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事業名称：本庁舎の管理業務等に係るコスト削減支援業務 

事業概要：本庁舎の維持管理の適正化及びコスト削減を目指し、市場環境（エネルギー

市場や技術革新動向等）を踏まえ、既存業務の現状分析、コスト削減等の施策立案及び

適正化に向けた活動支援を実施。 

 

●基本データ 

地方公共団体 神奈川県鎌倉市 

社会的課題及び 

その背景 

地方公共団体の財政状況が厳しさを増す中、供給側の技術革新

や社会情勢の変化（都市ガスの小売全面自由化等）を的確に捉

え、市の調達活動を常に最適化し続けることが求められてい

る。 

目指す成果 調達活動の適正化を目指す。 

サービス対象者 鎌倉市役所本庁舎 

事
業
関
係
者 

委託者 鎌倉市行政経営部行政経営課 

受託者 株式会社プロレド・パートナーズ 

サービス提供者 株式会社プロレド・パートナーズ 

資金提供者 なし 

第三者評価機関 なし 

中間支援組織 なし 

サービス内容 

鎌倉市行政経営部行政経営課が実施している本庁舎の維持管

理業務等(※)について、プロレド・パートナーズが、現状分析、

コスト削減等の施策立案を行う。 

当該施策に基づき、鎌倉市行政経営部行政経営課が調達を行う

際、プロレド・パートナーズが必要となる支援を行う。 

(※)ガス供給契約、消防設備保守点検業務、自動火災報知機保

守点検業務、自家用電気工作物定期点検業務、本庁舎熱電源保

守業務、昇降機保守業務、本庁舎総合管理業務、行政施設ネッ

トワーク運用保守業務 

成果指標 各業務に係る経費の削減額 

事業期間 

令和元年 10月～令和３年３月（約 18カ月間） 

【内訳】 

サービス提供期間：令和元年 10月～令和２年３月 

評価時期：令和２年４月～令和３年３月(※) 

(※)評価期間を１年間としているが、令和２年６月を目途に評

価を完了させ、業務完了予定 
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契
約
金
額 

総額 サービス提供前と提供後の各業務に係る経費の差額×90％ 

最低支払額 なし 

成果連動支払額 
サービス提供前と提供後の各業務に係る経費の差額×90％ 

※サービス提供者提案による。 

財政効果

の試算 

費目 需用費、役務費（手数料） 

金額 ― 

国の補助の活用の有無 なし 

債務負担行為の有無 あり（２年間） 

事業者選定方法 公募型プロポーザル方式にて受託者を選定。 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

鎌倉市は、一般財団法人社会的投資推進財団（現：一般財団法人社会変革推進財団）を講

師に招き、庁内で PFSに関する勉強会を開催する等、平成 29年度から PFS導入の検討を開

始している。具体的な PFS 導入にあたっては、共創計画部政策創造課が主導し、関係部署で

ある財政課、企画計画課、契約検査課と連携して検討を進める体制を整備した。 

次に、庁内の既存事業を対象に、PFSが導入可能と思われる事業を洗い出したところ、民

間事業者での導入実績から、本庁舎の維持管理費等についても PFS の対象となることが分

かった。検討の結果、維持管理費の削減額そのものが成果になり、成果指標が設定しやすい

テーマであること等から、PFSを活用して実施することを決定した。 

PFS の導入は鎌倉市として初の取組だったが、全庁的な検討体制を整備していたことから、

予算の確保を含む事業化を円滑に行うことができた。 

サービス提供者の選定にあたり、鎌倉市は公募型プロポーザル方式にてプロレド・パート

ナーズを選定した。公募型プロポーザル方式にて提案を評価するために鎌倉市が提示した

基準は以下のとおりである。 

 

図表 1 提案評価基準 

審査項目 審査基準 配点 

本業務の内容と
同種又は類似の
業務実績につい
て 

 本業務委託の内容と同種又は類似業務の実績が
あるか 

 同種又は類似の業務実績は、国、地方自治体また
は公法人（公益法人・公共法人等）か 

２ 

業務履行体制等
について 

 業務体制が明確、かつ適切な人員配置が行われ
ているか 

 従事する管理責任者及び担当者が本業務に関わ
る業務経験（同種又は類似業務実績）を十分に有
しているか 

 業務計画、作成する資料及び成果品の照査担当
が配置されているか 

11 

成果報酬率  提示成果報酬率の評価 10 
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審査項目 審査基準 配点 

