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年間利用者数の推計について

構成3市の人口及び参加率、年間平均活動回数を勘案して推計すると、構成3市における温浴
施設の年間利用者数は約56万人となります（ 表 1参照）。この56万人には、既存の民間温浴施

設の利用者数を含むことから、既存施設の利用者数をヒアリング等により 39万人と推計しました
（ 表 2参照）。これらを踏まえ、対象余熱利用施設の年間利用者数を推計すると約17万人となり
ます（ 表 3参照）。なお、この約17万人は、複数回の利用を計上した「 延べ人数」 であり、複数

回の利用を 1人とした「 利用人口」 は、約2.2万人となります。

表 1 3市における温浴施設の年間利用者数

項目 数量 単位 備考

鴻巣市将来人口 114,617 人 ① 平成35年予測

行田市将来人口 77,857 人 ② 平成35年予測

北本市将来人口 64,466 人 ③ 平成35年予測

計 256,940 人 ④ ① ② ③＝ ＋ ＋ 、平成35年予測

参加率 27.4 ％ ⑤ 文献*より、参加率27.4%を用いた。

年間平均活動回数 8.0 回 ⑥ 文献*より、年間平均活動回数8.0回を用いた。

3市内の利用者数 563,212 人 ⑦ ④ ⑤＝ × /100 ⑥×
*参考文献：「 レジャー白書2018 2018年8月 公益財団法人日本生産性本部」

注：「 参加率」 とは、「 温浴施設」 利用を 1年間に1回以上行った人の割合を示す。
注：「 年間平均活動回数」とは、「 温浴施設」を利用した人が1年間に温浴施設を利用した回数の平均値を示す。

表 2 既存温浴施設の利用者数推計

市町村 施設名
延床面積
（ m2）

面積当たり利用
者数（ 人/m2）

利用者数推
計（ 人）

行田市 ゆの駅行田天然温泉古代蓮物語 1,212 83 100,000

行田・ 湯本天然温泉茂美の湯 422 90 30,000

北本市 北本天然温泉湯花楽北本店 863 90 70,000

北本温泉湯楽の里 2,193 87 190,000

計 390,000
注： 「 ゆの駅行田天然温泉古代蓮物語」「 北本温泉湯楽の里」 については、ヒアリングによる利用者数を示す。

注： 「 行田・ 湯本天然温泉茂美の湯」「 北本天然温泉湯花楽北本店」 については、面積当たり利用者数から推計

した利用者数を示す。

表 3 既存温浴施設を加味した対象施設の年間利用者数推計

施設名
年間利用者
数（ 人）

備考

① 3市内の利用者数 563,212 表1より

② 既存温浴施設の利用者数 390,000 表2より

③ 鴻巣行田北本 余熱利用施設（ 計画） 173,212 ③ ① ②＝ －
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（ 参考： 既存事例における利用者数の市町村人口割合 1）
参考として、対象施設の利用者数を該当する市町村の人口で除した割合を整理しました。対象

熱利用施設の利用者数（ 推計）は約17万人、構成3市の人口は約26万人で割合は66%となって

います。一方、平成29年度に実施した余熱利用施設におけるアンケート調査結果を用いて、同様
に割合を整理しました。温浴施設では平均44%となっています（ 表 4参照）。温浴施設＋プール
施設では、施設によっては100%を超過し、平均で86%となっています（ 表 5参照）。

表 4 既存事例における利用者数の市町村人口割合【 温浴施設】

施設

名称

延床面積

（ m2）
①市町村人口
（ 人）

②利用者数
（ 人）

②割合 /①
（ %）

施設1 2,971 289,836 88,659 31%
施設2 1,488 113,392 80,734 71%
施設3 496 169,989 26,533 16%
施設4 571 87,798 48,601 55%
平均 44%

表 5 既存事例における利用者数の市町村人口割合【 温浴＋プール施設】

施設

名称

延床面積

（ m2）
①市町村人口
（ 人）

②利用者数
（ 人）

②割合 /①
（ %）

施設1 3,000 231,492 146,810 63%
施設2 3,057 231,492 130,737 56%
施設3 1,971 352,952 494,288 140%
施設4 4,683 151,861 243,676 160%
施設5 3,644 228,403 134,197 59%
施設6 4,265 147,895 180,868 122%
施設7 1,819 114,187 202,050 177%
施設8 2,115 636,013 84,000 13%
施設9 23,677 417,446 696,000 167%
施設10 2,774 258,037 76,476 30%
施設11 3,999 793,902 258,371 33%
施設12 10,118 488,260 262,709 54%
施設13 5,247 246,882 47,933 19%
施設14 2,873 121,375 179,431 148%
施設15 13,972 320,550 426,098 133%
施設16 2,091 209,226 107,770 52%
施設17 5,073 253,022 74,353 29%
平均 86%
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（ 参考： 既存事例における利用者数の市町村人口割合 2）
参考として、近年整備された温浴施設（ ほっとぴあ、見晴らしの湯） について、上記と同様に

