
川崎市新事業手法（川崎版ＰＦＩ）導入実務指針　第２部

＜ 新事業手法導入による事業推進に関する標準的なフロー ＞ ｼｰﾄ１

※他にも対象事業の工事種別ごとに
国PFIガイドライン <推進段階> <検討段階> <検討・取組み内容> <関係部局との連携・調整>    関係する部局が想定されます。

「ＰＦＩ事業のプロセス」 (4)　総合企画局 (5)     総務局 (6)     財政局 ※(1) まちづくり局 (2)     財政局 (3)      財政局

中期計画の位置付け 　　  企画調整課 行財政改革推進室          財政課       施設計画課等          契約課           管財課

【企画立案】 候補事業の抽出・選定
ｽﾃｯﾌﾟ1 候補事業公表
事業の発案 【基本構想】 検討①：基本構想・計画策定に向けた検討 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ（ﾊｰﾄﾞ面）

(含む民間事業者発案)

【基本計画】 庁内意思決定（政策・調整会議付議等）

＝基本計画のオーソライズ
検討②－１：施設計画レベル検討 　 法的課題等整理

　　　　　　　(ハード面に関する検討）

検討②－２：事業性計画レベル検討 　 協議・調整　→管財①

　　　　　(運営執行体制と概算コスト検討）

検討②－３：進行管理計画概要検討 協議・調整　→総企① 外部委託　予算要求

　　（ｽｹｼﾞｭｰﾙ・関係局調整進行管理検討） （可能性調査）

（民間発案があった場合）
民間発案 検討③：民間発案内容の検討・審査 連携・調整　→総企②

協議・調整　→まち①

検討④－１：民活導入条件・内容の検討 協議・調整　→総務① 協議・調整　→管財②

（民活導入型事業ｽｷｰﾑ構築） 協議・調整　→契約①

　　　｛コンサルタント活用｝ 検討④－２：事業計画レベル検討 協議・調整　→まち②

　(ﾊｰﾄﾞ面･ｿﾌﾄ面･採算面からの計画検討） 協議・調整　→総企③

検討④－３：民間マーケット調査

　　　　(市場調査，民間サイドの意向調査）

検討④－４：ＶＦＭ評価

　　　　(実施可否判断に向けた評価･検討）

検討④－５：可能性調査の総括・進行管理 協議・調整　→財政①

計画検討(関係局調整・ｽｹｼﾞｭｰﾙの精査） 予算（実施ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）

検討⑤－１：実施方針の検討・策定 連携・調整　→総企④ 協議・調整　→総務② 協議・調整　→財政② 協議・調整　→まち③ 協議・調整　→契約② 協議・調整　→管財③

　　　｛コンサルタント活用｝ 　　　　→（仮称）選定基準策定委員会設置

検討⑤－２：進行管理計画精査

庁内意思決定（政策・調整会議付議等）

ｽﾃｯﾌﾟ2

実施方針の策定 実施方針策定・公表
及び公表 質問回答書作成 協議 協議 協議 協議 協議 協議

検討⑥－１：事業スキーム・条件等の精査

検討⑥－２：ＶＦＭ検証 協議・調整　→財政③

債務負担予定額 協議・調整　→まち④

検討⑥－３：公募関係書類作成 連携・調整　→総企⑤ （LCCﾍﾞｰｽでの査定） 協議・調整　→契約③ 協議・調整　→管財④

検討⑥－４：公募実施・進行管理計画検討 協議 協議 協議 協議 協議 協議

ｽﾃｯﾌﾟ3

特定事業の 特定事業選定・公表
評価・選定，公表 検討⑦－１：公募関係書類精査 協議 協議 協議 協議 協議 協議

検討⑦－２:公募実施・進行管理計画精査 協議 協議 協議 協議 協議 協議

債務負担行為の設定（議会）

事業所管部局

検討②：市直営による事業スキーム構
築

検討④：導入可能性調査・検討
（民活導入型事業スキーム構築と
VFM評価）

　　　　　　｛コンサルタント活
用｝

庁内検討プロジェクト（総合企画局・総務局・財政局・まちづくり局等）検
討・協議
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６～１２ヶ月

６～１２ヶ月

４～６ヶ月

２～３ヶ月
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針
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定
公
表
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ら

検討①：基本構想・計画策定に向けた検
討

検討③：民間発案内容の検討・審査

検討⑤：実施方針策定・公表に向けた調
査

　　　　　　｛コンサルタント活用｝

　実施方針の公表と質問受付・回答

検討⑥：特定事業の選定に関する検討

検討⑦：事業者選定実施に関する精査
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川崎市新事業手法（川崎版ＰＦＩ）導入実務指針　第２部

＜推進段階＞ ＜実施段階＞ ＜検討・取組み内容＞ ＜関係部局との連携・調整＞ ｼｰﾄ２

(4)　総合企画局 (5)     総務局 (6)     財政局 ※(1) まちづくり局 (2)     財政局 (3)      財政局

　　  企画調整課 行財政改革推進室          財政課       施設計画課等          契約課           管財課

ｽﾃｯﾌﾟ4 【公募実施】 公募実施
民間事業者の募集 　　（総合評価一般競争入札方式、公募型プロポーザル方式　等）
評価・選定，公表

入札公告(入札説明会開催） 入札公告　（入札説明会開催） 入札公告手続支援

一次選定開始・質問受付 質問回答書作成 協議 協議 協議 協議 協議 協議

質問回答・公表

参加資格要件確認 資格審査 登録受付支援

資格審査支援

一次審査実施と結果公表 一次審査 選定委員として参画（適宜） 選定委員として参画 選定委員として参画（適宜）

　 　（仮称）事業者選定委員会　運営事務

二次選定開始・質問受付 質問回答書作成 協議 協議 協議 協議 協議 協議

質問回答・公表

二次審査実施 二次審査 選定委員として参画（適宜） 選定委員として参画 選定委員として参画（適宜）

　（仮称）事業者選定委員会　運営事務

市による落札事業者決定 事業者選定委員会答申確認 事業者決定起案支援

審査結果決定

選定結果公表

仮契約 契約協議 契約協議支援

議案提出 契約議案提出 議案提出支援

議会の議決
ｽﾃｯﾌﾟ5

協定等の締結等 【契約締結】 契約締結

ｽﾃｯﾌﾟ6

事業の実施， 事業実施
監視等

【基本設計】 基本設計 基本設計，実施設計内容等の確認 確認

【実施設計】 実施設計

【施　　　工】 建設 施工実施状況等の確認 確認

ｻｰﾋﾞｽ提供開始

【運　　　営】 運営 サービス提供に関するモニタリング

　運営実施状況

【維持管理】 維持管理 サービス提供に関するモニタリング モニタリング支援 財産価値状況

　維持管理実施状況 （ハード面） 把握・確認

サービス購入支払い サービス購入に係る対価支払い（毎年） 予算措置

ｽﾃｯﾌﾟ7

事業の終了 事業期間終了

【財産処分】 財産処分 契約満了手続き対応・措置 契約満了手続き支援

財産取り扱いに関する対応・措置 施設・建築物評価

事業継続等に関する対応・措置 　譲渡前検査等 財産処分手続き支援

※※ 記載してある期間は，他都市の先行事例等を参考にした一応の目安です。

事業所管部局

＜推進段階＞
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２～３ヶ月

４～５ヶ月

３～５ヶ月
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