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処
理
方
式 

組合単独処理方式 広域処理方式 

ケース１ 

既存施設の修繕を継続して行う方式 

既存施設修繕+隣接地最終処分場整備方式 

ケース２ 

既存施設の基幹的設備改良事業を行う方式 

既存施設施設改良+隣接地最終処分場整備方式 

ケース３ 

新たな場所に処理施設を整備する方式 

新規焼却施設+新規最終処分場方式 

ケース４ 

広域処理施設に各自直接運搬搬入する方式 

広域処理＋直送方式 

ケース５ 

中継施設を整備し広域施設まで運搬する方式 

広域処理＋中継方式 

処
理
フ
ロ
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既設リサ
イクルセ
ンター
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回収業者
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処
理
方
法 

現在の処理施設を補修しながら継続して
行う方式。 

既存の焼却施設及び移動式破砕機につい
ては、機器の補修や交換を行い設備の延命に
よる長期運営を図り、最終処分場のみ新たな
施設を整備する計画で、現状の住民サービス
と運営体制、地元雇用を維持して行える。 

現在の焼却処理施設の基幹的設備改良を行
い長寿命化を図ることで、処理の形態を変える
ことなく継続して行える方式。 

最終処分場のみ新たな施設を整備する計画
で、現状の住民サービスと運営体制、地元雇用
を維持して行える。 

施設規模は現在の規模を維持し、最終処分場
は現在の隣接地にて拡張する。 

焼却施設の改修工事中（6 ヵ月）は、外部へ
処理を委託する必要がある。 

組合管内の中にて新たな候補地を選定した
のち、新たな場所で焼却施設と最終処分場を
整備する方式であり、搬入場所やルートの変
更はあるものの。現状の住民サービスと運営
体制、地元雇用を維持して行える方式。 

焼却施設の規模は、ごみの減量化や資源化
の推進により、現施設の規模より小さい施設
で行えるため、コンパクトな施設整備が可能
である。 

焼却施設を止めることなく継続して処理を
行うことができるが、既存施設の解体が必要
となる。 

 

広域処理に参画する方式で、ごみの運搬は各
自で行う方式。 

分別区分を広域に合わせる必要があるため、
分別区分の一部変更が生じる。 

広域への負担金が発生するほか、直接搬入ご
みのうち家庭ごみを収集ごみに、事業系ごみを
許可業者へ積極的に移行する取組みが必要と
なるため収集運搬経費が増加する。 

また、組合で新たに施設を設ける必要はない
が、安全対策上既存施設の解体を行う必要があ
りその費用が発生するほか、広域施設までの運
搬に時間を有することから、新たに収集車両の
導入が各町毎に必要となる。 

広域に参画する方式であるが、ごみの運搬の負担
を軽減するため、既存施設の機械解体撤去後に中
継施設を整備し、広域施設まで組合管理のコンテ
ナ車で輸送する方式。 

組合施設の解体費用及び中継施設の整備費が必要
となるほか、コンテナで輸送するための車両等が
必要となる。 

分別区分を広域に合わせる必要があるため、分
別区分の一部変更が生じるが、組合へ持ち込むこ
とに代わりは無いことから、現状の住民サービス
と、一部運営体制及び地元雇用を維持して行える
方式である。 

また、各収集運搬業者や許可業者にて収集車両
を新たに購入する必要は無い。 

事
業
規
模 

最終処分場 ： 3,400㎡ 13,700㎥  

512,050千円 

合計      512,050 千円 

焼却改良費用 ：15ｔ/日 574,200千円 

最終処分場  ：3,400㎡ 13,700㎥ 

512,050千円 

合計                  1,150,050千円 

焼却処理施設  ：10ｔ/日 1,337,000千円 

最終処分場   ：3,400㎡ 13,700㎥ 

584,320千円 

既存焼却施設解体：    350,000千円 

合計                   2,271,320千円 

既存焼却施設解体 ：  350,000千円 

合計          350,000千円 

積替え装置（解体含む）：10ｔ/日   550,000千円 

合計               550,000千円 

交
付
金
財
源
内
訳 

  

