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4． 単独処理及び広域処理に関する検討 

 

4.1 ごみ処理施設の実施主体（単独処理及び広域処理）について 

4.1.1 単独処理及び広域処理 

市民から排出されるごみは、自治体の責任の下、ごみ処理施設で処理されています。市民の

ごみを焼却しているごみ処理施設は、各自治体が国からの補助金や交付金を活用しながら設置

しています。 

しかし、ごみ処理施設の建設・運営コストは、各自治体にとって、かなりの財政負担となっ

ていることから、単一の自治体で処理をする「単独処理」や、複数の自治体が共同で処理をす

る「広域処理」など、各自治体の財政状況や周辺自治体との関係等によって、何れかの実施主

体が選択されています。（表 4.1） 

表 4.1 単独処理と広域処理の説明 

単独処理 単一の自治体において、自区内から排出されたごみの全てを自区内で中

間処理すること。 

広域処理 複数の自治体が共同で組合の設立や協定の締結を行い、処理施設を共同

で設置・運営し、区域から排出されたごみの中間処理を行うこと。 

広域処理の組織（運営形態）としては、一部事務組合を設立するなど、

各自治体間での協議及び調整が必要となります。 

 

4.1.2 広域処理が推進された背景 

ごみ処理の広域化（ごみの広域処理）は、平成 10 年代から全国的に推進され、ごみ処理施

設の広域化・集約化によるダイオキシン類の削減などに、一定の成果が見られています。 

しかし、一方では、ごみ処理施設を広域化・集約化することによって、ごみの収集・運搬コ

スト等の維持管理コストの増大、災害が発生した場合に対応することが困難となるというリス

クも考えられることから、広域化・集約化の推進については慎重な意見も出てきています。 

（「一般廃棄物処理施設の整備・維持管理に関する行政評価・監視結果報告書（平成 28 年 3 月

総務省）」）。 

これらの広域処理に係る背景を鑑み、ごみ処理施設を検討するにあたって、まず初めに実施

主体（単独処理及び広域処理）について、検討していくことが重要となりました。 

 

4.1.3 周辺自治体のごみ処理の実施主体 

現状、東村山市においてはごみの単独処理を行っていますが、周辺自治体では一部事務組合

を構成し、広域処理を行っている自治体もあります。 

東村山市の周辺では、小平市・武蔵村山市・東大和市で構成している小平・村山・大和衛生

組合や、清瀬市・東久留米市・西東京市で構成する柳泉園組合などが広域処理を行っていま

す。また、武蔵野市のように、自区内での単独処理を行っている自治体もあります。 

                                                                                                                                                                             
用語集参照・・・ダイオキシン類，一部事務組合 
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4.2 単独処理及び広域処理の検証項目及び検証内容の整理 

新しいごみ処理施設の実施主体（単独処理及び広域処理）の方向性を整理するために、必要

な検証項目を複数設定し、両者の処理方式における課題事項等について比較検討しました。 

4.2.1 検証項目の整理 

 環境的側面に係る項目 

国と都の重点目標を整理した（1）～（5）の 5 項目と、検討会における議論を踏まえ「（6）

CO2排出量」を検証項目に加えた、計 6 項目を、「環境的側面に係る項目」と捉え、単独処理

及び広域処理の場合について比較検討を行いました。 

【環境的側面に係る項目】  

(1) ダイオキシン類削減対策  

(2) 焼却残渣の高度処理対策  

(3) マテリアルリサイクルの推進  

(4) サーマルリサイクルの推進  

(5) 最終処分場の確保対策  

(6) CO2排出量  

 

 経済的側面に係る項目 

ごみ処理施設の整備費等における経済面から、単独処理・広域処理における特徴を整理し、

検証を行いました。 

【経済的側面に係る項目】  

(1) 施設整備費  

(2) 施設の維持管理・運転費  

(3) 収集運搬費  

 

 社会的側面に係る項目 

市民生活及び市民意識への影響、また、災害時への対応という観点から、単独処理・広域

処理における特徴を整理し、検証を行いました。 

【社会的側面に係る項目】  

(1) 市民生活への影響  

(2) 市民意識への影響  

(3) 災害時等における市民生活への影響 

 

 実現可能性に係る項目 

ごみ処理施設を整備することの実現可能性という観点から、単独処理・広域処理における

特徴を整理し、検証を行いました。 

【実現可能性に係る項目】  

(1) 周辺自治体の状況からみた実現可能性 

                                                                                                                                                                             
用語集参照・・・マテリアルリサイクル，サーマルリサイクル 
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4.3 環境的側面に係る項目の検証 

単独処理及び広域処理に関する検証で想定する施設規模は、「3.1.2 計画処理量・施設規模」

にて検討された内容に基づき、単独処理の処理規模については 100t/日と設定し、広域処理の処

理規模については、近隣組合施設の処理規模を参考に、300t/日と設定しました。 

その上で、4 つの検証項目について、単独処理及び広域処理の比較検討を行いました。 

 

4.3.1 各検証項目の確認 

 ダイオキシン類削減対策 

全連続炉により連続運転化することで、安定的に 3T を確保することが可能であり、施設規

模が 100t/日を下回ったとしても、全連続炉であれば、ダイオキシン類の十分な削減が可能で

す。 

⇒単独処理及び広域処理のいずれの場合においても、全連続炉であれば対応可能です。 

 

 焼却残渣の高度処理対策 

焼却残さに含まれるダイオキシン類を削減するため、焼却灰について東京たま広域資源循

環組合のエコセメント化事業ですでに広域的な資源化が図られています。 

⇒単独処理及び広域処理にかかわらず、焼却残渣の資源化が可能です。 

 

 マテリアルリサイクルの推進 

資源物を適切に分別処理し、焼却処理するごみを削減することで、ごみの減量化・資源化

を図ることが可能です。 

⇒単独処理及び広域処理にかかわらず、適切な分別処理で実現は可能です。 

 

