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1. 東村山市ごみ処理施設整備基本方針策定の目的 

 

東村山市の秋水園は、昭和３７年にごみ焼却施設とし尿処理施設が稼働を開始し、市

内で発生する一般廃棄物の中間処理施設として操業を始めました。 

現在、秋水園内では、燃やせるごみの処理を行うごみ焼却施設、びん・かん、有害物

の処理、燃やせないごみの一時保管を行うリサイクルセンター、し尿及び浄化槽汚泥の

処理を行うし尿希釈投入施設、粗大ごみの処理を行う粗大ごみ処理棟が稼働していま

す。 

現在稼働中のごみ焼却施設は昭和５６年に建設され、平成１２・１３年度に「ダイオ

キシン類（＊1）対策特別措置法」に合わせ、ごみ焼却施設延命化・ダイオキシン類対策工

事、平成２２・２３年度には、温室効果ガス排出抑制と基幹施設の改修を目的として、

二度目のごみ焼却施設の延命化工事を実施するとともに、現行の耐震基準に適合するた

め、耐震改修工事を行いました。 

日々の適切な維持管理、毎年度行っている定期点検補修工事により、築３８年が経過

した現在も、安定した稼働を継続しておりますが、平成２８年度に実施したごみ焼却施

設機能診断の結果では、一部コンクリートの劣化など老朽化が進んでいることが確認さ

れました。 

今後も市民生活に影響が出ないように、安全かつ安定的なごみ処理を継続するために

は、現在のごみ焼却施設に替わる新しい可燃ごみ処理施設が必要なことから、整備に関

する基本的な考え方を取りまとめた「東村山市ごみ処理施設整備基本方針」を策定いた

しました。 

 

 

 

 

 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

用語集参照・・・ダイオキシン類（＊1） 
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2. 東村山市ごみ処理施設整備基本方針の位置付け 

 

東村山市ごみ処理施設整備基本方針は、「東村山市第４次総合計画後期基本計画」や「東

村山市環境基本計画」、「東村山市一般廃棄物処理基本計画」（＊2）（以下、一般廃棄物処理基

本計画という）に即して、市の新しい可燃ごみ処理施設の考え方についてまとめたもの

です（図２.１）。 

図２.１ 東村山市ごみ処理施設整備基本方針の位置付け 

東村山市の上位計画 

「東村山市第 4 次総合計画 後期基本計画」 （平成 28 年度～令和２年度） 

「東村山市環境基本計画」 （平成 23 年度～令和２年度） 

「東村山市一般廃棄物処理基本計画」 （平成 23 年度～令和２年度） 

反映 

「東村山市ごみ処理施設整備基本方針」 

■新しい可燃ごみ処理施設のコンセプト 

① 社会動向等の状況に対応し、常にごみを安全かつ安定的に処理できる施設 

② 循環型社会（＊3）を推進し、資源の有効利用に寄与する施設 

③ 周辺環境に配慮し、低炭素社会（＊4）に資する施設 

④ 施設整備及び維持管理・運営にあたり経済性に配慮した施設 

■基本方針 

（1）実施主体 （2）施設整備用地 （3）処理方式及び施設の機能 （4）防災への取組み 

（5）環境への取組み （6）施設の処理能力 （7）施設整備スケジュール 

「（仮称）東村山市ごみ処理施設整備基本計画」 

「東村山市ごみ処理施設のあり方検討会 

中間・最終報告書」 

（平成 29 年 3 月・平成 30 年 3 月） 

「東村山市秋水園ごみ焼却施設の機能診断」 

（平成 28 年 9 月） 

「ごみ処理施設に関する市民アンケート調査」 

（平成 28 年度） 

平成 28・29 年度 

「現時点における市の考え方」 

（平成 30 年度） 

「基本方針策定に向けた市民意見交換会及び 

パネル展示アンケート調査結果報告書」 

（平成 3１年 3 月） 

平成 30 年度 

令和元年度 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
用語集参照・・・東村山市一般廃棄物処理基本計画（＊2）、循環型社会（＊3）、低炭素社会（＊4） 
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3. ごみ処理施設の現状 

 

【秋水園の概要】 

■所在地 

東村山市秋津町４丁目１７番地１ 

（用途地域（＊5） 準工業地域） 

 

■敷地面積 

２２,４１２.５４ ㎡ 

 

■主な処理施設と建築面積 

 ・ごみ焼却施設       １，３２３．３１ ㎡ 

 ・リサイクルセンター棟   ２，１９４．６２ ㎡ 

 ・粗大ごみ処理棟        １４０．００ ㎡ 

 ・し尿希釈投入施設       ２０８．２８ ㎡ 

 

【ごみ焼却施設の概要】 

・着  工 昭和５５ 年 ２ 月 １ 日 

・竣  工 昭和５６ 年 ９ 月３０日 

・改  修 平成１２・１３ 年度 延命化・ダイオキシン類対策改修工事 

平成２２・２３ 年度 延命化・耐震改修工事 

・処理能力 全連続燃焼方式（＊6） 焼却能力７５t/日×２ 炉 

・構  造 鉄筋コンクリートおよび鉄骨造 地下１階 地上５階 

・煙  突 高さ５９ｍ 

・余熱利用 場内給湯及び暖房 

 

 

 

表 3.1 市の可燃ごみの年間処理量（収集、持込み）        単位：ｔ 

 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 

実績値 24,371 23,985 23,633    

計画値 24,344 24,087 23,919 23,772 23,652 23,412 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

用語集参照・・・用途地域（＊5）、全連続燃焼方式（＊6） 
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４．東村山市のごみ処理の流れ 

 

 

 

現在のごみ焼却施設では、市民の皆様から排出される燃やせるごみや粗大ごみの可燃分

などを処理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ焼却施設

可燃物

不燃物

エコセメント

再 使 用

資 源 化

燃やせるごみ

粗大ごみ

燃やせないごみ

有害物

びん

かん

小型家電

ペットボトル

容器包装
プラスチック

古紙
（紙パック含む）

古着

選別・圧縮

選別

残灰

修繕

秋 水 園

委 託

委 託

市 民

東 京 た ま 広 域
資 源 循 環 組 合

リサイクルセンター
（保管・選別・圧縮）

粗大ごみ
処理棟
（選別）

(*7)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

用語集参照・・・エコセメント（＊7） 
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5. 新しい可燃ごみ処理施設のコンセプト 

 

これまでの検討や市民意見を踏まえ、新しい可燃ごみ処理施設の４つのコンセプトを定

めました。 

 

 

 

 

 

 

 

①社会動向等の状況に対応し、常にごみを安全かつ安定的に処理できる施設 
常に安定的なごみ処理を安全に継続できる信頼性の高い施設としつつ、災害時においても、 

ごみ処理機能を継続できる、災害に強い施設とします。 

基本方針（１）（２）（３）（４）（５）（６）（７） 

 