 

 

 

 

 

   

最終処分場の交付金事業は、広域化計画に位
置づけられた施設整備が条件となる。 

交付金事業は、広域化計画に位置づけられた施
設整備が条件となるが、焼却施設の基幹的設備
改良事業として、CO2削減率 3％以上が施設整
備の条件となる。 

交付金事業は、広域化計画に位置づけられた
施設整備が条件となるが、特に焼却施設にお
いては熱回収率が１０％以上の設備設置する
必要がある。（小規模のため条件未満の可能性
がある） 

焼却施設の解体費用は単独となる。 施設の改造及び積替え装置はは交付金事業には該
当しないため、単独で施設整備を行うこととなる。 

交付税措置額を除く償還額 

一般財源の合計（金利 1.0％15年償還） 

純返済額合計 181,437千円 

一般財源    37,617千円 

純単独費合計 219,054千円 

交付税措置額を除く償還額 

一般財源の合計（金利 1.0％15年償還） 

純返済額合計 396,204千円 

一般財源    80,984千円 

純単独費合計  476,188千円 

交付税措置額を除く償還額 

一般財源の合計（金利 1.0％15年償還） 

純返済額合計   892,940千円 

一般財源      229,191千円 

純単独費合計  1,122,131 千円 

交付税措置額を除く償還額 

一般財源の合計（金利 1.0％10年償還） 

純返済額合計 198,111千円 

一般財源    87,500千円 

純単独費合計 285,611千円 

交付税措置額を除く償還額 

一般財源の合計（金利 1.0％15年償還） 

純返済額合計 315,815千円 

一般財源    137,500千円 

純単独費合計  453,315千円 

ケース別 ごみ処理方式の比較 １ 
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直接輸送
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中継施設で積替

交付金対象 対象外 合計

最終処分場 427,900 84,150 512,050

合計 427,900 84,150 512,050

交付金額 142,633 142,633

起債 256,400 75,400 331,800

一般財源 28,867 8,750 37,617

交付金対象 対象外 合計

中継積替え施設 0 300,000 300,000

焼却炉解体 0 250,000 250,000

合計 0 550,000 550,000

交付金事業 0 0 0

起債 0 412,500 412,500

一般財源 0 137,500 137,500

交付金対象 対象外 合計

焼却炉解体 0 350,000 350,000

合計 0 350,000 350,000

交付金額 0 0

起債 0 262,500 262,500

一般財源 0 87,500 87,500

交付金対象 対象外 合計

既存焼却基幹改良 419,800 154,400 574,200

最終処分場 427,900 84,150 512,050

合計 847,700 238,550 1,086,250

交付金額 282,566 282,566

起債 508,300 214,400 722,700

一般財源 56,834 24,150 80,984

交付金対象 対象外 合計

新焼却施設整備 1,069,600 267,400 1,337,000

最終処分場 457,490 126,830 584,320

焼却炉解体 0 350,000 350,000

合計 1,527,090 744,230 2,271,320

交付金額 509,029 509,029

起債 916,000 617,100 1,476,800

一般財源 102,061 127,130 229,191
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処
理
方
式 

