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第2章 検討のまとめ 

 

1. 施設規模（処理能力） 

 

 

将来にわたって安定して適切にごみ処理を行うために、将来ごみ量の推計値等を用いて、新し

いごみ焼却施設の施設規模を検討しました。 

 

 

 

「東村山市第5次一般廃棄物処理基本計画」を

ふまえた「ごみ排出量の推計」や、「東村山市災害

廃棄物処理計画」の考え方を用いた「災害廃棄物

量」の想定を行い、新しいごみ焼却施設における

焼却対象となるごみ量（計画処理量）を整理しま

した（表2.1.1）。 

現在のごみ焼却施設の施設規模は 150t/日

ですが、東村山市が実施しているごみ減量施策

等により、ごみ総量は減少傾向にあり、引き続き

減量施策を推進していくことから、新しいごみ焼

却施設の施設規模を 100t/日と集約しました。 

 

＜国が示す施設規模の算出式＞ 

施設規模＝計画年間日平均処理量÷実稼働率÷調整稼働率 

＝26,540t/年÷365 日÷（280 日/365 日）÷0.96＝98.74t/日 ⇒ 100t/日 

 

 

 

 施設規模の算出における東村山市の災害廃棄物量の想定は、他自治体と比較すると高い割合

になっている。効率的な平常時運転と災害廃棄物処理を勘案し、基本計画において、適切な施

設規模の検証が必要と考える。 

  

施設規模（処理能力）は、100t/日と設定します。 

検討概要 

検討方法及び検討結果 

基本計画策定に向けた委員意見 

表 2.1.1 稼働予定年度の計画処理量 

項目
計画処理量

（t/年）

燃やせるごみ 21,407

粗大ごみ等から出る可燃分 670

災害廃棄物処理量 4,463

計 26,540
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2. 計画ごみ質 

 

 

新しいごみ焼却施設の設備の能力や、ごみ処理システムを設計するために必要となる計画ごみ

質について検討しました。 

 

 

 

現在の燃やせるごみの組成データを統計学的に処理して、将来的なごみ質の変動をふまえた数

値を計画ごみ質として集約しました（表 2.2.1）。 

 

表 2.２.1 新しいごみ焼却施設における計画ごみ質 

 低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ 

発熱量 ごみ低位 （kJ/kg） 6,100 9,100 12,600 

三成分の 

割合 

水分  57.20% 46.39% 35.23% 

灰分  5.91% 7.40% 8.95% 

可燃分  36.89% 46.20% 55.83% 

単位体積重量  （t/m3） 0.219 0.172 0.126 

可燃分に 

おける 

元素組成 

炭素（C）  49.95% 52.80% 55.64% 

水素（H）  7.05% 7.49% 7.94% 

窒素（N）  0.57% 1.03% 1.50% 

硫黄（S）  0.02% 0.04% 0.05% 

塩素（Cl）  0.43% 0.66% 0.89% 

酸素（O）  41.98% 37.98% 33.98% 

 

 

 

 

 

 今後も燃やせるごみの組成データを収集し、建設時には、最新のごみ質データを同様の考え方

で用いた計画ごみ質の検証が必要と考える。 

  

計画ごみ質は、市のごみ質の状況をふまえて、安定したごみ処理を継続できるよう設定します。 

検討概要 

検討方法及び検討結果 

基本計画策定に向けた委員意見 
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3. 公害防止基準 

3.1 排ガスに関する公害防止基準 

 

 

秋水園周辺地域にお住まいの方々の生活環境や周辺環境への影響、安心に配慮し、排ガスに関

する基準値について、適切な自主規制値（国等が定めている基準値よりもさらに厳しくした基準）

を検討しました。 

 

 

 

各項目の法令基準値等について整理、確認した上で、他自治体の状況などの観点もふまえ、秋

水園周辺地域にお住まいの方々の生活環境や周辺環境への影響、安心に配慮し、東京 23 区や多

摩地域においてもトップクラスの自主規制値に集約しました（表 2.3.1）。 

 

表 2.3.1 排ガスに関する自主規制値 

  自主規制値 法令基準値 

ばいじん （g/m3
N） 0.005 0.08 

塩化水素 （ppm） 10 430 

硫黄酸化物 （ppm） 10 約 900 

窒素酸化物 （ppm） 20 250 

ダイオキシン類 （ng-TEQ/m3
N） 0.01 1 

水銀 （µg/m3
N） 30 30 

 

