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はじめに 

 

青森県駐車場維持管理・運営事業 PFI 事業者選定審査委員会は、青森県駐車場維持管理・

運営事業（以下「本事業」という。）に関して、事業者選定基準（令和 2 年 7 月 22 日公

表）に基づき、最優秀提案者及び次点提案者の選定に関する審査を行いましたので、審査結

果及び審査講評をここに報告します。 

 

令和 2 年 11 月 6 日 

 

 

青森県駐車場維持管理・運営事業 PFI 事業者選定審査委員会 

委員長 山口  直也 

委 員 工藤  雅世 

委 員 若山 恵佐雄 

委 員 坂 牛  裕 

委 員 駒井  裕民 

委 員 古川  幸博 
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第１ 事業概要 

１．事業名称 

青森県駐車場維持管理・運営事業 

 

２．公共施設等の管理者の名称 

青森県知事 三村 申吾 

 

３．事業の背景と目的 

青森県営駐車場（以下、「県営駐車場」という。）（昭和 59 年 10 月供用開始）は、青森

市中心地区における交通の輻輳化、道路混雑の激化及び駐車需要の増大に対処すること

を目的として、青森県営柳町駐車場（以下、「柳町駐車場」という。また、あわせて「両

駐車場」という。）（平成 9 年 4 月供用開始）は、都市計画道路中央大通り荒川線における

駐車需要の増大に対処することを目的として整備され、周辺商店街への買い物客や通勤

など多くの県民に利用されている。 

  しかし、施設は、設備などの老朽化が進み大規模修繕が必要な時期にあるなか、両駐車

場の利用者及び駐車料金収入は年々減少してきており、駐車場の機能及び運営について

改善する必要がある。 

本事業は、PFI 法に基づく事業として、駐車場の大規模修繕を行うほか、施設の維持管

理及び運営を一体的に行うことで、民間資金、経営能力及び技術能力の活用によって効果

的かつ効率的に維持管理・運営を行い、併せて駐車場利用者の利便性向上、地域活性化の

事業を実施するものである。 

 

４．事業内容 

(1) 事業対象  

選定された民間事業者（以下「選定事業者」という。）が行う主な業務は、以下の両駐

車場の大規模修繕及び維持管理・運営とする。また、付帯事業として、施設の周辺地域

の活性化に資するための提案事業を求める。 

なお、本事業は、県が整備した公共駐車場の維持管理・運営を行うものであることか

ら、一部の駐車場であっても、事業者の都合により駐車場利用者へのサービス提供を中

断したり、必要以上に縮小することは認めない。また、事業期間終了後においても継続

して両駐車場の運営が可能な維持管理・運営に努めることとする。 

 

(2) 事業の方式 

本事業は、PFI 法に基づき、選定事業者が県と事業契約を締結し、選定事業者が対象

施設を改修しながら、事業期間中における施設の維持管理・運営業務を遂行する方式

（RO 方式）にて実施する。 
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なお、施設の維持管理運営は、地方自治法第 244 条の 2 に基づき指定管理者制度及

び利用料金制度を導入し、選定事業者を指定管理者として指定する予定である。 

 

(3) 特定事業の業務範囲 

選定事業者が実施する業務範囲は、次のとおりである。 

 

a 大規模修繕業務 

・修繕内容の事前協議 

・大規模修繕に伴う各種申請等の業務 

・大規模修繕業務 

・工事監理業務 

・完成書類作成業務 

・その他これらを実施する上で必要な関連業務 

 

b  維持管理業務 

・清掃業務（県営駐車場の青森県車両保管庫部分を除く。ただし、照明器具、排水

設備及び側溝は、作業範囲に含む。） 

・建築物保守管理業務 

・建築設備保守管理業務 

・修繕業務 

・災害復旧業務（両駐車場が災害により損傷した場合の復旧） 

・その他これらを実施する上で必要な関連業務 

 

c 運営業務 

・本事業開始時の開業準備 

・自動車整理業務（県営駐車場の青森県車両保管庫を除く。） 

・安全管理業務（県営駐車場の青森県車両保管庫を除く。） 

・駐車料金徴収業務 

・本事業終了時の引継業務 

・その他これらを実施する上で必要な関連業務 

 

d 提案事業 

駐車場利用者の利便性向上の取組、周辺商店街との連携などによるまちづくりに資

する取組などの提案を求める。 
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なお、事業の実施のために施設の設置を必要とする場合には、県営駐車場では地方自

