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5． 単独処理及び広域処理に関する検討 

 

5.1 ごみ処理施設の単独処理及び広域処理の検討手順 

 

東村山市の今後のごみ処理の単独処理及び広域処理については、以下の手順で検討・検証を

行いました。 

検討にあたっては、単独処理及び広域処理についての検証項目を複数設定し、比較検討する

ことにより、それぞれの処理方式における課題事項について整理しています。 

 

 

 

 

 ごみの単独処理及び広域処理を比較検討するために必要な検証項目及び検証内容

について検討、整理しました。 

 各項目にかかる検証方法について議論しました。 

 

 

 

 

 

 前回検討内容の再整理（各項目における検証方法の確認）を行いました。 

 単独処理及び広域処理についての各検証項目について議論しました。 

 

 

 

 

 

 第３回、第４回の検討会における検討・検証結果を受けて、更に検討・検証が必要

となった項目について議論しました。 

 これまでに議論された検証結果を踏まえ、各検証項目のまとめについて議論しまし

た。 

 

 

 

 

 

 第５回の検討会における各検証項目のまとめを受けて、単独処理及び広域処理の総

まとめについて議論しました。 

  

①：検証項目・検証内容の整理・検証方法について検討【10 月 13 日 第 3 回検討会】 

②：各検証項目に対する検討 【11 月 26 日 第４回検討会】 

③：単独処理及び広域処理の比較・検討結果まとめ   【1 月 27 日 第５回検討会】 

④：単独処理及び広域処理の比較・検討結果総まとめ  【3 月 13 日 第６回検討会】 
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5.2 単独処理及び広域処理の検証項目及び検証内容の整理 
 

単独処理及び広域処理については、検証項目を設定し、複数の視点から比較検討を行いまし

た。その前提として、検討する内容が国や都のごみ処理に対する基本的な方針に沿っている必

要があることから、最初に、上位計画の内容を整理し、その整合性の確認を行いました。 

 

5.2.1 国や都の方針（上位計画）との整合性の確認 

（1） 国の方針の確認 

廃棄物処理施設に関して、国は平成９年に「ごみ処理の広域化計画について※1」の通知

をしており、ごみの排出量の増大等に伴う最終処分場の確保難、リサイクルの必要性の高ま

り、ダイオキシン対策等の高度な環境保全対策の必要性等、適正なごみ処理を推進するにあ

たっての課題への対応として、６つの視点を十分踏まえた広域化計画の作成が必要である

としています。 

※1 平成９年５月 28 日付 環衛 173 号 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長 

 

６つの視点 

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 公共事業のコスト縮減  

 

また、広域化計画の策定にあたっては、可能な限り焼却能力 300t/日以上(最低でも 100t/日

以上)の全連続式ごみ焼却施設を設置できるよう、市町村を広域ブロック化することとされ

ています。 

 

（2） 都の方針の確認 

都については、上記の国の通知を受け、平成 10 年度から平成 19 年度までの 10 年間を期

間とする「東京都ごみ処理広域化計画」を策定し、以下の３点を重点目標としています。 

 

３つの重点目標 

① ダイオキシン類の削減  

② 小規模焼却施設の解消 （原則として全連続式 100t/日以上） 

③ 焼却残渣の減量化・資源化  
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5.2.2 検証項目の整理 

国及び都の方針や、施設計画の検討に影響があると想定される項目を整理し、以下の４つの

検証項目・検証内容を設定しました。 

 

（1） 環境的側面に係る項目 

国の６つの視点と都の３つの重点目標を整理し、経済的側面に係る検証項目となるコス

トの項目を除いた、以下の（1）～（5）の５項目について、検討会において議論及び検証結

果の確認を行いました。 

検討会における議論の結果、「（6）CO2 排出量」を検証項目に加えることとし、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  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。 

(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。 

(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。 

(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。 

(5) 最終処分場の確保対策  広域的な最終処分が行えるか。 

(6) CO2排出量  CO2排出量を低減することができるか。 

※1：小規模焼却施設の解消 原則として全連続式 100t/日以上を確保。 

⇒施設規模の想定で 100t/日であるため、現時点で単独処理

でも施設規模として問題はない。 

※2：公共事業のコスト縮減 ⇒経済的側面に係る検証項目として扱う 

 

（2） 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  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。 

(2) 施設の維持管理・運転費※1  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。 

(3) 収集運搬費  各集積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。 

※1：エコセメント化等、焼却残渣の再資源化にかかる費用を含む。 
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（3） 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  ごみの分別、収集の頻度・方法等が変更されるなど

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。 

(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。 

(3) 災害時等における市民生活

への影響 

 災害時等における災害廃棄物の処理において、市

民生活への影響があるか。 

 

（4） 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 

 隣接する周辺自治体の状況及び単独処理・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。 
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5.3 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、「3.2 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。 

 

5.3.1 各検証項目の確認 

（1） 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。 

 

 

（2） 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係らず、焼却残渣の資源化が可能です。 

 

（3） 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係らず、適切な分別処理で実現は可能です。 

 

  

ごみ焼却施設におけるダイオキシン類削減対策の基本は、3T と言われる以下の 3

項目となる。 

・燃焼温度（Temperature 850℃以上） 

・滞留時間（Retention Time 2 秒以上）  

・酸素とごみの熱分解によって生成されるガスの乱流（Turbulence）） 

焼却残渣の排出量削減、再利用に寄与できていることが重要。 

リサイクル可能物を広域的に集めることにより、マテリアルリサイクルを推進す

るとともに、焼却量の減量化を図る。 
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（4） 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係らず、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。 

 

（5） 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係らず、方針に変更はありません。 

 

（6） 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、比較検討を行いました。 

また、比較する基準年度は一般廃棄物処理基本計画の最終年度である平成 32 年度として

います。 

【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す。 

 

（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排出量は以下の通りで

す。また、燃やせるごみの焼却による CO2 排出量は、施設規模に関わらず、ごみ量が同

量であれば CO2排出量も同量となります。 

 

 

 

ごみ発電等の余熱利用を効率的に実施する。 

焼却灰等を処分する最終処分場の広域的な確保を図る。 
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【平成 26 年度】 

｛26,479.90※1×（1-0.5103※2）×0.1653※3×2.77※4｝ 

＋（26,479.90×0.00000095※4×21※5）＋（26,479.90×0.0000567※4×310※5） 

＝6,403.403（t-CO2/年） ≒ 6,403  

 

【平成 32 年度】 

｛（23,412×1.077※6）×（1-0.5103※2）×0.1653※3×2.77※4｝ 

＋｛（23,412×1.077※6）×0.00000095※4×21※5｝ 

＋｛（23,412×1.077※6）×0.0000567※4×310※5｝ 

＝6,097.457（t-CO2/年） ≒ 6,097 

 

