
第１章 一般廃棄物処理事業の概要 

１ 計画処理区域

府内市町村において、一般廃棄物の処理事業を行う計画処理区域は、府全域であり、平成３０

年１０月１日現在で１，９０５．２９k㎡、総人口は８８４万７，２７６人である。 

また、府内の市町村数は令和２年４月１日現在、３３市９町１村の合計４３団体で一般廃棄物

の処理事業に係る事務を行う一部事務組合は１３団体である。 

表１－１ 計画処理区域人口等 （各年１０月１日時点） 

年 度 
市町村数 

面積 (km2) 人口 (人) 
市 町 村 計 

平成２６年度 33 9 1 43 1,904.99 8,871,354 

平成２７年度 33 9 1 43 1,905.14 8,865,870 

平成２８年度 33 9 1 43 1,905.14 8,863,684 

平成２９年度 33 9 1 43 1,905.14 8,854,912 

平成３０年度 33 9 1 43 1,905.29 8,847,276 

表１－２ 一部事務組合及び構成市町村 （令和２年４月１日時点）

一部事務組合名 設立年月日 構成市町村 

ご
み
・
し
尿

泉北環境整備施設組合 昭和38年２月１日 泉大津市、和泉市、高石市 

柏羽藤環境事業組合 昭和39年２月14日 柏原市、羽曳野市、藤井寺市 

泉佐野市田尻町清掃施設組合 昭和40年５月24日 泉佐野市、田尻町 

南河内環境事業組合※1 昭和42年10月19日
富田林市、河内長野市※1、大阪狭山市、 

太子町、河南町、千早赤阪村 

ご

み

豊中市伊丹市クリーンランド 昭和36年３月20日 豊中市、兵庫県伊丹市 

東大阪都市清掃施設組合 昭和40年10月４日 大東市、東大阪市 

四條畷市交野市清掃施設組合 昭和41年１月20日 四條畷市、交野市 

岸和田市貝塚市清掃施設組合 昭和41年９月５日 岸和田市、貝塚市 

泉南清掃事務組合 昭和42年10月21日 泉南市、阪南市 

猪名川上流広域ごみ処理施設組合※2 平成12年８月11日
豊能町、能勢町、兵庫県川西市、 

猪名川町 

北河内４市リサイクル施設組合 平成16年６月１日 枚方市、寝屋川市、四條畷市、交野市 

大阪広域環境施設組合※3 令和元年10月１日 大阪市、八尾市、松原市、守口市 

枚方京田辺環境施設組合 平成28年５月31日 枚方市、京都府京田辺市 

－ 豊能郡環境施設組合※4 昭和61年４月11日 豊能町、能勢町 

※1 河内長野市については、ごみのみの処理。 

※2 平成21年４月より豊能町・能勢町のごみ処理を開始。 

※3 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合は令和元年10月１日に守口市が加入し、大阪広域環境施設組合に組織変更。 

※4 豊能郡環境施設組合は、廃止されたごみ処理施設に起因する環境の汚染への対策等に関する事務を実施。 
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（令和２年４月１日時点） 