治法第 238 条の 4 第 7 項及び青森県財務規則第 228 条第 1 項に基づく行政財産使用許

可等が、柳町駐車場では道路法第 32 条に基づく道路の占用の許可等が必要になる。 

 

(4) 事業実施スケジュール（予定） 

本事業の事業実施スケジュールは次のとおりとする。 

時 期 内 容 

令和 2年 12月 指定管理者の指定議会議決 

令和 3年 1月 事業契約締結 

令和 3年 4月 両駐車場の運営開始 

令和 13年 3月 事業期間終了 

 

 

第２ 審査の方法 

１．最優秀提案者の選定方法 

本事業を実施する事業者の選定は公募型プロポーザル方式によるものとし、応募者の

中から最優秀提案者及び次点提案者を選定する。  

最優秀提案者及び次点提案者の選定に関する審査は、審査の公平性及び透明性を確保

するとともに、客観的な評価等を行うため設置している「青森県駐車場維持管理・運営

事業PFI事業者選定審査委員会｣（以下「審査委員会」という。）において行う。  

県は、審査委員会の報告に基づき、優先交渉権者及び次点交渉権者（以下優先交渉権者

及び次点交渉権者を合わせて「優先交渉権者等」という。）を決定する。 

 

２．青森県駐車場維持管理・運営事業 PFI事業者選定審査委員会による審査 

最優秀提案者の選定にかかる審査は、学識経験者等で構成する審査委員会が担当し 

た。審査委員会の委員は、次の 6 名で構成される。 

 

 氏名 所属・役職 

委員長 山口 直也 
青山学院大学大学院 

会計プロフェッション研究科 教授 

委員 工藤 雅世 青森大学社会学部 教授 

委員 若山 恵佐雄 株式会社若山経営 代表取締役社長 

委員 坂牛 裕 青森市都市整備部 都市政策課長 

委員 駒井 裕民 青森県 県土整備部 建築住宅課長 

委員 古川 幸博 青森県 県土整備部 都市計画課長 

（敬称略） 
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３．審査の手順 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募資格確認審査 

応募必要書類の確認 

基礎審査（提案価格確認含む） 

性能の評価（性能点の算出） 

最優秀提案者の選定 

応募者の順位付け 

優先交渉権者等の決定 

失格 
応募参加資格の不備 

失格 
提案書類の不備 

 

失格 
要求水準の未達成 

等 

審査委員会 
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４．審査の内容 

応募資格確認審査、応募必要書類の確認、基礎審査（提案価格確認含む）、性能の評価

（性能点の算出）、最優秀提案者の選定及び応募者の順位付け、優先交渉権者等の決定は、

以下の手順で行う。 

 

(1) 応募者の参加資格確認審査 

a  応募者の参加資格確認審査に関する提出書類の確認 

県は、応募者に求めた参加資格確認審査に関する提出書類がすべて揃っているこ

とを確認する。書類不備の場合は失格とする。ただし、軽微な書類不備等の場合は、

この限りではない。 

 

b  参加資格確認審査 

県は、応募者から参加資格確認申請書と同時に提出される参加資格確認に関する

書類をもとに、応募者が参加資格を具備しているか確認する。 

参加資格を確認できない場合は、失格とする。 

 

(2) 提案書提出時必要書類の確認 

県は、応募者に求めた提案書提出時必要書類がすべて揃っていることを確認する。書

類不備の場合は、失格とする。 

 

(3) 提案審査 

a 基礎審査 

県は、応募者から提出された提案書類の各様式に記載された内容が、募集要項等に

記載された要件を満たしていること、及び要求水準書において定める性能や仕様等

の水準を満たしていることを確認する。  

これらの要件又は水準を明らかに満たしていないと判断された場合は、その応募

者は失格とする。  

 

b 性能の評価（性能点の算出） 

基礎審査において、要件を満たしていると認められた応募者の提案のうち性能に

ついて、審査委員会において評価を行う。  

この性能の評価においては、応募者から提出された提案書類の各様式に記載され

た内容について審査を行い、審査項目ごとに得点を付与し、「性能点」を算出する。 
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(4) 最優秀提案者の選定  

審査委員会は、各応募者の性能点が最も高い提案を最優秀提案として最優秀提案者を

選定し、次いで性能点が高い提案を次点提案として次点提案者を選定する。  

なお、性能点の最も高い提案を提出した者が 2者以上ある場合は、性能点のうち項目

１～６の合計点が高い応募者を最優秀提案者とする。 

上記を考慮してもなお、性能点が同点扱いとなる提案が 2以上ある場合には、当該者

によるくじ引きにより最優秀提案者を決定する。 

 