 サーマルリサイクルの推進 

一定規模以上のごみ焼却施設（熱回収施設）を整備することにより、発電・熱利用など焼

却によって発生するエネルギー回収率を高めることが可能です。 

⇒単独処理及び広域処理にかかわらず、一定規模以上の全連続炉を採用することで、効率

的な余熱利用を実現することが可能であるため、問題はありません。 

 

 最終処分場の確保対策 

多摩地域は既にエコセメント化事業を実施済みであり、焼却灰の資源化を行っています。 

⇒単独処理及び広域処理にかかわらず、方針に変更はありません。 

 

 CO2排出量 

1) 検討方法 

燃やせるごみの中間処理を行う過程において排出する CO2（二酸化炭素）について、単

独処理及び広域処理それぞれの場合について、現状からどの程度の CO2削減効果を得られ

るのか、一般廃棄物処理基本計画の最終年度である平成 32 年度を基準年度として比較検討

を行いました。 

                                                                                                                                                                             
用語集参照・・・３T，全連続炉 
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【燃やせるごみの CO2総排出量の試算方法】 

単独処理及び広域処理における CO2総排出量は、燃やせるごみの焼却による CO2排出

量と収集運搬による CO2排出量の合計から、余熱を利用した発電による CO2削減量を引

くことにより求めました。 

① 燃やせるごみの焼却による CO2排出量 

＋② 収集運搬による CO2排出量 

－③  余熱を利用した発電による CO2削減量 

＝④  CO2総排出量 

 

2) CO2総排出量の試算 

① 燃やせるごみの焼却による CO2排出量 

平成 26 年度及び平成 32 年度の燃やせるごみの焼却による CO2排出量は、一般廃棄

物処理基本計画の算出方法により算出を行いました。 

② 収集運搬による CO2排出量 

ごみ収集車稼動状況調査結果（平成 25 年度）における収集運搬車両の走行距離に基

づき、収集運搬による CO2排出量の試算を行いました。 

③ 余熱を利用した発電による CO2削減量 

プラントメーカーへのヒアリングによって得た想定発電量を用い、余熱を利用した

発電による CO2削減量の試算を行いました。 

④ CO2総排出量（表 4.2） 

 単独処理及び広域処理にかかわらず、燃やせるごみの焼却による CO2排出量は一定

となります。 

 収集運搬による CO2排出量は、東村山市の中心から焼却施設までの距離に応じて増

加します。 

 余熱を利用した発電による CO2削減量は、施設規模による発電効率の差はみられま

すが、単独処理及び広域処理いずれの場合においても、CO2 総排出量については、

東村山市の現状から 6 割以上の削減につながると推測されます。 

 

表 4.2 燃やせるごみの中間処理を行う過程における CO2総排出量 

   

現状 単独処理 

広域処理 

   市内に 

施設を整備 

市外に施設を整備 

   半径 2.5km 半径 5km 

① 

燃やせるごみの 

焼却による 

CO2排出量 

(t-CO2/年) 6,403 6,097 6,097 6,097 6,097 

② 
収集運搬による 

CO2排出量 
(t-CO2/年) 46 46 46 46 72 

③ 

余熱を利用した 

発電による 

CO2削減量 

(t-CO2/年) ― -3,912 -4,890 -4,890 -4,890 

④ CO2総排出量 (t-CO2/年) 6,449 2,231 1,253 1,253 1,279 

 現状からの削減量 (t-CO2/年) ― 4,218 5,196 5,196 5,170 

                                                                                                                                                                             
用語集参照・・・発電効率 
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3) 考察 

単独処理及び広域処理における CO2排出量について、以下の通り整理しました。（表 4.3） 

 

表 4.3 単独処理及び広域処理における CO2排出量 

 

  

 
単独処理 

広域処理 

市内に施設を整備 市外に施設を整備 

CO2排出量 単独処理及び広域処理のいずれにおいても CO2排出量の削減が期待できます。 
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4.4 経済的側面に係る項目の検証 

4.4.1 各検証項目の確認 

 施設整備費 

1) 検討内容 

ごみ焼却施設における施設整備費について、単独処理に対し広域処理とした場合にどの

程度の費用低減がなされるか、類似事例の調査とプラントメーカーへのヒアリングの内容

を整理し、比較検討を行いました。 

類似事例の調査では、平成 17 年度以降に竣工した焼却方式を採用している 82 施設の施

設整備費について、近年の建設物価高騰の影響等を踏まえて、整理を行いました。 

また、施設整備費等について、実績ある複数のプラントメーカーへのヒアリングを実施

しました。 

 

2) 考察 

 単独処理及び広域処理における施設整備費は、以下の通り整理されます。（表 4.4） 

 類似事例の調査結果より、施設規模 1t あたりの単価において、過去 12 年間の傾向で

は、広域処理の場合の方が単価の低減がみてとれますが、直近 3 年間の傾向では大き

な低減はみられないと推測されます。従って、近年の建設労務費や建設物価の高騰の

影響は、単独処理及び広域処理ともにその影響を受けますが、施設規模が大きくなる

に従い、より大きく影響を受ける傾向があると推測されます。 

 広域処理における自治体間の費用負担については、焼却施設だけで見ると均等もしく

はごみ処理量・人口等により負担割合を決定している事例が多いが、焼却施設を持つ

自治体以外で周辺整備費を負担する事例もあることから、市外で整備するよりも市内

で建設した方が、負担額が軽減される可能性もあります。 

 現段階では建設物価が全体的に上昇傾向にありますが、将来を想定した施設整備費の

正確な予測は困難であるため、仮にごみ焼却施設を建設するとなった場合は、今後、

詳細な検討が必要となります。 
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表 4.4 単独処理及び広域処理における施設整備費 