当該施設の利用者数を該当する市町村の人口で除した割合を整理しました。これらの施設の割合

は約200%～約500%に達し、 100%を大きく超過しています（ 表 6参照）。

表 6 近年整備された温浴施設における利用者数の市町村人口割合

施設名称 市町村
延床面積

（ m2）
①市町村人口
（ 人）

②利用者数
（ 人）

②割合 /①
（ %）

ほっとぴあ 見附市 2,203 40,672 198,221 487%
見晴らしの湯 佐久市 2,518 142,323 303,202 213%
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組合で整備する施設の内容及び事業収支について

1. 施設が提供する機能の設定
施設整備のコンセプトから、本施設が提供すべき機能を設定しました。

1.1 休息・ 休養機能
利用者の心身の疲労回復、ストレスからの開放を図るため、休息・ 休養機能を備えるものとし

ます。具体的には、熱回収に伴う余熱を利用する「 温浴施設」 を整備します。「 温浴施設」 は、

多様な種類の浴槽（ 内風呂） とともに、露天風呂、サウナなどを整備することにより、魅力度の

向上を図ります。

1.2 飲食提供機能
利用者が温浴施設の利用の前後に食事や休憩ができるよう、飲食提供機能を備えるものとしま

す。

1.3 交流機能
近隣住民、家族・ 友人などとのふれあいにとどまらず、子どもから高齢者など世代間のふれあ

いが図れるよう、利用者間の交流機能を備えるものとします。

1.4 その他の機能
利用者がごみ処理施設及び余熱利用に関して学ぶことができるとともに、高齢者、乳幼児とそ

の保護者、障がい者などの方々 が施設を利用できるよう、その他の機能を備えるものとします。

また、災害発生時においても、電力を確保するなど災害対応を取れる施設とします。

資料－2
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図 1 機能の設定と機能に対応する施設

① 余熱を利用す
る温浴施設

休息・ 休養機能
温泉・ 温浴などによ

り、心身の疲労の回

復、ストレスからの開

放を行う。

交流機能
近隣住民、家族・ 友人

などとのふれあいを図

る。幅広い世代などが

利用できる。

その他の機能
その他、利便性の確保

を図る。

飲食提供機能
利用者に飲食物を供

する。

【施設整備のコンセプト】

② 幅広い世代が
利用する施設

③ 利用者が交流
できる施設

④ 採算性の高い
施設

【施設が提供する機能】

○ 温浴施設
・内風呂、露天風呂

サウナ
○ 食堂・喫茶 ○ 休憩スペースなど ○ 展示・環境学習機能

○ 駐車場、駐輪場
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2. 各機能に対応する施設の内容及び規模
機能に対応する施設について、それぞれの規模を設定しました（ 表 1参照）。また、表 1に含
まれる機能以外に本施設に考えられる機能を表 2に整理しました。

2.1 休息・ 休養機能
(1) 温浴施設

内風呂として、炭酸泉やシルキー風呂、薬湯風呂、地域の素材を使ったイベント風呂（ 日

本酒、花、果物） などの人工温泉を導入します。内風呂の同時滞留者は136人程度を想定し
ます（ 回転率2.0回程度）。また、上記の内風呂に加えて、露天風呂を設置します。露天風呂

の同時滞留者は50人程度を想定します。
さらに、温浴施設として魅力ある施設とし、集客力を高めるため、サウナ等を設置します。

サウナの同時滞留者は30人程度を想定します。

2.2 飲食提供機能
食事を提供可能な食堂（ レストラン）、及び喫茶（ カフェ） を設置します。定員は32人程
度を想定します。

2.3 交流機能
大広間など、温浴施設の休憩スペースなどを設置します。交流機能については民間提案を

取り入れる事とし、より魅力的な施設を検討してまいります。（ 床面積400m2）

2.4 その他の機能
ごみ処理施設の余熱を有効利用していることを展示、学習できる機能を設置します。

その他、エントランス、廊下、事務室、トイレ、機械室（ 余熱の熱交換器、補助ボイラ、

ろ過機、ポンプ） などを計画します。

また、災害発生時においては、温浴施設などが活用できることを想定します。

駐車場については乗用車140台分（ 施設見学者用駐車場と共用の42台分を別途確保） の
駐車スペース、駐輪場は自転車19台分の駐輪スペースを確保します。

㊢
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表 1 施設規模のまとめ

機能 施設 床面積（ m2）

休息・ 休養機能 温浴施設 内風呂 780
露天風呂 200
サウナ 120

飲食機能 食堂・ 喫茶（ 厨房を含む） 200
交流機能 休憩スペースなど（ 提案） 400
その他の機能 エントランスなど 150

機械室 150
小計 2,000

駐車場 2,800
駐輪場 20

計 4,820

表 2 追加が考えられる施設

機能 施設 床面積（ m2）

休息・ 休養機能
岩盤浴 200
ジャグジー 30

交流機能
リラックスコーナー 50
キッズスペース 70

健康増進機能

多目的ルーム 50
歩行用プール 300
キッズプール 160

㊢
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3. 施設配置の検討
余熱利用施設について、施設の配置を検討しました（ 図 2参照）。また、建築物の平面（ ゾーニング） を検討しました（ 図 3参照）。なお、これら
はあくまで想定（ イメージ） であり、施設の設計段階で変更の可能性があります。