※1 平成 26 年度の焼却量実績値 

※2 水分量割合（51.03％） 

※3 プラスチックの組成割合（16.53％） 

※4 排出係数 CO2：一般廃棄物中のプラスチック=2.77(t-CO2/t) 

CH4：連続燃焼式焼却施設=0.00000095 (tCH4/t) 

N2O：連続燃焼式焼却施設=0.0000567(tN2O/t) 

（出典：「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル（平成 28 年 7 月）」）  

※5 温暖化係数：二酸化炭素を基準に、その気体が大気中における濃度あたりの温室効果の 100 年

間の強さを比較して表したもの 

※6 想定する焼却量を算出する係数 

＝「平成 26 年度の焼却量実績値」を「平成 26 年度の燃やせるごみ量実績値」で除した数値 

 

 

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、以下の方法で、収

集運搬による CO2 排出量の試算を行

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

                  図 5.1 東村山市と近隣自治体との距離 
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【収集運搬による CO2排出量の試算方法】 

 

各地区の収集運搬車両の、1 日の往路・作業中・復路の走行距離を合計。 

 

 

1 日の往路・作業中・復路の合計走行距離に原単位※を乗じ、1 日あたりの CO2排出量（A） 

を算出。 

 

 (往路の合計走行距離×320.6)＋(作業中の合計走行距離×345.25)＋(復路の合計走行距離×369.9) 

  ＝1 日あたりの CO2排出量（A） 

 

 

1 日あたりの CO2 排出量（A）に年間の収集日数（B）を乗じ、収集運搬による CO2排出

量（C）を算出。 

 

 1 日あたりの CO2排出量（A）×年間の収集日数（B）＝収集運搬による CO2排出量（C） 

 

※「平成 23 年度 廃棄物収集運搬車両の低公害化に係る調査結果報告書」（東京都）を参考に、現行パッ

カー車の CO2排出量測定値を引用し、往路（積載なし 320.6g/km）、復路（満載時 369.9 g/km）、作

業中（積載なしと満載時の平均 345.25g/km）と設定。 

 

表 5.1 収集運搬による 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 

  半径 2.5km 半径 5km 

A：1 日あたりの CO2排出量 (t-CO2/日) 0.2233 0.2233 0.2233 0.3529 

B：年間の収集日数 （日/台） 205 205 205 205 

C：収集運搬による CO2排出量 (t-CO2/年) 46(45.78) 46(45.78) 46(45.78) 72(72.34) 

 

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。 

なお、広域処理の場合の発電量の帰属分は、排出ごみ量に応じた割合としています。 

 

【単独処理（100t/日）】 

8,000（MWh/年）※1×0.489（t-CO2/ MWh）※2 ＝3,912（t-CO2/年） 

【広域処理（300t/日）】 

30,000（MWh/年）※1×0.489（t-CO2/ MWh）※2÷3 ＝4,890（t-CO2/年） 

※1 プラントメーカーへのヒアリングによって得た、基準ごみにおける年間発電量の概算値 

※2 「総量削減義務と排出量取引制度における特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」 

（平成 27 年４月、東京都環境局）における発電の原単位 
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上記の通り、単独処理及び広域処理の余熱を利用した発電による CO2 削減量の差は約

1000（t-CO2/年）と試算されますが、発電効率は採用する処理システムによって大きく異

なることから、CO2削減量を定量的に判断することは難しく、計画段階において検討が必

要です。 

 

④ CO2総排出量 

以上の検討結果より、燃やせるごみの中間処理を行う過程における CO2 総排出量につ

いて総計値を算出した場合、以下の通りとなります（表 5.2）。 

 単独処理及び広域処理に関わらず、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 5.2 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 

 

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 5.3）。 

 

表 5.3 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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5.4 経済的側面に係る項目の検証 

 

5.4.1 各検証項目の確認 

 

（1） 施設整備費 

 

1） 検討方法 

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、以下の内容を整理し、比較検討を行いました。 

 

 類似事例の調査 

平成 17 年度以降（約 12 年間）に竣工した、焼却炉方式を採用している 82 施設の施

設整備費について整理を行いました。 

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顕在化しているため、その影響等を踏ま

えた近年の施設整備費について検討しました。 

ただし、ここに示した金額は落札金額であり、本検討会では規模の差による傾向を把

握することを目的に整理したもので、実際に施設整備をすることになった場合には、必

要となる事業費等について、その計画段階において改めて整理する必要があります。 

 

 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、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） 類似事例の調査 

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（図 5.2） 

 過去 12 年間における傾向から、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。 

 直近３年間の傾向では、単独処理及び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 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。 
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（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 5.2 施設規模と施設整備費の関係 

 

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し、以下の通り整理されます。（表 5.4） 

 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

ている事例が多いものの、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 5.4 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 
― 

※1：各組合の規則に基づき作成。 
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平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

（千円）

（t/日）

13,314,900 

6,438,300 

21,741,956 

7,512,556 

直近 3年間（平成 26～28年）

の近似線 

（相関係数≒0.94） 

過去 12 年間の近似線 

（相関係数≒0.83） 
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3） プラントメーカーへのヒアリング 

 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。 

 施設整備費については、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

めるという回答と、単価において差異はないという回答がありました。 

 

4） 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、以下の通り整理されます。（表

5.5） 

 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。 

 プラントメーカーへのヒアリング結果より、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。 

 

表 5.5 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。 
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（2） 施設の維持管理・運転費 

 

1） 検討方法 

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、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、比較検討を行いまし

た。 

 

 類似事例の調査 

平成 17 年度以降（約 12 年間※）に竣工した、焼却炉方式を採用している 82 施設の維

持管理・運転費について、長期包括委託契約を締結している施設を対象に整理を行いま

した。 

ただし、ここに示した金額は落札金額であり、本検討会では規模の差による傾向を把

握することを目的に整理したもので、実際に施設整備をすることになった場合には、必

要となる事業費等について、その計画段階において改めて整理する必要があります。 

※施設の維持管理・運転費については、建設労務費や建設物価の高騰の影響を受けないことから、過去 12 年間の

事例を参考とします。 

 

 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、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） 類似事例の調査 

① 近年の維持管理・運転費の動向（図 5.3） 

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

比例して下がる傾向にあります。 

 過去 12 年間の傾向より、単独処理（100t/日）の場合は約 291 万円/t・年、広域処理

（300t/日）の場合は約 184 万円/t・年の維持管理・運転費を要すると推測されます。 

 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。 

 