 単独処理 
広域処理 

市内に施設を整備 市外に施設を整備 

施
設
整
備
費
の
低
減 

 過去 12 年の国内の事例に

基づく傾向より、施設規模

1t あたりの施設整備費に

おいて、広域処理と比較し

て高くなる傾向が推測さ

れます。但し、建設費の高

騰により、直近 3 年の傾向

においては、広域処理と比

較して、大きく変わらない

傾向が推測されます。 

 過去 12 年の国内の事例に

基づく傾向より、施設規模

1t あたりの施設整備費に

おいて、単独処理と比較し

て施設整備費の低減がな

されることが推測されま

す。但し、建設費の高騰に

より、直近 3 年の傾向にお

いては、単独処理と比較し

て大きな低減がみられな

い傾向が推測されます。 

 過去 12 年の国内の事例に

基づく傾向より、施設規模

1t あたりの施設整備費に

おいて、単独処理と比較し

て施設整備費の低減がな

されることが推測されま

す。但し、建設費の高騰に

より、直近 3 年の傾向にお

いては、単独処理と比較し

て大きな低減がみられな

い傾向が推測されます。 

 

 施設の維持管理・運転費 

1) 検討内容 

ごみ焼却施設における施設の維持管理費・運転費について、類似事例の調査とプラント

メーカーへのヒアリングを整理し、比較検討を行いました。 

2) 考察 

 単独処理及び広域処理における維持管理・運転費については以下の通りです。（表 4.5） 

 過去の事例及びメーカーヒアリングの結果より、広域処理の維持管理・運転費の 1t あ

たりの単価については、単独処理の 6 割程度の金額となることが推測されます。 

 

表 4.5 単独処理及び広域処理における維持管理・運転費 

 単独処理 
広域処理 

市内に施設を整備 市外に施設を整備 

維持管理・運転費

の低減 

 運転管理費（人件費）

は施設規模によって

費用は変わらない傾

向にあるため、施設

規模 1t・1 日あたりで

比較すると、広域処

理より高くなると推

測されます。 

 運転管理費（人件費）

は施設規模によって

費用は変わらない傾

向にあるため、施設

規模 1t・1 日あたりで

比較すると、単独処

理より低減がなされ

ると推測されます。 

 運転管理費（人件費）

は施設規模によって

費用は変わらない傾

向にあるため、施設

規模 1t・1 日あたりで

比較すると、単独処

理より低減がなされ

ると推測されます。 

 

 収集運搬費 

1) 検討内容 

ごみ焼却施設における、収集運搬費について、広域処理とした場合にどの程度の費用の

低減がなされるか、以下の条件設定の下に試算を行い、検討を行いました。 
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燃やせるごみの収集委託料は、平成 27 年度の本市の収集委託料を参考にして試算を行い

ました。また、広域処理の場合の範囲設定としては、市の中心から半径 2.5km 圏内と市の

中心から半径 5km 圏内の 2 パターンにて検討を行いました。 

なお、秋水園が市の中心からおよそ 2.5km の距離に位置しているため、半径 2.5km 圏内

での広域処理の場合、現状と同等と想定することとしました。 

広域処理の場合の収集運搬費を試算した結果、現状と比較して収集運搬費が 2 割程度増

額になることが、想定されました。 

 

2) 考察 

単独処理及び広域処理における収集運搬費については、以下の通りです。（表 4.6） 

 

表 4.6 単独処理及び広域処理における収集運搬費 

 

4.4.2 トータルコストの試算（30年間稼働した場合） 

「施設整備費」、「30 年間の施設の維持管理・運転費」、「30 年間の収集運搬費」を合計し、以

下の通り、トータルコストとして想定します。（表 4.7） 

 

表 4.7 トータルコストの想定（30 年間稼働した場合） 

 
施設整備費の

傾向 
単独処理 

広域処理 

市内に施設を

整備 

市外に施設を整備 

半径 2.5km 半径 5km 

トータル

コスト 

過去 12 年間 約 232 億円 約 180 億円 約 180 億円 約 194 億円 

過去 3 年間 約 243 億円 約 208 億円 約 208 億円 約 222 億円 

※用地取得費、周辺整備費、施設稼働終了後の施設解体費、市及び組合等の職員の人件費等については含みません。 

※現時点の事例や傾向等から想定されるコストの一例であり、実際の入札金額とは異なります。 

 単独処理 
広域処理 

市内に施設を整備 市外に施設を整備 

収
集
運
搬
費
の
低
減 

 現状と同じ  現状と同じ  収集運搬費は、距離に応じ

て増額となります。 

 半径 2.5km 圏内の場合は、

現状と同じです。 

 半径 5km 圏内の場合は、

現状より約 2 割程度、増額

になると推測できます。 
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4.5 社会的側面に係る項目の検証 

4.5.1 各検証項目の確認 

 ごみの分別・収集・運搬に係る市民生活への影響 

1) 検討内容 

単独処理及び広域処理において、「ごみの分別・収集・運搬」にどのような変化が起き、

市民生活にどのような影響を与えるか検討するため、東村山市の近隣 6 市（清瀬市、東久

留米市、西東京市、小平市、東大和市、武蔵村山市）の「ごみの分別・収集区分」と「ごみ

の収集運搬」の内容を調査し整理しました。 

 

2) 考察 

単独処理及び広域処理におけるごみの分別・収集・運搬に係る市民生活への影響につい

て、以下の通り整理しました。（表 4.8） 

 

