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今後の施設計画検討について 

 

平成 28 年度の検討会においては単独処理及び広域処理に関する検討を行いました。平成 29 年

度の検討会では、新しいごみ処理施設の目指すべき方向性、施設整備用地に関する検討、ごみ処

理施設計画スケジュールに関する検討を行い、一定の整理を行いました。 

第 12 回検討会では検討会の 終報告書の作成に向けて、ごみ処理方式について、現時点での状

況整理及び確認を行います。 

 

１． 検討経緯及び目的 

平成 28 年度の本検討会では、ごみ処理の単独処理及び広域処理の経済面（整備費用のコスト

等）を比較するため、燃やせるごみのごみ処理方式の特徴や導入実績等を踏まえ、ごみ処理方

式（焼却方式）を仮で想定しました。 

今後、ごみ処理方式については、施設整備基本計画の検討段階において詳細な検討を行い、

決定することになりますが、本検討会でも昨年度の検討を踏まえつつ、燃やせるごみのごみ処

理方式の特徴や導入実績等について、再整理を行うものとします。 

 

２． 検討方法 

燃やせるごみのごみ処理方式の検討においては、各処理方式の概要をはじめとし、ごみ量及

びごみ質、エネルギー利用、安全性や経済性など多面的な検討が必要とされておりますが、本

検討会においては、現時点で整理可能な以下の点から検討を行います。 

（１）各ごみ処理方式の処理・処分方法及び発生する主な回収物とその利用状況 

循環型社会の形成・低炭素社会の実現に貢献する施設とするため、各ごみ処理方式の処理・

処分方法と、その処理によって発生する、焼却灰、飛灰、スラグなどの回収物と、その利用

方法について整理し、検討します。 

 

（２）各ごみ処理方式での処理対象ごみ 

各ごみ処理方式で処理可能な対象ごみと現在の分別区分の変更可能性について検討します。 

 

（３）各ごみ処理方式の導入実績 

常にごみを安全かつ安定的に処理できる施設とするため、平成 27 年度時点での東京都内で

のごみ処理方式の導入実績を整理した上で、ごみ処理方式の安定・安全性の高い方式につい

て検討します。 

 

３． 検討対象のごみ処理方式 

主要な燃やせるごみのごみ処理方式については、「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017

改訂版（公益社団法人全国都市清掃会議）」、「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領（環境省

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課）」に示されている種類として、焼却方式、ガ

ス化溶融方式、メタンガス化方式、固形燃料（RDF）化方式、炭化方式、堆肥化方式、飼料化方

式などが挙げられます。 
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４． ごみ処理方式の検討 

（１）各ごみ処理方式の処理・処分方法及び発生する主な回収物とその利用状況 

① 各ごみ処理方式のごみ処理・処分方法及び発生する主な回収物 

各ごみ処理方式の処理・処分方法及び発生する主な回収物は、表 1 のとおりです。 

循環型社会形成に向けた取組みでは適正な循環的利用が求められていることから、回収物

は生活環境保全上の安全性を確保した上で、リサイクルを進めることが重要となっています。 

 

② 各ごみ処理方式で発生する主な回収物と主なリサイクル用途 

各ごみ処理方式で発生する主な回収物と主なリサイクル用途は、表 2 のとおりです。 

ごみ処理施設は長期にわたり使用することが考えられるため、リサイクル用途としても長

期的な確保が必須条件と考えられることから、長期的な需要先の確保に関する現実性を踏ま

えた検討を行う必要があります。 
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 表 1 各ごみ処理方式と発生する主な回収物とその利用状況 

ごみ処理方式 処理・処分方法 主な回収物 

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 

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。 

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で、キルンの回転により撹拌させながら

燃焼させる方式。 
廃棄物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。 

ガ
ス
化
溶
融
方
式 

シャフト炉式 

高炉の技術を応用したもの。廃棄物をコークスと石灰石ととも

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

は溶融されスラグと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、CO2 の発生、用役

費用がその分多くなる。 

スラグ 
メタル 
溶融飛灰 

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、これらを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。 

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。 

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 
分離液 

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（RDF：Refuse Derived 
Fuel）をつくる方式。 

固形燃料 
（RDF） 

炭化方式 
燃やせるごみを無酸素状態で蒸し焼き（還元燃焼）し、炭化物

を得る方式。 
炭化物 

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 

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（油温減

圧乾燥）などの処理により、飼料をつくる方式。 
飼料 
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表 2 各ごみ処理方式で発生する主な回収物と主なリサイクル用途 

ごみ処理方式 主な回収物 主なリサイクル用途 

   

注）焼却方式、ガス化溶融方式も余熱を回収してエネルギー利用することか可能。 

  