 
図 5.3 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、以下の通りです。（表 5.6） 

 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います。 

 

表 5.6 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。 

 

3） プラントメーカーへのヒアリング 

 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

成されます。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、費用が低減される傾向にあります。 

 

4） 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 5.7） 

 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 5.7 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。 
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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、検討を行いました。 

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ています。 

 

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 5.8） 

 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した。 

 

表 5.8 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した。 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.4 東村山市と周辺自治体との距離 
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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 

ア 半径 2.5km 圏内の場合 

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

広域処理の場合は、現状と同等と想定できます。 

イ 半径 5km 圏内の場合 

 現在の収集運搬距離に対し、往復それぞれ 2.5km を加算し、その距離での収集時間

（B）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 

ア 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。 

イ 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 5.9） 

 

表 5.9 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、以下の通りです。（表 5.10） 

 

表 5.10 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。 
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5.4.2 トータルコストの試算 

 

単独処理及び広域処理に関する経済的側面の検討に関しては、「施設整備費」、「施設の維持

管理・運転費」、「収集運搬費」、それぞれの場合のコストについて比較検討してきたところで

すが、各費用の合計をトータルコストとして、以下の条件を下に試算を行いました。 

なお、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

費等については試算に含まないものとしています。 

 

1） トータルコストの試算条件 

① 施設整備費 

近年の施設整備費は高騰していますが、今後の傾向については不透明な状況です。その

ため、施設整備費については、過去 12 年間の傾向及び直近 3 年間の傾向それぞれのパタ

ーンについて試算を行いました。 

 

② 施設の稼働年数 

ごみ焼却施設は一般的に 30～35 年で寿命を迎えることから、新たなごみ焼却施設は最

低でも 30 年間は稼働し続けると想定し、稼働年数を 30 年と仮定しています。 

 

③ 広域処理の場合の費用負担 

広域処理の場合の費用負担については、施設用地の市内・市外に関わらず、各自治体の

排出ごみ量に応じた分担としています。ここでは、広域処理の場合の施設規模を 300t/日、

単独処理の施設規模を 100t/日としているため、広域処理の施設整備費、施設の維持管理・

運転費のうち、3 分の 1 を東村山市の負担額と想定しています。 

 

2） トータルコストの試算（施設整備費、施設の維持管理・運転費、収集運搬費） 

① 施設整備費 

施設整備費は、類似事例の調査に基づく傾向より、以下の通り試算されます。 

 

ア 過去 12 年間の傾向に基づく試算 

 単独処理（100t/日）： 6,438,300 千円          ≒ 64.4 億円 

 広域処理（300t/日）：13,314,900 千円÷3＝4,438,300 千円 ≒ 44.4 億円 

  

イ 直近 3 年間の傾向に基づく試算 

 単独処理（100t/日）： 7,512,556 千円          ≒ 75.1 億円 

 広域処理（300t/日）：21,741,956 千円÷3＝7,247,319 千円 ≒ 72.5 億円 
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② 30 年間の施設の維持管理・運転費 

施設の稼働年数を 30 年とした場合の施設の維持管理・運転費は、類似事例の調査に基

づく傾向より、以下の通り試算されます。 

 

 単独処理（100t/日）：2,913.38 千円/t・年×100t×30 年  ＝8,740,140 千円 

                        ≒   87.4 億円 

 広域処理（300t/日）：1,840.74 千円/t・年×300t×30 年÷3＝5,522,220 千円 

                          ≒  55.2 億円 

 

③ 30 年間の収集運搬費 

収集運搬費については、想定した委託料が、30 年間一定であると仮定した場合、以下

の通り試算されます。 

 

 単独処理（100t/日）：267,946 千円/年×30 年＝8,038,380 千円 ≒ 80.4 億円 

 広域処理（300t/日）： 

267,946 千円/年×30 年＝8,038,380 千円 ≒ 80.4 億円（市内広域化） 

313,326 千円/年×30 年＝9,399,780 千円 ≒ 94.0 億円（市外広域化） 

 

3） トータルコスト（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 5.11） 

 

表 5.11 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 

市内に焼却施

設を整備 

市外に焼却施設を整備 

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。 
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5.5 社会的側面に係る項目の検証 

 

5.5.1 各検証項目の確認 

 

（1） ごみの分別・収集・運搬に係る市民生活への影響 

 

1） 検討方法 

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、以下の内容を調査し整理しました。 

 

 ごみの分別・収集区分 

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・収集区分について整理しました。 

なお、焼却対象とするごみの種類により、ごみ質・ごみ量等が異なりますが、施設規

模の設定に影響するため、自治体間での分別・収集区分の統一が必要となります。 

 ごみの収集運搬 

東村山の近隣６市のごみの収集運搬の状況及び自己搬入について整理しました。 

 

2） ごみの分別・収集区分について 

① 近隣自治体の現状把握 

 清瀬市、東久留米市、西東京市では、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源物（びん、

かん、ペットボトル）、有害ごみを分別・収集し柳泉園組合に搬入しており、その他

（容器包装プラスチック、金属類、古紙等）は自治体ごとに分別・収集し各市が指定

する施設へ搬入しています。また、この 3 市は、汚れた容器包装プラスチックを不燃

ごみとして分別しています。 

 小平市、東大和市、武蔵村山市では、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源物（びん、

かん、ペットボトル）、を分別・収集し小平・村山・大和衛生組合に搬入しており、

その他（容器包装プラスチック、有害ごみ、紙類等）は自治体ごとに分別・収集し各

市が指定する施設へ搬入しています。また、この３市は、汚れた容器包装プラスチッ

ク等を一部可燃ごみとして分別しています。 

 

【調査結果の分析】 

 調査を行った近隣６市のうち小平市、東大和市、武蔵村山市は汚れた容器包装プラス

チック等を可燃ごみとして分別しており、東村山市の分別・収集区分と相違がみられ

ます。 

 広域処理とした場合、自治体単独で処理するごみ種別の調整が必要となる可能性があ

ります。 

 

 広域処理を行う場合、分別・収集区分・収集日等の変更が必要となる可能性があり、

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。 
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3） 収集運搬について 

 ごみ収集運搬は、いずれも各市で収集運搬を行い、各市の収集車両が処理施設へ直接

搬入する方式を採用しています。 

 ごみの自己搬入については、祝日にごみの受入を行っていない例や、事前確認・予約

のうえ、広域処理施設に自己搬入する必要があるなど、自治体ごとに手続きに差があ

ります。 

 