表 4.8 ごみの分別・収集・運搬に係る市民生活への影響 

 
単独処理 

広域処理 

市内に施設を整備 市外に施設を整備 

ごみの分別 

・収集区分 
現状と同じ 

 ごみの分別・収集区分が変更となり、市民の分別作業が

細分化又は簡素化される可能性があります。 

収集運搬 現状と同じ 

 他自治体の運搬車両が市

内を通過するため、騒音・

振動・排気ガス等による

住環境の悪化や渋滞等に

よる道路交通の悪化が懸

念されます。 

 ごみの自己搬入できる日

時の制限や手続きの複雑

化のために、利便性が低

下する可能性がありま

す。 

 建設地によっては、他自

治体の運搬車両が通過す

る可能性が推測され、騒

音・振動・排気ガス等によ

る住環境の悪化や渋滞等

による道路交通の悪化の

可能性がありますが、施

設が市内にあることによ

る施設周辺への交通集中

はなくなると推測されま

す。 

 ごみの自己搬入できる日

時の制限や手続きの複雑

化のために、利便性が低

下する可能性がありま

す。 

 自己搬入の際、建設地に

よっては、遠方まで運搬

する事になり、利便性が

低下する可能性がありま

す。 
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 市民意識への影響 

1) 検討内容 

本検討項目では、市民アンケートを秋水園（ごみ処理施設）からの距離別に分析するこ

とにより、ごみ処理施設の設置場所が市民意識へ影響があるかを把握し、整理しました。 

 

2) 考察 

 リデュース・リサイクル等に対する取り組みと秋水園（ごみ処理施設）からの距離と

の相関は殆どなく、市民が高い意識を持ち取り組んでいるといえます。また、秋水園

（ごみ処理施設）は、必要不可欠かつ資源の循環や環境を考える施設と認識されてお

り、古い施設という印象はあるものの、環境負荷等の影響がある施設という印象は低

い傾向にあるといえます。 

 今後のごみ焼却施設の重要度に関しては、距離に応じた相関は強く見られませんが、

周辺への環境負荷や災害対策など秋水園（ごみ焼却施設）の稼働にかかわる具体的な

項目については、ごみ焼却施設との距離が近いほど重要視する傾向にあるといえます。 

 単独処理及び広域処理にかかわらず市内に施設を整備する場合は、現状と変わらず、

ごみ処理施設の認知度や施設の稼働にかかわる内容への市民意識を保持できる可能

性が高いと考えられますが、広域処理で市外に施設を整備する場合には、市民のごみ

処理施設に関する具体的な意識が薄くなる可能性があると考えられます。（表 4.9） 

 

表 4.9 単独処理及び広域処理における市民意識への影響 

市民意識へ

の影響 

単独処理 
広域処理 

市内に施設を整備 市外に施設を整備 

・ 市民のごみ減量に関す

る意識とごみ処理施設

の認知度や施設の稼働

にかかわる内容への市

民意識を保持すること

ができます。 

 

・ 市民のごみ減量に関す

る意識とごみ処理施設

の認知度や施設の稼働

にかかわる内容への市

民意識を保持すること

ができます。 

 

・ 市民のごみ減量に関す

る意識は保持できます

が、ごみ処理施設に関

する具体的な意識が薄

くなる可能性があると

考えられます。 

 

 

 災害時等における市民生活への影響 

1) 検討内容 

災害が発生した際に、ごみ処理施設としてどのような役割が想定され、市民生活にどの

ような影響を与えるかについて検討しました。 

東日本大震災後に計画された近隣自治体の施設について、「災害時のごみ処理」と「防災

拠点としての役割」について整理し、検討を行いました。 

 

  

                                                                                                                                                                             
用語集参照・・・リデュース，リサイクル 
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2) 考察 

単独処理及び広域処理の災害時における市民生活への影響について、以下の通り整理し

ました。（表 4.10） 

 

表 4.10 災害時における市民生活への影響 

 
単独処理 

広域処理 

市内に施設を整備 市外に施設を整備 

災害時の 

ごみ処理 

 安定的な炉の停止、運転

再開により災害廃棄物

を処理することが可能

となります。 

 災害時の交通規制の影

響は少なく、市の判断で

市内の廃棄物等を迅速

に処理することが可能

となり、市民生活の早期

再建に貢献できる可能

性があります。 

 安定的な炉の停止、運転

再開により災害廃棄物

を処理することが可能

となります。 

 災害時の交通規制の影

響は少なく、市内の廃棄

物等を処理することが

可能となりますが、構成

自治体との調整が必要

となり、処理が迅速に行

えず、市民生活の再建が

遅延する可能性があり

ます。 

 安定的な炉の停止、運転

再開により災害廃棄物

を処理することが可能

となります。 

 災害時の交通規制によ

る収集運搬への影響や

構成自治体との調整に

よる廃棄物の処理の遅

延など、市民生活の再建

が遅延する可能性があ

ります。 

防災拠点 

としての役割 

 周辺住民の避難施設と

して利用することが可

能となります。 

 

 

 市の災害政策を反映し

た施設整備が可能とな

り、災害時の周辺施設へ

のエネルギー供給計画

が容易となる可能性が

あります。 

 

 周辺住民の避難施設と

して利用することが可

能となります。 

 

 

 災害時の周辺施設への

エネルギー供給が可能

ですが、構成自治体との

協議が必要となる可能

性があります。 

 周辺住民の避難施設と

しての利用が可能とな

っても、東村山市民は利

用できない可能性があ

ります。 

 災害時の周辺施設への

エネルギー供給が可能

な場合でも、東村山市の

施設へのエネルギー供

給は難しくなる可能性

があります。 
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4.6 実現可能性に係る項目の検証 

4.6.1 検証項目の確認 

 周辺自治体の状況からみた実現可能性 

1) 検討内容 

広域処理を検討する上では、東村山市及び広域処理が想定される近隣自治体における、

施設状況や施設更新計画等との整合を確認する必要があります。 

そのため、以下の調査を行い、東村山市の置かれた状況を確認した上で、広域処理の実

現可能性について検討しました。 

 

2) 調査 

① 焼却施設の稼働年数に関する調査 

 「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き（平成 27 年 3 月改訂）」（環境省）

によると、ごみ焼却施設の寿命は一般的に 20 年程度ですが、適切な定期点検整備

や基幹設備の更新を実施することにより、10 年から 15 年程度の延命が図られると

されています。 

 ごみ焼却施設は、一般的に 30 年～35 年程度で寿命を迎えます。 

 

