
事業名 横浜市下水道局改良土プラント増設・運営事業 横浜市立十日市場小学校整備事業
横浜サイエンスフロンティア高校整備事業

［横浜市科学技術高等学校（仮称）整備事業］

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

横浜市瀬谷区総合庁舎及び
二ツ橋公園整備事業

川井浄水場再整備事業

所管局課
環境創造局
下水道施設管理課

教育委員会事務局
教育施設課

教育委員会事務局
高校教育課

環境創造局
北部下水道センター

市民局
地域施設課

水道局
浄水課

ＰＦＩ事業者 横浜改良土センター（株） 十日市場スクールサービス（株） 横浜サイエンスサポート（株） （株）bay eggs グリーンファシリティーズ瀬谷（株） ウォーターネクスト横浜（株）

構成企業 奥多摩工業（株） 大成建設（株） 戸田建設（株） ＪＦＥエンジニアリング（株） 大和リース（株）横浜支店 メタウォーター（株）

（一番上欄は代表企業） ＪＦＥエンジニアリング（株） 大成有楽不動産（株） 国際ビルサービス（株） （株）東芝 （株）ハリマビステム メタウォーターサービス（株）

奥多摩建設工業（株） （株）東急コミュニティー 馬淵建設（株） （株）共立 三菱UFJリース（株）

土志田建設（株） 三菱UFJリース（株） 月島機械（株）

（株）松田平田設計 東電パワーテクノロジー（株）

東京電力エナジーパートナー（株） （東京電力（株）から継承）

協力企業 （有）今関商店 鹿島建設（株）横浜支店、（株）ＮＴＴファシリティーズ 鹿島建設（株）

（株）環境デザイン研究所、（株）日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ （株）東京設計事務所

進捗状況（30年3月末時点）

設計 ○ ○ ○ ○ ○ ○

建設 ○ ○ ○ ○ ○ ○

維持管理・運営 ○ ○ ○ ○ ○ ○

事業終了 － － － － － －

29年度の進捗状況

29年度の財務状況 （単位：千円）※千円未満は切り捨てて表示

損益計算書

売上高 271,972 94,355 668,551 280,687 175,324 1,085,014

経常利益 ▲ 2,701 2,149 29,282 12,118 6,471 52,602

当期利益 ▲ 2,892 1,615 20,341 8,485 4,844 34,630

貸借対照表

総資産 179,901 215,773 2,310,237 855,208 4,713,688 11,161,858

総負債 153,756 179,282 2,118,002 670,326 4,604,796 11,169,304

純資産 26,145 36,491 192,234 184,881 108,892 ▲ 7,445

うち資本金 30,000 10,000 10,000 30,000 30,000 100,000

所管局による評価

事業面

・適正な管理の下、改良土製品の安全性を確保している。
・対前年比微減の出荷量となっている。
・30年度から近隣自治体での利用再開が決定し、生産量も増え
る見込みとなっている。

・維持管理業務について、各種日常の保守点検及び定期保守点
検等は実施されており、問題ないと考える。

・要求水準を充足している。
・突発的なトラブルへの迅速な対応や設備の簡易修繕等、施設
管理面での評価は高いものがある。

・電力及び温水の供給等は適正に行われ、業務目標が達成され
たことが確認された。
・年間の取引電力量及び熱供給量が計画値を若干上回った。ま
た、消化ガスの有効利用率はほぼ計画値であり、バイオマスエネ
ルギー有効利用による電力の地産地消に貢献できたものと考え
ている。
・各エンジンについて52,000時間点検が実施された。点検中は対
象号機の長期停止となり、通常時より少ない台数での運転となっ
たが、各号機のスケジュール調整等により無事終了した。

・維持管理・運営上の大きな問題はない。また、設備における突
発的なトラブル等についても、迅速に対応している。
・食堂及び売店の合計利用者数及び売上は、事業者が自ら設定
した目標値には至っていないが、利用者利便性向上に向けた取
組は評価している。