図 2 施設配置のイメージ
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図 3 建築物の平面（ ゾーニング） イメージ
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4. 施設の事業収支
4.1 建設費
余熱利用施設の概算事業費について、床面積及び類似事例の単価を用いて算出したところ、概

算事業費は約11億円となりました。

表 3 余熱利用施設の概算事業費

分類 機能 施設
床面積

（ m2）

単価

（ 千円/m2）

概算費用

（ 百万円）

建設費 休息・ 温浴施設 内風呂 780

2,000 500 1,000

休養機能 露天風呂 200
サウナ 120

飲食提供機能
食堂・ 喫茶
（ 厨房を含む）

200

交流機能
休憩スペースなど
（ 提案）

400

その他の エントランスなど 150
機能 機械室 150

駐車場 2,800
2,820 10 28

駐輪場 20
建築設計費 60
計 4,820 4,820 1,088
注： 消費税を含む。

表 4 追加が考えられる施設

機能 施設
床面積

（ m2）

単価

（ 千円/m2）

概算費用

（ 百万円）

休息・ 休養機能
岩盤浴 200 500 100
ジャグジー 30 500 15

交流機能
リラックスコーナー 50 500 25
キッズスペース 70 500 35

健康増進機能

多目的ルーム 50 500 25
歩行用プール 300 500 150
キッズプール 160 500 80

注： 概算費用は、類似事例の単価を用いて算出した参考値。
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4.2 維持管理費
余熱利用施設の維持管理費について、類似事例の維持管理単価を用いて算出しました。年間の

維持管理費は約7千1百万円となります。

表 5 維持管理費の試算

分類
単価

（ 千円/m2）

床面積

（ m2）

金額

（ 千円）
備考

光熱費 6.5 2,000 13,000 単価は類似事例アンケートより
点検費 2.5 2,000 5,000 〃

修繕費 2.0 2,000 4,000 〃

運営人件費 13.6 2,000 27,200 〃

警備費 0.3 2,000 600 〃

清掃費 0.7 2,000 1,400 〃

その他 3.3 2,000 6,600 〃

飲食施設原価 － － 12,750 飲食施設売り上げの30%と想定
合計 70,550

4.3 収入
余熱利用施設の収入について、年間利用者数17万人を前提に、類似事例から利用割合及び利
用料金を設定して試算したところ、年間約1億2千万円となりました。

表 6 収入の試算

施設 区分
利用

割合

利用者数

（ 人）

利用料金

（ 円）

売上

（ 千円）
備考

温浴施設 大人 50% 85,000 500 42,500
シニア 40% 68,000 400 27,200
小人 10% 17,000 250 4,250

飲食施設 飲食施設利用者 50% 85,000 500 42,500 温浴施設利用者の50%が
飲食施設を利用と想定

合計 収入 合計 116,450
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4.4 事業収支
余熱利用施設の支出（ 維持管理費） 及び収入から、事業収支を試算しました。年間利用者数

17万人、大人料金500円とすると、年間約4千6百万円の収益となります。
ここで、年間利用者数及び利用料金を変数として事業収支の変化を試算すると、年間利用者数

17万人、温浴施設の大人料金300円の場合、年間約1千6百万円の収益となり、年間利用者数
13万人、大人料金500円の場合では、年間約2千2百万円の収益となります。

また、損益分岐点は、大人料金500円の場合、年間利用者数で約9万人となります。

表 7 事業収支の試算
内訳 金額（ 千円）

収入 116,450
温浴施設 売上 73,950
飲食施設 売上 42,500

支出 70,550
光熱費 13,000
点検費 5,000
修繕費 4,000
運営人件費 27,200
警備費 600
清掃費 1,400
その他 6,600
飲食施設原価 12,750

収支 45,900
注： 年間利用者数17万人、大人料金500円とした場合の事業収支。

表 8 年間利用者数及び利用料金を変数とした事業収支の変化
事業収支（ 千円）

年間利用者数（ 人）

90,000 110,000 130,000 150,000 170,000 190,000

温浴施設の

大人料金

（ 円）

300 -18,560 -9,840 -1,120 7,600 16,320 25,040
400 -10,730 -270 10,190 20,650 31,110 41,570
500 -2,900 9,300 21,500 33,700 45,900 58,100
600 4,930 18,870 32,810 46,750 60,690 74,630
700 12,760 28,440 44,120 59,800 75,480 91,160
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図 4 年間利用者数及び利用料金を変数とした事業収支の変化
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（参考資料）

【事例：見附市 ほっとぴあ】 延床面積＝2,203 m2

出典： みつけ健幸の湯 ほっとぴあホームページ

内風呂

露天風呂 露天風呂 サウナ

岩盤浴（高温） 岩盤浴（中温） 岩盤浴（低温）

内風呂（ジェットバス）内風呂
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【事例：見附市 ほっとぴあ】 延床面積＝2,203 m2