② 東村山市の焼却施設の状況調査 

ア 施設整備の状況 

 秋水園のごみ焼却施設は、平成 22 年、23 年に延命化工事を実施し、その後も適切

な維持管理に努めており、平成 28 年度で竣工後 36 年を迎えた現在も機能状況を保

ちながら適正な稼働を続けている状況です。 

イ 精密機能診断 

 平成 28 年度に実施した焼却施設の精密機能診断の結果としては、一般的なコンクリ

ート構造物の耐用年数である竣工後 50 年に達する平成 42 年までの稼働は妥当とし

ているものの、躯体劣化の進行はみられ、整備費用は増加するとされています。 

 今後、機械設備や電気計装設備など基幹設備の老朽化が見込まれることから、施設

更新の検討が必要であると考察されています。 

 今後、建物躯体や基幹設備の老朽化が見込まれることや、一般的な焼却施設の寿命

を考えると、なるべく早い時期に新たな焼却施設の整備が必要です。 

 

③ 近隣自治体等の焼却施設の状況、施設更新計画等の調査（表 4.11） 

 現有施設が寿命を迎え、施設の更新が計画されている施設が多く、柳泉園組合、多

摩川衛生組合を除き、建設中、工事着手決定、又は施設計画中となっています。 

 柳泉園組合は、長期包括管理運営委託の事業者選定を開始しており、現有施設を平

成 44 年まで稼働させる計画となっています。 

 

  東村山市及び近隣自治体における施設更新計画は整合が図りにくいと考えられます。 

 



 

- 26 - 

 

表 4.11 東村山市及び近隣自治体等の焼却施設の状況、施設整備計画等 

（平成 29 年 9 月検討時点） 

 

3) 考察 

単独処理及び広域処理の実現可能性について、以下の通り整理しました。（表 4.12） 

 

表 4.12 単独処理及び広域処理の実現可能性 

 
単独処理 

広域処理 

市内に施設を整備 市外に施設を整備 

実現可能性 

 本市の計画に基づき実施

することが可能です。 

 東村山市及び近隣自治体

における、現有施設の供

用可能年数及び施設更新

計画が整合しないことか

ら、市内に施設を整備す

る広域化の実現には課題

があります。 

 東村山市及び近隣自治体

における、現有施設の供

用可能年数及び施設更新

計画が整合しないことか

ら、市外に施設を整備す

る広域化の実現には課題

があります。 

 竣工年次 処理能力 計画状況 

柳泉園組合 

平成 13 年 12 月 

（平成 12 年 11 月稼

働開始） 

315t/日 

(105t/日×3 炉) 

施設の運転・維持管理業務について、平成 29 年から

平成 44 年までの 15 年間に渡る大規模補修を含めた

長期包括運営管理委託を予定しており、委託する民間

事業者を決定するために平成 28 年 8 月に入札公告を

行った。また、包括管理委託終了後となる平成 44 年

以降は 5 年間程度の稼働を予定するとしている。 

小平・村山・ 

大和衛生組合 

昭和 50 年 3 月 

昭和 61 年 11 月 

150t/日×1 炉 

105t/日×2 炉 

ごみ焼却施設の更新について、現有用地内に平成 32

年度に着手、平成 36 年度に竣工を目標として新施設

を建設する基本方針について、組織市 3 市が合意して

いる。現在は、基本方針に基づく施設基本計画の検討

を進めている。 

武蔵野市 

既存施設： 

昭和 59 年 10 月 

195t/日 

(65t/日×3 炉) 

平成 26 年より工事開始していた新クリーンセンター

が、平成 29 年 4 月 1 日より本格稼働している。 

新施設（予定）： 

平成 29 年 4 月 

120t/日 

(60t/日×2 炉) 

国分寺市 昭和 60 年 10 月 
140t/日 

(70t/日×2 炉) 

日野市・国分寺市・小金井市の 3 市で構成する「浅川

清流環境組合」を設立し、平成 32 年 4 月の本格稼働

開始を目指し、日野市に新可燃ごみ処理施設を建設す

る計画である。既に事業者との契約を締結し、平成 29

年度中に工事着手の予定。 

小金井市 ― ― 

立川市 
昭和 54 年 10 月 

平成 9 年 3 月 

90t/日×2 炉 

100t/日×1 炉 

平成 34 年度の新清掃工場稼働開始を目指し、平成 25

年 2 月に新清掃工場候補地を発表し、周辺住民とかか

わりながら検討を進め、平成 29 年 3 月に基本計画を

策定した。今後はこの基本計画に基づき、事業者選定

や用地取得に取り組むとともに、生活環境影響調査を

継続して行う予定としている。 

多摩川 

衛生組合 
平成 10 年 3 月 

450t/日 

(150t/日×3 炉) 

現在、新規計画及び維持管理計画等は公表されていな

い。 

東村山市 昭和 56 年 9 月 
150t/日 

(75t/日×2 炉) 

今後、建物躯体や基幹設備の老朽化が見込まれること

や、一般的な焼却施設の寿命を考えると、なるべく早

い時期に新たな焼却施設の整備が必要。 
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4.6.2 近隣自治体等での受入可能性の調査 

 受入可能性の検討 

柳泉園クリーンポートの処理量の余裕分と、東村山市の排出ごみ量について、直近の実績

値に基づく比較及び将来推計値に基づく比較によって、東村山市の燃やせるごみ量の受入可

能性について検討を行いました。 

柳泉園クリーンポートの年間計画処理量（設計値）は公開されていないため、「廃棄物処理

施設整備費国庫補助金交付要綱の取扱いについて」（平成 15 年 12 月 15 日 環廃対発第

031215002）に基づき、仮に施設規模から逆算し、84,672 t/年と推計されます。 

 