(5) 優先交渉権者等の決定  

県は、審査委員会の選定結果を踏まえ、優先交渉権者等を決定する。  

県は、優先交渉権者と事業実施に向けた契約交渉を行い、協議が調い次第、基本協定

を締結し、本事業の事業実施者として決定する。  

優先交渉権者との協議が調わなかった場合、県は、次点交渉権者と契約交渉を行う。 

 

第３ 性能点の内容 

１．性能点の配点方針 

各配点は、県が本事業において期待する事項の必要性及び重要性を勘案して設定して

いる。 

 

２．審査項目及び配点 

性能点の審査項目及び配点は、次のとおりとした。 

審査項目 配点 

性能点 100点 

 

１ 本事業実施の基本方針 10点 

 本事業実施の基本方針 10点 

２ PFI事業の資金計画等に関する事項 10点 

 (1)資金計画及び収支計画 7点 

 (2)リスク管理 3点 

３ 施設整備（大規模修繕）に関する事項 15点 

 (1)施工計画 10点 

 (2)機能性・利便性 5点 

４ 維持管理に関する事項 10点 

 (1)維持管理計画 5点 

 (2)予防保全・不具合発生時の対応 5点 
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５ 運営に関する事項 15点 

 (1)取組方針・体制 10点 

 (2)利便性向上 5点 

６  地域貢献 30点 

 
(1)地元点 15点 

(2)まちづくり（提案事業） 15点 

７  納付金 10点 

 固定納付金 10点 

 

３．性能点の得点化方法 

性能点は、応募者の提案内容を、審査項目ごとに評価・得点化した上で、付与した各得

点を合計し、算出する。  

評価は、Ａ～Ｅの 5 段階による絶対評価とする。各評価ランクの判断基準及び得点化

方法は、次表のとおりとする。 

評価 判断基準 得点化方法 

Ａ 提案内容が特に優れている 配点×1.00 

Ｂ ＡとＣの中間 配点×0.75 

Ｃ 提案内容が優れている 配点×0.50 

Ｄ ＣとＥの中間 配点×0.25 

Ｅ 要求水準を満たす程度である 配点×0.00 

 

ただし、「６地域貢献（１）地元点」及び「７納付金 固定納付金」については、それ

ぞれ下記計算式により得点化するものとする。 

・「６地域貢献（１）地元点」の計算式 

(県内企業※1の総数／応募企業及び構成企業の総数)総数県内企業※1への発注額／

応募企業及び構成企業全体の発注額)の７点 

※1 この県内企業とは、構成企業として本事業に参加する県内企業を指す。 

※2 小数点以下第 3 位四捨五入 

・「７納付金 固定納付金」の計算式 

【提案者の「固定納付金の最大額」が「基準額※1」を超過している場合】 

(当該提案者の提案額)/（最高納付金提案額）×10点 

【提案者の「固定納付金の最大額」が「基準額※1」より低い場合】 

(当該提案者の提案額)/（基準額※1）×10点 

※1 基準額は150,000千円とする 

※2 小数点以下第 3 位四捨五入 
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第４ 審査の経緯及び審査委員会の開催 

１．審査の経緯 

スケジュール 日程 

実施方針の公表・特定事業の選定 令和 2年 5月 20日 

募集要項等の公表 令和 2年 6月 15日 

募集要項等に関する質問の受付締切 令和 2年 7月 1日 

募集要項等に関する質問の回答 令和 2年 7月 20日 

令和 2年 7月 22日（追加回答） 

第 2回募集要項等に関する質問の受付締切 令和 2年 7月 30日 

第 2回募集要項等に関する質問の回答 令和 2年 8月 6日 

参加資格確認書類の受付締切 令和 2年 8月 20日 

参加資格確認書類の通知 令和 2年 8月 27日 

第 3回募集要項等に関する質問の受付締切 令和 2年 9月 1日 

第 3回募集要項等に関する質問の回答 令和 2年 9月 9日 

提案書提出期限 令和 2年 9月 15日 

優先交渉権者の決定・公表 令和 2年 10月 16日 

 