②循環型社会を推進し、資源の有効利用に寄与する施設 
循環型社会をリードする拠点とし、ごみ処理過程で発生する素材やエネルギーを合理的に 

資源化、再利用できる循環資源の有効利用に寄与する施設とします。また、将来の循環型社会 

形成に向けた環境学習を推進するとともに、ごみ処理に関する情報発信を行うことで、市民意 

識の向上に資する施設とします。 

基本方針（１）（３）（５） 

 

③周辺環境に配慮し、低炭素社会に資する施設 
周辺への環境負荷を低減するとともに、省エネルギーでごみ処理を行い、ごみ発電等を含む 

再生可能エネルギーを有効利用することで低炭素社会に資する施設とします。 

基本方針（３）（５） 

 

④施設整備及び維持管理・運営にあたり経済性に配慮した施設 
過度な施設とならないよう、施設整備及び維持管理・運転時を見据え、経済性及び効率性に 

配慮した施設とします。 

基本方針（２）（３）（６） 
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6. 施設整備の基本方針 

 

新しい可燃ごみ処理施設のコンセプトを実現するため７つの基本方針を定めました。 

 

（１） 実施主体 

 

実施主体には、ごみ処理を一つの自治体が単独で処理を行う単独処理と二つ以上の自

治体が共同で処理を行う広域処理があります。 

市では、実施主体について、単独処理及び広域処理の比較検討を、環境的側面、経済

的側面、社会的側面、実現可能性の観点に基づき行いました。 

環境的側面では、環境保全と資源循環に係る国や都の重点目標の達成が可能である

か、また、地球温暖化対策として二酸化炭素排出量の削減が可能であるかについて比較

しました。 

経済的側面では、施設整備費、維持管理費、収集運搬費等のコストについて比較しまし

た。 

社会的側面では、ごみの出し方や粗大ごみの持ち込み方の変更など市民生活への影響

があるか、災害時等の災害廃棄物の処理において市民生活への影響があるかなどを比較

しました。 

実現可能性では、 近隣自治体等と東村山市が共同でごみを処理するために、近い将来、

施設の整備計画を合わせていくことが可能か、または、近隣自治体等の現在の可燃ごみ

処理施設で、東村山市の燃やせるごみを全量処理することができるか確認しました。 

以上、環境的側面、経済的側面、社会的側面における優位性や実現可能性などの比較 

検討の結果、実施主体については、市民の皆様から排出されるごみを安全かつ安定的に 

市が責任をもって処理するために、これまで通り、市内において市単独で処理する単独 

処理が適当であると判断しました。 

※詳細はＰ１３「７.実施主体についての検討の内容」を参照 

 

 

 

 

 

 

 

可燃ごみの処理は、東村山市単独で行います。 
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（２） 施設整備用地 

 

 

 

 

 

整備用地については秋水園を含む市内の公有地・法人所有地・民有地の中から、新しい

可燃ごみ処理施設を建設するために必要な広さがある土地をすべて抽出し、用地形状の

比較や混雑道路との接道、市の計画との整合性などについて比較検討しました。 

その結果、施設を建設する際の課題や新たな土地取得にかかるコストの問題などがあ

ることから、現在のごみ焼却施設がある秋水園用地内で建替えを行うことが適当である

と判断しました。 

※詳細については、Ｐ１８「８.施設整備用地についての検討の内容」を参照 

 

市内より、面積等の条件（※）を満たす施設整備用地を抽出

※条件：①１０，０００ｍ２以上
（新しい可燃ごみ処理施設の建設に必要な面積）
②建物が立地していないこと（代替施設の検討が不要）

公有地・・・・・７カ所
法人所有地・・・１カ所
民有地・・・・１３カ所

以下の条件等について検証

全部で２１カ所

公有地・・・久米川第１３住宅跡地、北山公園、運動公園、八国山緑地、狭山公園、秋水園、
東村山中央公園

混雑道路との接道 建設費用等の検証

市の計画等との整合性
（例：都市公園等の指定区域）

不整形
整形

用地形状の比較

新しい可燃ごみ処理施設の整備用地は、秋水園用地内とします。 
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（３） 処理方式及び施設の機能 

現在の可燃ごみ処理施設は、焼却方式の「ストーカ式」を採用しており、ごみの燃焼後

に発生する焼却灰等を回収し、エコセメントにリサイクルしています（以下、「エコセメン

ト化事業」という）。最終処分場を持たない当市としては、回収物のリサイクル用途は重要

視すべき点であり、今後もエコセメント化事業を継続していきたいと考えていることから、

現在施設と同様に焼却灰等をエコセメント化し、リサイクル（＊8）できる焼却方式を採用いた

します。  

また、焼却時に発生する余熱も効果的に利用できるよう（サーマルリサイクル（＊9））、発電

機能などの具体的な設備について、「（仮称）東村山市ごみ処理施設整備基本計画」の策定

時に検討を進めてまいります（※１）。 

なお、焼却方式には、「ストーカ式」、「流動床式」、「キルン式」の３種類があり、どの方

式が市において有用であるか、導入実績や建設費・維持管理費と運転管理の視点から検討

した結果、「ストーカ式」は、都内で最も採用されており、信頼性の高い処理方式で、「流

動床」や「キルン式」と比較すると建設費や維持管理費が抑えられる傾向にあることから

「ストーカ式」を採用することが適当であると判断しました。 

※ 各処理方式については、Ｐ２３「９.処理方式及び施設の機能についての検討の内容」を参照 

※1  余熱を全て発電に利用する場合、年間で最大 8,000MWh発電できると推算されています 

(施設の処理能力を 100t/日と仮定) 

  

 

 

 

 

 

 

  

新しい可燃ごみ処理施設は、焼却方式のストーカ式とし、焼却により発生する余熱
を発電等に有効に活用できる施設とします。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

用語集参照・・・リサイクル（＊8）、サーマルリサイクル（＊9）、火格子（＊10）、輻射熱（＊11） 

＜ストーカ式＞ 

耐熱鋳物製の火格子（＊10）上にごみを供

給し、火格子の下方から空気を吹き込

みながら焼却させる方式である。輻射

熱（＊11）および高温排ガスによる接触伝

熱により乾燥→ガス化→燃焼と進行

する。 

排ガス
処理施設へ

焼却灰等の
処理

燃焼用空気
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（４） 防災への取組み 

 

 

 

 