【調査結果の分析】 

 東村山市の近隣 6 市では収集運搬の広域化はされていないため、広域処理する焼却施

設が市内に整備された場合、他市の収集車両が市内を通行することになります。しか

し、市外で整備された場合は、施設が市内にあることによる施設周辺への交通の集中

はなくなると推測されます。 

 広域処理を行う場合、ごみを自己搬入できる日時が制限される可能性や、各市にて事

前確認等が必要となる可能性があります。また、広域処理を市外で行う場合、施設が

遠方となることによる自己搬入の利便性が低下する可能性があります。 

 

 

 市内に焼却施設を整備し広域処理を行う場合、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

が懸念されますが、市外で焼却施設を整備し広域処理を行う場合は、施設が市内にあ

ることによる施設周辺への交通の集中はなくなると推測されます。 

 ごみを自己搬入できる日時の制限や施設が遠方となること、手続きの複雑化などによ

り、利便性が低下する可能性があります。 
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4） 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 5.12） 

 

表 5.12 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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※1 検討のための距離設定です。 

（2） 市民意識への影響 

 

1） 検討方法 

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することとしました。 

【問３：リデュース・リサイクル等に対する取り組みと距離との関係】 

市民のごみ削減に対する意識を把握するために、問３を分析します。第１回検討会にお

いて、「東村山市はごみ減量、リサイクルの取り組み実績において、全国でも上位」である

ことを確認しましたが、リデュース・リサイクル等に対する市民の意識を再確認します。 

【問４：東村山市秋水園の認知度と距離との関係】 

市民の秋水園に対する認知度と施設からの距離との関係について把握するために、問４

を分析します。 

【問７：ごみ処理施設の印象と距離との関係】 

秋水園（ごみ処理施設）に対する市民の印象と施設からの距離との関係について把握す

るために、問７を分析します。 

【問８：ごみ焼却施設検討で重要と考える項目（優先度）と距離との関係】 

今後のごみ焼却施設について市民が重要と考える項目と施設からの距離との関係につい

て把握するために、問８を分析します。 

 

2） 東村山市内の各町と秋水園（ごみ処理施設）との距離の整理 

秋水園（ごみ処理施設）からの距離に応じて東村山市内の各町を分類しました。 

 

 

 

 

  

表 5.13 秋水園（ごみ処理施設）からの 

距離と町名※1 

1km 圏 秋津町 

2km 圏 諏訪町、久米川町、青葉町 

3km 圏 本町、野口町、恩多町 

4km 圏 栄町、萩山町、美住町、廻田町、 

多摩湖町 

5km 圏 富士見町 

図 5.5 各町の秋水園からの距離 
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3） 市民アンケートによる集計・分析 

【問３：リデュース・リサイクル等に対する取り組みと距離との関係】 

市民アンケート問３により、リデュース・リサイクル等への取り組みと秋水園からの距

離との関係を把握します。 

 

図 5.6 リデュース・リサイクル等への取り組みと秋水園からの距離との関係 

 

■全体  リデュース・リサイクルに対する取り組みについては、「１．日頃から行っ

ていることがある」「２．取り組める範囲で行っている」という回答が大半

を占めており、市民が日常的にリデュース・リサイクル等の意識を持ち、取

り組んでいることが分かります。 

 

■距離  リデュース・リサイクル等の取り組みに関しては、ごみ処理施設（秋水園）

からの距離との相関は殆どなく、市民のリデュース・リサイクルの意識が高

いことが分かります。 

 

以上より、東村山市ではリデュース・リサイクルについて市民全体に浸透しているとい

えます。 

 

  

25.1%

22.8%

24.4%

27.7%

22.4%

34.5%

54.1%

63.2%

54.9%

51.4%

54.4%

52.7%

19.4%

12.3%

20.1%

20.2%

22.0%

10.9%

1.4%

1.8%

0.6%

0.6%

1.2%

1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

1km圏

2km圏

3km圏

4km圏

5km圏

問３ ごみ処理の取り組みについて

1.日頃から行っていることがある 2.取り組める範囲で行っている

3.何もしていない 4.回答なし

問３ あなたは、ごみ処理やリデュース（ごみを減らすこと）、リサイクル等について取り組ん

でいることはありますか。あてはまる答えの番号に○をつけてください（○は１つだけ）。 

１．日頃から行っていることがある。【具体的に                  】 

２．取り組める範囲で行っている。 【具体的に                  】 

３．何もしていない。 
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【問４：東村山市秋水園の認知度と距離との関係】 

市民アンケート問４により、秋水園の認知度と秋水園からの距離の関係を把握します。 

 

図 5.7 秋水園の認知度と秋水園からの距離との関係 

 

■全体  「１．秋水園という名前と場所の両方を知っていた」との回答が最も多く、

市民に広く秋水園が認知されていることが分かります。 

 

■距離  秋水園から 1km 圏の町では回答者の殆どが「１．秋水園という名前と場所の

両方を知っていた」を選択しており、秋水園からの距離が近ければ近いほ

ど、その認知度があがることが分かります。 

 

以上より、秋水園に近い市民は、秋水園を身近な施設として認識し、施設の存在を意識

する傾向にあるといえます。 

 

  

79.6%
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86.6%
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13.2%

1.8%
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16.4%
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1.8%

0.0%

0.6%
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3.6%

33.3%

5.8%

4.3%

5.8%

6.8%

12.7%

0.3%

66.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

1km圏

2km圏

3km圏

4km圏

5km圏

回答なし

問４ 秋水園の認知度

1.名前と場所の両方知っていた 2.名前は知っていたが、場所は知らなかった

3.場所は知っていたが、名前は知らなかった 4.名前も場所も知らなかった

5.回答なし

問４ 東村山市は、ごみの焼却及びリサイクル処理等を秋津町にある東村山市秋水園（市のごみ

処理施設）で行っています。あなたは、東村山市秋水園を知っていましたか。あてはまる答

えの番号に○をつけてください（○は１つだけ）。 

１．秋水園という名前と場所の両方を知っていた  

２．秋水園という名前は知っていたが、場所は知らなった 

３．秋水園の場所は知っていたが、名前は知らなかった 

４．秋水園という名前も場所も知らなかった  
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【問７ ごみ処理施設の印象と距離との関係】 

図 5.8 秋水園・ごみ処理施設の印象 

 