 

 

 

 排ガスの測定結果については、排ガス状況監視盤等を設置するなど、秋水園周辺地域にお住ま

いの方々の安心に繋がるよう、積極的な情報公開や情報共有に努めていただきたい。 

 

  

公害防止基準として、排ガス、騒音、振動、悪臭、排水の適切な自主規制値を設定します。 

検討概要 

検討方法及び検討結果 

基本計画策定に向けた委員意見 



－7－ 

3.2 騒音、振動、悪臭、排水に関する公害防止基準 

 

 

秋水園周辺地域にお住まいの方々の生活環境や周辺環境への影響、安心に配慮し、騒音、振動、

悪臭、排水に関する基準値について、国や東京都の基準値をふまえて検討しました。 

 

 

 

騒音に関する基準値においては、東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」

（以下、「環境確保条例」という。）に基づき、秋水園周囲の閑静な住宅地に配慮して、敷地における

最も厳しい基準である秋水園西側の騒音基準値を、北側、東側、南側にも適用した自主規制値に

設定しました（表 2.3.2）。 

表 2.3.2 騒音の自主規制値 

 8時から19時 19時から8時 

秋水園敷地境界（東側・西側・南側・北側） （dB） 50 45 

 

振動に関する基準値においても、騒音と同様に、「環境確保条例」に基づき、敷地における最も

厳しい基準である秋水園南側の振動基準値を、北側、東側、西側にも適用した自主規制値に設定し

ました（表 2.3.3）。 

表 2.3.3 振動の自主規制値 

 8時から20時 20時から8時 

秋水園敷地境界（東側・西側・南側・北側） （dB） 60 55 

 

悪臭に関する基準値においては、「環境確保条例」の基準値と同様の値を自主規制値に設定しま

した（表 2.3.4）。 

表 2.3.4 臭気指数の自主規制値 

秋水園敷地境界（東側・西側・南側・北側） 排出口 排出水 

12 qt=566/Fmax 28 

 

排水に関する基準値においては、「東村山市下水道条例」に基づく基準に適合する、適切な処置

を行った上で下水道へ放流します。 

 

 

 

 防音壁の設置などの防音対策等を行い、施設内外において配慮を継続するとともに、秋水園

周辺地域にお住まいの方々に対して、騒音等について、引き続き丁寧な説明を行っていただ

きたい。 

  

検討概要 

検討方法及び検討結果 

基本計画策定に向けた委員意見 
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4. 煙突高さ 

 

 

新しいごみ焼却施設の煙突から出る排ガスの拡散による秋水園周辺地域にお住まいの方々の

生活環境への影響や、景観等の観点から適切な煙突高さを検討しました。 

 

 

 

煙突高さは、景観や圧迫感、建設コストを考慮するとできるだけ低い方が望ましいものの、ダウ

ンドラフト現象の影響を防止するためには少なくとも４５ｍ以上が必要となります。しかし、風速や

風向きといった気象条件や運転条件による一時的な影響を受ける場合があり、一定の高さの余裕

をもつことが望ましく、それらを考慮すると航空法への対応が不要となる６０ｍ未満の高さとする

ことが適切であることから、新しいごみ焼却施設の煙突高さは、現状と同様、５９ｍとすることで集

約しました。 

 

 

仮想 45m   現状 59m      仮想 100m 

図 2.4.1 煙突高さによる景観イメージの比較 

 

 

 

 煙突高さについては 59m が適切と考えるが、圧迫感などの影響が想定されるため、煙突の配

置や周辺との調和について考慮した設計とする必要がある。  

煙突高さは、現状と同様、59m と設定します。 

検討概要 

検討方法及び検討結果 

基本計画策定に向けた委員意見 
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5. 炉構成（炉数）・ごみピット容量 

 

 

補修点検や災害発生時においても、搬入される燃やせるごみを安定的に焼却処理していくため

に適切な炉構成及びごみピット容量について検討しました。 

 

 

 

炉構成については、2 炉構成と 3 炉構成において、施設を建設する敷地面積の大きさや、建設

費用などを比較して、適切な炉の数を検討しました。 

2 炉構成では必要敷地面積が小さくなる点や、安定した燃焼が可能である点など、3 炉構成よ

りも有利な点が多いことから、新しいごみ焼却施設は 2 炉構成が適切であると集約しました（表

2.5.1）。 

表 2.5.1 2 炉構成の特徴（3 炉構成と比較） 

項目 2炉構成の特徴（3炉構成と比較） 

必要敷地面積 〇  機器点数が少なく、施設全体面積は小さい。 

建設費用 〇  機器点数が少なく、安価である。 

安定燃焼 〇  安定した燃焼が可能である。 

補修点検や故障時の対応 △  対応方法の柔軟性に劣る。 

運転・維持補修費用 〇  機器点数が少なく、安価である。 

運転員の人員数 〇  運転員が少ない。 

 