・ほぼ計画どおり維持管理業務を問題なく行った。

財務面

・前年度と比較し、出荷量は微減となり、それに併せて売上高も
減となった。計画量（91,000㎡）に対しては増となったものの、出
荷内容（構成）の違い（発生土＋改良土、改良土のみ）及び費用
負担が増えたことにより、赤字決算 となった。

・問題ないと考える。 ・問題ないと考える。 ・売上高・利益は、ほぼ昨年度と同様で良好な実績をあげてい
る。
・事業は順調に推移し良好な財務状況にあるといえる。

・特に大きな問題はなかった。
・今期は、売上高が175,324千円、経常利益が6,471千円、当期利
益が4,844千円となった。

・財務状況は、ほぼ計画どおり安定的に推移しており、財務上の
問題、あるいは今後の経営に影響を及ぼすと思われる懸念や疑
義は発生していない。

その他 ― ― ― ― ＿ ―

【維持管理業務】
維持管理業務は滞りなく終了した。維持管理売上高及び維持管
理原価は28年度と同額であり、経常利益は2,149千円となった。

【施設維持管理業務】
日常点検、定期点検、施設整備、法定整備は「維持管理業務計
画書」に基づき実施している。

【運営業務】
・改良土の核種分析を毎週測定し、国の指針（100Bq/kg以下）を
下回る社内管理基準（50Bq/kg以下）を設けて、品質管理を実
施。
・汚泥焼却灰の放射性物質が大幅に低減してきた為、市から供
給可能な汚泥焼却灰の全量を使用する事が出来た。
・焼却灰の購入単価は、計画値（6,500円/ｔ）に対して実績値
（7,500円/ｔ）となった。
・改良土出荷量は、98,717㎥/年であった。出荷された改良土は、
主に環境創造局、水道局の土木工事に使用された。
・収益面では、前述の汚泥焼却灰単価の上昇に伴う材料費の上
昇、設備老朽化に伴う修繕費の上昇等による費用負担により、
当期純損失が△289万2千円となった。

横浜市PFI事業進捗状況等確認調書　要約　【進捗状況・財務状況・所管局による評価など】

【運営業務】
・当期は、22年1月に全5台（1～5号機）稼働による本格的な運
営・維持管理業務を開始して以降8年が経過し、事業計画におけ
る運転時間（20年間）の40％以上を終了した。また各エンジンの
総運転時間は53,000時間を超えた。
・4号機は8月にカム軸ピックセンサーのハーネス不良があり、そ
の他不定期に小トラブルが発生したが、迅速且つ適切な処理を
実施した。
・損益は順調に推移し、売上281百万円、当期純利益8百万円を
達成することができた。

【契約変更】
・物価変動による維持管理費改定のため、30年3月30日付契約
変更

【公会堂運営業務】
稼働率：67.9％（前年度比 0.4％増）
利用料収入：10,218千円（375千円増）

【日常点検業務】
日常点検・月次点検において、年間業務計画に基づく作業は完
了した。
特に大きな事故・トラブル等もなく業務を遂行できた。
　
【食堂・売店運営業務】
利用者人数： 37,212名（食堂：28,042名、売店：9,170名）
前年より 314名増
売上：16,843千円（食堂：14,694千円、売店：2,149千円）
前年より 255千円増
売店については、前年度から利用者人数、売上ともに微減となっ
た。開業時から現在に至るまで、採算が取れていない状況ではあ
るが、売上向上、利用者利便性の向上に向けて、取扱商品の拡
充、売店スタッフへの教育などの取組を実施。

【維持管理業務】
運転管理業務、保全管理業務、水質管理業務、災害・事故対策
業務、安全衛生管理業務、施設公開業務、保安業務、清掃業務
を実施。

【契約変更】
・物価変動による維持管理費改定のため、29年８月２日付契約変
更

【施設管理業務】
学校運営に支障となる事象の発生はなく、モニタリングの結果も
良好で、規定どおりのサービス対価の支払がなされている。

資料1-1 



事業名

所管局課

ＰＦＩ事業者
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戸塚駅西口第１地区第二種市街地再開発事業
に伴う公益施設整備事業

