
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 117 号）の

例により，盛岡市火葬場整備等事業を特定事業と選定したので，その旨及び特定事業の選定に当

たっての客観的評価を公表する。 

平成 20 年８月 29 日 

盛岡市長 谷 藤 裕 明 
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特定事業（盛岡市火葬場整備等事業）の選定について 

 

第１ 事業概要 

現盛岡市火葬場（以下「既存火葬場」という。）は，市内唯一の火葬施設として，岩手・玉山

環境組合や矢巾町，雫石町，紫波町の４施設と共に，市民をはじめ近隣自治体住民の火葬需要

にこたえている。 

一方，既存火葬場は昭和 57 年４月の供用開始から 26 年以上が経過し，施設・設備の老朽化

や利用上の問題，加えて将来的に見込まれる火葬需要への対応など，さまざまな課題を抱えて

いる。 

そのような状況の下，市では，これらの課題の解決に向け，平成 14 年度に庁内関係課による

連絡会議を開き，平成 15 年度には助役を委員長とする庁内組織の火葬場整備検討会を設置し，

施設の現況と課題，整備の考え方や方向性等について議論を重ね，平成 17 年度に盛岡市火葬場

整備方針案を取りまとめ，平成 18 年度には，この方針案を基に，新たなアクセス道路の整備も

含め，盛岡市火葬場整備基本構想を策定し，平成 23 年度の供用開始を目途に，現在地において

建替えによる本施設の整備を図ることとした。 

１ 事業の名称 

盛岡市火葬場整備等事業（以下「本事業」という。） 

２ 施設の管理者の名称 

盛岡市長 谷 藤 裕 明 

３ 事業方式 

ＤＢＯ（Design Build Operate）方式（以下「民活事業」という。）。具体的には，市が資金

を調達し，本施設の設計・建設（既存火葬場の解体・撤去及び駐車場の設計・建設を含む。）か

ら完成後の運営・維持管理までの一連の業務を市と契約を締結した事業者グループが行う方式

である。 

４ 事業期間 

平成 21 年９月の事業契約の締結の日から平成 44 年３月 31 日まで 

 

第２ 施設概要 

１ 計画地等 

計画地 盛岡市三ツ割字寺山 49 番地 

敷地面積 13,404 ㎡（市財産台帳） 

用途地域等 市街化調整区域 

２ 建築物等 

延床面積 3,060～3,740 ㎡＋自走式多層駐車場（150 台以上）の範囲で事業者グループの提

案による。 
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第３ 業務内容 

本事業の業務内容は，以下のとおりである。 

１ 設計業務 

(1) 建築設計業務 

(2) 造成等設計業務 

(3) 施設整備計画に伴う各種申請等の業務 

２ 建設業務 

(1) 敷地造成業務 

(2) 施設整備等業務（工事期間中，既存火葬場の施設の一部が使用できない状態となる場合に

あっては，当該使用できない部分を代替するための仮設の施設の設置を含む。） 

(3) 施設建設に伴う各種申請等の業務 

(4) 既存火葬場解体業務 

(5) 備品整備業務 

３ 工事監理業務 

(1) 工事監理業務 

４ 火葬炉整備業務 

(1) 火葬炉設計業務 

(2) 火葬炉建設業務 

(3) 火葬炉保守業務 

５ 火葬炉運転業務 

(1) 火葬炉運転業務 

６ 運営業務 

(1) 施設利用予約受付業務 

(2) 車両等誘導業務 

(3) 窓口受付業務 

(4) 告別業務 

(5) 炉前業務 

(6) 収骨業務 

(7) 待合関連業務 

(8) 売店等運営業務 

(9) 公金徴収代行業務 

(10) 庶務的業務 

(11) 総括業務 

７ 維持管理業務 

(1) 建物保守管理業務 

(2) 建物設備保守管理業務 

(3) 緑地・外構等維持管理業務 

(4) 清掃業務 

(5) 警備業務 
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(6) 環境衛生管理業務 

(7) 残骨灰及び集じん灰処理業務 

(8) 除雪業務 

(9) 備品等管理業務 

(10) 大規模修繕業務 

 

第４ 民活事業として実施することの評価 

１ 概要 

(1) 選定の基準 

本事業を民活事業として実施することにより，事業期間を通じた市の財政負担額の軽減を

期待できること，又は市の財政負担額が同一の水準にある場合において，サービスの水準の

向上が期待できることを選定の条件とした。 

(2) 定量的な評価 

市の財政負担見込額の算定に当たっては，特定事業を実施する事業者グループからの税収

等の適切な調整を行い，将来の費用と見込まれる財政負担の総額を算出の上，これを現在価

値に換算することで評価を行った。 

(3) 定性的な評価 

(2)の財政負担額の算定に加えて，本事業を民活事業として実施する場合の定性的な評価を

行った。 

２ コスト算出による定量的評価 

(1) 算出に当たっての前提条件 

ア ＶＦＭ検討の前提条件 

項目 値 算出根拠 

①割引率 年 ４％ 

国土交通省「社会資本整備に係

る費用対効果分析に関する統

一的運用指針」等を基に設定し

た。 

②物価上昇率 年 ０％ 
近年の物価指数等を踏まえて

設定した。 

③リスク調整値 考慮しない。 定量化が困難なため 

イ 事業費などの算出方法 

項目 
PSC の 

費用項目 
DBO-LCC の 
費用項目 

算出根拠 

①利用者収入等

の算出方法 

・施設使用料 

 