※詳細は、表１－２参照 

図１－１－１ 市町村及び一部事務組合（ごみ関係） 

豊中市伊丹市クリーンランド 

猪名川上流広域ごみ処理施設組合 

四條畷市交野市 

清掃施設組合 

北河内４市 

リサイクル 

施設組合

東大阪都市 

清掃施設組合 

大阪広域環境施設組合 

（枚方市・寝屋川市・

四條畷市・交野市）

（枚方市、京都府京田辺市） 

（豊中市、兵庫県伊丹市） 

（豊能町、能勢町、兵庫県川西市、猪名川町）

枚方京田辺 

環境施設組合

柏羽藤環境事業組合 

南河内環境事業組合

泉北環境整備施設組合

岸和田市貝塚市清掃施設組合

泉佐野市田尻町清掃施設組合

泉南清掃事務組合

枚方市
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（令和２年４月１日現在） 

※詳細は、表１－２参照 

図１－１－２ 市町村及び一部事務組合（し尿関係） 

柏羽藤環境事業組合 

南河内環境事業組合

泉北環境整備施設組合

泉佐野市田尻町清掃施設組合
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２ 一般廃棄物処理事業経費

ごみ・し尿の単位当りの処理及び維持管理経費は表１－３に示すとおり、ごみ１ｔ当り 

３万５，０４６円、し尿１kL当り１２，９６２円である。 

府民１人当りの一般廃棄物処理事業経費は表１－６に示すとおり１万４，３２５円／年で、一般

廃棄物処理事業経費のうち処理施設整備のための建設改良費及びその他を除いた府民１人当りの処

理及び維持管理費では、ごみは１万１，５４１円／年、し尿は７３４円／年である。 

 ・処理事業経費＝処理及び維持管理費※＋建設改良費＋その他 

※ ごみ処理に係るランニングコストであり、人件費、収集運搬やごみ処理施設、最終処分場等の 

維持費、修繕費、委託費等の経費 

表１－３ ごみ・し尿の単位当りの処理及び維持管理経費

年 度 区 分 単 位 大 阪 府 全 国

平成２６年度 
ご  み 円／ｔ 34,235 36,171 

し  尿 円／kL 11,861 8,466 

平成２７年度 
ご  み 円／ｔ 36,027 36,299 

し  尿 円／kL 11,755 8,313 

平成２８年度 
ご  み 円／ｔ 37,318 36,866 

し  尿 円／kL 11,728 8,287 

平成２９年度 
ご  み 円／ｔ 34,787 36,927 

し  尿 円／kL 12,449 8,980 

平成３０年度 
ご  み 円／ｔ 35,046 37,695 

し  尿 円／kL 12,962 8,415 

（ごみ） 

（計算式）処理及び維持管理費（組合分担金を除く） ÷ ごみ排出総量 

・大阪府  102,108,343千円  ÷  2,913,543 ｔ ＝ 35,046円／ｔ 

・全 国 1,533,128,396 千円  ÷ 40,671,898 ｔ ＝ 37,695 円／ｔ

※大阪府のごみ排出総量については集団回収量を含まない数字を用いている 

（し尿） 

（計算式）処理及び維持管理費（組合分担金を除く） ÷ し尿処理量 

・大阪府    6,497,230千円  ÷    501,268 KL ＝ 12,962円／KL 

・全 国  171,304,226千円  ÷ 20,355,839 KL ＝  8,415円／KL 
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表１－４  廃棄物処理事業経費（歳入） （単位：千円）

歳入 特定財源 一般財源 合計

国庫支出金 府支出金 地方債 使用料及び手数料 その他 計

ごみ 2,172,812 88,254 3,150,939 14,052,402 7,295,558 26,759,966 92,870,495 119,630,460
し尿 9,345 4,340 179,200 410,637 164,191 767,713 6,336,143 7,103,856

計 2,182,157 92,594 3,330,139 14,463,039 7,459,749 27,527,679 99,206,638 126,734,316

※特定財源のその他は、左記指定費目以外の廃棄物処理事業に係る特定財源

表１－５  廃棄物処理事業経費（歳出） （単位：千円）

歳出

人件費 処理費 車輌等購入費 委託費 調査研究費 小計

収集運搬 中間処理 最終処分

ごみ 38,961,704 2,885,408 18,210,987 297,345 1,045,014 40,610,853 97,033 102,108,343

し尿 1,888,948 107,555 1,715,677 13,955 2,712 2,756,296 12,087 6,497,230

計 40,850,652 2,992,963 19,926,664 311,300 1,047,726 43,367,149 109,120 108,605,573

歳出 建設改良費

工事費 調査費 小計 その他 合計
収集運搬施設 中間処理施設 最終処分場 その他

ごみ 102,917 12,924,600 368,999 28,594 97,103 13,522,213 3,999,904 119,630,461

し尿 200 200,864 20 110,214 138 311,436 295,190 7,103,856

計 103,117 13,125,464 369,019 138,808 97,241 13,833,649 4,295,094 126,734,317
※歳出のその他は、第三セクターへの拠出金等、他の項目に属さない経費

表１－６  府民１人当たりの処理事業経費 （単位：円/年）

ごみ し尿 合計 ごみ し尿 合計
（１人当り） （１人当り） １人当り （１人当り） （１人当り） １人当り

平成26年度 13,601 883 14,484 11,416 770 12,186

平成27年度 13,502 829 14,331 11,899 743 12,642

平成28年度 13,863 779 14,642 12,067 693 12,760
平成29年度 13,770 820 14,590 11,230 720 11,950

平成30年度 13,522 803 14,325 11,541 734 12,276
※人口は、外国人人口を含む総人口を使用

年　度

一般廃棄物処理事業経費

処理及び維持管理費

処理及び維持管理費（建設改良費及びその他は含まない）
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３ 一般廃棄物処理事業従事職員数 

市町村及び一部事務組合の一般廃棄物処理事業に従事している職員数を表１－７に示す。ごみ

関係に従事している職員数は５，０００人、し尿関係は２４３人、総数は５，２４３人でこのう

ち収集・運搬に３，００６人が従事しており、全体の約６割を占めている。その内訳は、ごみ関

係２，８１８人、し尿関係８８人である。 

表１－７ 一般廃棄物処理事業従事職員数 （単位：人） 

 事務系 技術系 収集運搬 中間処理 最終処分 その他 計 

ごみ 949 573 2,818 602 13 45 5,000

し尿 102 31 88 20 2 0 243

計 1,051 604 3,006 622 15 45 5,243

４ 一般廃棄物処理の委託・許可件数の状況 

府内における一般廃棄物処理の委託及び許可件数を表１－８に示す。 

ごみの委託件数は、市町村において４０８件、一部事務組合では６３件の合計４７１件であ

り、許可件数については市町村のみで６８２件である。 

また、し尿の委託件数は、市町村において１０２件、一部事務組合では８件の合計１１０件で

あり、許可件数については市町村のみで３５３件である 

表１－８ 一般廃棄物処理の委託・許可件数（件） 

ごみ し尿 

委託 許可 委託 許可 浄化槽清掃業

市 町 村 408 682 102 353 317

一部事務組合 63 8

計 471 682 110 353 317
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