ごみピット容量については、「1 日当たりの平均処理量（日平均処理量）」は 73 t/日、「施設規

模」は 100 t/日、「焼却炉停止日数」は 30 日であることをふまえ、補修点検時などにおいても安

定的に焼却処理するための必要な貯留日数は、施設規模の 7 日分と算出しました。 

この結果とごみの単位体積重量（0.172 t/m3）から、必要なごみピット容量を約 4,000m3 と

集約しました。 

100 t/日  ÷  0.172 t/m3    ×  7 日   ≒  4,000 m3 

施設規模        単位体積重量      貯留日数     ごみピット容量 

 

 

 

 近年、大規模な災害が頻発化していることから、災害廃棄物量を勘案したごみピット容量を設定

することは重要であると考える。 

炉構成（炉数）は 2 炉、ごみピット容量は約 4,000m3（施設規模の 7 日分）と設定します。 

検討概要 

検討方法及び検討結果 

基本計画策定に向けた委員意見 
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6. 排ガス処理設備等 

 

 

本検討会で設定した自主規制値を遵守できる性能を有した設備を導入するため、排ガス処理設

備、灰出し設備、排水、臭気対策に係る適切な設備と処理フローについて検討しました。 

 

 

 

排ガス中には、ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、ダイオキシン類、水銀等が含まれ

ています。大気に放出する前にこれらを除去し、法令や検討会で集約した自主規制値を達成でき

る処理フローと適切な設備を集約しました（図 2.6.1、表 2.6.1）。 

図 2.6.1 新しいごみ処理施設 排ガス処理基本処理フロー 

 

表 2.6.1 排ガス処理設備のまとめ 

主な処理設備 除去設備 除去対象物 

酸性ガス除去設備 乾式酸性ガス除去設備 塩化水素、硫黄酸化物（SOx） 

ダイオキシン類除去設備 活性炭吹込みろ過式集じん器＋触媒脱硝装置 ダイオキシン類 

水銀除去設備 活性炭吹込みろ過式集じん器 水銀 

ばいじん除去設備 ろ過式集じん器 ばいじん 

NOx 除去設備 触媒脱硝装置 窒素酸化物（NOx） 

 

 

 

 

 設定した自主規制値をふまえると、現時点では適切な排ガス処理設備と考えるが、今後も最新

の技術動向の注視を継続する必要がある。 

排ガス処理方式として、設定した排ガスの自主規制値を遵守できる排ガス処理フロー及び排ガス

除去設備を設定します。 

検討概要 

検討方法及び検討結果 

基本計画策定に向けた委員意見 

NOx 除去設備 活
性
炭 

 

煙突 

排ガス 

再加熱装置 
ばいじん除去設備 

ろ過式集じん器 

（バグフィルタ） 

還
元
剤 

【新規追加】 

触媒 

脱硝装置 

ダイオキシン類・水銀除去設備 

【新規追加】 

ア
ル
カ
リ
剤 

酸性ガス除去設備 

焼却設備 

ボイラ 
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7. 生活環境影響調査項目 

 

 

新しいごみ焼却施設を整備するにあたり、建設工事中や実際に施設が稼働する際の周辺環境に

与える影響を、あらかじめ予測して必要な対策を講じるため、生活環境影響調査の調査項目につ

いて検討しました。 

 

 

 

調査項目は、周辺環境に配慮する観点か

ら、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

（以下、「廃棄物処理法」という。）に基づく

生活環境影響調査の標準的な項目をふま

えて、「東京都環境影響評価条例」に基づく

標準的な項目も勘案し、立地環境等に合わ

せた適切な調査項目の検討を行い、集約し

ました（表 2.7.1）。 

 

 

 

※ 網掛け部分については、標準的調査項

目ではないが、周辺環境への配慮から

本調査で自主的に追加する項目 

 

 

 

 

 

 

 建設工事中及び施設稼働時における周辺環境への影響が生じないように、適切な調査をおこな

っていただきたい。 

 