実施方針等 
 提案書やプレゼンテーションを通して、本業務

を実施する趣旨や業務内容を理解し、適切な提
案が示されているか 

10 

コスト削減等の
取組みについて 

 提案された調査内容等は、具体的かつ効果的な
手法となっているか 

 自治体の予算制度や契約制度についての十分な
知識・経験に基づく提案となっているか 

 コスト削減等に係る提案者の専門知識を生かし
た提案となっているか 

 調査にあたり本市職員の作業負担が少なくなる
ように工夫された方法が示されているか 

 コスト削減等の取組みに向けて、発注者と受注
者の役割分担が明確化され、その役割分担が適
切か 

25 

全体計画につい
て 

 納品までのスケジュールについて、適切で具体
的な提案がされているか 

 作業項目と業務フローについて、適切で具体的
な提案がされているか 

 業務の進捗管理方法について、適切で具体的な
提案がされているか 

15 

提案全般につい
て 

 仕様書の業務内容全てを実施する提案となって
いるか 

 仕様書記載事項のほか、提案者の専門知識を生
かした、独自の提案や追加提案があるか 

10 

プレゼンテーシ
ョン（質疑応答含
む）について 

 プレゼンテーションがわかりやすく、説得力が
あるか 

 業務に対する取組意識が高く、熱意が感じられ
るか。真摯さ、礼儀正しさが感じられるか 

10 

合計 93 

（出所）鎌倉市生本庁舎の管理業務等に係るコスト削減支援業務公募型プロポーザル実施要領 

 

本 PFS事業は、市役所本庁舎のみを対象として試験的に実施している。 

 

イ 体制の詳細 

鎌倉市とプロレド・パートナーズは業務委託契約を締結し、プロレド・パートナーズは、

自らの費用と責任でサービス提供（現状分析、市場調査、コスト削減等の施策立案）を行う。

そのため、成果連動支払のリスクはプロレド・パートナーズが負っている（成果が出なけれ

ば支払がないため、鎌倉市としては費用を回収できないリスクはない）。 

鎌倉市はプロレド・パートナーズが立案した施策の採用可否を判断し、令和２年度に対象

業務の調達を行う。そこで、令和元年と令和２年度の維持管理費を比較し、削減額を評価す

る。 

なお、本 PFS 事業では、資金提供者、中間支援組織、第三者評価機関はいない。 
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図表 2 事業体制 

 

 

ウ 事業スケジュール 

鎌倉市は、平成 29 年度に庁内で社会的投資推進財団による勉強会を開催し、平成 30 年

度の約１年間をかけて PFS導入における庁内検討及び実現可能性調査を行った。 

事業期間のうち、実際にサービスを提供する期間は、令和元年 10月から令和２年３月の

約６カ月間である。翌年度の調達時期を見据えて、仕様書の分析・作成に必要な期間を６カ

月間と設定した。 

鎌倉市は、調達額が確定する６月を目途に削減額を評価し、削減額に応じてプロレド・パ

ートナーズに支払を行う。 

 

図表 3 事業スケジュール 

 

 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
令和２年度

成果連動支払

庁内検討
導入可能性調査

公募
契約締結

サービス提供
評価

平成29年度 平成30年度 令和元年度
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エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

鎌倉市は、成果が明確になるという観点から、サービス提供実施前後の対象業務に係る

経費の削減額を成果指標とした。 

 

② 評価方法 

成果指標の具体的な算定式は以下のとおりである。 

 

図表 4 令和２年度成果指標の評価方法 

●ガス供給契約業務 

（改定前の契約額もしくは単価－改定後の新規契約額もしくは新規単価）×年間使用量

（直近３年間の平均使用量） 

 

●その他の業務 

（令和元年度契約額/年額－改定後契約額/年額）又は（令和元年度契約額/月額－改定

後契約額/月額）×12 

 

※消費税額及び地方消費税額を除いた金額で算出する。 

 

なお、対象業務の現状分析等の結果、コスト削減等の施策を立案しなかった業務及び

発注者が合理的な理由（品質悪化となる恐れがある場合等をいうが、これに限らない。）

により本業務の成果を用いなかった業務は、年間削減金額の算定対象としない。 

（出所）本庁舎の管理業務等に係るコスト削減支援業務委託仕様書 

 

オ 支払条件 

支払条件は鎌倉市が設定した。鎌倉市は、PFSの特徴である成果連動支払を踏まえて、最

低支払額は設定しなかった。 

成果連動支払は、成果指標に成果連動支払率及び消費税等率を乗じて算出する。成果連動

支払率は、プロポーザルにおける提案を受けて 90％に設定した。 

 

カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織は設置していない。 

立ち上げ期の導入可能性調査（成果指標の設定、行政コスト削減額の試算、予算要求の支

援、支払条件の設定、契約形態の検討）は、鎌倉市が行った。 

導入可能性調査は、政策創造課が主導し、実際の業務導入から進行管理は行政経営部行政経

営課が担った。 
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