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1．ごみ処理方法の決定について 
 （１） ごみ処理の現状と課題 

現状 

・三木市清掃センターは、平成１０年に供用を開始。 

 （当初は平成２５年３月までが耐用期間となっていたが、

平成２５年から３年間かけて延命化工事を実施） 

・平成３７年３月まで使用可能。 

・新たな施設の設置については、別の場所で用地を確保

する必要がある。 

 （地元との協定により現在の施設用地は施設を更新し

て継続利用することができない。） 

課題 

①人口の減少 

・少子高齢化や若者の転出に伴う人口減が今後、急速に進むと

見込まれ、それに伴いごみ量も減少してくることから、ごみ処理

施設の効率化・スリム化が求められる。 

  

   

   

②環境面への対応 

・新たなごみ処理施設は、エネルギー効率や資源化率の高い、

環境配慮型の施設が必須になる。 

 （資源化率の向上や最終処分量の削減、環境規制の厳格化

が進むと想定される、） 

③コストの軽減 

・ごみ処理施設を適切に運営するためには、人口減に伴い、税

収等も減少することが想定されるためできる限り低コストで効率

的な運営が必要となる。 

2014年 2044年 
（30年後） 

2060年 
（目標人口） 

7.9万人 6.9万人 5万人 



（２） ごみ処理のあり方の比較検討 

三木市においては民間活用による処理が最も有利であると判断 

市単独 広域化 民間活用 

条
件 

処理規模 三木市のごみ量、人口の推計
から処理能力８１ｔ/日の処理施
設を建設する 

北播磨のごみ量、人口推計に合った
処理能力を持った処理施設を建設
する 

三木市のごみ量、人口の推計から処理
能力８１ｔ/日の処理施設を確保する 

用地 現在の場所以外で新たに確保
する必要がある 

用地は新たに確保する必要がある 現在の場所以外で新たに確保する必要
がある 

比
較 

建設用地の選定 
地元対策 

市内で新たな用地が必要 

地元対策が必要 
× 

新たな用地が必要 

地元対策が必要 
× 

市内で新たな用地が必要 

（原則として市は用地の取得が不要） 

地元対策が必要 

○ 

コスト 高 × やや高 △ 

低 

（人口減少に伴うリスクは企業努力で

対応できる可能性がある） 

○ 

トラブル時の対応  

（災害等含む） 
可能 ○ 

広域規模のごみ処理のバック

アップ体制の構築が必要 
△ 

運営は民間のため 

取り決めが必要 
△ 

資源化の取組み   施設整備を必要とする △ 

施設整備を必要とする 

(スケールメリットによる効率 

的な資源化の可能性がある) 

○ 

施設整備を必要とする 

 (制度の枠を超えた 

資源化の可能性がある) 

○ 

総合評価 × △ ○ 

評価：○有利、 
△やや不利、×不利 

※は条件付けで 
  上方修正可能 

高 

低 

重要度 

× 

△ 

三木市単独 広域処理 民間活用 

処理規模 三木市のごみ量、人口の推計から

処理能力８１ｔ/日の処理施設を建設

する 

北播磨のごみ量、人口推計に合っ

た処理能力を持った処理施設を建

設する 

三木市のごみ量、人口の推計から

処理能力８１ｔ/日の処理施設を確

保する 

（計算方法）  規模＝年間日処理量（※）÷実稼働率0.77÷調整稼働率0.96 

           ※（平成37年推計 人口×一人当たりごみ量）×焼却処理率0.8 

用地 現在の場所以外で新たに確保する

必要がある 

用地は新たに確保する必要がある 

 

現在の場所以外で新たに確保す

る必要がある 

収集運搬 将来的には民間事業者へ委託 

収集回収・分別方式は現状維持 

将来的には民間事業者へ委託 

 

