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単独処理及び広域処理に関する検討【経済的側面】 

 

【施設整備費及び施設の維持管理費・運転費について】 
 

1. 検討方法 

ごみ焼却施設における、「①施設整備費」、「②施設の維持管理費・運転費」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、以下の内容を整理し、処理規模

の違いによる経済的側面の比較検討を行います。 

経済的側面の検討で想定する施設規模は、第 3 回あり方検討会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/日と設定します。 

 

（１）類似事例について 

平成 17年度以降（約 1２年間）に竣工となった焼却炉方式を採用している施設、8２施設 

の施設整備費、施設の維持管理・運転費について整理を行います。 

また、東日本大震災の復興関連事業や、2020年東京オリンピック関連の建設需要の増加を起 

因とする建設労務費や建設物価の高騰があるため、その影響等を踏まえた近年の施設整備費、 

施設の維持管理・運転費について検討します。 

 

（２）プラントメーカーへのヒアリング 

施設整備費、施設の維持管理・運転費、またHCｌ・SOx除去設備（湿式・乾式）等につい 

て、実績を有するプラントメーカーへのヒアリングを実施します。 
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① 施設整備費 
 

1. 類似事例について 

 

（１） 近年の施設整備費の動向及び施設規模と施設整備費総額の関係 

・ 過去の約 1２年間における傾向からは、施設整備費は施設規模に比例して増える傾向に

あることから、直近の動向を踏まえた価格を比較する必要があります。（図１） 

・ 最近の施設整備費の傾向は、単独処理・広域処理ともに近年の施設整備費高騰の影響が

顕著に表れており、施設規模が大きくなるに従い、その影響を大きく受けている傾向が

あります。 

・ 過去の約 1２年間の傾向では、施設規模 1tあたりの単価については、単独処理（100t/

日）の場合は約 6400 万円、広域処理（300t/日）の場合は約 4400 万円となり、施

設規模が大きくなるほど下がる傾向にあります。 

・ 直近３年間の傾向では、施設規模 1tあたりの単価について、単独処理（100t/日）の場

合は約 7500 万円、広域処理（300t/日）の場合は約 7200 万円となり、大きな低減

がみられない傾向が推測されます。 

 
（注）■過去 1２年間の施設規模 1t あたりの単価 

100t/日： 6,438,300 千円÷100t＝64,383 千円→ 約 6400 万円 

    300t/日：13,314,900 千円÷300t＝44,383 千円→ 約 4400 万円(単独比 69％) 

■直近 3 年間の施設規模 1tあたりの単価 

100t/日： 7,512,556 千円÷100t＝75,126 千円→ 約 7500 万円 

    300t/日：21,741,956 千円÷300t＝72,473 千円→ 約 7200 万円(単独比 96％) 

相関係数：2 つの確率変数の間にある関係の強弱を測る指標。1 に近いほど相関が強く、0.4～0.7 で相関 

がある、0.7 以上でかなり強い相関があるとされる。 

   E：10 の n 乗を表す指数表記。aE+n で、a×10nとなる。 

図１ 施設規模と施設整備費の関係 
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（２）広域処理における費用負担 

・ 広域処理を行う焼却施設における、構成自治体の施設整備費の費用負担については、公

開されている事例を参考とすると、以下のとおりです。（表 1） 

・ 施設整備費については、均等もしくはごみ処理量・人口等により、負担額が決定されて

いる事例が多いが、周辺整備費を施設建設用地でない自治体が負担している事例もあり

ます。 

 

表 1 広域処理における費用負担の事例 

 浅川清流環境組合 

(日野市、国分寺市、 

小金井市) 

高座清掃施設組合 

(座間市、海老名市、 

綾瀬市) 

東総地区広域市町村圏

事務組合 

(銚子市、旭市、匝瑳
そ う さ

市) 

施設建設用地 日野市 海老名市 旭市 

施設整備費 3 市で均等に負担 
ごみ処理量・人口等に

より、負担割合を決定 

ごみ処理量・人口等に

より、負担割合を決定 

施設整備費にかか

る周辺整備費 

周辺整備費を国分寺市、

小金井市で均等に負担 

周辺整備費は 3 市で均

等に負担 
― 

※各組合の規則に基づき作成。 

 

