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はじめに 

 

 全国に先駆けてＰＰＰ／ＰＦＩ手法活用の優先的検討方針を導入した鳥取県（以下「県」と

いう。）では、鳥取砂丘コナン空港を皮切りに、県営水力発電事業、美術館、庁舎、工業用水

道、体育館、船舶、公営住宅など、様々な事業分野において、加速度的にＰＰＰ／ＰＦＩを検

討、事業化している状況にある。 

また、県内市町村においても鳥取市及び米子市を中心にＰＰＰ／ＰＦＩが推進される中、今

後一層、よりよい公共サービスの形を目指しＰＰＰ／ＰＦＩを浸透させる狙いから、本年度、

県内全ての市町村が参加する広域型ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォームが設置されたところ

である。 

県内団体や地元業者を訪問すると、来たるＰＦＩ事業に備えて研究が進められており、「Ｐ

ＦＩを受注できない事業者は淘汰される」という危機感を有する企業もあったことからも、行

政の取組みに対して、県内事業者側にもＰＰＰ／ＰＦＩを受け入れる環境が整い始めているよ

うに見受けられる。 

一方、県内において、ＰＦＩ事業は先に開始された鳥取空港の１件以外に、これまでにな

く、官民ともに必ずしもＰＦＩ事業に係るノウハウは蓄積されていないことから、まずは、Ｐ

ＰＰ／ＰＦＩの意義や実施することの効果を十分に理解することが必要となると考えられる。 

このような状況の中、案件化が進む今後数年で県及び県内市町村のみならず、県内事業者ま

でもが、ＰＰＰ／ＰＦＩに関して受身から積極姿勢へと転換する絶好の機会と捉え、広域型プ

ラットフォームの初期運営支援が行われることで、案件形成という地域プラットフォームの機

能を維持しながら自走していく全国有数の機関となっていくことが期待される。 
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第１章 調査の概要 

 

１－１ 調査の目的 

    

   平成３０年度鳥取県域における広域型ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォーム形成・運営に関す

る調査検討支援業務（以下、「本調査」という。）は、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の活用推進に向け

て、鳥取県域におけるＰＰＰ／ＰＦＩ案件の形成能力の向上を図るため、行政、金融機関、地域

の企業、大学等の関係者が集い、ノウハウの習得や情報の交換・共有を容易にする場（プラット

フォーム）の形成及び運営について支援し、次年度以降においても継続的な活動となるよう支援

することを目的とする。 

   また、ケーススタディの実施により、具体的な案件形成に資する支援を併せて実施するもので

ある。 

        

１－２ 調査の概要 

    

１．支援対象地域 

鳥取県 

 

２．支援対象団体 

鳥取県及び県内全市町村※ 

※鳥取市、米子市、倉吉市、境港市、岩美町、八頭町、若桜町、智頭町、三朝町、湯梨浜

町、北栄町、琴浦町、大山町、日吉津村、南部町、伯耆町、江府町、日野町、日南町 

（全１９市町村） 

 

３．調査期間 

平成３０年７月１２日（木） ～ 平成３１年３月１５日（金） 
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第２章 ＰＰＰ／ＰＦＩに関する取組み 

 

２－１ ＰＰＰ／ＰＦＩ優先的検討方針の策定と適用 

 鳥取県は、極めて厳しい財政状況の中で、効率的かつ効果的な公共施設等の整備等を進める

とともに、新たな事業機会の創出や民間投資の喚起による経済成長を実現していくためには、

公共施設等の整備等に民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用していくことが重要であ

り、多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法を鳥取県においても取り入れていく必要があるとしている。 

今後、鳥取県では、ＰＦＩ手法も含めた民間活力をさらに取り入れた事業手法の積極的な検

討と適切な活用を図るため、公共施設等の整備及び運営にあたり、従来型手法（県の直営実

施）に優先してＰＰＰ／ＰＦＩ手法を検討することとし、本方針に基づき、全庁的な取組を進

めることを定めている。（平成２８年３月２９日「鳥取県ＰＰＰ／ＰＦＩ手法活用の優先的検

討方針」） 

 

２－２ 県有施設・資産有効活用戦略会議 

鳥取県では、県有施設・資産の適正管理、戦略的活用の方策などを検討するための期間とし

て、副知事をトップとする「県有施設・資産活用有効戦略会議」を設置しており、ＰＰＰ／Ｐ

ＦＩに関する方針を決定するという取組みを行っている。 

 

１．平成３０年度 第１回県有施設・資産有効活用戦略会議 

開催日 平成３０年５月１４日 

議事  美術館整備へのＰＦＩ手法の導入について 

 発電施設運営へのコンセッション方式導入について 

 米子コンベンションセンター改修へのＰＦＩ手法導入について 

報告  ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入が想定される事業について 

 鳥取県ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォームの設置について 

 