1 健汗房（灼熱ロウリュウ） 9 炭酸風呂 17 ジェットバス

2 三汗房「熱の間」（岩塩／高温） 10 寝転び湯 18 健幸食堂味(み)っけ

3 三汗房「静の間」（薬宝玉石／中温） 11 電気風呂 19 梅の間（多目的室）

4 三汗房「温の間」（トルマリン／低温） 12 ぬる湯 20 紫陽花の間（多目的室）

5 涼汗房（クールルーム） 13 あつ湯 21 カラオケコーナー 本町歌房 はーもにー

6 Cafehesso（カフェヘッソ） 14 冷水風呂 22 体いやし處（ボディケア）

7 幸汗の間（ホットフロア） 15 遠赤外線サウナ（ロウリュウサービス） 23 フロント

8 壷湯 16 リラックスバス

出典： みつけ健幸の湯 ほっとぴあホームページ

階
1Ｆ 玄関 36

下足コーナー 40
玄関ホール 46
コミュニティーホール 158
食堂 128
多目的室 115
カラオケコーナー 18
体いやし處 50
フロント 20
売店コーナー 19
寝ころび処 16
自動販売機コーナー 16
多目的トイレ 7
トイレ 41

BF 機械室（想定） 324 324

710

面積（m2）施設内容階
3Ｆ 岩盤浴室 134

健汗房 69
健汗広場 80
コミックコーナー 101
ホットフロア 98
カフェ ヘッソ 4
トイレ 8

2Ｆ 露天風呂（男） 126
大浴場（男） 193
サウナ（男） 34
脱衣室（男） 122
露天風呂（女） 126
大浴場（女） 193
サウナ（女） 34
脱衣室（女） 122

698

面積（m2）施設内容

494

注：BF 機械室の面積は想定。注：2F の面積小計に露天風呂は含まない。

㊢
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（参考資料）

【事例：佐久市 みはらしの湯】 延床面積＝ 2518m2

出典： 平尾温泉 みはらしの湯ホームページ

内風呂

サウナ 岩盤浴 岩盤浴

露天風呂内風呂

リラックスルーム リラックスルーム 食事処

㊢
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（参考資料）

【事例：佐久市 みはらしの湯】 延床面積＝ 2518m2

出典： 平尾温泉 みはらしの湯 資料
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事業方式の検討について 

 

1. 事業方式の整理 

1.1 事業方式の方向性 

(1) 国における方針 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第60号）

の制定以降、同法に基づく基本方針、ガイドライン等が示され、地方自治体には、公共事業

について民間事業者の参入を推進することにより、民間の創意工夫や技術力を活かした公共

サービスを創出することが求められています。 

これらの動きを受け、環境省では「廃棄物処理施設建設工事等の入札・契約の手引き（平

成 18年 7月、環境省）」により、これまで設計・施工・運営の分割発注が主流であったごみ

処理施設についても一括発注方式を採用することにより、高度な技術を組み合わせた処理シ

ステムを提案できる企業間の競争性を高め、その結果、高い品質の施設建設が可能となるこ

とが期待されるとしています。 

 

(2) 鴻巣行田北本環境資源組合における方針 

第 1回検討委員会において、「余熱利用施設に係る基本方針」で下記を掲げており、民間経

営手法を踏まえた経済性に優れた施設を目指すこととしています。 

 

基本方針 5 経済性に優れた施設 

施設整備及び運営に係る費用は、住民からの税金であることを意識し、民間経営手法を検

討するなど、コストの削減と費用対効果の向上に努め、経済性に優れた施設を目指します。 

 

  

資料－３ 



㊢ 

2 

 

1.2 事業方式の概要 

(1) 公設公営方式 

公設公営方式は、組合が施設を設計・建設、所有し、組合が自ら施設を運営・維持管理す

ることにより処理対象物の適正処分を行う方式であり、従来方式とも呼ばれます。 

運営方法は、組合が直接施設を運営する直営方式と民間事業者に運営を委託する委託方式

に分かれます。 

 

(2) 公設民営方式 

公設（DB）＋長期包括運営委託方式 

公設（DB）＋長期包括運営委託方式は、組合の所有の下でこれから新たに整備する施

設、あるいは整備後一定期間経過した施設において、民間事業者に運営を長期間包括的に

責任委託する方式です。民間の責任範囲を広く設定することにより、創意工夫を発揮させ

易くする委託方式です。 

 

DBO方式（Design Build Operate 方式） 

DBO 方式は、組合の所有の下でこれから新たに整備する施設において、その整備と長

期包括責任委託による運営を一括発注・契約する方式であり、組合が財源を確保し民間の

意見を採り入れながら施設の設計及び建設を行い、所有し、民間事業者に運営を長期間包

括的に委託するものです。 

本方式は、1)の公設（DB）＋長期包括運営委託方式と同様、民間事業者の責任範囲を

広く設定することにより、創意工夫を発揮させ易くする特徴があります。 

 