２．審査委員会の開催 

開催日 主な議題 

令和 2年 4月 27日（月） ・実施方針及び特定事業の選定について 

・募集要項等について 

令和 2年 5月 28日（木） ・審査の方法について 

令和 2年 10月 9日（金） ・事前審査の結果について 

・プレゼンテーション・質疑応答の実施  

・最終審査、最優秀提案者の選定  

 

 

第５ 審査結果 

１．応募資格確認審査 

(1) 応募資格確認書類の確認 

令和 2 年 6 月 15 日に募集要項を公表した本事業は、2 つの応募グループから参加資

格確認申請書等が提出された。県は、応募者に求めた参加資格確認書類が全てそろって

いることを確認した。 
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(2) 応募資格確認審査 

県は、応募グループから参加資格確認申請書と同時に提出される応募資格確認書類を

もとに、応募資格を具備しているか確認し、2 つの応募グループとも応募資格があるこ

とを確認した。 

 

(3) 参加資格確認結果の通知 

県は、令和 2 年 8 月 27 日に参加資格確認の結果を応募グループに通知した。なお、

応募参加資格を確認した 2 つの応募グループに応募者記号（817Q、820R）を無作為に

設定し、企業名等を伏せてその後の審査を行った。 

 

２．応募必要書類の確認 

県は、2 グループから提出された提案書類について、応募者に求めた応募必要書類がす

べて揃っていることを確認した。 

 

３．提案審査 

(1) 基礎審査 

県は、2 グループから提出された提案書類の各様式に記載された内容が、募集要項等

に記載された要件を満たしていること、及び要求水準書において定める性能や仕様等の

水準を満たしていることを確認した。 

 

(2) 性能の審査（性能点の算出） 

基礎審査において、要件を満たしていると認められた 2 グループの提案について、審

査委員会において性能の審査を覆面審査で行った。 

性能の審査に先立ち、2 グループの提案趣旨に関するプレゼンテーション及びヒアリ

ングを実施した。 

性能の審査においては、応募者から提出された提案書類の各様式に記載された内容を、

審査項目ごとに審査を行い、得点を付与し、審査委員会は提案内容に関する意見交換、

議論を行った。審査委員会は、これらを踏まえ、2 グループの提案書の審査項目、配点

及び得点化方法に基づき評価を実施し、得点を決定した。 
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４．性能の審査の得点結果  

審査項目 配点 評価点 

【817Q】 

評価点 

【820R】 

性能点 100.00点 50.50点 47.42点 

 １ 本事業実施の基本方針 10.00点 5.00点 5.00点 

 本事業実施の基本方針 10.00点 5.00点 5.00点 

２ PFI事業の資金計画等に関する事項 10.00点 4.25点 5.00点 

 (1)資金計画及び収支計画 7.00点 3.50点 3.50点 

(２)リスク管理 3.00点 0.75点 1.50点 

３ 施設整備に関する事項 15.00点 7.50点 7.50点 

 (1)施工計画 5.00点 1.25点 3.75点 

5.00点 2.50点 2.50点 

(２)機能性・利便性 5.00点 3.75点 1.25点 

４ 維持管理・修繕に関する事項 10.00点 3.75点 3.75点 

 (1)維持管理計画 5.00点 2.50点 2.50点 

(2)予防保全・不具合発生時の対応 5.00点 1.25点 1.25点 

５ 運営に関する事項 15.00点 7.50点 5.00点 

 (1)取組方針・体制 10.00点 5.00点 2.50点 

(2)利便性向上 5.00点 2.50点 2.50点 

６ 地域貢献 30.00点 20.50点 20.50点 

 (1)地元点 7.00点 7.00点 7.00点 

 8.00点 6.00点 6.00点 

 (2)まちづくり（提案事業） 15.00点 7.50点 7.50点 

７ 納付金 10.00点 2.00点 0.67点 

 (1)固定納付金 10.00点 2.00点 0.67点 

 

５．審査講評 

(1) 総合講評（以下、審査委員会からの総評である。） 

本事業は、駐車場施設の大規模修繕、維持管理・運営を行うことを目的とするもので

ある。民間事業者の経営能力及び技術能力を活用することによって独立採算で効果的か

つ効率的に維持管理・運営を行い、併せて駐車場利用者の利便性向上や地域活性化に資

する内容とすることで公共サービス水準の向上等が期待されることから、PFI 方式での

実施となった。 

今回の提案公募においては、複数の企業から関心が寄せられた中で、最終的に２者か

らの応募があり、一定の競争の下での審査となった。いずれの提案も、県の要求水準を
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満たすとともに、県内企業の参画や周辺のまちづくりとの連携など地域貢献に資する内