組合単独処理方式 広域処理方式 

ケース１ 

既存施設の修繕を継続して行う方式 

既存施設修繕+隣接地最終処分場整備方式 

ケース２ 

既存施設の基幹的設備改良事業を行う方式 

既存施設基幹改良+隣接地最終処分場整備方式 

ケース３ 

新たな場所にごみ処理施設を整備する方式 

新規焼却施設+新規最終処分場方式 

ケース４ 

広域処理施設に各自直接運搬する方式 

広域処理＋直送方式 

ケース５ 

中継施設を整備し広域施設まで運搬する方式 

広域処理＋中継方式 

処
理
費 

最終処分場 ： 6,000千円/年 

合計       6,000千円/年 

14年合計   84,000千円 

焼却処理施設  ： 25,000千円/年 

最終処分場   ： 6,000千円/年 

合計        31,000千円/年 

14年合計     434,000千円 

焼却処理施設  ： 25,000千円/年 

最終処分場   ： 6,000千円/年 

合計        31,000千円/年 

14年合計     434,000千円 

無し 中継施設  ： 11,600千円/年 

合計      11,600千円/年 

14年合計   162,400千円 

委
託
費 

施設委託費   1,000千円/年 

（既存施設と合わせて委託のため） 

14年合計   14,000千円 

施設委託費    30,000千円/年 

14年合計    420,000 千円 

施設委託費    30,000千円/年 

14年合計    420,000 千円 

収集運搬経費   33,858千円/年 

直接搬入運搬   12,383千円/年 

14年合計    647,374 千円 

施設委託費    20,000千円/年 

14年合計    162,400 千円 

中継運搬費     8,503千円/年 

14年合計    119,042 千円 

補
修
費 

最終処分場 ： 1,500千円/年 

14年合計   18,000千円 

焼却施設 ： 13,633～30,573千円/年 

14年合計    368,842 千円 

焼却施設 ： 7,075～30,113千円/年 

14年合計    335,231 千円 

無し 委託費に含む 

新
規
施
設
費
用
合
計 

事業単独費 219,054千円 

処理費     84,000千円（14年間） 

委託費      14,000千円（14年間） 

補修費    18,000千円（14年間） 

合計     335,054千円 

事業単独費 476,188千円 

処理費    434,000千円（14年間） 

委託費    420,000千円（14年間） 

補修費   368,842千円（14年間） 

合計    1,717,030千円 

事業単独費 1,122,131千円 

処理費     434,000千円（14年間） 

委託費     420,000千円（14年間） 

補修費    355,231千円（14年間） 

合計     2,329,352千円 

事業単独費     285,611千円 

組合負担金     821,568千円（14年間） 

委託費（収集運搬等）647,374千円（14年間） 

合計       1,754,553千円 

事業単独費      453,315千円 

組合負担金      821,568千円 

処理費        162,400千円（14年間） 

委託費        280,000千円（14年間） 

委託費（中継運搬）119,042千円（14年間） 

合計       1,836,325千円 

事
業
規
模 

既存施設の維持管理費 1,642,253千円 

新規整備（町単独分）    335,054千円 

総経費               1,977,307千円 

既存施設の維持管理費    298,200千円 

新規整備（町単独分）  1,717,030千円 

総経費         2,015,230千円 

既存施設の維持管理費    264,900千円 

新規整備（町単独分）  2,329,352千円 

総経費         2,594,262千円 

既存施設の維持管理費  264,900千円 

広域処理負担等経費  1,754,374千円 

総経費         2,019,453千円 

既存施設の維持管理費 306,300千円 

広域処理負担等経費 1,836,325千円 

総経費       2,142,625千円 

 １位  ２位    ５位    ３位   ４位 

運転人員     ５名 運転人員      ５名 運転人員       ５名 運転人員       ０名 運転人員    ３名（管理・作業） 

既存施設に対し、2022 年度から 17 年間
で必要となる費用は、施設の維持管理及び補
修費等で約 1,642,000千円と想定されます。 

また、最終処分場にあっては、約 7 年後
に既存施設を閉鎖し、同時に新処分場を整備
した場合について検討を行った結果、新規処
分場にかかわる組合負担の経費で約
335,000千円となり、既存施設の経費と合せ
たトータルコストで約 1,977,000 千円の経
費が必要となります。 

 