2. プラントメーカーへのヒアリング 

・ 施設整備費、また HCｌ・SOx 除去設備（湿式・乾式）において、経済的な差異につい

て、実績を有するプラントメーカーに対するヒアリングを実施した結果は以下のとおり

です。 

・ HCl・SOx 除去設備の違いによる費用の差について、湿式処理とした場合、乾式処理と

比較して約 20％の増額となることが想定されます。 

・ 施設整備費は、類似事例の整理と同様、単独の処理施設と比較し低減が見込めるという

プラントメーカーと、単価において差異のないプラントメーカーがありました。 
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3. 考察 

・ 単独処理及び広域処理における施設整備費については、以下のとおりです。（表２） 

・ 類似事例の整理結果によると、施設整備費の 1t あたりの単価において過去 1２年間の傾

向は、広域処理の場合の方が単価の低減がみてとれるが、直近 3 年間の傾向ではおおき

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・広域処理ともにその影響を受けるが、施設規模が大きくなるに従い、そ

の影響を大きく受ける傾向があると推測されます。 

・ プラントメーカーへのヒアリング結果は、類似事例の整理結果と同様に広域処理の施設

整備費において単独処理の 1t あたりの単価と比べて低減傾向がみられるプラントメー

カーと、単価がほぼ変わらないプラントメーカーがありました。 

・ 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るが、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。 

 

表２ 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1

2
年
間
の
傾
向 

 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。 

 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。 

 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。 

直
近3

年
間
の
傾
向 

 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、大き

く変わらない傾向

が推測されます。 

 施設規模 1t あたりの施設

整備費において、単独処理

と比較して大きな低減が

みられない傾向が推測さ

れます。 

 施設規模 1t あたりの施設

整備費において、単独処理

と比較して大きな低減がみ

られない傾向が推測されま

す。 

 近年の建設労務費や建設物価の高騰の影響を受け、施設規模が大きくなるに従い

施設整備費が高くなる傾向にあると推測されます。 
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② 施設の維持管理・運転費 
 

1. 類似事例の調査 

（１）近年の維持管理・運転費の動向 

・ 施設の維持管理・運転費における、施設規模 1ｔ・1 日あたりの単価は、施設規模に比

例して下がる傾向にあります。（図２） 

・ 過去約 1２年間における傾向から、単独処理（100t/日）の場合は約 8 千円/t・日、広

域処理（300t/日）の場合は約 5 千円/t・日の維持管理・運転費を要すると推測されま

す。※１ 

・ 広域処理の維持管理・運転費は単独処理の６割程度の費用となっています。 

 

※１ 維持管理・運転費の単価（t・日）は、一年間にかかる維持管理・運転費÷36５（日）÷ 

施設規模であり、実際の処理量及び実稼働日数ではない。 

 

図２ 施設規模と施設の維持管理・運転費の関係 
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（２）広域処理における費用負担 

・ 広域処理を行う焼却施設における、構成自治体の維持管理・運転費の費用負担について

は、公開されている事例を参考とすると、以下のとおりです。（表３） 

・ 維持管理・運転費については、均等割もしくはごみ処理量・人口等により、負担額が決定

されている事例が多くなっております。 

表３ 広域処理における費用負担の事例 

 浅川清流環境組合 

(日野市、国分寺市、 

小金井市) 

高座清掃施設組合 

(座間市、海老名市、 

綾瀬市) 

東総地区広域市町村圏

事務組合 

(銚子市、旭市、匝瑳市) 

施設建設用地 日野市 海老名市 旭市 

維持管理・運転費 3 市で均等に負担 
ごみ処理量・人口等によ

り、負担割合を決定 

ごみ処理量・人口等によ

り、負担割合を決定 

※各組合の規則に基づき作成。 

 

2. プラントメーカーへのヒアリング 

・ 前述のプラントメーカーにおいて、施設の維持管理・運転費用についてヒアリングをし

た結果は以下のとおりです。 

・ 維持管理・運転費は、主に維持管理修繕費、運転管理費（人件費）、用役費によって構

成される。そのうち、運転管理費（人件費）については施設規模の大小によって人員数

は変わらず、費用は変わらない傾向にあるため、１ｔあたりの単価で比較すると施設規

模の大きい広域処理の方が下がる傾向にあります。 

 