 

 

 

生活環境影響調査項目は、法令等や秋水園の立地環境等の配慮も合わせて検討し、適切な調査項

目を設定します。 

検討概要 

検討方法及び検討結果 

基本計画策定に向けた委員意見 

表 2.7.1 生活環境影響調査の項目 

工事中 稼働中

二酸化硫黄 ●

浮遊粒子状物質 ● ●

二酸化窒素 ● ●

ダイオキシン類 ●

塩化水素 ●

水銀 ●

●

騒音 ● ●

振動 ● ●

低周波音 ●

●

● ●

●

●

●

●

● ●

●

地盤

項目

大気汚染

騒音・振動

悪臭

温室効果ガス

廃棄物

景観

電波障害

日影

生物・生態系

水循環
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8. 防災機能 

 

 

災害時においても、ごみ処理を継続できる強靭性を確保するために、立地状況をふまえた災害

規模を想定した上で、施設において必要となる機能等を整理しました。また、廃棄物発電等による

自立分散型のエネルギー供給を活かした地域の防災支援機能について検討しました。 

 

 

 

施設の強靭性については、基本方針や「東村山市災害廃棄物処理計画」の方向性を確認した上

で、「東村山市地域防災計画」や「東村山市洪水ハザードマップ」をふまえた対策として、新しいごみ

焼却施設において必要となる機能を整理しました（表 2.8.1）。 

 

表 2.8.1 施設の強靭性に対する必要な機能 

項目 被災想定 必要となる機能等 

地震対策 
震度６弱から６強の揺れ 

（東村山市地域防災計画） 

震度７相当の地震にも耐えうる施設 

（官庁施設の総合耐震計画基準に準じる） 

浸水対策 
最大２．０ｍの浸水予測 

（東村山市洪水ハザードマップ） 

浸水水位以上にプラットホーム・主要設備設置 

防水扉の設置（浸水水位以下の箇所） 

ランプウェイ（傾斜路）の設置 

自立起動・ 

継続運転対策 

外部電力の遮断や断水 

通行止めによる薬剤搬入停止 

非常用発電機の設置（１炉立上げ可能） 

稼働用水としての井水の確保（断水対策） 

稼働に必要となる薬剤・燃料の備蓄 

 

防災拠点・支援機能の方向性については、近年、ごみ焼却施設にも防災活動の支援機能が求め

られており、令和２年度に秋水園周辺にお住まいの方々を対象に実施した「東村山市ごみ焼却施設

に関する秋津町市民アンケート調査」（以下、「秋津町市民アンケート」という。）のなかで、「熱利用

による災害時の防災支援」や、「一時避難所として利用できる機能」、「備蓄倉庫（食料・生活用品な

ど）の設置」等が求められていることを確認しました。 

新しいごみ焼却施設建設にあたっては、「ライフライン（電気・水）の提供、避難施設としての利用、

備蓄倉庫の設置等」の防災活動の支援機能を検討していくことで集約しました。 

 

 

 

 防災活動の支援機能に関する具体的な設備については、導入やメンテナンスにかかる費用負担

も考慮し、地域の状況に即し、住民が利用しやすいものを選定していくことが必要である。 

検討方法及び検討結果 

検討概要 

災害時でもごみ処理を継続できる強靭な施設とするとともに、秋水園周辺地域にお住まいの

方々へのライフラインの提供など、東村山市の状況に適した防災活動の支援策を検討します。 

基本計画策定に向けた委員意見 
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9. ごみ焼却に伴う熱利用 

 

 

環境負荷の少ない循環型社会の実現への寄与や、災害時における防災機能の維持に関する観

点から、市の現状に適した熱利用の方向性を検討しました。 

 

 

 

「第３次東村山市環境基本計画」などの計画のほか、基本方針や秋津町市民アンケートの結果な

どをふまえた熱利用方法の検討視点を整理した上で、熱の利用形態や利用先の優先順位などの

「熱利用の方向性」を整理しました。 

 

表２.９.１  熱利用方法の検討視点 

検討視点の内容 

廃棄物発電で、秋水園内施設をはじめとした公共施設の使用電力を賄い CO2 削減に寄与すること 

ごみの削減を前提とし、発生する熱を地域内で効果的に活用すること 

平常時だけでなく、災害時にも安定処理を継続するため、自立運転等に必要な電力を確保すること 

 