平成２３年３月に発生した東日本大震災においては、発生した膨大な量の災害廃棄物 

の処理について、被災地だけでなく各自治体も対応に苦慮することとなり、大きな課題と

して浮き彫りになりました。また、近年では、自然災害が頻発しており、全国各地で大規

模な地震や豪雨災害などによって、膨大な災害廃棄物が発生しており、今後においては、

大規模災害を考慮した施設整備も視野に入れた検討が必要となっています。 

平成３１年３月に策定した「東村山市災害廃棄物処理計画」（＊12）（以下、災害廃棄物処理

計画という）にて、市において今後発生が予想される大規模災害によって生じる災害廃棄

物を迅速・円滑かつ適正に処理するための基本事項を定めたところであり、災害時にもご

み処理機能が損なわれず、余熱利用やごみ発電などの有効活用による自立型のごみ処理施

設となるよう取り組んでまいります。 

 なお、これらの具体的な内容については、「（仮称）東村山市ごみ処理施設整備基本計画」

策定時に、詳細に検討を進めてまいります。 

 

 

 

（５） 環境への取組み 

 

 

 

新しい可燃ごみ処理施設の排ガス等の基準値に関しては、関係法令を遵守するとともに、 

上乗せ基準となる自主規制値についても検討してまいります。 

また、近年の環境問題である地球温暖化対策への取組みとして、ごみ発電などの効率的

な余熱利用や省エネ機器・設備の導入を進め、周辺環境や地球環境に配慮した施設を目指

します。 

これまで秋水園には、これからの未来をつくっていく子どもから大人までごみ処理施設 

の見学に訪れ、ごみ処理の現状と資源循環について学べる施設の役割を担ってきました。

新しい可燃ごみ処理施設においても見学通路や研修室などを設け、ごみや環境に関する学

習や情報発信を担える施設としていきます。 

なお、これらの具体的な内容については、「（仮称）東村山市ごみ処理施設整備基本計画」 

策定時に、詳細に検討を進めてまいります。 

  

未来をつくる、地球にやさしい施設とします。 

災害時にもごみ処理機能を保てる自立型施設の建設を進めます。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

用語集参照・・・東村山市災害廃棄物処理計画（＊12） 
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（６） 施設の処理能力 

 

 

 

施設の処理能力について、現行の一般廃棄物処理基本計画に定められているごみ量の

推計値や、平成３０年度に策定された災害廃棄物処理計画における災害時のごみ量の変

動等を勘案し、以下の通り算出しました。 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

① 燃やせるごみの年間処理量の算出 

一般廃棄物処理基本計画における令和 2年度の燃やせるごみの推計値が 23,412ｔ 

 であること、災害時には排出される通常の燃やせるごみが減少すること（災害廃棄 

物処理計画では 95.2%に減少すると推定）、避難所生活者の排出する燃やせるごみが 

１日当たり 8.4ｔになることを勘案して、以下のように算出しました。 

23,412ｔ × 95.2 ％ ＋ 8.4 ｔ/日 × 365 日 ≒ 25,355ｔ 

 

② 粗大ごみ等から出る可燃分 

災害時には排出される粗大ごみが増加すること（災害廃棄物処理計画では 172.6% 

に増加すると推定）を勘案して、平成 23年度から平成 29年度までの最大実績値で 

ある 670ｔを用いて、以下のように算出しました。  

670ｔ × 172.6 ％ ≒ 1,156 ｔ 

 

③ 災害廃棄物処理量 

災害廃棄物処理計画における災害廃棄物処理量は 8,132ｔであり、これを 3年間 

で処理することを勘案して、以下のように算出しました。 

8,132ｔ ÷ 3 年 ≒ 2,711ｔ 

施設の処理能力は、暫定的に約 100～110 t/日とします。 

計画日平均処理量 

（29,222 t / 365 日） 
÷ ÷ ＝ 

≒ 100～110 t/日 

＜施設の処理能力＞ 

 

＜年間の計画処理量の考え方＞ 

 

① 
燃やせるごみ
の年間処理量 

 
25,355 t/年 

② 
粗大ごみ等か
ら出る可燃分 

 
1,156 t/年 

③ 
災害廃棄物 
処理量 

 
2,711 t/年 

年間の 
計画処理量 

 
29,222 t/年 

＋ ＋ ＝ 

実稼働率 

（280日 / 365日） 

調 整 稼 働 率

0.96 

施設の処理能力 

108.7 t/日 

100～110 t/日 参考）「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱の取扱いについて」（環境省） 
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● 計画日平均処理量 

市では、前述の通り、現行の一般廃棄物処理基本計画や災害廃棄物処理計画のご

み量や災害廃棄物量の推計値、また、発生する粗大ごみや避難所生活等におけるご

み量の変動を勘案して、年間の処理量を２９，２２２ t とし、３６５日で除して

算出しました。 

 

● 実稼働率 

計画されている補修期間等による停止期間を加味した稼働日数を３６５日で除し

た値です。一般的に、維持補修期間や施設の稼働・停止準備期間等を勘案して、停

止期間は８５日とされています。 

 

● 調整稼働率 

機器の故障、軽微な修理などの一時停止により、能力低下が生じることを考慮し

た係数です。一般的に、この係数は０．９６とされています。 

 

なお、新たな一般廃棄物処理基本計画が令和２年度末までに策定される予定のため、

策定後に、より稼働年度に近い推計値を用いて、あらためて施設の処理能力を計算して

まいります。 
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（７） 施設整備スケジュール 

 

 

 

 

基本方針策定後、新しい可燃ごみ処理施設が竣工するまでの各工程に要する期間の合

計は、８か年は必要となることから、令和１０年度中の新施設稼働を目標とすることと

します。 

市は、計画的に早期の整備を目指すと同時に、計画段階、施設整備段階等、各段階に 

合わせた市民参加の手法を取り入れ、市民意見の反映に努めつつ丁寧な計画づくりを進 

めてまいります（図６．１）。 

 

図６．１ 施設整備スケジュール 

 

令和 

元年度 2 年度 3 年度 ４年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度 9 年度 10 年度 11 年度 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画段階、施設整備段階ごとに合わせた市民参加の手法を取り入れた丁寧な計画づくりを
行い、令和 10年度中の施設稼働を目標とします。 

基本 
方針 

施設整備基本計画 

基礎調査 

 

事業者選定 

生活環境影響調査 

設計 建設工事 旧施設解体工事 

新施設稼働 

説明会・勉強会等 工事説明会・見学会等     

【整備スケジュール】 

【市民参加】 

運営状況報告等  

事業
方式
検討 
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7. 実施主体についての検討の内容 

 

実施主体には、一つの自治体が単独でごみ処理を行う単独処理と、二つ以上の自治体

が共同でごみ処理を行う広域処理があります。 

市では、実施主体について、単独処理及び広域処理の比較検討を、環境的側面、経済 

的側面、社会的側面、実現可能性の観点に基づき行いました。 

 