3. 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とおりである。（表４） 

・ 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・運転費について

は、単価が単独処理の 6割程度の金額となることが推測されます。 

 

 

表４ 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。 
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③ 収集運搬費 
 

1. 検討方法 

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、検討を行うものとします。 

なお、収集形態については、近隣事例においても各自治体にて委託する例が多いため、今回

の検討でも収集運搬は広域化しないことを前提とします。 

 

（１）燃やせるごみ 委託料の設定 

・ 過去 5年間の燃やせるごみの委託料について整理を行いました。（表５） 

・ 平成 26 年 10 月以降、ごみの収集形態が変更となっているため、変更後年間を通して

実施した平成 27年度の委託料を参考にして試算を行います。 

 

表５ 過去 5 年間の燃やせるごみの委託料 

  
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

ごみ収集委託料 (円/年) 420,773,850  429,189,600  435,301,650  447,201,108  453,746,405  

（可燃、不燃、ペットボトル、容器包装プラスチック）           

搬入台数合計 (台/年) 17,490  17,247  16,809  16,558  16,328  

- 燃やせるごみ   10,132  9,992  9,734  9,681  9,642  

- 燃やせないごみ 
 

1,956  1,949  1,903  1,852  1,881  

- ペットボトル 
 

1,385  1,365  1,330  700  - 

- 容器包装プラスチック   4,017  3,941  3,842  4,325  4,805  

上記のうち、燃やせるごみ台数 (台/年) 10,132  9,992  9,734  9,681  9,642  

燃やせるごみ 委託料（想定）   243,755,326  248,649,764  252,080,806  261,465,994  267,946,034  

１台当たりの委託料 (円/台) 24,058  24,885  25,897  27,008  27,789  

燃やせるごみ１日の台数 (台/日) 49  49  47  47  47  

燃やせるごみ年間収集日数 (日/年) 207  204  207  206  205  

      参考データ 

 

（２）広域処理の場合の範囲設定 

・ 次の 2パターンにて検討を行います。 

①市の中心から半径 2.5km 圏内 

②市の中心から半径 5km 圏内 
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2. 収集運搬費の試算 

（１）広域処理の場合の試算方法 

① 半径 2.5km 圏内の場合： 

秋水園が市の中心からおよそ 2.5km であるため、半径 2.5km 圏内での広域処理の場合

は、現状と同等と想定できます。 

② 半径 5km 圏内の場合： 

・収集運搬距離が現状より往復それぞれ 2.5km移動距離を加算し、その距離での収集時間

を試算。 

・現在の収集時間（A）と、距離が長くなった場合の収集時間（B）との増分を試算。（B/A） 

・時間比(B/A)と現在の収集台数（C）から、広域処理とした場合の収集台数を想定。   

(C×(B/A)) 

 

（２）広域処理の場合の収集運搬費の想定 

① 半径 2.5km 圏内の場合： 

半径 2.5km 圏内での広域処理の場合は、現状と同等の収集運搬費と想定できます。 

② 半径 5km 圏内の場合： 

市の中心から半径 5km 圏内での広域処理の場合、現状と比較して収集運搬費が 2 割程

度、増額になると想定できます。（表６） 

表６ 年間委託料の想定 

    広域処理想定 平成 27 年度 比較 備考 

1 日の想定トリップ数 （台/日） 55.0  47  117%  

年間の収集日数 （日/台） 205  205    ※平成 27 年度の実績を採用 

収集台数 （年/台） 11,275  9,642  117%    

1 台当たりの委託料 （円/台） 27,789  27,789    ※平成 27 年度の実績を採用  

年間委託料（想定） （円/年） 313,326,232  267,946,034  117%  

 

3. 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、以下のとおりです。（表７） 

 

表７ 単独処理及び広域処理における収集運搬費 

 単独処理 
広域処理 

市内に施設を整備 市外に施設を整備 

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。 

 