横浜市南部汚泥資源化センター
下水汚泥燃料化事業

みなとみらい21中央地区20街区
ＭＩＣＥ施設整備事業

横浜市北部汚泥資源化センター
汚泥処理・有効利用事業

みなとみらい21中央地区20街区
ＭＩＣＥ施設運営事業

横浜文化体育館再整備事業

市民局
地域施設課

環境創造局
下水道設備課

文化観光局
ＭＩＣＥ振興課

環境創造局
下水道設備課

文化観光局
ＭＩＣＥ振興課

市民局
スポーツ振興課

アートプレックス戸塚（株） （株）バイオコール横浜南部 （株）横浜グローバルＭＩＣＥ （株）横浜Bay Link （株）横浜国際平和会議場 （株）ＹＯＫＯＨＡＭＡ文体

三菱UFJリース（株） 電源開発（株） （株）竹中工務店 JFEエンジニアリング（株） （株）フジタ

鹿島建設（株） 月島機械（株） （株）小俣組 奥多摩工業（株） （株）電通、大成建設（株）、日本管財（株）、

（株）ハリマビステム 月島テクノメンテサービス（株） 日本管財（株） （株）デイ・シイ （公財）横浜市体育協会、（株）梓設計、川本工業（株）

（株）共立 バイオコールプラントサービス（株） 三菱ＵＦＪリース（株） 東芝インフラシステムズ㈱ 馬淵建設（株）、（株）渡辺組、スターツコーポレーション（株）

コクヨマーケティング（株） 奥多摩建設工業（株）

（株）東畑建築事務所横浜支所 太平洋セメント（株） （株）佐藤総合計画 横浜改良土センター（株） （株）アーキボックス、（株）ハリマビステム、（株）電通東日本、

（株）レストランモア （株）テレビ神奈川、（株）神奈川新聞社、横浜エフエム放送（株）

（株）ディー・エヌ・エー、（株）横浜アリーナ

○ ○ ○ ○ － ○

○ ○ ○ ○ － －

○ ○ － 一部 開業準備 －

－ － － － － －

（単位：千円）※千円未満は切り捨てて表示 ※㈱横浜国際平和会議場 全体の財務諸表を記載

878,193 478,057 0 644,839 8,535,644 0

42,033 23,182 ▲ 43,920 7,978 670,257 ▲ 2,758

28,610 19,012 ▲ 44,112 8,396 296,867 ▲ 2,853

4,017,676 2,568,794 1,119,139 821,312 41,148,552 221,054

3,709,997 2,573,578 1,154,669 768,603 29,621,447 123,908

307,679 ▲ 4,784 ▲ 35,529 52,708 11,527,105 97,146

50,000 50,000 50,000 100,000 7,565,000 1,000,000

・維持管理・運営上の大きな問題はない。
・食堂について、利用者数は28年度は9％減、29年度では1％減
となっている。メニューの改善等、引き続き経過を注視していく。

・年間汚泥処理量46,500tを達成した。計画通りの業務が遂行さ
れており、問題はない。

・実施設計業務は予定通り29年7月で完了し、8月からの建築本
体工事に着手した。
・各業務とも概ね予定どおり進捗している。

・燃料化設備・新改良土設備・電機設備の設計、工事を進め、既
設焼却設備の管理・運営を開始した。これは予定どおりの進捗内
容であり、計画どおり進捗していると判断する。

・公共施設等運営権設定後に施設の維持管理・保全業務及び運
営業務が実施できるよう、利用規則の策定や広報・誘致などの開
業前準備業務を順調に遂行している。

・サブアリーナ施設の設計が円滑に進められており、計画通り進
捗している。

・特に大きな問題はなかった。
・今期は、売上高が878,193千円、経常利益が42,033千円、当期
純利益が28,610千円となった。

・金融機関との直接協定に基づいて財務チェックを行っており、問
題がないことを確認している。良好な事業運営がなされ、財務状
況に問題はないと思われる。

・28年度に借入予定であった建中劣後ローンは29年度にずれ込
んだ。このため、支払い時期や借入利息において計画値と差異
が発生している。この差異は、建設期間中に順次解消される見
込みであるため、事業実施にはほぼ影響はないものと考えてい
る。
・今期において債務超過となったが、長期事業計画上の見込み
のとおりであり、問題ないものと考えている。