 環境的側面 

環境的側面では、国や都の重点目標を整理した(a)～(e)の５項目に、(f)二酸化炭素排 

出量を加えた計６項目について、単独処理及び広域処理の比較を行いました。 

その結果、単独処理及び広域処理にかかわらず、(a)～(f)の項目については、いず 

れも達成することが可能であり優位性に差はありませんでした。（表７.１） 

表７.１ 環境的側面の比較 

項目 検討内容 単独処理 広域処理 

(a)ダイオキシン類削減対策 
ダイオキシン類の排出の少ない全連続
炉を採用 

〇 〇 

(b)焼却残さの高度処理対策 
焼却残さ（＊13）の排出量削減、再利用へ
の寄与 

〇 〇 

(c)資源物の適切な分別処理 
（マテリアルリサイクル（＊14）の推進） 

一定の資源物量の確保、流通過程での
合理化 

〇 〇 

(d)余熱利用 
（サーマルリサイクルの推進） 

ごみ発電等の余熱利用 〇 〇 

(e)最終処分場の確保対策 広域的な最終処分 〇 〇 

(f)二酸化炭素排出量 二酸化炭素排出量の低減 〇 〇 

 

 

 経済的側面 

経済的側面では、(a)施設整備費、(b)施設の維持管理・運転費、(c)収集運搬費につ

いて、単独処理及び広域処理におけるそれぞれの費用を確認しました。 

(a)施設整備費、(b)施設の維持管理・運転費について、施設の処理能力が大きくなる

につれて 1tあたりの施設整備費及び施設の維持管理・運転費が低減されるため、広域

処理に優位性があります。 

一方、(c)収集運搬費は、単独処理と広域処理で東村山市内に施設が建設された場合、

差はありません。広域処理で他の自治体に施設が建設された場合は、単独処理に優位性

があります。（表７．２） 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

用語集参照・・・焼却残さ（＊13）、マテリアルリサイクル（＊14） 
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表７.２ 経済的側面の検討 

項目 検討内容 単独処理 広域処理 

(a)施設整備費 施設整備費の低減 △ 〇 

(b)施設の維持管理・運転費 施設の維持管理・運転費の低減 △ 〇 

(c)収集運搬費 
各集積所からごみ処理施設までの収
集運搬費の低減 

〇 △ 

 

(a)～(c)を総合的に鑑みると、その費用全体では広域処理の方が小さくなる傾向に 

あることから、経済的側面においては、広域処理に優位性があります。 

 

 社会的側面 

社会的側面では、市民生活への影響を確認しました。日常における、(a)ごみの分別

区分の変更による影響、(b)粗大ごみなどの自己搬入への影響に加え、(c)災害時等にお

ける市民生活への影響の３つの項目について、単独処理及び広域処理を比較しました。 

(a)「ごみの分別区分の変更」による影響について、単独処理は分別区分を変更する

必要がない一方で、広域処理は分別区分が変更する可能性はありますが、分別が簡素化

する場合もあり、一概に利便性が低下するとは言えないことから、単独処理と広域処理

では優位性の差はありません。 

(b)「粗大ごみなどの自己搬入」への影響及び(c)「災害時等における市民生活への影

響」については、広域処理は、ごみの自己搬入の際の利便性の低下すること、また災害

廃棄物の処理にあたっては構成市との調整が必要になることなどを考慮すると、社会

的側面は単独処理に優位性があります。（表７.３） 

 

表７.３ 社会的側面の検討 

項目 検討内容 単独処理 広域処理 

(a)ごみの分別における 
市民生活への影響 

ごみの分別、収集の頻度・方法等の 
変更による市民生活への影響 

― ― 

(b)粗大ごみなどの 
自己搬入への影響 

ごみ処理施設までの距離の変化など
により、市民生活への影響があるか。 

〇 △ 

(c)災害時等における 
市民生活への影響 

災害時等における災害廃棄物の処理
において、市民生活への影響があるか 

〇 △ 
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 実現可能性 

「実現可能性」では、(a) 近隣自治体等と市の施設整備計画の整合性と(b) 近隣自

治体等における市の燃やせるごみ全量の受入可能性について、単独処理及び広域処理

におけるそれぞれの状況を確認しました (表７.４) 。 

(a)近隣自治体等と市の施設整備計画の整合性については、東村山市より半径約１

０km圏内の自治体及び組合（柳泉園組合（＊15）、小平・村山・大和衛生組合（＊16）、武蔵

野市、国分寺市、小金井市、日野市、立川市、多摩川衛生組合（＊17））を対象に、市の

施設整備計画が整合するか検討しました。 

その結果、柳泉園組合及び多摩川衛生組合を除く近隣自治体等の現有施設の多くは

老朽化が進んでおり、既に建設中、工事着手決定、または施設計画中となっており、

施設更新が進行しています。比較的現有施設が新しい柳泉園組合では、既に長期包括

管理運営委託の事業者が決定しており、施設の大規模改修を行いながら令和１４年ま

で稼働させる計画となっており、施設更新計画の整合は図れません(表７.５)。 

(b)近隣自治体等における市の燃やせるごみ全量の受入可能性については、市の燃

やせるごみを全量受入れていただくことによる広域化の可能性について、市と隣接し

ている柳泉園組合の現在の炉を対象に検討を行いました。 

柳泉園組合の処理量の余裕分と市の排出ごみ量について、実績値及び将来推計値に

基づいて比較したところ、平成２７年度処理量実績値及び令和２年度処理量推計値の

いずれの検討においても、柳泉園組合の余裕分よりも市の処理量が大きいため、市の

燃やせるごみ全量を柳泉園組合に受け入れてもらうことが困難です(表７.６)。 

 

※ 表７．６の数値には、東村山市、柳泉園組合ともに災害廃棄物処理量は含まれていな

いため、柳泉園組合の余力状況はさらに小さくなると考えられます。 

 

表７.４ 実現可能性の検討 

項目 検討内容 単独処理 広域処理 

(a)近隣自治体等と市の施設
整備計画の整合性 

近隣自治体等と市の施設整備計画
の整合 

〇 △ 

(b)近隣自治体等における市
の燃やせるごみ全量の受
入可能性 

近隣自治体等が市の燃やせるごみ
全量を受け入れの可能性 

〇 △ 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

用語集参照・・・柳泉園組合（＊15）、小平・村山・大和衛生組合（＊16）、多摩川衛生組合（＊17） 



 

 

16 

表７.５  近隣自治体の計画状況 

 竣工年次 処理能力 計画状況 

柳 泉 園 
組  合 

平成 13年 12月 
 

315t/日 
(105t/日×3炉) 

 
・ただし一部平成 12年 11月に稼働開始 
 
・平成 28年 8月に入札公告を行い事業者が決定 
（平成 29年から令和 14年まで大規模補修を含 
む長期包括運営管理委託） 
令和 14年以降も 5年間程度の稼働を予定 

 