熱利用方法の検討視点をふまえて、市公共施設の使用電力を賄うことによる CO２の削減やエネ

ルギーの地産地消、平常時だけでなく、災害時における処理を継続するための電力確保が重要で

あることを確認し、その最適な熱利用形態として、廃棄物発電による「電気」を主軸とすることが望

ましいと集約しました。 

また、優先順位については、施設運営や防災機能維持の観点から、秋水園内施設における自家

消費を最優先とし、その次に、地域内におけるエネルギー活用としての、自営線や自己託送による

公共施設への電気供給、最後に、売電とすることで集約しました（表 2.9.2）。 

 

表 2.9.2 電気を主軸とした供給先の優先順位 

順位 供給先（活用先） 

1 秋水園内施設における電気利用（自家消費） 

2 自営線や自己託送による市公共施設への電気供給 

3 電力会社への売電 

 

 

 

 秋水園の施設特性や立地特性を考慮した適切な熱利用となるように、引き続き、検討を進めて

いただきたい。 

廃棄物発電による電気を主軸とし、秋水園施設の運営に必要な電力を賄った上で、市公共施設等

への送電により、地域内における効果的な活用を図ります。 

検討概要 

検討方法及び検討結果 

基本計画策定に向けた委員意見 
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10. 環境学習機能 

 

 

効果的な環境学習の場を提供するため、環境学習に関する国や東村山市の計画等、秋津町市民

アンケートの結果を整理し、備える環境学習機能の方向性を検討しました。 

 

 

 

環境学習の目標や廃棄物処理施設における位置づけを示している国の計画等、環境教育・環境

学習の充実を施策の方向性の一つとしている「第３次東村山市環境基本計画」や「東村山市第５次

一般廃棄物処理基本計画」、秋津町市民アンケートの結果をふまえて、効果的な環境学習の場を提

供するために、３つの環境学習機能の方向性を整理しました（表 2.10.1）。 
 

表 2.10.1 環境学習機能の方向性と対応する他自治体参考事例 

環境学習機能の方向性 他自治体参考事例 

施設の役割・仕組みに関する環境学習機能 

施設での見学・体験により、ごみ処理の流れを理解する 

ことができる  

見学者通路 
（浅川清流環境組合 可燃ごみ処理施設） 

ごみの減量・再生利用の推進に関する環境学習機能 

ごみの減量・分別など、ごみ処理事業の重要性を認識し、 

実践につなげることができる  

ごみ分別を体験できる設備（杉並清掃工場） 

施設の環境配慮に関する環境学習機能 

環境について知り、考えることで、環境への意識を高める 

ことができる  

太陽光発電の解説機器（武蔵野クリーンセンター） 

 

 

 

 東村山市のごみ処理の歴史やカーボンニュートラルに関すること等、環境全般の学習内容を取

り入れたり、体験型で楽しく学べる機能を整備したりするなど、工夫する必要があると考える。 

 ごみ処理についての授業が学習過程となっている小学生だけでなく、それ以外の子ども（保育

園、幼稚園、中学生）にも、環境学習の機会を提供してほしい。 

効果的な環境学習の場を提供するために、３つの環境学習機能の方向性を設定します。 

検討概要 

検討方法及び検討結果 

基本計画策定に向けた委員意見 
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11. 施設配置・動線計画

 

施設配置については、これまで検討してきた基本仕様等と一般的な設備配置に基づく想定をふ

まえて、建築面積や煙突の配置など、新しいごみ焼却施設の配置を検討しました。また、動線につ

いては、安全性や周辺環境への影響に配慮する観点をふまえて、ランプウェイの配置を含めた適切

な秋水園全体の動線を検討しました。 

 

施設配置については、これまで検討会で検討し

てきた基本仕様等と一般的な設備配置をふまえ

て、建築面積を約２，８００ｍ２と想定し、現在のご

み焼却施設とリサイクルセンターの間に配置する

ことが適切としました。 

煙突の配置は、周辺地域への圧迫感の軽減等

に配慮すると、秋水園敷地中央に近い位置となる

新しいごみ焼却施設の南側とし、現在の「独立型」

ではなく「建物一体型」の煙突形状とすることが

適切としました。

図 2.11.1 施設配置図 

動線については、敷地内動線に大きく影響する新しいごみ焼却施設のランプウェイの配置を検

討した上で、秋水園全体の動線を検討しました。 

ランプウェイの配置については、複数のパターンを検討し、秋水園周辺地域住民の方への走行車

両や圧迫感の影響が軽減される、施設の「東西」にランプウェイを設置する動線案を基本として進

めることが適切としました（図 2.11.2）。 

施設配置及び動線について、整理した内容をまとめると、次頁に示す通りです（表 2.11.1）。 

新しいごみ焼却施設は、現在のごみ焼却施設とリサイクルセンターの間に配置し、安全性や周辺

環境への影響に配慮した動線を確保することとします。 

検討概要 

検討方法及び検討結果 
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表 2.11.1 施設配置・動線案のまとめ 