・施設使用料 施設使用料 12,000 千円/年（現

行の料金体系による試算） 

②施設整備業務

に係る費用項

目の算出方法 

・設計監理費 

・建設工事費 

・解体工事費 

・備品購入費 

・調査費，諸経

費 

 

・設計監理費 

・建設工事費 

・解体工事費 

・備品購入費 

・調査費，諸経

費 

・アドバイザー

費用 

DBO-LCC の設計監理費，建設工

事費，解体工事費，備品購入費

及び諸経費について，市が直接

実施する場合に比べ，一括発注

による業務の効率化及び民間

事業者の創意工夫が発揮され，

一定割合の縮減が実現するも

のとして設定した。 
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③運営業務に係

る費用項目の

算出方法 

・人件費 

・事務費 

・その他運営経

費 

・人件費 

・事務費 

・その他運営経

費（特別目的

会社の運営

等に要する

費用を含む）

DBO-LCC の人件費，事務費につ

いて，市が直接実施する場合に

比べ，一括発注による業務の効

率化及び民間事業者の創意工

夫が発揮され，一定割合の縮減

が実現するものとして設定し

た。 

④維持管理業務

に係る費用項

目の算出方法 

・施設管理費

（清掃，警

備，外構管理

等） 

・維持補修費

（経常修繕，

大規模修繕，

備品更新） 

・保守点検費，

環境測定検

査費 

・燃料費，光熱

水費 

・その他維持管

理経費（残骨

灰等処理費

用等） 

・施設管理費

（清掃，警

備，外構管理

等） 

・維持補修費

（経常修繕，

大規模修繕，

備品更新） 

・保守点検費，

環境測定検

査費 

・燃料費，光熱

水費 

・その他維持管

理経費（残骨

灰等処理費

用等） 

DBO-LCC の施設管理費及び維

持補修費について，市が直接実

施する場合に比べ，一括発注に

よる業務の効率化及び民間事

業者の創意工夫が発揮され，一

定割合の縮減が実現するもの

として設定した。 

⑤資金調達に係

る費用の算出

方法 

・地方債（合併

特例債） 

・一般財源 

 

・地方債（合併

特例債） 

・一般財源 

 

施設の建設・整備に必要な資金

の約 90％を起債で，残り 10％

を一般財源からの支出として

市が調達する場合を想定した。

DBO-LCC の起債借入額は，建設

費の縮減に伴い，市が直接実施

する場合に比べ，一定の減額が

可能なものとして設定した。 

借入条件は，償還期間 15 年，

据置期間２年の元利均等払，金

利は現状及び過去の市債の金

利水準等を勘案し，年利 2.0％

に設定した。 

⑥その他費用 ・保険料 

 

・保険料 

・税金等 

保険料は 500 千円／年（全国市

有物件共済会への加入を想

定 ）， 法 人 税 は 実 効 税 率

41.52％（うち市民税 4.02％は

市に還元）として設定した。 

(2)  定量的評価の結果 

(1）の前提条件の下で，市が直接事業を実施する場合と民活事業で実施する場合の公共負

担額を比較すると，民活事業で実施する場合は，市が直接事業を実施する場合に比べて，現

在価値換算後，約３％のＶＦＭが見込まれる結果となった。 
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項目 値 

①PSC（現在価値ベース） 4,538 百万円 

②DBO-LCC（現在価値ベース） 4,383 百万円 

③VFM（金額） 155 百万円 

④VFM（割合） ３％   

３ 民活事業として実施することの定性的評価 

本事業を民活事業として実施した場合，定量的な効果である市の財政負担額の軽減に加え，

次のような定性的な効果が期待できる。 

(1) 効率的な施設整備，運営及び維持管理の実施 

民活事業による施設整備は，設計，建設，運営，維持管理までを基本契約に基づいて一括

して事業者グループにゆだねるため，それぞれ単体で発注する場合に比べて，事業者グルー

プの有するノウハウや創意工夫が盛り込まれることから，より機能的な施設をより効率的に

整備することが期待できる。また，併せて，効率的かつ円滑な施設の運営・維持管理の実施

が期待できる。 

(2) 利用者への提供サービスの向上 

民活事業により実施する場合，事業者グループが有する類似施設等での経験により蓄積さ

れたノウハウを活用することにより，きめ細やかなサービスが提供されるとともに，提供す

るサービスの見直し等がなされることによって，安定したサービス水準の維持・向上が期待

できる。 

(3) リスク分担の明確化による安定した事業運営 

民活事業により実施する場合，リスクを もよく管理することができる者が当該リスクを

分担するという考え方に基づいて，市と事業者グループが適正なリスク分担を行うことによ

り、本事業に内在するリスクに対し、適切なリスク管理や問題発生時における適切かつ迅速

な対応が可能になると考えられる。 

４ 総合的評価 

以上のことから，本事業は，民活事業として実施することにより，定量的評価及び定性的評

価に係る効果が発揮されるものと期待できる。 

したがって，本事業を特定事業として実施することが適当であると認め，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 117 号）の例により，特定事

業として選定する。 