■全体  ８割以上の人が「１．家庭から出るごみを適正に処理する、市民の生活を支

えるための必要不可欠な施設」を選択しており、秋水園（ごみ処理施設）が

市民生活において、必要不可欠な施設として認識されていることが分かりま

す。次いで、「２．リサイクル等により、循環型のまちづくりに寄与する施

設」「３．ごみ問題をはじめ、環境について学べる施設」を選択しており、

秋水園（ごみ処理施設）は、資源の循環や環境を考える施設としても印象付

けられている施設であることが分かります。 

 また、「６．古い施設」という印象はありますが、「５．汚い・臭い施設」

「７．騒音・振動の大きい施設」「８．環境に負荷をかけている施設」は低

い傾向にあります。 
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82.1%

58.5%

34.6%

22.8%

11.1%

23.5%

6.7%

4.6%

5.7%

4.3%

30.8%

15.4%

0 件 50 件 100 件 150 件 200 件 250 件 300 件 350 件 400 件 450 件 500 件 550 件 600 件

1.必要不可欠な施設

2.循環型まちづくりに寄与する施設

3.環境について学べる施設

4.憩える施設

5.汚い・臭い施設

6.古い施設

7.騒音・振動の大きい施設

8.環境に負荷をかけている施設

9.印象は持っていない

10.その他

11.回答なし

12.記入間違い

問７ 秋水園・ごみ焼却施設の印象

印象度１ 印象度２ 印象度３ （％：回答数割合）

問７ 東村山市秋水園に最後に訪れたときの印象を、訪れたことがない方はごみ処理施設に対する印象

を教えてください。印象の強いものから順に３つ選んで下の四角に数字を記載してください。 

印象度１ 印象度２ 印象度３ 

１．家庭から出るごみを適正に処理する、市民の生活を支えるための必要不可欠な施設 

２．リサイクル等により、循環型のまちづくりに寄与する施設 

３．ごみ問題をはじめ、環境について学べる施設 

４．グラウンド、プール、とんぼ工房があり、憩える施設 

５．汚い・臭い施設 

６．古い施設 

７．騒音・振動の大きい施設 

８．環境に負荷をかけている施設 

９．ごみ処理施設という印象は持っていない（特に印象はない） 

１０．その他【具体的に                                 】 
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図 5.9 秋水園・ごみ処理施設の印象と秋水園との距離との関係 

 

■距離  「１．家庭から出るごみを適正に処理する、市民の生活を支えるための必要

不可欠な施設」、「２．リサイクル等により、循環型のまちづくりに寄与する

施設」は、秋水園（ごみ処理施設）の距離との相関はなく、どの地域でも多

く選択されています。 

秋水園（ごみ処理施設）から１ｋｍ圏の町では「４．憩える施設」や「６．

古い施設」などを選択する割合も多くなり、より遠い町ではそれらの項目を

選択する割合が１ｋｍ圏の町ほど高くないことが分かります。 

秋水園（ごみ処理施設）から遠い町では、「３．ごみ問題をはじめ、環境に

ついて学べる施設」を選択する割合が秋水園（ごみ処理施設）に近い町より

も高くなっていることが分かります。 

 

以上より、ごみ処理施設の印象と距離の関係において、距離との相関は強くみられませ

んが、秋水園（ごみ処理施設）に近い市民は「憩える施設」や「古い施設」といった施設

を身近に感じるが故に選択するといった項目が多くなり、遠い市民は「ごみ問題をはじめ、

環境について学べる施設」といった市の施策に係る印象が強くなる傾向にあります。 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

1km圏

2km圏

3km圏

4km圏

5km圏

問７ 秋水園・ごみ処理施設の印象

1.必要不可欠な施設 2.循環型まちづくりに寄与する施設 3.環境について学べる施設
4.憩える施設 5.汚い・臭い施設 6.古い施設
7.騒音・振動の大きい施設 8.環境に負荷をかけている施設 9.印象は持っていない
10.その他 11.回答なし 12.記入間違い
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【問８：ごみ焼却施設検討で重要と考える項目と距離との関係】 

市民アンケート問８により、今後のごみ焼却施設で重要と考える項目とごみ焼却施設か

らの距離との関係を把握します。 

 

図 5.10 今後のごみ焼却施設検討に対する重要項目 

 

■全体  今後のごみ焼却施設について、市民全体では、８割近くの人が「１．安全で

安定的にごみ処理ができる施設」を選択しており、「安全・安定」が市民生

活にとって、最も重要視されていることが分かります。 

 また、「２．ごみの資源化を行うことができる」「３．エネルギーの有効利

用ができる」「４．周辺への環境負荷（大気、臭気、騒音、振動、排水等）

が小さい」が続き、環境的側面がその次に重要視されていることが分かりま

す。 
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53.0%

49.1%
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1.1%

6.7%

11.5%

0 件 50 件 100 件 150 件 200 件 250 件 300 件 350 件 400 件 450 件 500 件 550 件 600 件

1.安全・安定的

2.資源化

3.エネルギーの有効利用

4.環境負荷が小さい

5.周辺との調和

6.コストが適正

7.災害時の安全性

8.市民が利用しやすい

9.その他

10.回答なし

11.記入間違い

問８ ごみ焼却施設に対する重要項目

優先度１ 優先度２ 優先度３ （％：回答数割合）

問８ 今後のごみ焼却施設を考えるにあたり、あなたが重要と考える項目は何ですか。優先度の高いもの

から順に３つ選んで下の四角に数字を記載してください。 

優先度１ 優先度２ 優先度３ 

１．安全で安定的にごみ処理ができる 

２．ごみの資源化を行うことができる 

３．エネルギーの有効利用ができる 

４．周辺への環境負荷（大気、臭気、騒音、振動、排水等）が小さい 

５．周辺の住宅や公園・緑地等と調和している 

６．建設コストやごみ処理コストが適正である  

７．災害時において安全である（施設の耐久性、防災機能等） 

８．市民が利用しやすい場所がある（環境学習・市民のふれあいの場等） 

９．その他【具体的に                                 】 
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   図 5.11 今後のごみ焼却施設検討に対する重要項目と秋水園との距離との関係 

 

■距離  秋水園（ごみ焼却施設）からの距離が近い地域では「４．周辺への環境負荷

（大気、臭気、騒音、振動、排水等）が小さい」といった環境的側面や

「７．災害時において安全である」といった社会的側面の優先度が高い傾向

があると分かります。これらの項目は、ごみ焼却施設の稼働に係わる項目で

あり、秋水園（ごみ焼却施設）から近い市民は施設の稼働に係わる具体的な

項目を選択していることが分かります。 

秋水園（ごみ焼却施設）からの距離が遠い地域では「２．ごみの資源化を行

うことができる」や「６．建設コストやごみ処理コストが適正である」とい

う項目の優先度が高い傾向にあることが分かります。これらの項目は、市の

経済的施策や側面に係るような項目であり、秋水園（ごみ焼却施設）から遠

い市民はごみ焼却施設の稼働に関わる具体的な項目よりも、施策に係るよう

な項目を選択していることが分かります。 

 