既存施設に対し、2022年度から 17年間で必
要となる費用は、施設の維持管理及び補修費等
で約 298,000千円と想定されます。 

また、焼却施設の基幹的設備改良事業及び新
最終処分場を整備した場合について検討を行
った結果、新規整備費にかかわる組合負担の経
費で約 1,745,000 千円となり、既存施設の経費
と合せたトータルコストで約 2,015,000 千円の
経費が必要となり、既存施設をそのまま活用し
た単独事業費に比べ、約 38,000 千円の増加と
なります。 

既存施設に対し、2022年度から 17年間で必
要となる費用は、施設の維持管理及び補修費等
で約 265,000千円と想定されます。 

また、焼却施設及び最終処分場を新たに整備
した場合について検討を行った結果、新規整備
費にかかわる組合負担の経費で約 2,329,000 千
円となり、既存施設の経費と合せたトータルコ
ストで約 2,594,000 千円の経費が必要となり、
既存施設をそのまま活用した単独事業費に比
べ、約 617,000千円の増加となります。 

既存施設に対し、2022年度から 17年間で必要
となる費用は、施設の維持管理及び補修費等で約
265,000千円と想定されます。 

また、広域組合に支払う組合負担金と収集運搬
に伴う経費等について検討を行った結果、広域組
合の参画にかかわる組合負担の経費で約
1,754,000千円となり、既存施設の経費と合せた
トータルコストで約 2,019000 千円の経費が必要
となり、既存施設をそのまま活用した単独事業費
に比べ、約 42,000千円の増加となります。 

既存施設に対し、2022 年度から 17 年間で必要
となる費用は、施設の維持管理及び補修費等で約
306,300千円と想定されます。 

また、広域組合に支払う組合負担金と中継施設
の整備費について検討を行った結果、新規整備費
にかかわる経費と組合負担の経費で約 1,836,000

千円となり、既存施設の経費と合せたトータルコ
ストで約 2,142,000 千円の経費が必要となり、既
存施設をそのまま活用した単独事業費に比べ、約
165,000千円の増加となります。 

総
合
評
価 

現在の収集体制を変えることなく継続して
行える方式であり、住民への負担は小さい方
式であるといえる。 
長期に渡り施設を停止する必要が無いため、
処理形態に対する影響は小さい。 
施設整備は最終処分場のみであるが、候補地
の選定や住民合意が必要となる。 
災害時は、ピット内や最終処分場内での一次
保管等の措置が可能となる。 
また、一部周辺町の衛生ごみの受入も可能で
あり、災害時などで、相互処理による緊急措
置にも対応が可能である。 

現在の収集体制を変えることなく継続して行
える方式であり、住民への負担は小さい方式で
あるといえる。 
基幹改良事業のため約半年ににわたり施設を
停止することから、埋立地への一次堆積が必要
となるほか、民間への委託処理が必要となる。 
施設整備は最終処分場のみであるが、候補地の
選定や住民合意が必要となる。 
災害時は、ピット内や最終処分場内での一次保
管等の措置が可能となる。 
また、一部周辺町の受入も可能であり、災害等
で、相互処理による緊急措置にも対応が可能で
ある。 
総事業費及び総経費ともに既存施設利用に比
べて若干費用のかかる方式である。 
 

現在の収集体制を変えることなく継続して行
える方法であるが、新たな候補地の選定が必要
となり、候補地の選定や住民合意が必要とな
る。 
新たな場所で工事を行うため、既存施設を停止
することなく使用することができるが、焼却処
理施設の廃止後は、安全対策上、解体を行う必
要がある。 
災害時は、ピット内や最終処分場内での一次保
管等の措置が可能となる。 
また、一部の周辺町村の受入も可能であり、災
害等などで、、相互処理による緊急措置にも対
応が可能である。 
総事業費及び総経費ともに最も費用のかかる
方式であり、施設を交付金事業で行う場合、焼
却施設の規模が小規模であるため、熱回収率
10％の確保ができるかどうか懸念される。 
 

