川原地区を中心に子育て支援エリア化することによる
地域活性化
②中央公民館の建て替えに伴う親子で活用できる遊び場や
子育て支援機能の検討
③子育て世代をターゲットにした交流拠点の創出

中川原地区は、中央公民館や新しい公共図書館等の公共施設に加え、スポーツ施設も集まる中山町の中
心的なエリアである。本章（１）で挙げたスポーツ施設をメディカルフィットネスで繋ぐプランによるエ
リア活性化と並行して、子どもも通う図書館と、建替えが必要となる中央公民館を子育て支援の拠点化し
ていくことで、小さな子どもから親世代にとっても喜ばれる賑わいのあるエリアとして機能させるプラン
である。

【検討対象施設】
・中央公民館
・役場庁舎
・保健福祉センター

（５）スポーツと文化と産業の拠点整備による中山町テーマ統一プラン

ポイント
①「スポーツのまち」の顔となる画期的な「スポーツの道
の駅」整備
②地域事業者の活動が見える展示スペース設置による事業
者の活性化
③芋煮やフルーツを楽しんでもらう場としての企画演出

スポーツのみでなく、種類豊富で多く収穫できる「フルーツ」や、「芋煮会発祥の地」であるにも関わらずインパクトが足りない「芋煮会」についても打ち出し
ていけるよう、今県内全域で検討している道の駅を、これまでにない道の駅として整備することで、本町のテーマ性を町内外に示す拠点とするプランである。

スポーツの仕掛けとしては、スラックラインやロッククライミングのような、設置型の気軽に挑戦できるスポーツ要素を取り入れた道の駅にすることで、買い物
や観光以外に、運動目的で道の駅を訪れるという可能性を高めることが可能となる。

【検討対象施設】
・道の駅

（役場庁舎） （中央公民館）
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今後の事業化に向けて、積極的に合意形成のための取り組みを重ねていくべきであると考えられる。本調査業務の段階から始めた取組みや、そ
の他今後実施していくべき合意形成の要素及び方法について、（１）地域住民へのワークショップ、（２）中山町先導的官民連携事業検討委員会、
（３）行政の知識向上や内部合意に向けた研修、（４）地元事業者への勉強会の４つの視点でまとめる。

（１）地域住民へのワークショップ
担当職員が手作り感のあるチラシを作成し、知り合

いや友人に直接声掛けを行い、また地元の民間事業者
や関係者に案内をしに行ったこともあり、キックオフ
会、第1回で延べ60名程度の町民が参加した。

町民がまちづくりに対して興味関心を抱き、今後も
継続的に町と関わっていくための必要なステップであ
り、平成29年度も継続的に開催をする予定である。

（ワークショップの様子）

（２）中山町先導的官民連携事業検討委員
会の開催

中山町先導的官民連携調査事業素案の調
査・検討を行うため、中山町先導的官民連
携事業検討委員会を組成し、開催した。

検討委員は、教育機関、今回の調査の検
討対象施設の関係者や町内の金融機関のほ
か、事務局員として町の関係各課で構成さ
れている。

検討委員会は、事業範囲や事業化が定
まっていない調査段階での開催であり、具
体的な内容の話し合いは難しかったが、町
として官民連携事業を推進していくという
ことを各関係者に説明する機会となり、ま
た検討委員同士の繋がりもできたことから、
今後の事業化に向けて前進した委員会と
なった。

（３）行政の知識向上や内部合意に向けた
研修等の実施

官民連携事業におけるＰＦＩ手法の導入
については、実務的な面や踏むべきプロセ
スが従来手法と異なるため、事業を推進し
ていく役場職員についても、きちんと知識
を取り入れて業務に取り組む必要がある。

また、役場職員が事業の基礎を理解して
いることで、早めに地域住民や議会等への
説明が可能となっていくことや、合意形成
のためにも、役場職員のＰＦＩ手法等につ
いての勉強会を実施していくことは役立つ。
今回は官民連携事業を推進するうえで大切
な政策形成について、若手職員を対象とし
て4回の研修を実施した。今後の事業化に向
けて、職員に加え、議会に対しても勉強会
を開催することが効果的である。