(3) 民設民営方式（PFI方式） 

BTO方式（Build Transfer Operate方式） 

BTO 方式は、民間で独自に資金を調達し、施設の整備を行い、当該施設等を完成させ

た後、ただちに組合に所有権を移転する方式であり、組合は当該施設等を所有し、民間は、

当該施設等を利用（運営）して公共サービスの提供を行うものです。 

 

BOT方式（Build Operate Transfer方式） 

BOT方式は、民間で独自に資金を調達し、施設等の整備を行い、当該施設等を所有し、

運営を行う方式であり、事業期間終了後、公共サービスの提供に必要となる全ての施設等

を組合に譲渡するものです。 

 

BOO方式（Build Own Operate方式） 

BOO 方式は、民間で独自に資金を調達し、施設の整備を行い、当該施設等を所有し、

運営を行う方式であり、事業期間が終了しても、民間が施設等を継続して所有して組合に

は譲渡せず、その後の公共サービスは、契約の継続あるいは別途定める契約によって継続

するものです。 
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表 1 事業方式別の形態 

区分 概要 
資金 

調達 

設計 

建設 

管理 

運営 

施設 

所有 

公設公営 組合が施設を設計・建設、所有し、組合が

自ら施設を運営・維持管理する方式。 
組合 組合 組合 組合 

公設(DB)＋ 

長期包括運営委託方式 

組合の所有の下で、民間事業者に運営を長

期間包括的に責任委託する方式。 
組合 組合 民間 組合 

DBO 

(Design Build Operate) 

民間が施設の設計・建設、維持管理・運営

を一括して行い、施設の所有、資金調達に

関しては組合が行う方式。 

組合 民間 民間 組合 

PFI BTO 

(Build Transfer Operate) 

民間が自ら資金調達を行い、施設を整備し

た後、施設の所有権を組合に移転したうえ

で、民間が施設の維持管理・運営を行う方

式。 

民間 民間 民間 組合 

 BOT 

(Build Operate Transfer) 

民間が自ら資金調達を行い、施設を整備し、

一定期間施設を運営し資金回収した後、組

合にその施設の所有権を移転する方式。 

民間 民間 民間 

民間 

↓ 

組合 

 BOO 

(Build Own Operate) 

民間が自ら資金調達を行い、施設を整備し

て運営する方式で、公的部門への譲渡を伴

わない方式。BOTと異なる点は、事業終了

段階で施設の所有権移転を行わず、民間が

保有し続ける。 

民間 民間 民間 民間 
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1.3 民間活力の導入による効果 

余熱利用施設の整備にあたり、民間活力を導入することにより、組合自ら実施する場合と

比較して、以下の効果が期待できます。導入した場合の一般的な効果を表 2に示します。 

 

(1) 公共サービス水準の向上 

余熱利用施設の運営に民間事業者が有する専門的な知識やノウハウを活用することにより、

施設の利用者等のニーズ及びその変化に対応した良質で多様なサービスを柔軟に提供するこ

とが期待できます。 

 

(2) 事業コストの縮減 

民間事業者の創意工夫を十分に生かすため、設計、建設、維持管理・運営を一体的に民間

事業者に委ねる一括発注とすることや、仕様発注方式ではなく性能発注方式がとられること

から、維持管理・運営などの将来を見据えた効率的な設計、建設が行われ、コスト縮減が可

能になります。 

 

(3) リスク分担の明確化 

「リスクを最も良く管理できるものが当該リスクを分担する」という考えに基づき、事業

開始前からリスク分担を明確化することにより、問題発生時における適切かつ迅速な対応が

可能になり、業務目的の円滑な遂行や安定した運営の確保が期待できます。また、適正なリ

スク管理により、過度な費用負担を抑制することが可能となります。 

 

(4) 事業機会の創出 

従来、一般的に公共が行ってきた公共事業の分野を民間に新たな市場として開放すること

により、民間事業者の事業機会が創出されます。 

 

 

※ 仕様発注方式とは、公共が仕様書を作成、契約書に添付することにより、これに基づいて

事業者に事業を実施させるもの。 

※ 性能発注方式とは、公共が事業に求める「性能」のみを規定し、事業者にその対応仕様を

提案させるもの。事業者の柔軟な提案が可能となる。 
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表 2 事業方式別における導入した場合の効果 

項目 公設公営方式 公設(DB)＋長期包括運営委託方式 DBO 方式 PFI方式 

コスト縮減効

果 

単年度契約の場合、業務範囲が限定

的であり、民間事業者のノウハウや

創意工夫の余地が少なく、コスト削

減のインセンティブが働きにくい

ことから、運営維持管理業務に競争

性を確保することが難しい。 

業務範囲の拡大に伴い、民間事業者

のノウハウや創意工夫の余地が大

きく、コスト削減のインセンティブ

が働くことから、運営維持管理業務

に競争性を働かせることができる。 

運営維持管理業務に競争性を働か

せることができる。また、設計・建

設・運営までを一体的に契約するた

め、民間事業者の経営手法等を活用

し、設計段階から運営を視野に入れ

た効果的な整備が期待できる。 

同左 

長期債務負担

（費用）の確定 

運営維持管理期間中の業務は単年

度又は複数年度での仕様発注であ

り、事業期間終了まで確定しない。 

運営維持管理期間中の業務を長期

包括的に一括発注するため、運営期

間中の債務（費用）は事業当初の段

階で確定する。 

建設及び運営維持管理期間中の業

務を長期包括的に一括発注するた

め、運営期間中の債務（費用）は事

業当初の段階で確定する。 

同左 

官・民リスク分

担の明確化 (運

営時) 

