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 ごみ処理施設整備スケジュールの検討 

  

 検討目的及び検討方法 

 検討目的 

単独処理及び広域処理に関する検討のまとめにおいて、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られたことから、単独処理のごみ処理施設整備に要する期

間を把握することを目的として、整備スケジュールを検討しました。 

 

 検討方法 

今後のごみ処理施設整備スケジュールを検討するにあたり、一般的なごみ処理施設の供用年数を確

認すると共に、平成 28年度に実施した「既存のごみ処理施設の機能診断結果」を用いて既存のごみ処

理施設は今後どの程度まで稼働が可能か検討を行いました。 

次に、今後新しいごみ処理施設を整備するために必要となる手続きや計画等について整理を行った

上で、それぞれの手続き等に要する期間を検討し、一般的な新しいごみ処理施設の整備スケジュール

として整理しました。 

 

 ごみ処理施設の供用年数 

環境省の「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き（平成 22 年 3 月/平成 27 年 3月改訂）」

においては、ごみ焼却施設は概ね 20～25 年程度で廃止を迎えている施設が多く、必ずしも供用年数

が十分長いとはいえない状況にあるため、個々の設備・機器や施設全体として長寿命化を図ることで、

施設全体を合理的に延命化し供用年数を 35年程度まで延伸できることが示されています。(図 7.1) 

 

図 7.1 焼却施設における廃止時の供用年数と施設数 

（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） 
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 既存のごみ処理施設の経過と現状について 

 既存のごみ処理施設の経過 

既存のごみ処理施設は、昭和 55 年 2 月に計画処理能力 150t/日 (75t/24h×2 炉)のごみ焼却施設とし

て建設に着手、昭和 56年 9月に竣工し、稼働を開始しました。 

その後、平成 12年 6月から延命化及びダイオキシン類対策工事を行い、平成 14年 3月に竣工、さ

らに、平成 22年 9月から延命化及び耐震改修工事を行い、平成 24年 1月に竣工していて、現在、稼

働 36年目を迎えています。 

 

 既存のごみ処理施設の機能診断結果 

平成 28 年度に秋水園既存ごみ焼却施設の機能診断を実施しています。この機能診断とは、ごみ処

理施設の精密機能検査を実施するとともに、安定して継続的に施設を運転するための合理的な維持補

修計画を作成しています。 

「東村山市秋水園ごみ焼却施設機能診断」の概略は以下のとおりです。 

 

・ 精密機能検査では、既存のごみ処理施設の運転実績調査、処理機能状況調査、設備・装置

の状況調査を行いました。検査の結果、運転実績、処理機能状況においては支障を認めら

れませんが、設備・装置の状況においては一部の装置に損傷が認められるため、整備が必

要とされています。 

・ 建物劣化調査では、既存のごみ処理施設の建物（工場棟・煙突）においてコンクリートの

圧縮強度試験並びに中性化試験を実施し、建物の構造健全性についての評価を行いました。

調査の結果、一部中性化が進んでいる等、全体的に劣化は進行していますが、躯体本体に

ついては大きな問題は見られないため、コンクリート構造物の一般的な耐用年数とされて

いる竣工から 50年は、計画供用期間として妥当とされました。 

・ 既存のごみ処理施設の精密機能検査結果、建物劣化調査結果、過去の補修履歴等を検討し、

計画供用期間の 50年に達する平成 42年度までの維持補修計画を作成しました。その結果、

平成 29 年度から平成 42 年度までの維持補修計画の概算費用の合計は約 16 億円（消費税

8％を含む）であり、年平均にすると約 1 億 1 千 5 百万円と試算されます。維持補修費用

は平成 34 年度まで緩やかに増加しますが、平成 35 年度から減少していきます。（図 7.2） 

 

仮に、新しいごみ処理施設の稼働開始を平成 42年度より前倒しすることができれば、平成 42年度

までの稼働のために想定している維持補修費用を低減することが可能となります。 
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図 7.2 年度別概算費用の推移（消費税率 8％で試算） 

 

 

 ごみ処理施設整備の工程と要する期間 

ごみ処理施設を整備するためには、計画検討、事業者選定、設計・建設工事、解体工事などの工程

を経て事業を進めていく必要があります。それぞれの工程ごとに必要な計画策定、手続き及び工事に

ついて整理し、それらに要する期間について検討しました。 

 

 計画検討期間 

①基本方針 

基本方針は、新しいごみ処理施設整備に向けた基本的な考え方や概略の整備スケジュール等

について整理し、市としての取組みの方針をまとめるものです。 

今後、あり方検討会の最終報告書を受けて、市が基本方針を策定します。 

 

②基本計画（施設整備基本計画） 

施設整備基本計画は、施設整備の基本条件の整理、施設計画、事業計画、運営計画等の施設

の基本的事項や性能の方針を示すもので、事業者選定時に作成する仕様書や要求水準書の前提

条件となる重要な計画で、策定には約 2か年を要します。 

 