（職員研修の様子）

（４）地元事業者の参画に向けた勉強会の開催
官民連携事業では、可能な限り町内の事業者に積極的に関わってもらい、町内で賄い切れない業種については町外からも参

画してもらうような、地域主体型の官民連携事業を目指している。
その実現のために、早い段階から地元事業者向けの勉強会を実施していくことによって、町の考えている方向性やその背景、

事業に向けて検討している手法やスキーム、そしてその事業にどのような関わり方ができるのか、どうしたら参画可能なのか
などについて、地元事業者の理解を深めていくことが重要である。 10
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１.事業の特徴に合わせたスキーム案
事業スキーム案については、「パターン１」としてＰＦＩ手法をベースとし、「パターン２」としてＰＦＩ手法を用いないケースを検討し

た。また、それぞれのケースにおける発展形の可能性があるものについても、その場合のスキームを（４）にてまとめている。事業の特徴と
しては、主に、「整備主体」「運営主体」「エリアマネジメント主体」の３種類でまとめている。

事業
スキーム

メリット

✓ 町営住宅は、町が望む建設・設計がしやすい。

✓ 町営住宅の建設整備と子育てや交流拠点整備とを分離し、Ｓ

ＰＣの付帯事業として取り扱うことが可能。

✓ 地域企業は、事業規模が大きくならないため、参画しやすい。

デメリット

✓ 町営住宅以外の施設整備は、民間事業とするか、公共事業と

するかの選択がしがたい。

✓ 事業者選定に係る事務手続きが煩雑。

（１）整備主体のスキーム
「町営住宅を核とした健康と子育ての地域交流プラン」のような事業の場合に適していると考えられる。

■パターン１（PFI手法）

事業
スキーム

メリット

✓ 複数の地元企業の参画により、町営住宅の整備のみの事業

ではなく、設立した株式会社を軸にまちづくりに繋がる事

業をしやすい。

✓ 新たに設立した株式会社は、町との賃貸借契約を基に、資

金調達をしやすい。

✓ 町の施設所有リスクが賃貸借期間ない。

✓ 賃貸借契約は、町の内部合意形成を得やすい。

デメリット
✓ 民間事業者の事業スキームの理解と参画意欲の醸成が必要。

✓ 民間事業者の倒産隔離は困難。

■パターン２（定期借地権）

 中山町 

株式会社 

銀行 

町が要求する規模の

住宅整備（仕様） 
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第６章 先導的官民連携手法の整理及び事業スキーム検討

 中山町 

ＳＰＣ 

設計 

建設 

維持管理 

運営 
ＰＦＩ契約 

銀行 



（２）運営主体のスキーム
「メディカルフィットネスを核とした健康増進施設整備プラン」や「柏倉家住宅を拠点とした空き家活用プラン」のような運営面の民間ノウハウやサービス向上を