 小 平・ 
 村 山・ 
大 和 
衛生組合 

昭和 50年 3月 
昭和 61年 11月 

150t/日×1炉 
105t/日×2炉 

 
・新施設を建設する基本計画あり（現有用地内に 
令和 2年度に着手、令和 7年度に竣工予定 

 
・3市が合意済（小平市・武蔵村山市・東大和市） 

武蔵野市 平成 29年 4月 
120t/日 

(60t/日×2炉) 

 
 
・新武蔵野クリーンセンターが平成 29年 4月よ 
り本格稼働 

国分寺市 昭和 60年 10月 
140t/日 

(70t/日×2炉) 

 
・「浅川清流環境組合」（日野市・国分寺市・小 
金井市）は新可燃ごみ処理施設を建設予定 

 
・日野市にて令和 2年 4月の本格稼働開始を目 
指し事業者との契約を締結し、平成 29年 11 
月に工事着手済 

 
・施設の稼働は概ね 30年間程度を予定 
 
 

小金井市 ― ― 

日 野 市 昭和 62年 3月 110 t/日×2炉 

立 川 市 
昭和 54年 10月 
平成 9年 3月 

90t/日×2炉 
100t/日×1炉 

 
・平成 25年 2月に新清掃工場候補地を発表 
 
・平成 29年 3月に施設整備基本計画を策定 
 
・令和 4年度の新清掃工場稼働を予定 

多 摩 川 
衛生組合 

平成 10年 3月 
450t/日 

(150t/日×3炉) 

 
・現施設の更新時期は 15年程度の延伸が望まし 
い（令和 5年度に現施設の延命化工事を実施 
する）との提言あり 
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表７.６ 柳泉園組合への余力状況の調査結果       

 

 

市は、市民の皆様から排出されるごみが安全かつ安定的に処理されることを最優先事 

項としてとらえており、柳泉園組合との広域化は施設の整備計画との整合性においても 

また、東村山市のごみを全量受け入れて頂くことについても柳泉園組合へ調査した結果、

困難であることが分かり、新しい可燃ごみ処理施設については、市内において資源循環を

進めるため単独処理が適当であると判断しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H27 H28 H29 H30 R1(H31) R2

年間処理量
可燃ごみ　（実績値）

24,371 23,985 23,633

年間処理量
可燃ごみ　（計画値）

24,344 24,087 23,919 23,772 23,652 23,412

粗大ごみ
可燃分(※1)

414 304 294 670 670 670

可燃ごみ
合計（Ａ）

24,785 24,289 23,927 24,442 24,322 24,082

年間処理量
可燃ごみ　（実績値）

69,967 69,129 69,029

年間処理量
可燃ごみ　（計画値）

71,148 70,577 69,593 67,055 66,920 63,274

年間計画
処理量

80,133 80,133 80,133 80,133 80,133 80,133

柳泉園組合の
余力　（Ｂ）

10,166 11,004 11,104 13,078 13,213 16,859

▲ 14,619 ▲ 13,285 ▲ 12,823 ▲ 11,364 ▲ 11,109 ▲ 7,223（Ｂ）－（Ａ）

単位　：　ｔ

（※1）　平成30年度以降の数値は、最大実績値である670 tと仮定した

項目

東村山市

柳泉園
組合
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8. 施設整備用地についての検討の内容 

 

施設整備用地については、まず、秋水園を含む市内の公有地・法人所有地・民有地の中

から、面積等による絞り込みとして、図８．１に示す条件①、②を満たす土地を抽出し、

施設整備用地の現況調査や国・都・市の計画や施策との整合性について検討しました。 

この条件を満たす土地について、さらに、その用地に施設を建設する場合の課題や、新

たな用地取得に要するコストについて整理した結果、現在のごみ焼却施設がある秋水園

用地内で建替えを行うこととしました。 

 

図８.１ 施設整備用地検討手順 

 

 

■ 面積等による絞り込み
対象：市内の公有地、法人所有地、民有地（民有地のみ複数筆も含む）
条件： ①１０，０００㎡以上

（新しい可燃ごみ処理施設を建設するために必要な面積）
②建物が立地していないこと（代替施設の検討が不要であること）

● これらの条件を満たす施設整備用地（候補地）の確認及びさらなる検討
・候補地に建設する場合の課題の整理
・建設費用の比較

■ 施設整備用地の現況調査
・施設整備用地の形状、搬入道路の状況、土地利用の状況

■ 国・都・市の計画や施策との整合性
・建設可能な地域であるか（準工業地域であるか）
・都市計画公園等の指定区域になっていないか
・その他、市の計画や施策に整合しているか

施設整備用地の決定
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① 面積等による候補用地の抽出 

面積等の条件により抽出されたのは、市内の用地２１カ所（公有地７カ所、法人所 

有地１カ所、民有地１３カ所）でした。公有地７カ所は本町都営住宅の跡地（以下、 

久米川第１３住宅跡地という。）、東村山中央公園、狭山公園、北山公園、運動公園、秋

水園、八国山緑地でした。（図８.２） 

 

図８.２ 面積等の条件により抽出された公有地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 候補用地の検証 

面積等の条件により抽出された市内の用地２１カ所に対して、形状、搬入道路の状

況、土地利用の状況等の現況及び法令及び市の施策等と整合性を比較検討しました（表

８．１）。 

 

・民有地の検証 

候補地として抽出された民有地の近域がごみ処理施設を建設する用途地域に適して

いないため、建設する場合は用途地域の変更が必要となり時間がより必要であるこ

と、用地取得の費用が発生することが課題です。 

また、民有地の多くが農地や畑であり、農地が保全され潤いとやすらぎのあるまち

を目指す環境像としている東村山市環境基本計画との整合が取れないことなどから、

抽出された１３カ所の民有地を施設整備用地とすることは適当ではないと判断しまし

た。 

 

・法人所有地の検証 

候補地として抽出された法人所有地は現状利用されていること、また、接道道路幅

が７ｍ未満であること、また用地取得の費用が発生することが課題として挙げられた

ことから、施設整備用地とすることは適当ではないと判断しました。 

秋水園

八国山緑地

北山公園

狭山公園

運動公園

東村山
中央公園

久米川
第13住宅跡地

＜面積 10,000 m2の設定について＞ 

①施設の建築面積を約 3,000 m2と想定。 

②周回道路、搬入車路、計量棟等を含めた必 

要面積を約 5,000 m2と想定。 

③緑地に関わる関連法規に基づき、敷地面積 

の約 20%の緑地とし、約 2,000m2と想定。 

①＋②＋③ ＝ 10,000 m2 

①、②はプラントメーカーへのヒアリングよ

り想定。 
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・ 公有地の検証 

候補地として抽出された公有地のうち秋水園と久米川第１３住宅跡地を除く５カ所

（東村山中央公園、狭山公園、北山公園、運動公園、八国山緑地）は都市公園に指定

されている等により施設整備用地とすることは適当ではないと判断しました。 

 