広域処理施設で処理を行う方式であり、現在の分
別区分で行える。（一部変更が必要となる可能性
がる） 
運搬距離が大幅に伸びるため、運搬費用に対する
負担が増加するほか、直接搬入ごみに対しても収
集範囲の拡大や許可業者の拡充により対応する
こととなるため、収集運搬等に係る負担が増え
る。 
広域施設へ直接運搬することで、時間負担が増加
するほか、受入で渋滞が発生した場合、時間負担
が増加し事業者の生産性への影響が懸念される。 
災害時でも災害ごみの分別が必要であるため、ご
みの堆積場の確保が必要となるほか、衛生対策や
処理先の確保が必要となる。 
総事業費及び総経費ともに既存施設利用に比べ
て若干費用のかかる方式である。 

広域処理施設で処理を行う方式であり、現在の分
別区分で行える。（一部変更が必要となる可能性が
る） 
収集作業や直接搬入者が現状と同じ状態で広域化
に参画できる様、焼却施設の機械解体撤去後の建
屋を活用して、中継施設を設置し、大型コンテナ
で輸送する方法であり、広域の直接輸送に比べ効
率的である。また施設は中継施設のみで現状の半
分の人員となる。 
災害時でも災害ごみの分別が必要であるため、ご
みの堆積場の確保が必要となるほか、衛生対策や
処理先の確保が必要となる。 
総事業費及び総経費ともに既存施設利用に比べて
若干費用のかかる方式である。 
 

 

ケース別ごみ処理方式の比較 ２ 
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１．組合単独処理の場合 

 

【有利性】 

・分別区分を変更する必要が無いため、現行区分で継続して行える。 

・処理体制を現行のまま維持することができ、雇用の確保を継続して行える。 

・直接搬入する住民や事業者に対するサービスが維持できる。 

・災害時等の対応も組合独自で行えるほか、近隣の町村の衛生ごみを受入することができ、相互処理を行うことにより緊急時対策に寄与できる。 

 

【懸念事項】 

・将来的に焼却施設の老朽化が進み処理が困難になった場合、新たな施設を整備するか、広域への参画するかの検討が必要とある。 

・新最終処分場の用地を確保する必要があるほか、継続して使用するために住民の合意を得るため説明会を開催するなど対応が必要である。 

・最終処分場の用地の確保が難しい場合は、最終処分場の耐用限界をもって埋立を終了し、広域へ移行するか、処分を民間に委託するかの検討が必要となる。 

・焼却施設を新たに整備する場合は、施設建設予定地を新たに確保する必要があり、候補地選定に数年の期間を有するほか、住民の合意を得るため説明会を開催するなど対応が必要である。 

 

 

２．広域処理へ参画の場合 

 

【有利性】 

・広域に参画することで、新たな施設整備を行う必要は無く、用地確保を行う必要は無い。 

・組合単独で行う費用と概ね同額の費用負担で参画でき、各町の負担金への影響は現行と同等である。 

・中継施設を設ける場合、既存施設を活用することができ、収集及び直接搬入者に対し、現行と変わらず受入を行える。 

・本組合の処理施設を廃止することから、新たに最終処分場を確保する必要が無く、今後の用地確保を行う必要が無い。 

 

【懸念事項】 

・収集運搬車両の確保が新たに必要となるほか、運搬受入時間が想定を超えた場合、さらなる車両の増加も考える必要がある。 

・生活系及び事業系の可燃、不燃の分別区分が異なるため、見直しが必要となる。 

・中継施設を設けない場合、直接搬入者に対する時間負担（往復 2時間以上）が増加するため、生産性への影響が懸念される。 

・災害等でも災害ごみの分別が必要となることから、一時保管場所、分別方法等の検討が必要となる。また、施設の受入が困難となった場合、ごみ処理を民間に委託するなどの対応が必要となる。 

・広域施設は、各構成市町村の持ち回りで整備が進められていることから、本組合の管内で候補地を選定する必要があるほか、予定地に選定された場合は、住民の合意を得るための説明会等を開催するなど、対応への協力が必要となる。 

 