期待する事業に適しているスキームである。

■パターン１（PFI手法） ■パターン２（定期借地権・賃貸借契約）

事業
スキーム

メリット

✓ 運営者が中心となるため、単なる建設ではなく、未活用地や

未活用施設の利活用が実行しやすい。

✓ ＳＰＣの構成企業が少数で組成でき、意思決定等がしやすい。

✓ 整備段階から維持管理者や運営者の意見が取り入れやすいた

め、利用者の満足度を高めることに繋がりやすい。

デメリット

✓ 建設リスクを負える運営会社や維持管理会社の存在が必要と

なる。

✓ ＳＰＣの構成企業が少数のため、資本金の負担が大きくなる。

✓ ＰＦＩ法に基づく事業権契約となるため、新たな手順等の内

部合意が困難。

✓ 事業者選定に係る事務手続きが煩雑。

事業
スキーム

メリット

✓ 民間事業者との契約方法は、過去にも経験しているため、

合意形成が得やすい。

✓ 地元企業の参画は、ＳＰＣ（特別会社）に比べて、一般の

株式会社や有限責任の法人や組合になるため、比較的しや

すい。

デメリット

✓ 委託契約や指定管理は、ＳＰＣのようにリスク移転が困難

かつ長期間の契約に不向き。

✓ 民間事業者の倒産隔離は困難。

✓ ＳＰＣのような公的不動産に財産性を持たせることができ

ないため、アセットマネジメントの効果は得られない。

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 

ＬＬＰ（有限責任事業組合） 

ＬＬＣ（合同会社） 

ＮＰＯ 

業務委託契約 

指定管理 

町が要求する

まちづくり業

務を実施する。 

中山町 
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 中山町 

ＳＰＣ 

設計 

維持管理 

運営 建設 

ＰＦＩ契約 

銀行 



（３）運営主体のスキーム
「中川原地区のにぎわい創出と子育て応援エリア化プラン」や「スポーツと文化と産業の拠点整備による中山町テーマ統一プラン」のような事業に適していると考

えられる事業スキームである。施設整備のみでなく、エリア一体のマネジメントとなると、整備規模が大きくなっていくため、開発を得意としているデベロッパーな
どがＳＰＣに参画し、長期的なエリア整備にノウハウを活用していけるようにするスキームである。

■パターン１（PFI手法） ■パターン２（業務委託契約）

事業
スキーム

メリット

✓ 不動産開発会社（デベロッパー）が入ることで、エリアマネ

ジメントの観点での整備がしやすくなる。

✓ 設計と建設リスクを開発会社が負うことになり、町とのリス

ク分担がしやすくなる。

デメリット

✓ 大手不動産開発会社の参画は、事業規模が大きくなければ困

難。

✓ 事業者選定に係る事務手続きが煩雑。

事業
スキーム

メリット

✓ 民間事業者との契約方法は、経験しているため、合意形成

が得やすい。

✓ 地元企業の参画は、ＳＰＣ（特別会社）に比べて、一般の

株式会社や有限責任の法人や組合になるため、比較的しや

すい。

デメリット

✓ 事業者側に、エリアマネジメント能力が必要になる。

✓ 委託契約や指定管理は、ＳＰＣのようにリスク移転が困難

かつ長期間の契約に不向き。

✓ 民間事業者の倒産隔離は困難。

✓ ＳＰＣのような公的不動産に財産性を持たせることが出来

ないため、アセットマネジメントの効果は得られない。

 中山町 

開発会社 

運営 

維持管理 

ＰＦＩ契約 

銀行 

ＳＰＣ 

設計 

建設 

 

株式会社 

ＬＬＰ（有限責任事業組合） 

ＬＬＣ（合同会社） 

ＮＰＯ 

業務委託契約 

 

町が要求する

まちづくり業

務を実施する。 

中山町 
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（４）その他検討可能な発展手法
（１）～（３）で挙げた事業手法及び事業スキームをベースに検討したうえで、事業規模や民間事業者の参画条件等によって、発展形が可能かどうか検討していく

必要があるが、今回中山町の事業が、様々な公共施設を対象にしたものであり、かつ事業内容も複数のプランがあることから、これらの発展形も踏まえて、事業化の
際にさらに町の未来形成に繋がる適した仕組みで取り組めることが望ましい。

整
備
主
体
の
発
展
形

Ａ．パターン１の発展形：公共不動産の証券化によるファンドの活用の検討
【特徴】

公的不動産（公共施設、スポーツ施設等）について、「資産の流動化に関する法律（資産流動化法）」による証券化を検討する。その他、利用者・町民等による出資（ファンド）、
さらには企画・イベント等の案件ごとへのファンドレイジング（クラウドファンディング）の活用などの検討を行うことも可能である。

Ｂ．パターン２の発展形：現物出資の検討
【特徴】

今回の対象エリア内には、公的不動産に民間所有の土地が隣接しているため、それらを一体的に活用することで、相乗的な価値を発揮できることが想定される。そこで、中山町も土
地の現物出資を検討し、官民双方が出資を行う、官民ＪＶ（Joint Venture）型ＰＰＰ/ＰＦＩを検討する。