２．平成３０年度 第２回県有施設・資産有効活用戦略会議 

開催日 平成３０年１１月２０日 

議事  ＰＰＰ／ＰＦＩ今後の公の施設の運営見直しについてＰＦＩ手法導

入かかる地域企業への配慮について 

 今後の公の施設の運営見直しについて 

報告  ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の検討状況について 

 鳥取県公共施設等総合管理計画の改定について 

 未利用・低利用財産の利活用について 

 県庁舎を活用した広告について 
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今後の公の施設の運営見直しについて 

指定管理者の募集施設（Ｈ３１更新分）（新規４施設を含む３４施設）、コンセッショ

ン方式導入施設（鳥取砂丘コナン空港）、民間譲渡施設（鹿野かちみ園、鹿野第二かちみ

園、皆生尚寿苑）が運営見直しとなる。 

図表２-１ 今後の公の施設の運営見直し 

 

 

（出典：鳥取県「Ｈ３０第２回県有施設・資産有効活用戦略会議資料」） 
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３．平成３０年度 第３回県有施設・資産有効活用戦略会議 

開催日 平成３１年１月２５日 

議事  鳥取県ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入にかかる県内事業者参画に向けた配

慮方針について 

 青谷上寺地史跡公園の整備へのＰＦＩ手法導入検討について 

 観光・文化施設の運営へのコンセッション方式導入検討について 

報告  ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の進捗状況について 

 

第３章 地域プラットフォームの形成・運営 

 

３－１ 鳥取県ＰＰＰ／ＰＦＩ推進地域プラットフォーム設立会議 

１．地域プラットフォームの設立経緯 

 ＰＰＰ／ＰＦＩの推進に向けて、県内の行政、経済団体、金融機関が集まり、ＰＰＰ／ＰＦ

Ｉ事業のノウハウ取得と案件形成能力の向上を図り、地元事業者の事業関与につなげることを

目的として、平成３０年８月２４日に「鳥取県ＰＰＰ／ＰＦＩ推進地域プラットフォーム」が

設立された。 

図表３-1 設立経緯 

 

（出典：鳥取県「鳥取県ＰＰＰ／ＰＦＩ推進地域プラットフォーム設置準備会」） 
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２．地域プラットフォームの構成メンバー 

  鳥取県ＰＰＰ／ＰＦＩ推進地域プラットフォームは、以下のメンバーで構成される。 

行政 鳥取県、鳥取市、米子市、倉吉市、境港市、岩美町、八頭町、若桜町、智頭

町、三朝町、湯梨浜町、北栄町、琴浦町、大山町、日吉津村、南部町、伯耆

町、江府町、日野町、日南町 （県及び県内全ての市町村） 

経済団体 各商工会議所、県商工会連合会、県中小企業団体中央会、鳥取県建設業協会、 

鳥取県管工事業協会、鳥取県造園建設業協会、鳥取県電業協会、鳥取県建築士

事務所協会、鳥取県ビルメンテナンス協会 

金融機関 県内各金融機関、日本政策投資銀行松江事務所 

 

３－２ 第１回鳥取県ＰＰＰ／ＰＦＩ推進地域プラットフォームセミナー 

１．開催概要 

日時：平成３０年８月２４日（金）午後２時～５時 

場所：鳥取県立倉吉未来中心 

２．参加者 

行政、経済団体、金融機関、民間事業者あわせて約１００名（当日参加含む） 

３．議事次第 

プログラム 内容 登壇者 

開会挨拶 ・地域プラットフォームの設立 鳥取県 野川聡副知事 

内閣府 

挨拶 
・地域プラットフォームの意義 

石川卓弥内閣府大臣官房審議官（経済社会

システム担当）（併任 民間資金等活用事

業推進室長） 

講演１ 

・ＰＰＰ／ＰＦＩの概要 

・地域プラットフォームの役割 

・地元企業のＰＦＩ事業への関わり方 

ＰｗＣアドバイザリー合同会社 

インフラ・ＰＰＰ部門 ディレクター 

片山竜  

講演２ 
・他自治体でのＰＦＩ取組事例 

 ～福岡市美術館ＰＦＩ事業～ 

福岡市美術館副館長  中山喜一朗 氏 

福岡アートミュージアムパートナーズ株式

会社事業マネジメント担当 川村彰 氏 

事例発表 
・鳥取市におけるＰＰＰ／ＰＦＩの取

組み 

鳥取市総務部総務調整局 

永井利幸財産経営課長 
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事業説明 
・美術館、発電施設、庁舎の

ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の説明

【県立美術館整備事業】 

鳥取県教育委員会事務局 博物館  

漆原芳彦美術館整備準備室長  

【県営水力発電施設改修・運営事業】 

鳥取県企業局経営企画課  

中西徹民間活力導入推進室長  

【鳥取県西部総合事務所新棟整備事業】 

鳥取県総務部行財政改革局  

中村吉孝資産活用推進課長  

意見 

交換会 

・案件ごとに分かれて意見交換・

質疑応答

美術館、発電施設、庁舎の３ブースを設置 

各施設所管課との少人数で実施 

＜会場＞ 

  美術館   セミナールーム３ 

  発電施設  セミナールーム６ 

  庁舎   セミナールーム７ 

図表３-２ 野川副知事挨拶 
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図表３-３ ＰＰＰ／ＰＦＩセミナーの様子 