官・民の業務範囲やリスク分担、精

算方法等の取り決めが不十分な場

合が多く、組合側が予定外の責任を

負う可能性がある。 

官・民の事業範囲やリスク分担、精

算方法等を明文化により取り決め

るため、運営面・財政面において安

定したサービス調達が可能となる。 

同左 同左 

資金調達 起債により低利率で資金調達がで

きる傾向にある。 

同左 同左 金融機関からの借入のため、起債よ

り高い利率での資金調達となる傾

向にある。 

金融機関によ

る事業監視 

事業監視なし。 同左 同左 民間業者によるサービス提供への

事業監視を怠らない。 

事業の透明性、

公平性の確保 

情報公開条例等に基づく透明性、公

平性の確保にとどまる。 

PFI法のプロセスに準じる場合、実

施方針公表、特定事業の選定や学識

経験者による委員会での事業者選

定・公表となる。そのため、より事

業者提案等の活用及び透明性、公平

性の確保等に配慮される。 

同左 PFI 法のプロセスに則るため、実施

方針公表、特定事業の選定や学識経

験者による委員会での事業者選

定・公表となる。そのため、より事

業者提案等の活用及び透明性、公平

性の確保等に配慮される。 

事務手続き (組

合側) 

設計・建設・運営業務をそれぞれ契

約する事務手続き発生する。運営期

間中は個別単年度ごとの仕様発注

のため毎年事務手続きが発生する。 

建設契約は同左。運営期間中は長期

包括的に一括契約するため、事務手

続きは簡素化される。 

設計・建設契約と運営維持管理契約

の 2本立てだが、長期包括的に一括

契約のため、事務手続きは簡素化さ

れる。 

設計・建設及び運営維持管理契約は

1 本の契約であり、事務手続きは簡

素化される。 

VFM※ － 3.0% 7.3% 5.4% 

※ VFM（財政負担軽減率，Value For Money）：「公設民営方式」、「公設(DB)＋長期包括運営委託方式」、「DBO方式」、「PFI方式」を導入した場合の事業期間全体を通じた財政支

出の見込額（現在の価値に換算したもの）が、「公設公営方式」とした場合の財政支出の見込額（同）に比べて、どれだけ軽減されるかを百分率で示したもの。 

※ 起債：地方公共団体などが、事業資金を調達するために地方債を発行すること。 
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表 3 各事業方式の本事業への適合性 

区分 概要 本事業への適合性 

公設公営 組合が施設を設計・建設、所有

し、組合が自ら施設を運営・維

持管理する方式。 

△ 

組合での資金調達のため、起債等、低金利の借

入が可能となる傾向にある。 

設計建設及び管理運営等に民間の経営手法を

活用できない。 

公設 (DB)＋長期

包括運営委託方式 

組合の所有の下で、民間事業者

に運営を長期間包括的に責任

委託する方式。 

○ 

組合での資金調達のため、起債等、低金利の借

入が可能となる傾向にある。 

民間の経営手法の活用が管理運営に限定され、

設計段階から運営を視野に入れた効果的な整

備が期待できない。 

設計建設に関する費用削減が見込めず、相対的

に低い VMFとなる。 

DBO 

(Design 

Build 

Operate) 

民間が施設の設計・建設、維持

管理・運営を一括して行い、施

設の所有、資金調達に関しては

組合が行う方式。 

◎ 

組合での資金調達のため、起債等、低金利の借

入が可能となる傾向にある。 

設計建設及び維持管理に関して費用削減が見

込め、高い VFMを期待できる。 
PFI BTO 

(Build 

Transfer 

Operate) 

民間が自ら資金調達を行い、施

設を整備した後、施設の所有権

を組合に移転したうえで、民間

が施設の維持管理・運営を行う

方式。 

△ 

金融機関からの借入のため、起債より高い金利

負担が生じる可能性がある。 

設計建設・維持管理に関して費用削減が見込め

るものの、金融機関からの借入に伴う利子支払

いが発生し、DBOに比べて VFMが低下する。 
 BOT 

(Build 

Operate 

Transfer) 

民間が自ら資金調達を行い、施

設を整備し、一定期間施設を運

営し資金回収した後、組合にそ

の施設の所有権を移転する方

式。 

△ 

施設が民間所有となるため、組合が所有する熱

回収施設とのリスク分担が複雑となる。 

 BOO 

(Build Own 

Operate) 