運
営
主
体

Ｃ．パターン１の発展形：ＳＰＣの複数設立の検討
【特徴】

ＳＰＣに様々な事業を包括発注することが出来ることがＰＦＩ事業の魅力の一つであるが、今回中山町が長期的な再配置及び整備を実施していく方向性で進めているため、エリアや
事業内容が分かれるものについては、別々のＰＦＩ事業として、ＳＰＣを段階的に設立していくスキームも可能である。ただし、その場合は町として契約行為を複数締結することとな
るため、その分リスクも多くなり、要注意である。可能な限り、契約数を増やさずに、まとめて発注できることの方が望ましい。
Ｄ．パターン１の発展形②：買取方式の運営主体方式の検討
【特徴】

運営主体のＰＦＩにおける事業スキームから、設計や建設を含む開発業務を担う事業者を定め、ＳＰＣが計画する事業の運営に見合った設計及び建設を実施し、発注した通りものが
出来たうえで、ＳＰＣが開発を担った事業者から買い取るというスキームである。デベロッパーがＳＰＣに入るメリットがなかなか見い出せないという場合に、別々にした方が良い場
合検討の価値があるスキームではあるが、設計及び建設がＳＰＣの業務外に出るため、町側の監視が重要となる。

エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
主
体

Ｅ．パターン１の発展形①：コンセッション方式の導入の検討
【特徴】

コンセッション方式は、料金徴収を伴う公共施設などについて、施設の所有権を発注者（公的機関）に残したまま、運営を特別目的会社として設立されるＳＰＣが行うスキームであ
る。コンセッション方式を活用したストラクチャーは、不動産所有者と不動産運営者の役割が明確になるため、公的不動産の有効活用に適している。
Ｆ．パターン１の発展形②：買取方式の運営主体方式の検討
※Ｄと同じ。
Ｇ．パターン２の発展形①：定期借地権の活用の検討
【特徴】

中山町の資産としての土地を事業者に定期借地権設定にて貸付し、借地料金を契約時に半分程度を一括で受け取るという仕組みである。中山町が求める機能は、性能発注により民間
が開発する建物の中に有し、その機能部分を賃貸借することとなる。
Ｈ．パターン２の発展形②：公共不動産の証券化の検討
※Ａと同じ。
Ｉ．パターン２の発展形③：現物出資の検討
※Ｂと同じ。
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２.市場調査における事業者の参画意欲と課題

市場調査における事業者の官民連携事業への参画意欲と課題を下記にまとめている。これらをもとに、事業スキームを検討していく。

整備主体の事業プラン 運営主体の事業プラン エリアマネジメント主体の事業プラン

官民連携事
業への
参画意欲

✓ 整備主体の事業プランにおいて、町営住宅の
整備のような事業の場合、事業規模が比較的
大きくならないため、町内や県内の民間事業
者としては参画しやすいことから、参画意欲
が高いことが分かる。

✓ 特に県内の建設企業では、代表企業になり得
る会社も存在していたため、事業化しやすい
案件であるといえる。町営住宅の施設整備以
外のサービスを何にするかで、民間事業者の
参画意欲も変わることが想定される。

✓ 運営主体の事業プランにおいて、メディカル
フィットネスの運営や空き家を活用した古民家
カフェ等を運営したいという民間事業者は町内、
県内、県外にも存在している。

✓ 県外の民間事業者に関しては、収益性の部分で
疑問を抱いている事業者も多い。

✓ エリアマネジメント主体の事業プランとして
は、ヒアリングを実施した不動産開発会社と
しては、事業としての魅力は感じるものの、
商圏的な課題を感じているという反応であっ
た。

✓ 大手の不動産開発会社がメインとなって参画
した場合、地元の民間事業者は参画しづらい
可能性がある。また、民間事業者としては、
独立採算での事業形成は、商圏的に難しいと
いう声がある。

課題

✓ 整備の場合は必ず目的があって整備を実施す
るため、整備施設の機能及び性能を定める必
要があることや、その目的が必ずしも行政
サービスのみとは限らないため、民間施設や
他の行政施設との包括的な整備の視点が、発
注者側で持てるかどうかという点である。