将来的には民間事業者へ委託 

収集回収・分別方式は現状維持 

課題を解決するため、三木市のごみ処理のあり方をゼロベースから検討 
 

解決策  ①三木市単独  ②北播磨5市1町による広域処理  ③民間活用 



これまで以上に環境負荷削減、経済性、市民還元を実施 

先進性 
高付加価値 
地域との共生 

（３）本市のごみ処理の目指す姿 

リサイクル施設 焼却施設 環境学習施設・住民開放施設 

三木市 

ごみ処理の委託 

成果の還元 

低環境負荷 
持続可能性 

市民 
サービスの維持 

民間事業者による収集 

成果の還元 

事業者 

ごみ出しマナー、 
ごみ分別の徹底 

（イメージ）案 

再生可能エネルギー供給施設 

持続可能な ごみ処理システム 



2 プロポーザルの実施（案） 

① 趣   旨     一般廃棄物処理について、ごみの資源化と低炭素の循環型社会構築を進める必要がある。民間事業者が有するノウハウ 

              の活用により、安全で効率的かつ効果的な資源循環型の一般廃棄物の処理と生活環境の保全を図るため、プロポーザル 

              方式により事業提案を募集する。 

② 対象項目     三木市一般廃棄物処理に係る事項 

③ 募集期間     平成２８年２月１日～平成２８年３月２２日まで 

④ 応募資格     事業遂行できる十分な資力、信用、技術的能力等を有する事業者（法人格を有するものに限る）であること。  

              単独又は事業者連合体。 

⑤ 事業計画の基本事項 

             ・ 一般廃棄物の処理に関する土地及び処理施設等の構築物の確保については、事業者の責任において行うものとする。 

             ・ コストの透明性が確保されること。  

             ・ 一般廃棄物の処理業務についての提案とする。  

             ・ 災害時等の対応（応援・受援体制）が盛り込まれていること。  

             ・ 利益の市民還元方法（雇用対策等）が盛り込まれていること。  

             ・ 環境への配慮がなされていること。（環境負荷の低減、資源化、温暖化対策等）。  

             ・ 事業の開始時期及び期間は、平成３７年４月から３０年間の使用を前提とする。 

⑥ 審査方法     三木市一般廃棄物処理に係るプロポーザル選考委員会を設置して審査する。 

                   （選考委員は、三木市循環型社会創造研究会委員へ依頼する。） 

⑦ 審査決定の予定    平成２８年３月下旬 

⑧ スケジュール       詳細は、（３）実施スケジュールのとおり  

４ 事業計画の基本事項        

  ① 一般廃棄物の処理に関する土地及び処理施設等の構築物の確保については、事業者の責任において行うものとする。 

  ② コストの透明性が確保されること。 ③ 一般廃棄物の処理業務についての提案とする。 ④ 災害時等の対応（応援・受援体制）が盛り込ま 

    れていること。 ⑤ 利益の市民還元方法（雇用対策等）が盛り込まれていること。 ⑥ 環境への配慮がなされていること。（環境負荷の低減、 

    資源化、温暖化対策等）。⑦事業の開始時期及び期間は、平成３７年４月以降から３０年間の使用を前提とする。 

 

（１） 概要 



  
審査項目 審査内容 

土地の確保について ・用地の準備について、具体的提案がされている。 

コストについて ・施設運営等に関するコスト決定の考え方や透明性が確保されている。 
・施設整備、施設運営、維持管理等の妥当性があると認められる。 
・資金計画は、妥当性と確実性があると認められる。 
・費用対効果が高いと認められる。 
・事業の継続性があると認められる。 

ごみの処理（資源化・堆肥化・発電等）について 

・施設整備の規模や性能、動線計画、構造計画等について、適正に行われている。 

・ごみ処理（資源化・堆肥化・発電等）に対し、先進性のある提案がされている。 

・ごみの般入量等現状把握と将来推計は適正に行われている。 

・処理システムの安定性、安全性が確保されている。 

災害等の非常時の対応（応援・受援）について 

・業務中の事故等の緊急事態に対して適切な対策がなされている。 

・予想されるトラブル及び防止策について、設備面・運営面の対応に配慮されている。 

・地震等の災害が発生した場合、本市に対して支援・協力が可能である。 

・災害等の非常時にバックアップ体制がとれている。 

利益の市民還元について 

・利益の市民還元に対し、有効な提案がされている。 

・環境啓発、情報提供、環境学習の取組が示されている。 

・地域の活性化、市内雇用優先について、具体的な提案がされている。 

環境への対策について 

・匂い、水質、騒音、振動、煤塵等の低減について、具体的な対策がされている。 

・地域レベルでの循環型社会、低炭素社会づくりに向けた具体的な提案がされている。 

・環境への対策について、優れた提案がされている。 

・安心安全な地域づくりについて、配慮されている。 

開始時期（平成37年4月から）について 

・開始時期以降の具体的な事業計画提案がされている。 

・施設整備、運営方法について、開始時期は遵守されている。 

・市との協議が確実に実施される。 

・スケジュール遅延に対する対応策が講じられている。 

評価：○有利、 
△やや不利、×不利 

※は条件付けで 
  上方修正可能 

× 

△ 

三木市単独 広域処理 民間活用 

処理規模 三木市のごみ量、人口の推計から

処理能力８１ｔ/日の処理施設を建設

する 

北播磨のごみ量、人口推計に合っ

た処理能力を持った処理施設を建

設する 

三木市のごみ量、人口の推計から

処理能力８１ｔ/日の処理施設を確

保する 

（計算方法）  規模＝年間日処理量（※）÷実稼働率0.77÷調整稼働率0.96 

           ※（平成37年推計 人口×一人当たりごみ量）×焼却処理率0.8 

用地 現在の場所以外で新たに確保する

必要がある 

用地は新たに確保する必要がある 

 

現在の場所以外で新たに確保す

る必要がある 

収集運搬 将来的には民間事業者へ委託 

収集回収・分別方式は現状維持 

将来的には民間事業者へ委託 

 

将来的には民間事業者へ委託 

収集回収・分別方式は現状維持 

 （2） 審査項目と内容 



 （3）実施スケジュール 

２月 ３月 ４月 

 
 

三
木
市 

 
 

参
加
事
業
者 

 
 

 

三
木
市 
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