民間が自ら資金調達を行い、施

設を整備して運営する方式で、

公的部門への譲渡を伴わない

方式。BOT と異なる点は、事

業終了段階で施設の所有権移

転を行わず、民間が保有し続け

る。 

× 

施設が民間所有となるため、組合が所有する熱

回収施設とのリスク分担が複雑となる。 
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（参考：各事業方式の VFM） 

VFM（財政負担軽減率）は、「公設公営方式」で事業を実施した場合の事業期間全体を通じた

財政支出の見込額の現在価値（PSC）と「公設民営方式（公設（DB）＋長期包括運営委託方式及

び DBO 方式）」、「民設民営方式（PFI 方式）」を導入して実施する場合のそれぞれの財政支出の

「差」として算出されます。 

ここでは、既往事例を参考に、事業方式別の VFM の概算値を算定しました。現在価値換算後

の VFM（財政負担軽減率）は、公設（DB）＋長期包括運営委託方式では 3.0％、DBO方式では

7.3％、PFI方式（BTO方式）では 5.4％となります。 

表 4 参考：事業方式別の VFM算定の前提条件 

項目 公設公営方式 

公設(DB)＋ 

長期包括運営委託方

式 

DBO方式 PFI方式 

対象期間 
21年（建設 1年＋維

持管理 20年） 

21年（建設 1年＋維

持管理 20年） 

21年（建設 1年＋維

持管理 20年） 

21年（建設 1年＋維

持管理 20年） 

設計建設費 
類似事例単価より設

定 

類似事例単価より設

定 

公設公営に比べて一

定のコスト縮減

（-8.8%） 

公設公営に比べて一

定のコスト縮減

（-9.3%） 

運営費 
類似事例単価より設

定 

公設公営に比べて一

定のコスト縮減

（-8.7%） 

公設公営に比べて一

定のコスト縮減

（-8.8%） 

公設公営に比べて一

定のコスト縮減

（-10%） 

収入 
施設利用に係る収入

は対象外 

施設利用に係る収入

は対象外 

施設利用に係る収入

は対象外 

施設利用に係る収入

は対象外 

資金調達 借入金利 0.5% 借入金利 0.5% 借入金利 0.5% 借入金利 1.0% 

現在価値 

割引率 
4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 

※ 現在価値換算とは、将来の貨幣価値を現在の貨幣価値に換算すること。 

※ 現在価値割引率とは、支出又は歳入する時点が異なる金額について、これらを比較するために将来の価

値を現在価値に換算する際に用いる率のこと。 

※ 設計建設費及び運営費の縮減率は、既往事例の VFMとなるための条件値を示す。 

 

表 5 参考：事業方式別の VFMの概算値 

項目 公設公営方式 

公設(DB)＋ 

長期包括運営委

託方式 

DBO方式 PFI方式 

設計建設費（千円） 1,088,000 1,088,000 992,256 986,816 

運営管理費（千円） 612,000 558,756 558,144 550,800 

人件費（千円） 544,000 496,672 496,128 489,600 

利子支払い（千円） 57,120 57,120 52,093 103,616 

財政負担額（百万円） 

（現在価値換算前） 
2,301 2,201 2,099 2,131 

財政負担額（百万円） 

（現在価値換算後） 
1,917 1,849 1,748 1,773 

VFM － 3.0% 7.3% 5.4% 

※ 公設公営方式における発注支援委託費、公設公営方式以外におけるアドバイザリー費は含まない。 

※ PSC（Public Sector Comparator）とは、公共が自ら事業を実施する場合の事業期間全体を通じた公的財

政負担の見込額（現在の価値に換算したもの）のこと。 
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2. 事業方式の方向性（まとめ） 

上記を踏まえ、余熱利用施設の事業方式の方向性をまとめました。 

 

・ 国において、ごみ処理施設の設計・施工・運営の一括発注方式が推奨されるとともに、組

合の基本方針において、民間経営手法を踏まえた経済性に優れた施設を目指すこととして

いること。 

 

・ 余熱利用施設は、熱供給施設としてのごみ処理施設（熱回収施設）との連携が不可欠であ

り、ごみ処理施設と余熱利用施設を一体的に管理・運営することを踏まえると、本施設は

組合が施設設置者となることが望ましいこと。 

 

・ 「DBO方式」は、「公設(DB)＋長期包括運営委託方式」と比べて、設計・建設から運営ま

でを一体的に契約するため、設計段階から運営を視野に入れた効果的な整備が期待できる

こと。 

 

・ 民間活力が存分に生かされ、施設設置者が組合となりうる事業方式は「DBO 方式」ある

いは PFI 方式のひとつである「BTO 方式」となる。「DBO 方式」は、より低金利で借入

が可能な傾向にあることから、財政負担額の面で有利なること。 

 

・ 「DBO方式」は、設計建設及び維持管理に関して費用削減を見込めることから、高い VFM

（財政負担軽減率，Value For Money）を期待できること。 

 

したがって、余熱利用施設の整備にあたっては、「公設民営方式」として、「DBO方式（Design 

Build Operate方式）」によって事業を実施することが妥当と考えられます。 

 