✓ ヒアリングを行った運営事業者のうち、参画意
欲の高い事業者は、ＰＦＩ事業の経験を有して
いる事業者が少なく、参画形態まではイメージ
がしがたいとの声が多かったことが課題として
挙げられる。そのため、地元事業者を中心に、
官民連携事業に関する勉強会等の実施によって
運営事業者にもＰＦＩ事業についての知識を得
る機会を提供し、事業イメージの共有や参画形
態のイメージの理解を向上させることが重要で
ある。

✓ エリアマネジメントは、ある一定エリアを俯
瞰的な視点で整備するというだけではなく、
いかに地元事業者が関わり、「つくること」
だけではなく「育てること」の視点を持って
取り組めるかということも重要なポイントと
なるため、官民双方の意識についても課題と
なる。
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３.実現性のある資金調達（ファイナンス）の検討

地元金融機関 地元金融機関

PFI事業
プロジェクト

株式会社
LLP
LLC
NPO

モニタリング
（財務状況・経営状況）

モニタリング
（財務状況・経営状況）

SPC（特別目的会社）
・設計会社
・建設会社
・維持管理・運営会社

①プロジェクト・ファイナンスの場合 ②コーポレート・ファイナンスの場合

事業に直接関与 事業への関与なし
地元金融機関 地元金融機関

PFI事業
プロジェクト

株式会社
LLP
LLC
NPO

モニタリング
（財務状況・経営状況）

モニタリング
（財務状況・経営状況）

SPC（特別目的会社）
・設計会社
・建設会社
・維持管理・運営会社

①プロジェクト・ファイナンスの場合 ②コーポレート・ファイナンスの場合

事業に直接関与 事業への関与なし

プロジェクト・ファイナンスの場合は、事業の成功の可否がそのまま融資金の回収不能リスクに直結し、コーポレート・ファイナンスの場
合は仮に事業が失敗したとしても、融資先の企業の経営状況が健全であれば、金融機関としては問題ないのである。町としては、事業におけ
るリスク回避が第一条件であることから、地元金融機関にはプロジェクト・ファイナンス方式による事業の財務状況のモニタリングを通じて、
事業の安全性や継続性の担保を行うことが理想である。それにより、町としてのリスクや負担の軽減を行うことが可能となる。

プロジェクト・ファイナンスとは、プロジェクトにおいて資金調達
を行う際、事業者自身が借入を行うのではなく、プロジェクトを遂行
するＳＰＣ（特別目的会社）を設立し、この会社を事業者として独立
して借入を行う資金調達の仕組みをいう。

コーポレート・ファイナンスとは、従来型の法人向けの融資のこと。
会社の保有している全資産を担保として融資を受けるものであり、会
社への信用を背景としている。

16

第６章 先導的官民連携手法の整理及び事業スキーム検討



４.定量的及び定性的評価

今後、各エリアマネジメントプランの事業化を検討するうえで、定量的及び定性的評価が必要となる。今回は、来年度事業化を想定してい
る「町営住宅を核とした健康と子育ての地域交流プラン」のうち、事業範囲が明確になっている「町営住宅の整備」についてVFMを算定した。

ＶＦＭはＰＦＩ事業における最も重要な概念の一つで、「支払（Money）に対して最も価値の高いサービス（Value）を供給する」という考え方のことであり、
「従来の方式と比べてＰＦＩ事業を導入した方が総事業費をどれだけ削減できるか」を示す割合である。

ＰＦＩ事業で実施した場合の財政負担が、公共が直接実施した場合の財政負担を下回った場合、「ＶＦＭがある」と見なされる。
つまり、財政負担の削減率が０％以上の場合、「ＶＦＭがある」と評価される。また、仮に財政負担の削減率が０％の場合であっても、定性的な効果が認めら