③建設予定地における基礎調査 

建設予定地における基礎調査としては、建設予定地の測量や、ボーリング調査、土壌汚染調

査等が考えられます。 

本調査の実施にあたっては、実施すべき調査事項の整理や、現地調査を含め、約 2 か年を要

します。 

 

④事業方式検討 

事業方式検討は、施設整備基本計画検討と同時並行に行うもので、新しいごみ処理施設の設
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計・施工及び建設後の施設運営にかかる事業方式について検討するものです。 

本検討は、近年の事業方式に関する事例調査等を行った上で、事業条件を設定し、複数の事

業方式について事業採算性等の比較検討を行うことになるため、その検討には約 1 か年を要し

ます。 

 

 事業者選定期間 

⑤事業者選定（発注・入札） 

事業者選定は、事業方式検討を踏まえ、選定された事業方式に合わせた発注仕様書や要求水

準書等を作成した後、それら入札関係資料に基づき、事業者の選定を行うものです。 

本選定においては、事業条件の精査や、発注仕様書または要求水準書等の入札関係資料を作

成するために約 1 か年、またその後プラントメーカーやゼネコン等の建設業者等に対する入札

公告・提案募集及び提案内容の審査等、入札に係る諸手続きで約 1 か年、合計で約 2 か年を要

します。 

 

⑥生活環境影響調査 

生活環境影響調査は、一般廃棄物処理施設の設置にあたり廃棄物処理法に基づき、新しい施

設の建設・運営に伴う周辺環境への影響について調査・予測・評価するものです。 

本調査の実施にあたっては、調査計画・現地調査等に約 1か年、生活環境影響調査書の作成・

公示・縦覧等に約 1か年、合計で約 2か年を要します。 

 

 設計・建設工事期間 

⑦基本設計・実施設計 

事業者が決定した後、発注仕様書や要求水準書等に基づき基本設計・実施設計を行います。 

基本設計・実施設計は、建築物や外構等に係る土木・建築の設計及び、ごみ処理設備に係る

プラントの設計を合わせたもので、約 1か年を要します。 

 

⑧建設工事 

実施設計、及び、建設予定地の既存施設や設備等の撤去等完了後、建設を着工し、土木・建

築工事やプラント工事を行うことになります。 

本工事は、工事後に行うプラント設備の試運転期間も含み、着工から竣工（新施設稼働）ま

でには、通常約 3か年を要します。 

 

 解体等工事期間 

⑨既存施設の解体等工事 

新しいごみ処理施設が竣工し、順調に施設が稼働した後、既存施設の解体工事を行うことに

なります。 

建築物の解体及び、整地・外構整備を含めると一般的に約 2か年を要します。 
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 新しいごみ処理施設の整備スケジュールの整理 

 新しいごみ処理施設の整備スケジュールの検討 

7.4にて整理した「①基本方針」から「⑨既存施設の解体工事」までの計画策定、手続き及び工事

に要する期間を踏まえ、全体の整備スケジュールとして整理します。（図 7.3） 

新しいごみ処理施設の整備のために、順を追って実施する必要があるのは、①基本方針、②施設整

備基本計画、⑤事業者選定、⑦基本設計・実施設計、⑧建設工事、⑨既存施設の解体等工事であり、

各工程に要する期間の合計は、約 12か年となります。 

また、③建設予定地における基礎調査や④事業方式検討は計画検討期間中に適宜実施し、⑥生活環

境影響調査は事業者が選定されるまでに適宜実施することになります。 
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①基本方針             

②施設整備基本計画             

③基礎調査             

④事業方式検討             

⑤事業者選定             

⑥生活環境影響調査             

⑦基本設計・実施設計             

⑧建設工事             

⑨解体工事             

     

◇市民参加  

（説明会、勉強会等） 

 

（工事説明会、見学会等） 

図 7.3 ごみ処理施設の整備スケジュール（案） 

 今後の進め方（市民参加について） 

市民参加については、各工程を通して、東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例の趣旨に則り、

市民参加や市民周知など、市民意見を伺いながら事業を進めていくことが重要です。 

計画検討工程においては、市民を含めた検討会等を設置し検討を行い、その内容等については、説

明会のほか、ごみ処理技術や、施設の安全性等に関する勉強会を開催するなど、市民の方々に、分か

りやすく説明、周知を行うと共に、ワークショップなど市民意見を伺う機会を設定していく必要があ

ります。また、事業者選定工程以降においては、広報紙や工事説明会、見学会等によりそれぞれの工

程の進捗状況をきちんと周知することが必要となります。 

特に、施設周辺の方々には、きめ細かく計画の周知や意見を伺い、施設に関する安全性についても

分かりやすく説明する機会を設けていくことが必要であると考えます 

▼新施設稼働 

計画検討 事業者選定 設計・建設工事 解体等工事 
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