 

余熱利用施設は、「DBO方式」で事業を進める方針とします。 
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3.  事業を進めるにあたっての課題整理 

 

・ DBO方式では民間事業者のアイデア、ノウハウを生かした設計となりますが、単に経済性を

追求するのではなく、基本方針に基づき余熱利用施設として本施設が担うべき役割を果たす

ための機能の充実が不可欠です。そのため、事業者の公募に際しては、自由で独創的な発想

を妨げない要求水準の設定を行い、民間事業者のアイデア、ノウハウを活用できる環境を整

えるとともに、必要最低限の要求水準を定めておくなど、必要とされる機能やスペースの確

保について十分に配慮する必要があります。 

 

・ 余熱利用施設は、ごみ処理施設（熱回収施設）から熱を供給されることとなるため、供給元

のごみ処理施設が定期点検等に伴って休止する期間の対応が必要となります。予備の独自熱

源についての検討が必要になります。 

 

 

  



㊢ 

10 

 

4. 民間事業者選定にあたって必要となる事項 

(1) アドバイザーの必要性 

DBO事業の推進にあたっては、技術面及び法律・財政面など様々な分野で高度な専門知識

が必要不可欠であり、事業を適切かつ確実に進めるために、本事業に精通した専門家からア

ドバイスを得ることが重要です。 

特に、契約にあたっては、組合と民間事業者とのリスク分担（リスクの明確化及びその配

分）を適切に行い、民間事業者の責任の範囲を明らかにしておく必要があります。 

こうしたことから、DBO事業による「余熱利用施設」の整備に関する一連の作業について、

専門的なアドバイスを受けるべく、「アドバイザリー業務」を委託する必要があります。 

 

(2) アドバイザリー業務の内容 

余熱利用施設整備のため委託するアドバイザリー業務の内容は下記のとおりです。 

 

【アドバイザリー業務委託内容】 

(1)募集条件の検討と募集書類の作成 

① 入札説明書の作成 

② 仕様書(要求水準書)の作成 

③ 契約書(案)及び基本協定書(案)の作成 

④ 落札決定基準の作成 

⑤ 様式集の作成 

(2)入札説明書等への質問に対する回答支援 

(3)事業者提案の審査支援 

(4)事業者選考委員会の運営支援 

(5)契約締結に係る支援 等 

 

(3) 市場調査の必要性 

施設整備内容を検討する上で、地域の特性やより収益の望める事業、民間事業者の参入意

向などの調査が必要になります。 

そのため市場調査（サウンディング）などを行い、市場の動向、参入意向などを踏まえ、

事業規模や機能の検討などについて仕様書に反映する必要があります。 
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（参考）事業方式に関する事例整理 

平成 29 年度に実施した余熱利用施設を対象としたアンケート調査結果によると、「公設公
．
営」

で事業を実施した施設とともに、「公設民
．
営」で事業を実施した施設も数多く見られます。なお、

事業スキームとしては、「余熱利用施設単独発注」の事例が多くなっています。 

表 6 余熱利用施設の発注形態（温浴施設） 

施設 
名称 

延床面積 
（m2） 

事業スキーム 事業方式 

施設 1 2,971 熱回収施設等との一体事業 公設民営 

施設 2 1,488 余熱利用施設単独発注 公設公営 

施設 3 955 その他 公設民営 

施設 4 496 熱回収施設等との一体事業 公設公営 

施設 5 571 余熱利用施設単独発注 公設公営 

施設 6 1,698 余熱利用施設単独発注 公設公営 

施設 7 1,905 余熱利用施設単独発注 公設公営 

表 7 余熱利用施設の発注形態（温浴施設＋プール施設） 

施設 
名称 

延床面積 
（m2） 

事業スキーム 事業方式 

施設 1 3,000 余熱利用施設単独発注 公設公営 

施設 2 3,057 
地域還元施設として建設後、更新した焼却炉
建設時に余熱利用施設として熱源を供給 公設公営 

施設 3 1,971 余熱利用施設単独発注 民設民営 

施設 4 4,683 熱回収施設等との一体事業 公設公営 

施設 5 3,644 余熱利用施設単独発注 公設公営 

施設 6 4,265 余熱利用施設単独発注 公設公営 

施設 7 1,819 熱回収施設等との一体事業 公設民営 

施設 8 2,115 熱回収施設等との一体事業 公設民営 

施設 9 23,677 余熱利用施設単独発注 公設民営 

施設 10 2,774 余熱利用施設単独発注 公設公営 

施設 11 3,999 余熱利用施設単独発注 公設民営 

施設 12 10,118 余熱利用施設単独発注 公設公営 

施設 13 5,247 余熱利用施設単独発注 公設公営 

施設 14 2,873 余熱利用施設単独発注 公設公営 

施設 15 13,972 余熱利用施設単独発注 公設公営 

施設 16 2,091 余熱利用施設単独発注 公設公営 

施設 17 5,073 余熱利用施設単独発注 公設公営 

 