れる場合には、事業化に向かうことも公共事業の手法として有効と判断される。

〇VFMとは？

ＰＳＣ ＰＦＩ ＶＦＭ（％）

整備戸数１５戸 100 95.5 4.5％

整備戸数２０戸 100 88.1 11.9%

【定量的評価】

（※ ＶＦＭは国土交通省のＶＦＭ計算ツールを用いて算出）

【総合的評価】
町営住宅の整備事業は、ＰＦＩ事業により実施することで、民間事業者のノウハウや創意工夫を得ることになり、この結果、定量的な町の財

政負担の効率化と定性的な公共事業への効果が期待される。さらに、課題となっている町営住宅の老朽化による整備に合わせて、民間のノウハ
ウ等を活用した町営住宅の整備地の残置や未利用地の利活用も同時に実施され、ある一定エリアのまちづくりに繋がる事業化が期待できる。

【定性的評価】
町が直接整備する分離発注及び仕様発注に比べて、ＳＰＣが設計、建設、維持管理及び運営を一括して行うことで、民間の技術力及び企画力

が発揮された施設整備や空間形成が図られ、質の高い維持管理運営が期待できる。また、町営住宅の整備事業は、性能発注の特性を最大に生か
した定性評価による公共サービスの有効性及び効率性において、公共サービスの向上も期待される。また、民間参画面においても、県内事業者
にＰＦＩ手法の経験者の存在が認められることから、官民連携手法の効果を顕在化できると考えられる。

整備戸数を１５戸と２０戸の場合と想定し、VFM
を算定した結果、事業契約期間中の町の財政負担
が１５戸では4.5％、２０戸では11.9％程度の削減
が見込まれる

17

第６章 先導的官民連携手法の整理及び事業スキーム検討



５.リスク分担とモニタリング構築の重要性

リスク分担における基本原則としては、下記の項目が挙げられる。
✓ 民間事業者と町のリスク分担をできる限り具体的に定めること。
✓ 事業に関する前提条件について精査するとともに、事業費や需要等に関する数値に対して、可能な限り確実性の高いものとする努力をする

こと。
✓ 上記を踏まえたうえで、それでも発生する変動要因（リスク）について、当該リスクを最も適切にコントロールできるものがリスクを負う。

リスクの種類 帰責事由等の所在
事業契約

町 ＳＰＣ
不可抗力 当事者に帰責事由はない 〇

法令変更

事業に類型的また特別に影響を与える法令変更
〇

上記以外の法令変更 〇

税制変更
当該事業のみに影響を与える税制変更、消費税の変更

〇

上記以外の税制変更 〇

第三者損害（近隣住民対応）
町側帰責 〇
事業者側帰責 〇

金利変動・物価変動
サービス対価の利息と資金調達に伴う利息との差

〇

許認可 事業実施のために必要な許認可の取得 〇
資金調達 事業に必要な資金の調達 〇

計画・設計・仕様変更
町側帰責 〇
事業者側帰責 〇

測量・調査
町が実施した測量・調査結果 〇
上記以外の測量・調査結果 〇

設計・
工事遅延

町側帰責 〇
事業者側帰責 〇

施設（設計）の瑕疵 無過失責任 〇
維持管理運営 需要減少 需要減少による当該事業収入の減少 〇
維持管理運営 技術革新 - ※ ※

付帯事業 付帯事業の不振、事業計画不履行 〇

契約解除

町側帰責 〇
事業者側帰責 〇
不可抗力 〇
法令変更 ※ ※ 18
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１．各想定エリアマネジメントプランの優先順位づけ
今後の事業化に向けて、現在想定しているエリアマネジメントプランにおいて、スモールステップで事業化を進めていく。まずは、緊急度が高

く、事業規模の小さいものから事業化を進め、徐々にエリアマネジメントとして事業化を行っていく。なお、「中川原地区のにぎわい創出と子育
て応援エリア化プラン」と「メディカルフィットネスを核とした健康増進施設整備プラン」は、難易度は高くなるが、同時に事業化することも検
討できる。