以上より、今後のごみ焼却施設に対する重要項目については、距離との相関は強くみら

れませんが、秋水園（ごみ焼却施設）から近いほど、周辺への環境負荷（環境的側面）や

災害対策（社会的側面）など施設を身近に感じるが故に選択するといった、ごみ焼却施設

の稼働に係わる具体的な項目を重要視する傾向が強くなるといえます。 
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問8 ごみ処理施設に対する重要項目

1.安全・安定的 2.資源化 3.エネルギーの有効利用 4.環境負荷が小さい

5.周辺との調和 6.コストが適正 7.災害時の安全性 8.市民が利用しやすい

9.その他 10.回答なし 11.記入間違い
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4） 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）の稼働に係わる具体的な項

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関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係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 5.14 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。 
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参考；市民アンケートによる集計・分析 

 

問３、問４、問７、問８以外の市民アンケート項目について集計・分析した結果を参考

として示します。 

 

【問２：ごみ処理に対する認知度と距離との関係】 

 

 

参考図 5.1 ごみ処理に対する認知度と秋水園からの距離との関係 

 

■全体  ごみの処理について「４．全く知らない」という回答が少なく、市民が家庭

ごみの処理に対し、関心を持っていることが分かります。 

 

■距離  ごみ処理施設（秋水園）から１ｋｍ圏の町は、「４．全く知らない」と回答

した人の割合が最も低く、ごみの処理について他町よりも関心が高いことが

分かります。 

 

以上より、家庭から出されたごみの処理についての認知度が最も高かったのは、ごみ処

理施設（秋水園）から 1km 圏の町であったことから、ごみ処理施設に近い市民は、処理方

法に関しても関心が高く、その認知度があがる傾向にあるといえます。 
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問２ 家庭ごみの処理について

1.よく知っている 2.知っている 3.多少知っている

4.全く知らない 5.回答なし

問２ あなたは、ご家庭から出されたごみが、どのように処理されているかを知ってい

ますか。あてはまる答えの番号に○をつけてください（○は１つだけ）。 

１．よく知っている   

２．知っている   

３．多少知っている   

４．全く知らない 
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【問５：ごみ処理施設の訪問経験・訪問目的と距離との関係】 

 

 
参考図 5.2 秋水園の訪問経験 

 

■全体  秋水園への訪問について、市民全体では、「１．東村山市秋水園を訪れたこ

とがある」人が半数を大きく超えており、市民の多くが利用している施設で

あることが分かります。 

 

450 件, 62.3%

51 件, 7.1%

217 件, 30.1%

4 件, 0.6%

1.秋水園を訪れたことがある

2.秋水園以外のごみ処理施設を

訪れたことがある

3.訪れたことはない

4.回答なし

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

問５ 秋水園の訪問経験

問５ あなたは、東村山市秋水園を訪れたことがありますか。あてはまる答えの番号全

てに○をつけてください。 

１．東村山市秋水園を訪れたことがある       

２．東村山市秋水園以外のごみ処理施設を訪れたことがある 

３．訪れたことはない【理由                       】 

 

問５で、１に○をつけた方にお伺いします。 

どのような機会に東村山市秋水園を訪れたことがありますか。あてはまる答えの番号

全てに○を付け、何回訪れたことがあるか、教えてください。 

１．学校等の施設見学      【 １．１回のみ   ２．複数回 】 

２．東村山市秋水園のイベント  【 １．１回のみ   ２．複数回 】 

３．ごみの持ち込み       【 １．１回のみ   ２．複数回 】 

４．東村山市秋水園のとんぼ工房 【 １．１回のみ   ２．複数回 】 

５．東村山市秋水園のプール利用 【 １．１回のみ   ２．複数回 】 

６．各種申請やお問い合わせ   【 １．１回のみ   ２．複数回 】 

７．その他【具体的                           】 
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参考図 5.3 秋水園の訪問経験と秋水園からの距離との関係 

   

■距離  ごみ処理施設（秋水園）から１ｋｍ圏の町では、秋水園に訪れたことがない

人の割合が他の町に比べて大幅に少ないことから、ごみ処理施設に近いこと

で訪問経験が多くなることが分かります。 

 

参考図 5.4 秋水園の訪問目的と秋水園からの距離との関係 

 

■全体  ごみ処理施設（秋水園）に訪れたことがある人の半数以上は、「３．ごみの

持ち込み」であることが分かります。また、「ごみの持ち込み」について

は、ごみ処理施設（秋水園）からの距離との相関は殆どないことが分かりま

す。 
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回答なし

問５ 秋水園の訪問経験

1.秋水園を訪れたことがある 2.秋水園以外のごみ処理施設を訪れたことがある

3.訪れたことはない 4.回答なし
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3.1%

2.9%

2.2%

6.4%

2.2%

1.5%

1.2%

2.4%

3.8%

1.5%

2.3%
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問５ 秋水園の訪問目的

1.施設見学 2.秋水園のイベント 3.ごみの持ち込み 4.とんぼ工房

5.プール利用 6.申請・問い合わせ 7.その他 8.回答なし
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■距離  ごみ処理施設（秋水園）から１ｋｍ圏の町では、ごみの持ち込み以外でも、

イベントやプール利用、申請・問い合わせなど、多様な目的で施設を訪れて

いることが分かります。 

 

以上より、ごみ処理施設（秋水園）に近い市民はごみ処理施設（秋水園）を訪問する機

会も目的も多くなり、施設をより身近に感じる傾向があるといえます。 

 

【問６：秋水園の施設更新に関する認知度と距離との関係】 

 

 

参考図 5.5 秋水園の施設更新関する認知度と秋水園からの距離との関係 

 

■全体  「東村山市秋水園のごみ焼却施設が築 35 年以上を超えている」ことを知ら

ない人の方が、知っている人を大きく上回っています。 

 

■距離  「１．知っていた」と回答した割合が多かったのはごみ処理施設（秋水園）

から１ｋｍ圏の町で、ごみ処理施設（秋水園）からの距離が遠くなるにつれ

て、「１．知っていた」と回答した割合が減少していることが分かります。 

 

以上より、ごみ処理施設（秋水園）に近い市民はごみ処理施設（秋水園）を身近な施設

19.7%

35.1%
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22.0%

14.8%

10.9%

33.3%

77.5%

61.4%

74.4%

76.9%

82.0%

87.3%

33.3%

2.8%

3.5%

3.7%

1.2%
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33.3%
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回答なし