表８．１ 抽出された市内２１カ所の用地の比較 

 

※ 1,000m2未満は切り捨てて表記 

 

面積[m2] 形状
道路幅員
（7m以上）

混雑道路との
接道

住民の利用
国・都・市の計画

との整合性

久米川第１３住宅跡地 10,000 不整形 ○ なし なし ×

東村山中央公園 121,000 整形 ○ なし あり ×

狭山公園 137,000 整形 × あり あり ×

北山公園 32,000 整形 × あり あり ×

運動公園 40,000 整形 ○ あり あり ×

八国山緑地 368,000 整形 × あり あり ×

秋水園 22,000 整形 ○ なし なし ○

法人所有地Ａ 21,000 整形 × あり 法人所有地 ×

民有地Ａ 18,000 不整形 ○ あり 民有地 ×

民有地Ｂ 14,000 不整形 ○ あり 民有地 ×

民有地Ｃ 16,000 不整形 ○ あり 民有地 ×

民有地Ｄ 18,000 不整形 × あり 民有地 ×

民有地Ｅ 17,000 不整形 ○ あり 民有地 ×

民有地Ｆ 16,000 不整形 ○ あり 民有地 ×

民有地Ｇ 11,000 整形 × あり 民有地 ×

民有地Ｈ 18,000 不整形 × なし 民有地 ×

民有地Ｉ 14,000 整形 × あり 民有地 ×

民有地Ｊ 11,000 整形 ○ なし 民有地 ×

民有地Ｋ 25,000 整形 × なし 民有地 ×

民有地Ｌ 21,000 不整形 ○ なし 民有地 ×

民有地M 13,000 不整形 × なし 民有地 ×
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③ 久米川第１３住宅跡地と秋水園の検討 

市内の用地２１カ所に対して検証した結果、最終的に絞られた久米川第１３住宅跡地

及び秋水園を対象に、再度詳細な検討を行いました（表８.２）。 

 

表８.２ 久米川第１３住宅跡地及び秋水園の比較検討 

項目 久米川第１３住宅跡地 秋水園 

敷地面積・形状 ・最低限必要な面積は満たしているが、形 

状が整形ではない 

・大規模改修の際のスペースの確保ができ 

ない 

面積が大きく形状も整形 

用途地域の制限 第一種中高層地域（ごみ処理施設の建設に

は用途地域の変更等が必要） 

準工業地域（ごみ処理施設の建設

が可能な地域） 

日影規制への対応 敷地面積が狭いため柔軟に対応できない 

（施設の一部地下化が必要で建設コストも

増加する） 

敷地面積が広いため、柔軟に対応

できる 

用地取得 ・用地取得費が必要 

・所有者との用地交渉の期間が必要 

用地取得費や交渉期間が必要ない 

秋水園内の他施設

との関連性 

秋水園内の粗大ごみ処理棟やし尿希釈投入

施設の可燃ごみの運搬が必要（新たな運搬

コスト等が発生する） 

同一敷地内のため、新たなコスト

は発生しない 

水害対策 対策必要（施設の地下化による防水対策） 対策必要（ランプウェイ方式（＊18）

等の浸水対策） 

 

久米川第１３住宅跡地は、最低限必要な面積は満たしてはいるものの、大規模改修の

際のスペースの確保ができないことなどの敷地条件に加え、現状では、法令上、ごみ処

理施設を建設することが難しい地域（第一種中高層地域）であることや、形状が整形で

はなく、柔軟な施設配置ができず日影規制の対応として施設を一部地下化する必要があ

ることを確認しました。また、都有地であり用地取得の費用や調整を要することから、

費用面やスケジュール面で市民生活に影響を及ぼすことなく整備を進めるのは困難であ

ることや、秋水園内にある粗大ごみ処理棟やし尿希釈投入施設にて発生する可燃ごみの

運搬が必要となります。 

秋水園は、久米川第１３住宅跡地に比べ面積が大きく、形状も整形であり、法令上建

設できる建物の配置が自由にできることに加え市有地のため用地取得の費用・調整・遅 

延等の懸念がないことを確認しました。ただし、秋水園がハザードマップ（＊19）において

５ｍ以上の浸水想定区域に該当していることから、一定程度の浸水に対しても施設稼働 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

用語集参照・・・ ランプウェイ方式（＊18）、ハザードマップ（＊19） 
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に影響が出ないよう、「（仮称）東村山市ごみ処理施設整備基本計画」策定時に具体的な

水害対策が必要となります。 

なお、これらを前提に、仮に久米川第１３住宅跡地に建設した場合と秋水園に建設し

た場合のコストの比較を行いました（表８.３）。 

 

表８．３ 久米川第１３住宅跡地で建設する場合のコスト比較 

 

 

 

以上、新しい可燃ごみ処理施設を建設するために必要な広さがある土地を抽出して比 

較検討しましたが、現在の秋水園内にある粗大ごみ処理棟やし尿希釈投入施設などの他 

の処理施設との関連性や施設を建設する際の制約、また、新たな土地取得にかかるコス 

トの問題などの課題から、現在のごみ焼却施設がある秋水園用地内で建替えを行うこと 

が適当であると判断しました。 

 

 

 

 

 

 

単位　（億円）

秋水園
(A)

久米川第１３
住宅跡地

（Ｂ）

差額
（Ｂ－Ａ）

備考

建設費 約　８０～８５ 約　９０～１００ １０～１５

・設備に差はないものとする。
・久米川第13住宅跡地では、施設の地下化が必要となり、
約１０億円～１５億円の追加費用が発生すると考えられる。
（施設の処理能力は100～110 t／日）

水害対策費 約　３ 約　０．１ －２．９
・秋水園：ランプウェイ方式　2～3億円
・久米川第13住宅跡地：地下化による防水対策、秋水園より安
価になると推算　（現時点では約1千万円）

土地購入費 0 約　２４．２ ２４．２
久米川第13住宅跡地の相続路線価 17万円/㎡
10,000㎡でおよその固定資産税路線価を加味して算出

維持管理費
（３０年） 約　８５～９０ 約　８５～９０ ０ 施設の処理能力は100～110 t／日

収集運搬費
（３０年） 約　８０．４ 約　８１．９ １．５

粗大ごみ処理棟が別になるため、秋水園で処理した粗大ごみ等の
可燃分を、久米川第１３住宅跡地まで運搬する委託費用が発生す
ると仮定
※　２トン車で運搬、粗大ごみ等の可燃分　６７０トンと仮定

３３～３８
秋水園で建替えを行う場合と比較すると、３０年で
約３５億円の差が生じる（年間　約１億２千万円）

項目

建設時

総計　（差額）

運営時
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9. 処理方式及び施設の機能についての検討の内容 