緊急度

事業規模・難易度

メディカルフィット
ネスを核とした健康
増進施設整備プラン

町営住宅を核とした
健康と子育ての地域
交流プラン

「柏倉家住宅」等地
域資源を核とした空
き家活用プラン

中川原地区のにぎわ
い創出と子育て応援
エリア化プラン

スポーツと文化と産
業の拠点整備による
中山町テーマ統一プ
ラン

想定エリアマネジ
メントプラン

緊急度 事業規模・難易度

メディカルフィッ
トネスを核とした
健康増進施設整備
プラン

町の人口減少と高齢化問題が
あるため、早急の課題ではな
いが、重要度は高い。

中山公園やきらやか銀行球場等、町以外の関係
者がいるため、合意形成が難しく、また対象エ
リアが12.8haと広いため、事業規模は大きくな
ることが想定される。

町営住宅を核とし
た健康と子育ての
地域交流プラン

町営中原住宅は昭和44年築で
あり、耐震性に関して問題が
あることから、早急の対応が
必要である。

現在の町営中原住宅は12戸であり、現在の町営
住宅跡地の利活用と新たな町営住宅の整備を合
わせても他のプランよりも事業規模は小さくな
ると見込まれる。入居世帯数は１世帯であるこ
とから、入居者の移転交渉は比較的行いやすい。

「柏倉家住宅」等
地域資源を核とし
た空き家活用プラ
ン

平成29年度に町の所有となる
ことから、維持管理費用は全
て町が負担することになるた
め、早めの対応が必要である。

柏倉家住宅の維持管理運営費や周辺の空きやの
修繕費の事業規模は、新たな施設を整備するよ
りも低いと想定されるが、空き家持ち主や町内
部の合意形成のほか、これまでに行ったことが
ない事業のため難易度は高い。

中川原地区のにぎ
わい創出と子育て
応援エリア化プラ
ン

中央公民館や役場庁舎等、老
朽化した施設があり、整備の
緊急度は高い。

想定される複合施設は、町営住宅の整備や柏倉
家住宅の活用のプランよりも事業規模が大きく
なると見込まれる。中川原地区におけるスポー
ツ施設を上川原地区に移設後の事業化となるた
め、上川原地区の整備が進まないと前には進ま
ないため難易度は高い。

スポーツと文化と
産業の拠点整備に
よる中山町テーマ
統一プラン

山形県の「道の駅」構想にお
いて、平成32年までに道の駅
を30か所まで増設する予定で
あり、町も検討する必要があ
る。

近隣自治体の山形市や天童市の道の駅構想に
よっても、町としての方向性が変わってくるた
め、内部の合意形成が難しい。ただ、町の方針
が定まれば、事業化は行いやすい。

【緊急度と事業規模・難易度のプロット表】

優先順位が高い
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２．事業化へのロードマップ
５年以内に各想定エリアマネジメントプランの事業化を目指し、各プランごとの業務をロードマップとしてまとめる。大きく分けると、内部と

外部の合意形成と人財育成（民間事業者、職員、町民）を行い、エリアマネジメントとしての官民連携のまちづくりを行っていく。

住民ワークショップの開催

民間事業者勉強会の開催

実施方針の公表～選定事業者の公表

内部の合意形成

メディカルフィット
ネスを核とした健康
増進施設整備プラン

町営住宅を核とした
健康と子育ての地域

交流プラン

「柏倉家住宅」等地
域資源を核とした空

き家活用プラン

中川原地区のにぎわ
い創出と子育て応援

エリア化プラン

スポーツと文化と産
業の拠点整備による
中山町テーマ統一プ

ラン

内部の合意形成

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

住民ワークショップの開催

地権者等関係者の合意形成

内部の合意形成

事業契約 設計・建設 維持管理・運営

実施方針の公表～選定事業者の公表 事業契約 維持管理・運営民間事業者勉強会の開催

実施方針の公表～選定事業者の公表

民間事業者勉強会の開催

内部の合意形成

地権者や住民の合意形成

実施方針の公表～選定事業者の公表 事業契約 維持管理・運営

職員勉強会の実施

住民ワークショップの開催

内部の合意形成

地権者や住民の合意形成

住民ワークショップ及び民間事業者勉強会の開催 実施方針の公表～選定事業者の公表
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