５．アンケート結果 

（１）本日のプラットフォームについて 

① 本日のプラットフォームはＰＰＰ／ＰＦＩの理解に役立ちましたか？

総回答数：７９名 

１． とても役立った ２３名（２９％） 

２． 役立った ４４名（５６％） 

３． 普通 ８名（１０％） 

４． 役に立たなかった １名（１％） 

５． 関心がない ０名（０％） 

６． 無回答 ３名（４％） 
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② ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォームに期待する役割は？（複数回答可）

総回答数：１２１名

１．ＰＰＰ／ＰＦＩの 

知識蓄積の場 

４９（４０％） 

２．官民対話の場 ４４（３６％） 

３．自治体同士の連携と

案件発掘の場 

２１（１７％） 

４．その他 ７（６％） 

（２）鳥取県域におけるＰＰＰ／ＰＦＩの推進について 

① 所属する業態を教えてください。

総回答数：７７名

１． 民間企業 ４５名（５８％） 

２． 地方公共団体 １７名（２２％） 

３． 大学等教育機関 ０名（０％） 

４． 金融機関 １０名（１３％） 

５． 報道機関 ０名（０％） 

６． その他 ５名（６％） 

（その他の場合： 経済団体２名、無記載３名） 

② 県内でＰＰＰ／ＰＦＩが広がっていくことについてどう思いますか？（複数回答可）

総回答数：１１１ 

１． 官民が連携することで、よりよい事業になるのであれば推進されてい

くべき。 

５５（５０％） 

２． あらたなビジネスチャンスだと捉えているので勉強したい。 ２３（２１％） 

３． 財政負担の縮減につながるのであれば推進（応援）していきたい。 ２３（２１％） 

４． 地元事業者の事業機会が減少する可能性があるので、歓迎しない。 ７（６％） 

５． その他 ３（３％） 
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図表 ３-４ 第１回参加者向けアンケート 
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３－３ 第２回鳥取県ＰＰＰ／ＰＦＩ推進地域プラットフォームセミナー 

１．開催概要 

日時：平成３０年１１月７日（水） 午後１時～午後４時３０分 

場所：とりぎん文化会館 小ホール（鳥取市尚徳町１０１－５） 

２．参加者 

行政、経済団体、金融機関、民間事業者約１００名 

３．議事次第 

 基調講演 多様化するＰＰＰ／ＰＦＩ手法、少額事業でも取り組めるＰＰＰ／ＰＦＩ手法

 事例発表 地元企業によるＰＦＩ事業への参画

 パネルディスカッション

４．パネルディスカッション 

パネリスト 株式会社民間資金等活用事業推進機構 半田容章代表取締役社長 

株式会社日本政策投資銀行    足立慎一郎地域企画部担当部長 

亀井工業ホールディングス株式会社  亀井信幸代表取締役社長 

大宮クロスポイント株式会社   岸靖哲氏 

コーディネ

ーター

ＰｗＣアドバイザリー合同会社 

片山竜 インフラ・ＰＰＰ部門ディレクター 

テーマ 地元企業のＰＦＩ事業への参画と取組、ビジネスチャンスとしてのＰＰＰ／ＰＦＩ 

図表３-５ パネルディスカッション 
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５．アンケート結果 

（１）本日のテーマである「県内事業者によるＰＰＰ／ＰＦＩへの参画」について、感想をお

聞かせください。 総回答数：５４名 

１．県内事業者（自社を含む）によるＰＰＰ／ＰＦＩ事業への参画

可能性を感じることができた。 
４８名（８９％） 

２．県内事業者（自社を含む）にはＰＰＰ／ＰＦＩ事業への参画は

困難であると感じた。 
５名（９％） 

３．その他 １名（２％） 

（２）ＰＰＰ／ＰＦＩ事業として関心が高い事業規模を教えてください。（複数回答可） 

総回答数：７７名 

１． １億円～５億円未満 １３（１７％） 

２． ５億円～１０億円未満 ２２（２９％） 

３． １０億円～５０億円未満 ２４（３１％） 

４． ５０億円以上 １８（２３％） 

1.県内事業者（自社を含む）による

PPP/PFI事業への参画可能性を感じるこ

とができた。

89%

2.県内事業者（自社を

含む）にはPPP/PFI事
業への参画は困難で

あると感じた。

9%

3.その他

2%

13

22

24

18

1. 1億円～5億円未満

2. 5億円～10億円未満

3. 10億円～50億円未満

4. 50億円以上
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