容となっていた。提案書作成にあたっての多大なる尽力に、深く感謝を申し上げたい。 

審査委員会では、事業者選定基準に則り、各審査項目について厳正かつ公正に審査を

行った結果、株式会社ブルーマウステクノロジーを代表企業とする 817Q を最優秀提案

者に、青森商工会議所を代表企業とする 820R を次点提案者として選定した。 

その中でも、最優秀提案者に選定された 817Q の提案については、駐車場の設備につ

いて十分に調査・把握し、省エネルギー化による環境配慮、コスト削減に繋がる創意工

夫がなされていた点が特に優れていたと評価する。 

今後、選定順位に従い、事業契約締結に向けた交渉が行われることとなるが、県の要

求水準のみならず、提案された内容を確実に履行することが求められる。そのため、提

案書の審査において示された以下の事項について、改善及び実現に向けたより具体的な

配慮を要望する。 

 

【要望事項】 

① 事業遂行にあたっては、構成企業一丸となって、誠実に業務を遂行していただき

たい。 

② 本事業全般のリスクを確実に把握した上で各構成企業のリスク分担を定め、事業

の安定性を確保していただきたい。 

③ 新型コロナウイルスの感染が収束しない中で、駐車場料金収入低減の可能性が懸

念されるところではあるが、構成企業の経営努力によって財務の健全性を確保し

ていただきたい。 

④ 本施設は使用年数が長期間にわたっているため、施設の最新の状況を適切に調査

したうえで、県との協議の上で修繕計画を作成し、要求水準を満たす大規模修繕

を確実に実施していただきたい。 

⑤ 大規模修繕の実施にあたっては、歩行者や駐車場利用者、工事関係者の安全面に

十分配慮した上で工事を進めていただきたい。 

⑥ IoT に関わる提案を実施する際には、県と十分に協議の上、高度なセキュリティ

（利用者の個人情報流出防止・利用者のプライバシー保護）策を構築するととも

に、IoT に不慣れな利用者に十分配慮していただきたい。 

 

(2) 各提案者に対する主な評価 

優先交渉権者及び次点交渉権者について、審査委員会における特筆すべき評価結果は

それぞれ以下のとおりである。 
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① 優先交渉権者 

817Q による提案については、県が提示した要求水準を満足する内容となっており、

下記に掲げる事項をはじめ、幅広い提案がバランスよくなされており、特に優れた内容

と認められた。 

(1) 施設整備に関する事項（機能性・利便性） 

大規模修繕の内容が、管制設備、機械設備、災害対策等、具体的かつ十分な安全

を確保した上での施工を行う提案となっており、利用者が安心して利用でき、機能

性及び利便性を向上させ、利用台数の増加につながることが期待できるものとして、

評価された。また、照明の LED 化及び IoT を活用した電力消費量の多い機器の集

中制御を行う提案となっており、コストの削減及び二酸化炭素排出抑制に大きく寄

与することが高く評価された。 

(2) 運営に関する事項（取組方針・体制） 

利用者の接遇、障がい者への対応、苦情解決、防犯といった駐車場運営において

十分配慮が必要な点について、スタッフ教育の徹底やマニュアルの整備等を行う提

案がなされており、誰もが利用しやすい駐車場づくりにつながると評価された。加

えて、ホームページや SNS の活用等、利用者にわかりやすく情報を提示し、且つ利

用者の意見を取り入れやすい環境を整備する提案がなされており、利便性向上につ

ながると評価された。防犯対策、利用者の安全対策および混雑時や降雪時、事故発

生時及び大規模災害発生時等、通常運営では対応が困難な事象に係る提案事項につ

いても、適切であると評価された。 

 

② 次点交渉権者 

820R による提案については、県が提示した要求水準を満足する内容となっており、

下記に掲げる事項をはじめ、幅広い提案がバランスよくなされており、優れた内容と認

められた。 

(1) PFI 事業の資金計画等に関する事項（リスク管理） 

構成企業によるモニタリングの役割分担が明確となっており、責任の所在が明ら

かになることが期待されると評価された。 

(2) 施設整備に関する事項（施工計画） 

大規模修繕について、近隣における大規模工事の影響を考慮に入れた施工計画が

提案されており、計画に基づく着実な施行が期待されるとして、評価された。また、

優れた安全管理により、利用者及び周辺歩行者等の安全を十分に確保した施工が期

待されると高く評価された。 

 


