
令和元年度に実施⽅針が公表されたPFI事業⼀覧（77件）
分野 事業名 事業主体

1 庁舎と宿舎 京都市上下⽔道局南部拠点整備事業 京都市
2 まちづくり 愛知県営野並住宅ＰＦＩ⽅式整備等事業 愛知県
3 まちづくり 愛知県営鷲塚住宅ＰＦＩ⽅式整備等事業 愛知県
4 教育と⽂化 東広島市⽴⼩中学校空調設備整備事業 東広島市
5 教育と⽂化 （仮称）尼崎市⽴学校給⾷センター整備運営事業 尼崎市
6 まちづくり 第３期境地区定住促進住宅整備事業 境町
7 教育と⽂化 中規模ホール整備官⺠連携事業 富⼭市
8 教育と⽂化 周南市⼩学校普通教室空調設備整備事業 周南市
9 健康と環境 愛南町第⼆期町営浄化槽整備推進事業 愛南町
10 教育と⽂化  （仮称）厚⽊市学校給⾷センター整備運営事業 厚⽊市
11 まちづくり 愛知県営上郷住宅ＰＦＩ⽅式整備等事業 愛知県
12 健康と環境  ⼤館クリーンセンター基幹的設備改良⼯事・運営事業 ⼤館市
13 教育と⽂化 新⻘少年教育施設整備運営事業 栃⽊県
14 健康と環境 筑波⼤学附属病院陽⼦線施設整備運営事業 国⽴⼤学法⼈筑波⼤学
15 その他 岡崎市コンベンション施設整備事業 岡崎市
16 教育と⽂化  （仮称）⻑崎市三重学校給⾷センター整備運営事業 ⻑崎市
17 まちづくり 国道1号東⼩磯電線共同溝PFI事業 国⼟交通省関東地⽅整備局
18 教育と⽂化  （仮称）草津市⽴プール整備・運営事業 草津市
19 まちづくり 津野町定住促進住宅整備事業（仮称） 津野町
20 教育と⽂化 国際教養⼤学新学⽣宿舎整備事業 公⽴⼤学法⼈国際教養⼤学

21 健康と環境 （仮称）第2期君津地域広域廃棄物処理事業
⽊更津市、君津市、富津市、袖ケ浦
市、鴨川市、南房総市、鋸南町

22 健康と環境 新⽇明⼯場整備運営事業 北九州市
23 教育と⽂化  ⾦池⼩学校施設整備事業 ⼤分市
24 まちづくり 津和野町空家等改修事業 津和野町
25 教育と⽂化 静岡市海洋・地球総合ミュージアム（仮称）整備運営事業 静岡市
26 教育と⽂化 宮崎市⽴⼩学校空調設備整備等PFI事業 宮崎市
27 庁舎と宿舎 清⽔庁舎整備等事業 静岡市
28 まちづくり 国道8号東沼波電線共同溝PFI事業 国⼟交通省近畿地⽅整備局
29 まちづくり みなとみらい公共駐⾞場運営事業 横浜市

30 教育と⽂化 瑞浪超深地層研究所の坑道埋め戻し等事業
国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発
機構

31 庁舎と宿舎 宮古島第三宿舎（仮称）整備事業 国⼟交通省海上保安庁
32 まちづくり 国道22号⼀宮浅野電線共同溝ＰＦＩ事業 国⼟交通省中部地⽅整備局
33 教育と⽂化 （仮称）盛岡学校給⾷センター整備運営事業 盛岡市
34 教育と⽂化 ⼭形県⽴寒河江⼯業⾼等学校改築整備事業 ⼭形県
35 まちづくり 志布志市地域優良賃貸住宅整備事業（仮称） 志布志市
36 産業 宮崎⽩浜オートキャンプ場施設運営事業 宮崎市
37 まちづくり （仮称）陵南アパート整備等事業 寒河江市
38 まちづくり ⻘森県駐⾞場維持管理・運営事業 ⻘森県
39 まちづくり (仮称)⿊⽥原地区定住促進住宅整備事業 那須町
40 教育と⽂化 （仮称）川⻄市中学校給⾷センター整備・運営PFI事業 川⻄市
41 庁舎と宿舎 根室市教職員住宅環境整備事業 根室市
42 まちづくり 中⼟佐町⽇ノ川団地整備事業 中⼟佐町
43 健康と環境 熊本県有明・⼋代⼯業⽤⽔道運営事業 熊本県
44 健康と環境 栃⽊市新斎場整備運営事業 栃⽊市
45 ⽣活と福祉  厚⽊市ふれあいプラザ再整備事業 厚⽊市
46 まちづくり 三浦市⼦育て賃貸住宅等整備事業 三浦市
47 まちづくり （仮称）肝付町若者定住促進住宅環境整備PFI事業 肝付町
48 健康と環境 宮城県上⼯下⽔⼀体官⺠連携運営事業（みやぎ型管理運営⽅式） 宮城県