 

一般的な７種類のごみ処理方式の回収物は、表９.１に示す通りですが、今後もエコ

セメント化事業を継続していきたいと考えていること、また、焼却方式以外の回収物の

用途が、当市の地域性等から活用することが困難であることや都内の導入実績において

も焼却方式のストーカ式が最も多いことを踏まえ、現在の施設と同様に灰をエコセメン

ト化し、リサイクルできる焼却方式を軸に検討することとしました。 

 

表９．１ 各処理方式の特徴と回収物 

ごみ処理方式 処理・処分方法 主な回収物 
エコ 

セメント 

都内の 

導入実績 

焼

却

方

式 

ストーカ式 

耐熱鋳物製の火格子上に廃棄物を供給し、火格子の下側から

空気を吹き込み焼却させる方式。廃棄物は、輻射熱及び高温

排ガスによる接触伝熱により、乾燥→ガス化→燃焼という工

程で処理される。 

焼却灰 

飛灰(*21) 
○ 

31件 

流動床式 

塔状の炉内に高温の空気を送り込む多孔板または多孔管があ

り､その上に形成された砂層を高温化（約 600～800℃）及び

流動化することで投入された廃棄物を撹拌→乾燥→ガス化→

燃焼させる方式。 

5件 

キルン式 

廃棄物を、排出側にゆるい勾配をつけ横向きに設置された円

筒形のロータリーキルン（＊20）で、キルンの回転により撹拌さ

せながら燃焼させる方式。 

0件 

ガ

ス

化

溶

融

方

式 

シャフト 

炉式 

廃棄物をコークス（＊22）と石灰石とともに投入し炉内で熱分解

及び溶融する方式。熱分解により発生したガスは燃焼室で二

次燃焼し、熱分解残さは溶融されメタルが排出される。コー

クスや石灰石などの副資材を必要とし、二酸化炭素の発生、

用役費用がその分多くなる。 
メタル(*23) 

スラグ(*24) 

溶融飛灰(*25) 

× 

0件 

流動床式 

廃棄物を 450～600℃の流動床で熱分解ガスと炭素分に分解

し、熱源に残さを溶融する方式。熱分解により発生したガス

は燃焼室で二次燃焼される。灰分・炭素分は溶融され、スラ

グとして排出される。 

2件 

キルン式 

廃棄物を熱分解ドラムで約 450℃で間接加熱しながら熱分解

ガスと熱分解残さに分解し、熱分解ガスと炭素分の燃焼熱で

残さを溶融する方式。熱分解により発生したガスは燃焼室で

二次燃焼される。灰分・炭素分は溶融され、スラグとして排

出される。 

0件 

メタンガス化方式 

主に食品廃棄物・紙ごみなどを酸素のない嫌気条件下で微生

物の働きによって分解し、メタンガスと二酸化炭素を含む可

燃性ガス（バイオガス）を回収し、燃料や発電・熱源として

利用する方式。処理の工程では、発酵残さや分離液も発生す

る。 

バイオガス 

発酵残さ(*26) 

分離液(*27) 

△ 
1件 

（建設中） 

固形燃料化方式 
燃やせるごみに生石灰や消石灰などの添加剤を加え、粉砕・

粒度調整・乾燥・成形して燃料となる固形物をつくる方式。 
固形燃料 × 0件 

炭化方式 
燃やせるごみを無酸素状態で蒸し焼きにし、炭化物を得る方

式。 
炭化物 × 0件 

堆肥化方式 
燃やせるごみ中の有機物の発酵を生化学的に行わせ堆肥をつ

くる方式。 
堆肥 △ 1件 

飼料化方式 
燃やせるごみ中の有機物の乾燥・発酵・蒸煮・熱処理などの

処理により、飼料をつくる方式。 
飼料 △ 0件 

 

                                                   
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

用語集参照・・・ロータリーキルン（＊20）、飛灰（＊21）、コークス（＊22）、メタル（＊23）、スラグ（＊24）、 

溶融飛灰（＊25）、発酵残さ（＊26）、分離液（＊27）、 
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 焼却方式には、「ストーカ式」、「流動床式」、「キルン式」の３方式がありますが、この

３方式について、①安全・安定処理、②建設費用、③維持管理費、④余熱利用の４つの視

点から比較し、表９．２のように整理いたしました。 

 

表９.２ 焼却方式の３方式についての検討 

 ①安全・安定処理 ②建設費用 ③維持管理費 ④余熱利用 

ストーカ式 ○ ◎ ◎ ○ 

流動床式 ○ ○ ○ ○ 

キルン式 ○ ○ × ○ 

 

 安全・安定処理については、焼却方式は都内での導入実績が多く、信頼性も高いことか

ら各方式において、問題ないと判断いたしました。 

 建設費用や維持管理費については、ストーカ式と比較すると流動床式とキルン式は機器

点数が多くなる傾向があり、ストーカ式に優位性があると判断しました。 

 余熱利用については、各方式において、十分に活用できると判断しております。 

 以上の結果から、新しい可燃ごみ処理施設は、ストーカ式が最適であると判断いたしま

した。 
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10. 東村山市ごみ処理施設整備基本方針の策定までの検討経過 

 

年 度 経  過 

平成２８年度 

・東村山市ごみ処理施設のあり方検討会（＊28）（全６回） 

・東村山市秋水園ごみ焼却施設機能診断 

・ごみ処理施設に関する市民アンケート調査（無作為抽出２,０００人） 

・ごみ処理施設に関する市民アンケート調査（リサイクルフェア） 

・東村山市ごみ処理施設のあり方検討会中間報告書提出（平成２９年３月） 

平成２９年度 

・東村山市ごみ処理施設のあり方検討会（全７回） 

・東村山市ごみ処理施設のあり方検討会最終報告書提出（平成３０年３月） 

（以下、最終報告書） 

平成３０年度 

・東村山市ごみ処理施設整備計画推進本部（＊29） 

（最終報告書を参考に行政視点を加え検討） 

・基本方針策定に向けた市民意見交換会（平成３０年１０～１２月：全１０回） 

・基本方針策定に向けたパネル展示及びアンケート調査 

（リサイクルフェア・市民産業まつり・環境フェア） 

・基本方針策定に向けた出張意見交換会（平成３１年１月～令和元年５月：６団体） 

平成３１年度 

（令和元年度） 

 

・東村山市ごみ処理施設整備計画推進本部 

（市民意見交換会等での意見を参考に改めて検討） 

・東村山市ごみ処理施設整備基本方針（素案）の作成（令和元年８月） 

・基本方針策定に向けた市民説明会（令和元年８～９月：全７回） 

・基本方針策定に向けた出張市民説明会（令和元年９月実施予定） 

・基本方針策定に向けたパネル展示による説明（令和元年９月実施予定） 

  