1) 実績値に基づく検討 

 東村山市と柳泉園組合それぞれの処理量実績について、整理しました。 

 国の通知に基づき、仮に施設規模から逆算した柳泉園の年間計画処理量推計値から、

柳泉園の処理量実績値（平成 27 年度）を差引き、処理量余裕分を求めました。 

 

柳泉園組合の余裕分よりも東村山市の処理量実績が大きいため、実績値に基づいた場合、

柳泉園クリーンポートで東村山市の処理量の全量を受け入れることは難しい状況です。 

 

2) 将来推計値に基づく検討 

 東村山市と柳泉園組合それぞれの処理量の将来推計値について、整理しました。 

 国の通知に基づき、仮に施設規模から逆算した柳泉園の将来推計値を差引き、処理

量余裕分を求めました。 

東村山市では、平成 32 年度、柳泉園組合では平成 33 年度を一般廃棄物処理基本計

画の計画最終年度としていることから、推計の時期を整合させるため、平成 32 年度

の推計値を基に検討を行いました。 

 

平成 32 年度の推計に基づく検討によると、柳泉園組合の余裕分よりも東村山市の処理量

が大きいため、将来推計値に基づいた場合も同様に、柳泉園クリーンポートで東村山市の

処理量の全量を受け入れることは難しい状況です。 

 

 まとめ 

最新の公表されている処理量実績値（平成 27 年度）に基づく検討、及び処理量推計値（平

成 32 年度）に基づく検討のいずれにおいても、柳泉園クリーンポートの計画処理量推計値

から試算した余裕分は、東村山市の処理量を下回っているため、東村山市の処理量の全量を

受け入れることは困難と考えられます。 

また、上記の推計値には災害廃棄物分を含んでいないため、災害廃棄物の受入れを考慮し

た場合、災害時の廃棄物処理の対応が難しい状況になることも考えられます。 

以上のことから、柳泉園組合の現有施設を利用した広域化の実現には課題があります。 
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4.7 単独処理及び広域処理に関する検討のまとめ 

4.7.1 単独処理及び広域処理に関する検証結果の整理 

 検証項目の優先度（重要度） 

【優先度（重要度）１】 実現可能性に係る項目 

【優先度（重要度）２】 環境的側面・経済的側面・社会的側面に係る項目 

 

 総合評価検討方法 

検証内容は、上記の優先度（重要度）も勘案し、定性評価によってとりまとめを行ってい

ます。なお、各検証項目に比較検討した結果、単独処理及び広域処理に大きな相違が見られ

ない検証項目については同評価としています。 

 

4.7.2 単独処理及び広域処理に関する検討のまとめ 

本検討会では、単独処理及び広域処理に関する議論を重ねた結果、4 つの検証項目について、

以下の通り検証結果を整理しました。（表 4.13） 

 

 各検証項目のまとめ  

【環境的側面に係る項目】 

国や都の方針から抽出した、「ダイオキシン類削減対策」、「焼却残渣の高度処理対策」、

「マテリアルリサイクルの推進」、「サーマルリサイクルの推進」、「最終処分場の確保対策」

の 5 つの検証項目については、単独処理及び広域処理にかかわらず、国や都の求める対策

を実現することが可能です。「CO2排出量」については、単独処理及び広域処理のいずれに

おいても CO2排出量の削減が期待できます。 

以上より、環境的側面に係る項目においては単独処理及び広域処理は同評価とします。 

 

【経済的側面に係る項目】 

「施設整備費」、「維持管理・運転費」については、国内で近年に竣工した事例の調査結

果において、施設規模が大きくなることで費用の低減がなされる傾向にあることから、い

ずれも広域処理に優位性があるといえます。 

また、「収集運搬費」については、現状の収集運搬委託費に基づき、単独処理及び広域処

理の収集運搬費を試算した結果、焼却施設までの距離に応じて費用が増加することから、

単独処理及び市内に広域処理の焼却施設を整備した場合に優位性があるといえます。 

ただし、「施設整備費」、「維持管理・運転費」、「収集運搬費」を合計した費用では、広域

処理に優位性があることから、経済的側面に係る項目においては、広域処理に優位性があ

るといえます。 

 

【社会的側面に係る項目】 

「ごみの分別・収集・運搬に係る市民生活への影響」については、広域処理とした場合、

ごみの分別・収集区分が変更となり、市民の分別作業が変更される可能性があること、及

び、収集車両の通行による住環境の悪化や、自己搬入の際の利便性低下が懸念されること
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から、単独処理に優位性があるといえます。 

また、「市民意識への影響」については、市外に施設整備する広域処理の場合、ごみ処理

施設に関する具体的な市民意識が薄くなる可能性があることから、単独処理及び市内に広

域処理の焼却施設を整備した場合に優位性があるといえます。 

また、「災害時等における市民生活への影響」については、災害時における交通規制や、

構成自治体との調整による廃棄物処理の遅延、及び、災害時の避難施設や、エネルギー供

給施設としての機能を考慮すると、最も優位性があるのは、単独処理といえます。 

よって、社会的側面に係る項目においては、単独処理に優位性があるといえます。 

 

【実現可能性に係る項目】 

東村山市の近隣自治体等においては、多くの現有施設が寿命を迎え、新たな施設の建設

中、工事着手決定、又は施設計画中となっています。柳泉園組合においては、現有施設を

平成 44 年まで稼働させる計画となっています。 

よって、東村山市及び近隣自治体等における、現有施設の供用可能年数や施設更新計画

が整合しないことから、広域処理の実現は困難であるといえます。 

 