49 庁舎と宿舎  内閣府新庁舎（仮称）整備等事業 国⼟交通省・内閣府
50 教育と⽂化  富⼠市総合体育館等整備・運営事業 富⼠市
51 教育と⽂化 （仮称）四⽇市市学校給⾷センター整備運営事業 四⽇市市
52 まちづくり 新庄寺（⻑浜）県営住宅建替事業 滋賀県
53 健康と環境 湖⻄市環境センター基幹的設備改良⼯事及び⻑期包括運営委託事業 湖⻄市
54 教育と⽂化 滋賀県⽴近江学園整備事業 滋賀県
55 まちづくり ⼭北町⽔上住宅整備事業 ⼭北町
56 健康と環境 倉敷市中央斎場施設整備事業 倉敷市
57 その他 ⾦⾕地区⽣活交流拠点整備運営事業 島⽥市
58 産業 愛知県スタートアップ⽀援拠点整備等事業 愛知県
59 まちづくり いわき市下⽔汚泥等利活⽤事業 いわき市
60 教育と⽂化 （仮称）⼋千代市学校給⾷センター東⼋千代調理場整備・運営事業 ⼋千代市
61 教育と⽂化 吹⽥市⽴⼩・中学校特別教室等空調設備整備事業 吹⽥市
62 まちづくり  ⿃取市営住宅⻑瀬団地建替え事業 ⿃取市
63 その他 猪名川町道の駅整備事業 猪名川町
64 まちづくり ⽷満市字⽷満商業地域駐⾞場整備事業 ⽷満市
65 産業 岡崎市阿知和地区⼯業団地造成事業 岡崎市
66 まちづくり ⾼槻市営富寿栄住宅建替事業 ⾼槻市
67 教育と⽂化 (仮称)坂出市学校給⾷センター整備運営事業 坂出市
68 まちづくり 第４期境地区定住促進住宅整備事業 境町
69 まちづくり ⼩⼭⽔処理センター汚泥処理・有効利⽤施設整備及び運営事業 ⼩⼭市
70 庁舎と宿舎 中央区複合庁舎整備事業 札幌市
71 教育と⽂化 （仮称）かほく市総合体育館等整備・運営事業 かほく市
72 教育と⽂化 県プール整備運営事業（仮称） 宮崎県
73 その他 朝倉駅周辺整備事業 知多市
74 まちづくり 須崎市⾼台整備事業 須崎市
75 その他  荷揚町⼩学校跡地における庁舎等複合公共施設整備事業 ⼤分市
76 教育と⽂化 瑞穂公園陸上競技場整備等事業 名古屋市
77 その他  筑波⼤学によるつくば市消防本部跡地利⽤計画事業 国⽴⼤学法⼈筑波⼤学
※⾊部分は、公共施設等運営権（コンセッション）⽅式
※「分野」は実施⽅針等から事業の分野を判断したものであり、「教育と⽂化」は学校施設、社会教育施設、⽂化施設等、「まちづくり」は住宅、道路、
下⽔道施設等、「健康と環境」は⽔道施設、廃棄物処理施設、斎場、「庁舎と宿舎」は事務庁舎、公務員宿舎、「⽣活と福祉」は福祉施設、「産業」は商
業振興施設、⼯業振興施設、「その他」は複合施設等を含む。