問６ 秋水園の築35年の認知度

1.知っていた 2.知らなかった 3.回答なし

問６ 東村山市秋水園のごみ焼却施設は築３５年を超えており、今後の施設整備方針につ

いて検討する段階にあります。このことをご存じでしたか。あてはまる答えの番号に

○をつけてください。 

１．知っていた 

２．知らなかった 
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として認識し、施設の存在を意識する傾向にあります。一方で、ごみ処理施設（秋水園）

から遠くなるにつれて、施設の状況を認識し難い状況にあり、施設に対する意識を保つの

が難しいといえます。 

 

 

  



－68－ 

（3） 災害時等における市民生活への影響 

 

1） 検討方法 

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。 

東日本大震災以降に計画された施設は地震に強く、発災後速やかに炉の安全停止、及び

早急な運転再開を行うことが可能な施設となっていることを踏まえ、以下の点について調

査・検討しました。 

 

 災害時のごみ処理 

災害発生後においても一般廃棄物及び災害廃棄物の処理が安定的に行えるか。 

 防災拠点としての役割 

災害発生後の防災拠点として、焼却施設が果たす役割があるか。 

 

2） 災害時のごみ処理 

① 災害時の交通規制 

 大震災（震度 6 以上）発生直後は、道路における危険を防止するとともに、人命救

助、消火活動等に従事する緊急自動車の円滑な通行を確保するために「第一次交通規

制」が実施され、緊急自動車専用路（国道 20 号甲州街道ほか 6 路線）は緊急自動車

以外の一般車両の通行が禁止されます。その後、被害状況等に応じて「第二次交通規

制」が行われる場合には、緊急交通路に指定された路線は交通規制が実施される可能

性があります。 

 東村山市周辺では、幹線道路の内、「志木街道」、「府中街道」、「小金井街道」、「青梅・

新青梅街道」等が緊急交通路（第二次交通規制）に指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.12 交通規制図 （出典：警視庁 HP） 

 

【調査結果の分析】 

 災害時は、都心への円滑な通行路確保のために交通規制が行われ、各自治体の車両で

も通常通り運行ができない可能性があります。 

 

 災害時に市外の施設へごみを運搬する場合、運搬に支障をきたす可能性があります。 
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② 近隣自治体等の例 

 東日本大震災後に計画された近隣自治体の施設（武蔵野市、町田市、浅川清流環境組

合）について、災害発生時の停止・運転再開への対策や、災害発生時の廃棄物（災害

廃棄物）に関する対応について調査しました。（表 5.15） 

 

表 5.15 近隣自治体等の施設における災害時の対応 

 

単独処理 広域処理 

武蔵野市 

新武蔵野クリーンセンター

(仮称) 

町田市 

町田市熱回収施設等 

(仮称) 

浅川清流環境組合 

(日野市、国分寺市、小金井市) 

新可燃ごみ処理施設 

災害時の

運転 

 中圧ガスを動力源とする

コジェネレーション設備※

1により、災害時、電力供給

が停止した場合における

炉の停止・運転再開。 

 災害時、電力供給が停止し

た場合においても炉の停

止・運転再開が可能な容量

の非常用発電機を設置。 

 災害時、電力供給が停止し

た場合においても炉の停

止・運転再開が可能な容量

の非常用発電機を設置。 

災害廃棄

物の処理 

 災害ごみとして、平常時の

可燃ごみの約 2％の量を想

定し、施設規模を設定。 

 災害ごみとして、平常時の

可燃ごみの約 15％の量を

想定し、施設規模を設定 

 既存施設の跡地に災害ご

みの貯留が可能なストッ

クヤードを整備。 

 災害ごみとして、平常時の

可燃ごみの約 11％の量を

想定し、施設規模を設定。 

※1：ガスタービンにより、電気及び蒸気を発生させる設備。 

 

【調査結果の分析】 

 単独処理及び広域処理のいずれの事例においても、災害時に速やかに炉の安全停止、

早期の運転再開が可能な施設となっています。 

 単独処理及び広域処理のいずれの事例においても、災害廃棄物の受入を想定した施

設規模の設定がされており、処理が滞ることがないような施設となっています。 

 

 単独処理及び広域処理いずれの場合も、近年計画された施設は、災害発生後において

も、ごみ処理事業を早期に再開させることが可能となっています。 
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3） 防災拠点としての役割 

① 近隣自治体等の例 

東日本大震災後に計画された近隣自治体等の施設（武蔵野市、町田市、浅川清流環境組

合）について、災害発生時の防災拠点としての役割について整理しました。（表 5.16） 

 

表 5.16 近隣自治体等の施設における防災拠点としての役割 

 

単独処理 広域処理 

武蔵野市 

新武蔵野クリーンセンター

(仮称) 

町田市 

町田市熱回収施設等 

(仮称) 

浅川清流環境組合 

(日野市、国分寺市、小金井市) 

新可燃ごみ処理施設 

120t/日（60t/日×２炉） 258t/日（129t/日×２炉） 228t/日（114t/日×２炉） 

防災拠点

としての

役割 

 見学者ホールで約 30 人の

休憩が可能。 

 災害時にも飲料水の供給

が可能な容量の給水設備

を設置。 

 中圧ガスを動力源とする

コジェネレーション設備※

1により、周辺施設へエネル

ギーを供給※２。 

 地域住民 100人が寝泊りで

きるよう、会議室・和室等

を計画。 

 約 100 人が 3日間滞在可能

な食料・水・毛布等の資機

材の備蓄を計画。 

 災害時にも飲料水の供給

が可能な容量の給水設備

を計画。 

 約 120 人分の食料・水・毛

布等の資機材を備蓄。 

 会議室・見学者ホール等は

避難者の寝泊まりが可能。 

 プラント用水は飲料水と

して提供可能。 

 浴室は災害時に一般開放

を想定。 

※1：ガスタービンにより、電気及び蒸気を発生させる設備。 

※2：新武蔵野クリーンセンター（仮称）は、周辺に市本庁舎、総合体育館等の避難施設が整備されている事から避難施設に指定

されていないが、避難施設へエネルギーを供給するエネルギーセンターとして位置づけられ、計画されています。 

 

【調査結果の分析】 

 単独処理及び広域処理いずれの場合も、災害時に市の防災拠点と位置付けることで、

焼却施設の周辺住民が避難施設として利用することが可能となります。 

 単独処理の場合、市独自の災害施策を反映した防災機能を備えた焼却施設を整備す

ることができます。 

 エネルギー供給に関して、広域処理の場合は施設設置自治体の施設への供給になる

と想定されます。 

 エネルギー供給に関して、単独処理の場合は市独自の災害施策を反映することも可

能ですが、広域処理の場合は構成自治体との協議が必要となります。また、市外に施

設を整備した場合、東村山市内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） 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 5.17） 

