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第 3 章 施設整備方針案の検討 

1. 晴丘センターにおける施設整備方針案の概要 

第 2 章で示した状況を踏まえ、既存施設の使用目標年次以降の施設整備方針案とし

て、実現可能性の考えられる「施設の延命化」、「建屋を残した内部入替え」、「新施設の

建設」の 3 通りについて概要を下表に示します。 

 

表 施設整備方針案の概要 

 施設の延命化 建屋を残し内部入替 施設更新（建設） 

計画概要 目標年次以降の使用に際

して障壁となる大規模な

設備や機器の更新による

基幹的設備改良を行う。 

現行建屋を流用し、内部設

備を入れ替える。 

全く新しい施設を新設する。 

供用(延命)年数 10 年 20 年 30 年 

長所 工事費用が比較的安価

で、工事期間は全ケース

の中で も短い。 

現行建屋を利用するため建

屋建設工事は不要となる。

新の技術（処理効率、発電、

排ガス処理等）を適用した施設

整備が可能となる。 

合理的な設備配置が可能とな

る。 

短所 基本的に現行施設の改良

であるため、排ガス処理

等の環境面の基本性能に

ついては現在と変わらな

い。 

現行建屋を使用するため、

工事・設備に制限があり、

適な設計をすることが困

難である。 

上記の制限事項のため、耐

用年数に比較してコスト高

となる。 

建設用地に関わらず環境アセス

が必要となるため、手続きに時

間と費用を要する。 

特に建設用地確保から行うには

相当の時間を要するため極めて

困難。 

ごみ処理広域化計画との不整合

が生じる。 

整備期間 も短い 

・工事に 2 年程度 

 

中程度 

・工事に 3 年程度 

も長い 

・アセス等に 5 年程度 

・工事に 4 年程度 

 

2. 整備スケジュールから見た施設整備方針案の検討 

次頁に前述 3 通りの施設整備方針案についての概略スケジュールを示します。 

施設更新の場合、用地選定を含めて 9 年間という期間は現実的ではなく、それを差

し引いたとしても平成 25 年度から作業を着手する必要があります。よって、本検討に

おいては現行の施設を廃止・撤去し、跡地に新規施設を建設することを前提としました。
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3． 経済性評価から見た施設整備方針案の検討 

3.1 検討の手法 

公共施設などの運用、維持管理等に関する費用を比較する手法としては、ライフサイク

ルコスト（以下 LCC と記述する。）による評価が一般的です。LCC は企画、設計に始ま

り、竣工、運用を経て、修繕、耐用年数の経過により解体処分するまでを施設の生涯と定

義して、その全期間に要する費用を意味しており、初期建設費であるイニシャルコストと、

エネルギー費、保全費、改修、更新費などのランニングコストにより構成されます。 

今回の将来計画案の検討にあたっては、各検討ケースについて LCC 検討を行って経済

的側面から優位な案を検討しました。 

 

3.2 LCC 分析の前提条件 

3.2.1 分析対象期間 

LCC 検討の基礎的条件は以下のとおりとしました。 

 

 ・基準年度：平成 25 年度（現基本計画の目標年次であることから設定） 

 ・検討対象期間：平成 26 年度から平成 43 年度（10 年延命の場合の 終年度） 

 

 

3.2.2 検討ケースの概要 

LCC 検討を行うために、「1 晴丘センターにおける施設整備方針案」に挙げた 3 通り

の方針案を具体化したものを、以下 A 案～D 案の 4 つのモデルケースとして置きました。 

A 案は必要な設備の基幹的設備改良を行って施設の耐用年数を 10 年間延長する場合を、

B 案は建屋を残し内部設備を入れ替えて耐用年数を 20 年間延長する場合を、C 案は現施

設を撤去して跡地に新たに 250t 規模の焼却施設を建設する場合を、また D 案は現施設を

撤去して跡地に新たに焼却施設を建設しますが、生ごみ資源化施設等を同時整備して焼却

施設の規模を小さくする場合を想定しました。 

検討ケースの概要を下表に示します。B 案、C 案、D 案で検討する施設の規模について

は、第 2 章で算定した施設規模を参考に設定しました。また、C 案、D 案では新規の施

設立地から検討すると平成 34 年度稼働開始には時間的に不足するため、現行の施設を廃

止・撤去し、跡地に新規施設を建設することを前提としました。 
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検討ケースの概要 

A 案 
(延命化) 

・延命化：H34 稼働で施設の延命化工事を実施。（10 年） 
・工事は H32、H33 の 2 年間で実施。工事はできるだけ処理を止めないよう

に片方ずつ行うが、処理できないごみは委託処理する（2 万円/t）。 
B 案 

(内部入替) 
・内部入れ替え：建屋を残し、内部設備の入れ替え工事を行う。（20 年の延

命） 
・入替時に 250t 規模にし、発電量を 5,000kW とすることでランニングコス

トを下げることが可能。 

・H34 稼働とし、工事は H31～33 の 3 年間で実施。工事中（約 2 年間）のご

みは全量委託処理(2 万円/t)。 

C 案 
(施設更新) 

・新設：現敷地に新たに 250t 規模の焼却炉を新設する。 
・破砕（資源化）施設も建設。 
・H34 稼働とし、工事は H30～33 の 4 年間で実施。 

・H30 後半～H33 試運転開始までの約 3 年 1 四半期を処理委託（2 万円/t）。 

D 案 
(施設更新＋

大規模資源化

施設) 