 検証結果のまとめ 

「優先度（重要度）1」である「実現可能性に係る評価」においては、広域処理については

現状実現可能とは判断できないことから、単独処理に優位性があると評価します。 

また、「優先度（重要度）2」である「環境的側面に係る評価」においては単独処理及び広

域処理は同評価、「経済的側面に係る評価」においては広域処理に優位性があり、「社会的側

面に係る評価」においては単独処理に優位性があると評価します。 

本検討会としては、これら優先度（重要度）の考え方を踏まえ検討を進め、災害時に臨機

応変に対応できる単独処理という流れにあるのではないか、安心して住めるまちづくりに資

する施設とするべき、地域に貢献できる施設としてほしい等、活発な議論がなされた結果、

本検討会の総意として、東村山市の新たなごみ処理施設は、単独処理の方式とすることが望

ましいと結論づけます。 

ただし、今回計画するごみ処理施設は、単独処理を基本に検討を進めるものの、更に先の

将来、施設のあり方を考える際には、その時点での国の方針や本市を含めた周辺自治体等の

状況を踏まえ、改めて単独処理及び広域処理に関する十分な検討を行う必要があると考えま

す。 

 

今後、単独処理で事業を進めるにあたっては、本検討会での議論を踏まえ、以下に配慮す

べき事項を記載します。 

 

○安心して住めるまちづくりに資する施設とする 

○地域に貢献できる施設とする 

○経済性についても十分に考慮した施設とする 

○災害に強い施設とする
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表 4.13 単独処理及び広域処理に関する検討のまとめ 

検証項目 検証内容 

検証結果 

まとめ 
単独処理 

広域処理 

市内に施設を整備 市外に施設を整備 

環境的側面

に係る項目

（上位計画

との整合） 

(1) ダイオキシン類削減対

策 

・ ダイオキシン類の排出の少ない全連

続炉を採用できるか。 
単独処理及び広域処理のいずれにおいても対応が可能です。 

単独処理及び広域処理において大きな相違が見られ

ないため、同評価とします。 

(2) 焼却残渣の高度処理対

策 

・ 焼却残渣の排出量削減、再利用に寄

与するか。 
単独処理でも広域処理でも、資源化が可能なため、問題ありません。 

単独処理及び広域処理において大きな相違が見られ

ないため、同評価とします。 

(3) マテリアルリサイクル

の推進 

・ 一定の資源物量の確保、流通過程で

の合理化を図ることができるか。 
単独処理でも広域処理でも、適切な分別処理で実現は可能です。 

単独処理及び広域処理において大きな相違が見られ

ないため、同評価とします。 

(4) サーマルリサイクルの

推進 

・ ごみ発電等の余熱利用を効率的に行

えるか。 
単独処理でも広域処理でも、実現は可能です。 

単独処理及び広域処理において大きな相違が見られ

ないため、同評価とします。 

(5) 最終処分場の確保対策 ・ 広域的な最終処分が行えるか。 単独処理でも広域処理でも、その対応は変わりません。 
単独処理及び広域処理において大きな相違が見られ

ないため、同評価とします。 

(6) CO2排出量 
・ CO2 排出量を低減することができる

か。 
単独処理及び広域処理のいずれにおいても CO2排出量の削減が期待できます。 

単独処理及び広域処理において大きな相違が見られ

ないため、同評価とします。 

経済的側面

に係る評価 

(1) 施設整備費 
・ 施設整備費（イニシャルコスト）の

低減を図ることができるか。 

・ 過去 12 年の国内の事例に基づく傾向より、施設規

模 1t あたりの施設整備費において、広域処理と比

較して高くなる傾向が推測されます。但し、建設費

の高騰により、直近 3 年の傾向においては、広域処

理と比較して、大きく変わらない傾向が推測されま

す。 

・ 過去 12 年の国内の事例に基づく傾向より、施設規

模 1t あたりの施設整備費において、単独処理と比

較して施設整備費の低減がなされることが推測さ

れます。但し、建設費の高騰により、直近 3 年の傾

向においては、単独処理と比較して大きな低減がみ

られない傾向が推測されます。 

・ 過去 12 年の国内の事例に基づく傾向より、施設規

模 1t あたりの施設整備費において、単独処理と比

較して施設整備費の低減がなされることが推測さ

れます。但し、建設費の高騰により、直近 3 年の傾

向においては、単独処理と比較して大きな低減がみ

られない傾向が推測されます。 

施設規模が大きくなることで施設整備費の低減がな

される傾向にあることから、広域処理に優位性があ

るといえます。 

 

(2) 施設の維持管理・運転

費 

・ 施設の維持管理・運転費（ランニン

グコスト）の低減を図ることができ

るか。 

・ 運転管理費（人件費）は施設規模によって費用は変

わらない傾向にあるため、施設規模 1t・1 日あたり

で比較すると、広域処理より高くなると推測されま

す。 

・ 運転管理費（人件費）は施設規模によって費用は変

わらない傾向にあるため、施設規模 1t・1 日あたり

で比較すると、単独処理より低減がなされると推測

されます。 

・ 運転管理費（人件費）は施設規模によって費用は変

わらない傾向にあるため、施設規模 1t・1 日あたり

で比較すると、単独処理より低減がなされると推測

されます。 

施設規模が大きくなることで施設の維持管理・運転

費の低減がなされる傾向にあることから、広域処理

に優位性があるといえます。 

 