 令和元年８月から９月におきまして、市民説明会や、出張市民説明会、パネル展示など

を行い、整備基本方針の周知を行ってまいります。 

 その後、パブリックコメントを経て、令和元年度中に基本方針の策定を目指して進めて

まいります。 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

用語集参照・・・東村山市ごみ処理施設のあり方検討会（＊28）、東村山市ごみ処理施設整備計画推進本部（＊29） 

 



 

 

 

 

 

 

用 語 集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（Ｐ１） 

 ダイオキシン類（＊1） 

塩素含有物質等が燃焼する際に発生する、狭義のダイオキシンとよく似た毒

性を有する物質の総称。ダイオキシン類対策特別措置法（1999）では、ポリ

塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン（PCDD）、ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）、

コプラナ－ポリ塩化ビフェニル（Co-PCB）をあわせて「ダイオキシン類」と

定義している。ごみ処理施設では、排ガス温度が 250～400℃の低温域で発生

するとされ、有機塩素を含むプラスチックを不完全燃焼すると発生しやすい。 

 

（Ｐ２） 

 東村山市一般廃棄物処理基本計画（＊2） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、市のごみ処理の基本的

事項を定めるもの。 

 

 循環型社会（＊3） 

資源採取、生産、流通、消費、廃棄などの社会経済活動を通じて、廃棄物等

の発生抑制や循環資源の利用などの取組により、新たに採取する資源をでき

るだけ少なくした、環境への負荷をできる限り少なくする社会のこと。 

 

 低炭素社会（＊4） 

二酸化炭素の排出が少ない社会のこと。 

 

（Ｐ３） 

 用途地域（＊5） 

都市計画法により、都市の環境保全や利便の増進のために、地域における建

物の用途に一定の制限を行う地域のこと。住居系（第一種低層住居専用地域、

第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専

用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、）、商業系（近隣商

業地域、商業地域）、工業系（準工業地域、工業地域、工業専用地域）に分類

される。 



 全連続燃焼方式（＊6） 

焼却炉の運転方式の一つで、24時間連続で稼働する運転方式。 

 

（Ｐ４） 

 エコセメント（＊7） 

ごみを焼却した際に発生する焼却灰等を主原料としたセメント。本市を含む

東京都多摩地域の 26 市町で構成される「東京たま広域資源循環組合」では、

二ツ塚最終処分場内にエコセメント工場を設置し、エコセメント事業を行っ

ている。エコセメントは、ＪＩＳ規格で普通のセメントと同等の品質が確保

されており、建築・土木工事のコンクリート製品等の資材として使用される。 

 

（Ｐ８） 

 リサイクル（＊8） 

再使用ができずにまたは再使用された後に廃棄されたものでも、再生資源と

して再生利用すること。 

 

 サーマルリサイクル（＊9） 

ごみを焼却した際に生じた熱をエネルギーとして回収する、熱回収ともいう。 

 

 火格子（＊10） 

ごみ焼却炉の設備であり、ごみを撹拌、搬送する役割をもつ格子状の鋳物。 

 

 輻射熱（＊11） 

ある物体から放出され、他の物体に吸収されてその温度上昇に使われる熱エ

ネルギーのことで、放射熱ともいう。 

 

（Ｐ９） 

 

 東村山市災害廃棄物処理計画（＊12） 

 東村山市において今後発生が予想される大規模災害により生じる災害廃棄 

物を迅速・円滑かつ適正に処理するための基本的事項を定め、生活環境を保全 

し、早期の復旧復興を図ることを目的として策定されたもの。 



（Ｐ１３）  

 焼却残さ（焼却灰）（＊13） 

ごみを焼却した際に生じる灰で可燃物の灰分、不燃物・可燃物の燃え残り。 

 

 マテリアルリサイクル（＊14） 

ごみを原材料として再利用することで、再生利用ともいう。例えば、びんを

砕いてカレットにした上で再度びんを製造することや、アルミ缶を溶かして

アルミ缶その他のアルミ製品を製造することなどがある。 

 

（Ｐ１５） 

 柳泉園組合（＊15） 

清瀬市、東久留米市、西東京市の廃棄物を共同で処理するために設立された

一部事務組合。 

 

 小平・村山・大和衛生組合（＊16） 

小平市、東大和市、武蔵村山市の廃棄物を共同で処理するために設立された

一部事務組合。 

 

 多摩川衛生組合（＊17） 

稲城市、狛江市、府中市、国立市の廃棄物を共同で処理するために設立され

た一部事務組合。 

 

（Ｐ２１） 

 ランプウェイ方式（＊18） 

車両が傾斜路を自走して目的階へ到着できる方式のこと。エレベータ―やベ

ルトコンベアを使って昇降させる方式より効率的となる。 

 

 ハザードマップ（＊19） 

自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図化したもの。 

 

 



（Ｐ２３） 

 ロータリーキルン（＊20） 

横型の円筒炉で、排出側にゆるい勾配をつけて設置され、炉の回転によって

ごみを撹拌させながら燃焼させる方式。ごみの投入側から空気を送り込む並

流式と排出側から空気を送り込む向流式がある。 

 

 飛灰（＊21） 

ごみなどを焼却炉で焼却処理する際に排ガス中に含まれている物質で、ろ過

式集じん機で捕集された固形物。 

 

 コークス（＊22） 

石灰を高温で乾留して揮発分を除いた灰黒色・多孔質の個体のこと。発熱量

が大きく、燃料として利用される。 

 

 メタル（＊23） 

金属のこと。 

 

 スラグ（＊24） 

可燃ごみを焼却したときにできる焼却灰を電気やガスを使って 1,200℃以上

の高温に加熱し、溶融・固化してできる人工砂。 

 

 溶融飛灰（＊25） 

ごみを溶融処理した際に排ガス中に含まれている物質で、ろ過式集じん機で

捕集された固形物。 

 

 発酵残さ（＊26） 

メタン発酵により残さとして生ずるもので、消化液ともいう。 

 

 分離液（＊27） 

メタン発酵における発酵残さを脱水して固形分と分離された液。 

 

 

 



（Ｐ２５） 

 東村山市ごみ処理施設のあり方検討会（＊28） 

市民意見の反映や専門的な観点を取り入れつつ、新たなごみ処理施設整備に

向けた基本方針を策定するために、秋水園周辺住民、公募市民、学識経験者

で構成された検討会。 

 

 東村山市ごみ処理施設整備計画推進本部（＊29） 

ごみ処理施設整備計画を進めるうえで、様々な行政的な観点から検討を行う

ために設置された横断的な組織。本部長を市長、副本部長を副市長及び教育

長、本部員を各部の部長（部長相当職含む）で構成する。 
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