・良好な事業運営がなされ、財務状況に問題はないと思われる。 ・大規模改修工事による修繕費や減価償却費の増加及び施設開
業に向けた人員増強により人件費等が増加している中、会場使
用料をはじめとした売上高の堅調な推移により16期連続黒字決
算を達成する等、財政面では問題はないと考える。

・29年度に借入予定であった優先建中ローンが30年度にずれ込
んだ。建設費に対する消費税相当分について、市からの支払い
時期を変更することにより、事業実施に影響はないことを確認し
ている。

― ― ― ― ― ―

【事業全体】
・29年12月19日本契約

【設計業務】
・サブアリーナ基本設計完了
・サブアリーナ実施設計開始

【燃料化設備建設工事】　完工予定：31年３月
・既設1・2号炉の撤去 完了
・杭打設工事 完了
・機器調達検査 ほぼ完了
・機器搬入、据付工事 進捗中

【改良土設備建設工事】　完工予定：31年３月
・現地測量 ほぼ完了
・杭打設工事 ほぼ完了
・土木工事 進捗中
・管理棟建築工事 進捗中
・機器調達検査 一部完了

【既設焼却設備（3･4･5号炉）管理・運営】
・管理・運営業務開始
　処理量：117,320t（計画 124,000t　計画比 94.6％）

【統括管理業務】
・維持管理・保全業務委託契約の締結
・業務責任者、従事者の管理監督
・要求性能の確認（設計・建設・工事監理業務モニタリングの確
認） 等

【設計業務】
・地盤調査等の調査業務
・要求性能の確認（設計業務モニタリングの実施）
・実施設計の提出
・建設期間中対応 等

【建設業務】
・要求性能の確認（建設業務モニタリングの実施）
・4月1日～7月31日建設工事着手前業務
・8月1日～建築本体工事実施 等

【工事監理業務】
・各種書類の承認、検査等の工事監理業務の実施
・工事監理業務報告書の作成
・要求性能の確認（工事監理業務モニタリングの実施）

【統括管理業務】
(1)　統括マネジメント業務
・業務実施体制の構築 等
(2)　総務・経理業務
・予算、決算業務 等
(3)　事業評価業務
・セルフモニタリングに関する体制、方法等の作成
・セルフモニタリングの実施
・モニタリング実施計画書の策定
・財務状況等に関するモニタリング 等

【開業前準備業務】
(1)　利用規則の策定
(2)　広報・誘致
　・広報（Webサイト掲載、パンフレット制作、他メディア媒体への
出稿等）
　・誘致
　・ＭＩＣＥ見本市、商談会への出展
(3)　スタッフ研修
(4)　関係者とのスケジュール等調整（会議等の出席）

―

―

【建設業務】
28年３月　建設工事完了

【管理運営業務】
・28年４月　管理運営開始
・29年実績
　下水汚泥処理量：46,803 t（計画 46,500t 計画比 101%）
　燃料化物製造・販売量：6,894 t（計画 7,158t 計画比 96%）

【契約変更】
エスカレーター増設に伴い29年6月6日付契約変更。
【設計業務】
エスカレーター増設設計は29年8月31日に完了。
【建設業務】
エスカレーター増設工事は30年2月10日に完了。
【工事管理業務】
エスカレーター増設工事管理は30年2月23日に完了。
【維持管理業務】
特に大きな事故・トラブル等もなく業務を遂行。
【運営業務】
・区民文化センター（25年８月31日開館）
　利用者数：157,869人（前年度比 1,072人増）
　収入：54,295千円（前年度比 6,602千円増）
・駐車場
　利用台数：135,759台（前年度比 2,492台増）
　収入：23,607千円（前年度比 681千円増）
・食堂
　利用者数：48,472人（前年度比 352人減）
　収入：38,426千円（前年度比 2,057千円減）
・多目的スペース
　稼働率：99.2%（前年度比 0.4ポイント増）
　利用料金収入：9,683千円（前年度比 170千円増）
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