 

表 5.17 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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5.6 実現可能性に係る項目の検証 

 

5.6.1 検証項目の確認 

 

（1） 周辺自治体の状況からみた実現可能性 

 

1） 検討方法 

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。 

 

① 調査内容 

 焼却施設の稼働年数に関する調査 

 東村山市の焼却施設の状況調査 

 近隣自治体等の焼却施設の状況・施設更新計画等の調査 

② 調査対象 

 東村山市の中心部から半径約 10km 範囲の、多摩地域の自治体及び組合（図 5.13） 

        

 

図 5.13 調査対象自治体 
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2） 調査 

① 焼却施設の稼働年数に関する調査 

 近年に稼働停止した焼却施設の、廃止時の供用年数について整理しました。（図5.14） 

 「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。 

 

 
※一般廃棄物処理実態調査（平成 17~26 年度実績）（環境省）を基に作成 

図 5.14 焼却施設における廃止時の供用年数と施設数 

 

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 年度に第三者機関による焼却施設の精密機能診断及び今後のごみ処理施設の

維持補修計画を作成しました。診断結果としては、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、設備・装置の整備費用は増加するとされています。 

また、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。 
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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 

 近隣自治体等の焼却施設の状況、更新計画及び維持管理計画について調査対象であ

る自治体及び組合のホームページ、広報等で公表されている情報を基に整理しまし

た（表 5.18）。 

 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。 

 

表 5.18 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 

 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 29 年 4 月の稼働開始を目指し、新武蔵野クリ

ーンセンター（仮称）の建設工事を行っている。 

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

と関わりながら検討を進めてきた。現在は、市民委

員を含めた基本計画検討委員会を設置し、施設整

備基本計画の検討を進めている。 

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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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 5.19） 

 

表 5.19 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。 

 

 

5.6.2 近隣自治体等での受入可能性の調査 

 

広域処理を計画する場合、一般的には、施設更新の時期に合わせて広域化を図ることが多い

ですが、近隣自治体等の現有施設の処理量に余裕がある場合、東村山市の燃やせるごみを受け

入れられる可能性があることから、今後の長期稼働を予定する柳泉園組合について、以下の通

り、調査・検討を行いました。 

 

1） 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た場合、以下の通り推計されます。 

 

315 t/日×365 日×（280 日※1/365 日）×0.96※2＝84,672 t/年 

 

※1 年間稼働日数：365 日－年間停止日数 85 日＝280 日 

年間停止日数：補修整備期間 30 日＋補修点検 15 日×2 回＋全停期間 7 日＋起動に要する日数 3 日×3 回＋停

止に要する日数 3 日×3 回＝85 日 

※2 調整稼働率：正常に運転される予定の日でも故障の修理、やむを得ない一時休止等のため処理能力が低下す

ることを考慮した係数 
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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、以下の通り整理しました（表

5.20）。 

 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。 

 

表 5.20 東村山市と柳泉園組合の処理量実績 

   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 

東村山市 

燃やせるごみ t/年 25,450  24,808  24,876  24,585  24,371 

粗大ごみ等から 

出る可燃分 
t/年 428  496  670  482  414 

処理量合計 t/年 25,878  25,304  25,546  25,067  24,785 

柳泉園 

組合 

※1 

可燃ごみ t/年 65,101  65,539  65,280  65,224 64,157 

破砕可燃分他 t/年 6,411  5,928  5,781  5,665  5,810 

処理量合計 t/年 71,512 71,467  71,061  70,889  69,967 

※1 環境報告書（柳泉園組合）より抜粋 

 

柳泉園の計画処理量推計値 － 柳泉園処理量実績値 ＝ 柳泉園処理量余裕分 ＜ 東村山市処理量実績値 

 84,672  t/年 － 69,967  t/年 ＝ 14,705  t/年 ＜ 24,785 t/年 

 

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、以下の通り整理し

ました（表 5.21）。 

 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（推計値の詳細は別紙参照）。 
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表 5.21 東村山市と柳泉園組合の処理量の将来推計値 

   平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

東村山市 

燃やせるごみ t/年 24,087 23,919  23,772  23,652  23,412  

粗大ごみ等から 

出る可燃分※1 
t/年 670 670  670  670  670  

処理量合計 t/年 24,757 24,589  24,442  24,332  24,082  

柳泉園 

組合 

※2 

可燃ごみ t/年 59,337 58,853  58,295 57,842 57,249  

破砕可燃分他 t/年 5,744 5,687  5,633  5,591  5,520  

処理量合計 t/年 65,081 64,541 63,928  63,433 62,770  

※1 粗大ごみ等から出る可燃分は、過去５年分（平成 22 年～26 年度）の実績量の最大値である平成 25 年度の 670t/年と設

定する（第 3 回あり方検討会における計画処理量の設定と同様の方法）。 

※2 柳泉園組合一般廃棄物処理基本計画（平成 24 年 3 月）より抜粋。 

 

柳泉園の計画処理量推計値 － 柳泉園処理量推計値 ＝ 柳泉園処理量余裕分 ＜ 東村山市の処理量推計値 

 84,672  t/年 － 62,770  t/年 ＝  21,902  t/年 ＜ 24,082  t/年 

 

平成 32 年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。 

 

 

2） 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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5.7 単独処理及び広域処理に関する検討のまとめ 

 

5.7.1 単独処理及び広域処理に関する検証結果の整理 

 

1） 単独処理及び広域処理の検証結果の区分 

平成 28 年度のあり方検討会において、各検証項目における単独処理及び広域処理の特

徴（相違点）や実現するための課題事項等を抽出し、検証を行いました。各検証項目の検

証結果について、①単独処理、②広域処理（市内に施設を整備）、③広域処理（市外に施

設を整備）の処理方式区分ごとに整理しました。 

 

2） 検証項目の優先度（重要度） 

全ての検証項目についての優先度（重要度）は、第３回検討会の議論をふまえて以下の

通りとします。 

 

【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 

 

優先度（重要度）１である「実現可能性に係る項目」において最も実現性があると検証

された処理方式については、総合評価において優位性を持つものとし、実現性が乏しいと

検証された処理方式については、総合評価において懸念事項として取り上げるものとしま

す。 

 

3） 総合評価検討方法 

検証内容は、点数化等による定量評価ではなく、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。 

整理された各検証項目の検証結果を踏まえて、検証項目ごとに評価のまとめを行った上

で、総合評価のとりまとめの検討を行っています。 

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。 
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5.7.2 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 5.22）。 

 

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、
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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、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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表 5.22 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、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    


