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単独処理及び広域処理に関する検討のまとめ 
 

 

これまでのあり方検討会において、単独処理及び広域処理に関する議論を重ねた結果について、

以下の通り検証結果を整理します。 

 

１. 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係らず、国や都の求める対策を実現することが可能です。 

また、「CO2排出量」については、単独処理及び広域処理に関わらず、燃やせるごみの焼却及び、

収集運搬による CO2排出量に大きな差は見られず、余熱を利用した発電による CO2削減量は、単

独処理及び広域処理いずれの場合においても、現状と比較して大幅な削減が可能と推測されます。

よって、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それぞ

れ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。 
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【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、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。 

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。 

 

２. 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にしてほしい等、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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単独処理及び広域処理に関する検討のまとめ（案） 

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係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係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、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、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    