・新設：現敷地に新たに 200t 規模の焼却炉を新設する。 
・付帯施設として生ごみ資源化（メタン発酵を想定）施設、木質ごみチップ

化施設等を建設することで可燃ごみを減量し、焼却炉の規模を小さくす

る。 
・その他、破砕（資源化）施設も建設する。 
・H34 稼働とし、工事は H30～33 の 4 年間で実施。 

・H30 後半～H33 試運転開始までの約 3 年 1 四半期を処理委託（2 万円/t）。 

 

 

3.2.3 経費の概要 

LCC 検討の基礎的条件は下表のとおりとしました。 

ランニングコストには人件費等は含まず、純粋に施設の運転管理にのみ要する費用とし

ます。B 案、C 案、D 案のランニングコストは、売電収入が増加することによりランニン

グコストが相殺されて安くなることを考慮して設定しました。 

委託処理費は近隣の一般廃棄物中間処理施設に処理委託を行うものとして、委託単価を

20,000 円／t、ごみ量を 70,000t／年としました。 

C 案、D 案には現行施設の解体も含まれますが、工事費用には解体工事費は含みません。 

 

LCC 検討における経費の概要 

  A 案 B 案 C 案 D 案 
工事費用 40 億円 110 億円 125 億円 

(付帯施設を含む金額) 
150 億円 
(付帯施設を含む金額)

工事期間 2 年 3 年 4 年 4 年 
ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ 3.9 億円／年 3 億円／年 3 億円／年 3.5 億円／年 
施設停止中の処

理委託費 
H32：3 億円 
H33：1 億円 

H31：7 億円 
H32：14 億円 
H33：7 億円 

H30：7 億円 
H31：14 億円 
H32：14 億円 
H33：10.5 億円 

H30：7 億円 
H31：14 億円 
H32：14 億円 
H33：10.5 億円
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3.2.4 社会的割引率の設定 

LCC の検討にあたっては、施設整備に対する投資費用である建設費及び維持管理費等

に係る費用について、対象期間 終年度までの年度ごとに、以下の式で算出した現在価値

費用を計上することとなっています。 

 

各年度の現在価値＝（各年度における費用の合計）／（１＋ｒ）j-1 

 ｒ：社会的割引率 

 ｊ：経過年数 

 

社会的割引率は、近年の社会資本整備に必要な資金調達コスト（国債、地方債等）の実

績値を勘案して定める値で、公共事業においては一般的に 4%が使用されています。本業

務においても社会的割引率は 4%としました。 

 

3.2.5 残存価値 

「残存価値」とは、検討対象期間終了後に残っている価値のことで、想定している稼働

年数が終了した時点で価値が 0 となるとして、下記の式で算定します。 

 

残存価値＝施設建設(工事)費×（１－検討対象期間中の稼働年数／想定稼働年数） 

 

 今回の検討ケースにおける残存価値は下表のとおりとしました。 

 

LCC 検討における残存価値 

 
建設投資 

金額 
(千万円) 

想定 
稼働年数 

(年) 

検討期間 
中稼働 
年数(年) 

残存価値(千万円) 

社会的割引

率考慮前 
社会的割引

率考慮後 

A 案 － － － 0 0 

B 案 1,100 20 10 550 386 

C 案 1,250 30 10 833 585 

D 案 1,500 30 10 1,000 703 

 

  



 49

3.3 LCC の算定結果 

残存価値を控除した LCC 検討結果は以下のとおりとなります。LCC で見ると、A 案

（延命化）が も優位であり、次いで B 案（内部入れ替え）、C 案（施設更新）、D 案（施

設更新＋大規模資源化施設）という順となりました。 

  

LCC 検討結果の概要 

単位：千万円 

 
A 案(延命化) B 案(内部入替) C 案(施設更新) 

D 案(施設更新＋

大規模資源化施設)
工事費 310 867 995 1,193 

ランニングコスト 511 402 362 393 

処理委託費 31 221 365 365 

費用計 853 1,490 1,722 1,951 

施設の残存価値 0 386 585 703 

合計 853 1,103 1,136 1,248 

 

 

（千万円） 
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4． その他のメリット・デメリットから見た施設整備方針案の検討 

LCC 検討では定量的に評価できない価値について、各案のメリット・デメリットを下

表に示します。 

なお、ランニングコストに影響する売電収入については既に前項までの LCC 検討に組

み込まれていますが、売電単価や運転（熱回収）状況による変動についての未確定要素が

多いため、この項に再掲しました。 

  

その他のメリット・デメリット 

 メリット デメリット 
A 案 ・ランニングコストは現行とほぼ同じ ・排ガス処理等の環境性能は基本的に

現施設と同等 
B 案 ・売電収入を多く見込むことができる

ため､ランニングコストは現行より

安価になる 

・排ガス処理等の環境性能は基本的に

現施設と同等 
・費用に対して施設性能の向上が小さ

い 
C 案 ・排ガス処理等の環境性能は現施設よ

り向上する 
・現行のごみ量に合わせた施設整備が

可能 
・売電収入を多く見込むことができる 

・ランニングコストは増加（売電収入

と相殺で実質コストは低下と考えら

れる） 
・環境アセス等の手続きを行う時間的

余裕が少ない 
・ごみ処理広域化計画との不整合が生

じる 
D 案 ・生ごみ資源化施設の導入により循環

型社会の形成、 終処分場の延命等

への寄与度が も大きい 
・排ガス処理等の環境性能は現施設よ

り向上する 
・売電収入を多く見込むことができる 

・ランニングコストは増加（売電収入

と相殺で実質コストは低下と考えら

れる） 
・環境アセス等の手続きを行う時間的

余裕が少ない 
・生ごみ資源化施設導入により、収

集・運搬段階でのコスト増 
・ごみ処理広域化計画との不整合が生

じる 

 

  