(3) 収集運搬費 

・ 収集場所からごみ処理施設までの収

集運搬費の低減を図ることができる

か。 

・ 現状と同じ ・ 現状と同じ ・ 収集運搬費は、距離に応じて増額となります。 

・ 半径 2.5km 圏内の場合は、現状と同じです。 

・ 半径 5km 圏内の場合は、現状より約 2 割程度、増

額になると推測できます。 

焼却施設までの距離に応じて費用が増加することか

ら、単独処理、及び市内に広域処理の焼却施設を整

備した場合に優位性があるといえます。 

社会的側面

に係る評価 

(1) ごみの分別・収集・運

搬に係る市民生活への

影響 

・ ごみの分別・収集の方法等の変更に

より、市民生活への影響があるか。 

・ ごみ処理施設までの距離の変化など

により、市民生活への影響があるか。 

・ 現状と同じ ・ ごみの分別・収集区分が変更となり、市民の分別作

業が細分化又は簡素化される可能性があります。 

・ ごみの分別・収集区分が変更となり、市民の分別作

業が細分化又は簡素化される可能性があります。 

広域処理とした場合、ごみの分別・収集区分が変更

となり、市民の分別作業が変更される可能性がある

こと、及び、収集車両の通行による住環境の悪化や、

自己搬入の際の利便性低下が懸念されることから、

単独処理に優位性があるといえます。 

・ 現状と同じ ・ 他自治体の運搬車両が市内を通過するため、騒音・

振動・排気ガス等による住環境の悪化や渋滞等によ

る道路交通の悪化が懸念されます。 

・ ごみの自己搬入できる日時の制限や手続きの複雑

化のために、利便性が低下する可能性があります。 

・ 建設地によっては、他自治体の運搬車両が通過する

可能性が推測され、騒音・振動・排気ガス等による

住環境の悪化や渋滞等による道路交通の悪化の可

能性がありますが、施設が市内にあることによる施

設周辺への交通集中はなくなると推測されます。 

・ ごみの自己搬入できる日時の制限や手続きの複雑

化のために、利便性が低下する可能性があります。 

・ 自己搬入の際、建設地によっては、遠方まで運搬す

る事になり、利便性が低下する可能性があります。 

 

(2) 市民意識への影響 

・ ごみ処理施設の設置場所が市内か他

地域かにより、ごみ排出削減に対す

る市民意識への影響があるか。 

・ 市民のごみ減量に関する意識とごみ処理施設の認

知度や施設の稼働にかかわる内容への市民意識を

保持することができます。 

 

・ 市民のごみ減量に関する意識とごみ処理施設の認

知度や施設の稼働にかかわる内容への市民意識を

保持することができます。 

 

・ 市民のごみ減量に関する意識は保持できますが、ご

み処理施設に関する具体的な意識が薄くなる可能

性があると考えられます。 

 

市外に施設整備する広域処理の場合、ごみ処理施設

に関する具体的な市民意識が薄くなる可能性がある

ことから、単独処理及び市内に広域処理の焼却施設

を整備した場合に優位性があるといえます。 

 

(3) 災害時等における市民

生活への影響 

・ 災害時等における廃棄物の処理にお

いて、市民生活への影響があるか。 

・ 安定的な炉の停止、運転再開により災害廃棄物を処

理することが可能となります。 

・ 災害時の交通規制の影響は少なく、市の判断で市内

の廃棄物等を迅速に処理することが可能となり、市

民生活の早期再建に貢献できる可能性があります。 

・ 安定的な炉の停止、運転再開により災害廃棄物を処

理することが可能となります。 

・ 災害時の交通規制の影響は少なく、市内の廃棄物等

を処理することが可能となりますが、構成自治体と

の調整が必要となり、処理が迅速に行えず、市民生

活の再建が遅延する可能性があります。 

・ 安定的な炉の停止、運転再開により災害廃棄物を処

理することが可能となります。 

・ 災害時の交通規制による収集運搬への影響や構成

自治体との調整による廃棄物の処理の遅延など、市

民生活の再建が遅延する可能性があります。 

災害時において、交通規制や、構成自治体との調整

による廃棄物処理の遅延、及び、災害時の避難施設

や、エネルギー供給施設としての機能を考慮すると、

最も優位性があるのは、単独処理といえます。 

・ 周辺住民の避難施設として利用することが可能と

なります。 

・ 市の災害政策を反映した施設整備が可能となり、災

害時の周辺施設へのエネルギー供給計画が容易と

なる可能性があります。 

・ 周辺住民の避難施設として利用することが可能と

なります。 

・ 災害時の周辺施設へのエネルギー供給が可能です

が、構成自治体との協議が必要となる可能性があり

ます。 

・ 周辺住民の避難施設としての利用が可能となって

も、東村山市民は利用できない可能性があります。 

・ 災害時の周辺施設へのエネルギー供給が可能な場

合でも、本市の施設へのエネルギー供給は難しくな

る可能性があります。 

実現可能性

に係る評価 (1) 周辺自治体の状況から

みた実現可能性 

・ 隣接する周辺自治体の状況や単独処

理及び広域処理における課題を把握

した上で、実現可能性が高いかどう

か。 

・ 本市の計画に基づき実施することが可能です。 ・ 東村山市及び近隣自治体における、現有施設の供用

可能年数及び施設更新計画が整合しないことから、

市内に施設を整備する広域化の実現には課題があ

ります。 

・ 東村山市及び近隣自治体における、現有施設の供用

可能年数及び施設更新計画が整合しないことから、

市外に施設を整備する広域化の実現には課題があ

ります。 

広域処理については課題があり、実現は困難と判断

できることから、単独処理に優位性があるといえま

す。 

総まとめ 

「優先度（重要度）1」である「実現可能性に係る評価」において、広域処理については現状実現可能とは判断できないことから、単独処理に優位性があると評価します。 

また、「優先度（重要度）2」である「環境的側面に係る評価」においては、単独処理及び広域処理は同評価、「経済的側面に係る評価」においては、広域処理に優位性があり、「社会的側面に係る評価」においては単独

処理に優位性があると評価します。 

本検討会としては、これら優先度（重要度）の考え方を踏まえ検討を進め、議論した結果、東村山市の新たなごみ処理施設は、単独処理の方式とすることが望ましいと結論づけます。 

ただし、今回計画するごみ処理施設は、単独処理を基本に進めるものの、更に先の将来、施設のあり方を考える際には、改めて単独処理及び広域処理に関する十分な検討を行う必要があります。 

今後、単独処理で事業を進めるにあたっては、本検討会での議論を踏まえ、以下に配慮すべき事項を記載します。 

○安心して住めるまちづくりに資する施設とする ○地域に貢献できる施設とする ○経済性についても十分に考慮した施設とする ○災害に強い施設とする   
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