施設配置 

・新しいごみ焼却施設の施設配置は、現在のごみ焼却施設とリサイクルセンターの間

とする。

・新しいごみ焼却施設の設備配置は、プラットホームが北側、煙突が南側とする。

・煙突は建物一体型とする。

・施設内の省スペース化を図り建物を極力小さくすることや、北側住宅地への圧迫

感を軽減することに配慮する。

動線 

・秋水園内の基本動線は、時計回りの一方通行とし、極力車両動線が交差しない計

画とする。

・可燃ごみ搬入車両以外は、現状の動線を活用する。

・ランプウェイは、施設の東面と西面に設けることを基本とし、プラットホーム内の車

両動線を一方通行とする。

・プラットホーム出入口における臭気対策、ランプウェイにおける騒音対策、施設内の

作業者や見学者の安全対策など、総合的に適切な動線とする。

図 2.11.2 施設配置・動線案 

 建物のコンパクト化の検討など、特に北側住宅地への圧迫感を軽減することに配慮しながら進

めていただきたい。

 プラットホーム出入口における臭気対策、ランプウェイにおける騒音対策、施設内の作業者や見

学者の安全対策など、総合的な視点で進めていただきたい。

基本計画策定に向けた委員意見 
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12. 事業方式

東村山市の現状や事業方式ごとの特徴、他施設の事例を整理し、新しいごみ焼却施設で導入す

る最適な事業方式を選定するための進め方を検討しました。 

「東村山市と民間事業者との公民連携によるまちづくりに関する基本方針」や現在の秋水園の

運営業務内容をふまえて、一般的な事業方式の特徴（表 2.12.1）や多摩地域周辺施設で近年採用

された事業方式、近年の事業方式の動向について確認・整理した上で、新しいごみ焼却施設におけ

る事業方式選定の進め方を検討しました。 

東村山市では公民連携による効果的な事業方式の検討を推進していること、また、一般的に公

民連携事業は公設公営方式と比較して、設計・施工費用や運営費用等のコスト縮減など、より効率

的、効果的な事業になる可能性があることから、PFI 等導入可能性調査で公民連携による効果を

確認する必要があります。 

そのため、今後、東村山市で実施する PFI 等導入可能性調査にて、最適な事業方式を選定する

際には、事業方式ごとのメリット・デメリットや経済性等を含めた定性的・定量的な評価項目につい

て、総合的な観点から比較評価するなど、詳細に検討していただくことで集約しました。 

表 2.12.1 各事業方式の特徴 

事業方式 
施設の所有 

資金調達 設計・施工 運営 
民間 

関与度 建設時 運営時 

公設公営方式 
（DB 方式） 

公共 公共 公共 公共 
公共 
民間 

小 

公
民
連
携
事
業 

公設民営方式 
（長期包括運営委託方式） 

公共 公共 公共 公共 民間 

公設民営方式 
（DBO 方式） 

公共 公共 公共 
公共 
民間 

民間 

民設民営方式 
（PFI 方式） 

民間 
公共 
民間 

民間 民間 民間 大 

※ごみ焼却施設の整備・運営事業は、資金調達、設計・施工、運営等の実施段階に区分することでき、民間関与度

が高くなるほど、事業全体としてコストの縮減や付加価値の向上が期待できます

 PFI 等導入可能性調査では、経済性だけでなく、整備や運営の事業範囲、事業期間、公民の役割

分担等を検討し、定性的な観点もふまえて最適な事業方式を選定していただきたい。

 PFI 等導入可能性調査の結果、公民連携事業を選定する場合には、事業の履行確認を行うため

に、モニタリングなどを適切に実施していただきたい。

事業方式は、PFI 等導入可能性調査による、公設公営方式や公民連携事業の詳細な検討を行っ

た上で、最適な方式を選定します。 

検討概要 

検討方法及び検討結果 

基本計画策定に向けた委員意見 