ガス化溶融方式 

メタンガス化方式 

※1 

バイオガス 

スラグ 

メタル 

発酵残さ 

分離液 

セメント原料（エコセメント） 

灰溶融（スラグ、メタル、溶融飛灰）

路盤材（下層路盤材、上層路盤材）

加熱アスファルト混合物骨材 

コンクリート用溶融スラグﾞ骨材 

埋戻し材、路床材 

建設用重機械のカウンターウェイト材 

非鉄原料 

精錬原料（鉛、亜鉛等の山元還元）

エネルギー利用 

堆肥 

焼却 

液肥 

プラント用水（排水処理後） 

→※1 へ 

焼却方式 

・シャフト炉式 

・流動床式 

・キルン式 

・ストーカ式 

・流動床式 

・キルン式 

焼却灰 

飛灰 

溶融飛灰 

固形燃料化方式 固形燃料（RDF） エネルギー利用 

炭化方式 炭化物 エネルギー利用 

堆肥化方式 堆肥 堆肥施用 

飼料化方式 飼料 飼料製造 

土壌改良材 等 
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③ 東村山市における主な回収物のリサイクル状況 

現在、本市を含む多摩地域（25 市 1 町）の清掃工場から排出される焼却残さは、東京たま

広域資源循環組合が管理する二ツ塚処分場内にあるエコセメント化施設にエコセメントの材

料として搬入しています。 

このエコセメント化事業の主な目的は、埋め立てられる廃棄物の量を減少させること、二

ツ塚処分場の有効活用とより安全な埋め立て対策の推進を図るとともに、多摩地域のリサイ

クルの一層の推進と循環型社会を構築することとなっており、本市を含め、焼却方式を採用

している多摩地域の清掃工場はこの事業に参加することで、焼却残さのリサイクル（資源循

環）を図っています。 

 

④ 各ごみ処理方式の主な回収物とリサイクルに係る考察 

回収物をリサイクルする上では回収物の需要先を長期的に確保することが必要となります。

「焼却方式」は現状の秋水園と同じごみ処理方式であり、発生する焼却灰・飛灰は多摩地域

（25 市 1 町）で行っているエコセメント化事業を活用し、二ツ塚処分場内にあるエコセメン

ト化施設に持ち込み、リサイクルすることができます。 

「ガス化溶融方式」では、主な回収物・生成物がスラグ・メタル・溶融飛灰となるため、ス

ラグ・メタル・溶融飛灰の長期的な引き取り先の確保が新たに必要となり、エコセメント化

事業を活用することができなくなります。 

「メタンガス化方式」については、主な回収物がバイオガス・発酵残さ・分離液となるた

め、バイオガスは燃料等でエネルギー利用できたとしても、発酵残さ・分離液の長期的なリ

サイクル用途を新たに確保する必要があります。 

また、発酵残さには生物分解が困難なプラスチック類や木・竹・わら類、生物分解した発

酵残さが含まれているため、これらの発酵残さをさらに処理するために焼却するための施設

や、分離液を処理・リサイクルするための排水処理設備がさらに必要になるため、「メタンガ

ス化方式」＋「焼却方式」の 2 つの施設を市内に設置することになり、大きな敷地面積の確

保と、建設費及び運営費の高騰などに課題があります。 

「固形燃料化方式」「炭化方式」「堆肥化方式」「飼料化方式」については、それぞれの主な

回収物が固形燃料、炭化物、堆肥、飼料となり、回収物の長期的な引き取り先の確保が新た

に必要となります。 

処理工程において、熱が発生する「焼却方式」や「ガス化溶融方式」などは、発電や余熱利

用等により、エネルギーを積極的に利用することに取り組まれています。 

  



 

6 

（２）各ごみ処理方式での処理対象ごみ 

各ごみ処理方式について、本市の既存炉（秋水園）で処理しているごみ（燃やせるごみ、粗

大ごみ（可燃物））を現状の分別区分のまま処理対象とすることが可能かどうかを検討する必要

があります（表 3）。 

「焼却方式」、「ガス化溶融方式」「固形燃料化方式」「炭化方式」については、破砕などの前

処理によりごみの大きさを調整すれば、燃やせるごみや粗大ごみ（可燃物）をそのまま処理で

きるため、現在、本市で行っている燃やせるごみの分別区分について変更する必要はないと考

えられます。 

「メタンガス化方式（湿式）」「堆肥化方式」「飼料化方式」については、主に厨芥類（生ごみ）

のみを処理対象としているため、本市における燃やせるごみの分別区分の変更と分別の徹底が

必須となると考えられますが、「堆肥化方式」及び「飼料化方式」においては回収物の利用用途

を考えると検討にあたり留意することが必要と考えられます。 

「メタンガス化方式（乾式）」については破砕選別設備を設置し、プラスチック類やゴム・皮

革類などを除去する前処理を行うことで、燃やせるごみや粗大ごみ（可燃物）を処理すること

ができるため、現在、本市で行っている燃やせるごみの分別区分を変更する必要はないと考え

られます。 

 

表 3 各ごみ処理方式での処理対象ごみと分別区分の変更・前処理の必要性 

ごみ処理方式 処理対象ごみ 
分別区分 
の変更 

破砕等の 
前処理 

焼却方式 

ストーカ式 燃やせるごみ、粗大ごみ（可燃物） 不要 不要 

流動床式   必要 

キルン式   不要 

ガス化 
溶融方式 

シャフト炉式 燃やせるごみ、粗大ごみ、燃やせないごみ   

流動床式 燃やせるごみ、粗大ごみ（可燃物）  必要 

キルン式    

メタン 
ガス化 
方式 

湿式 燃やせるごみ中の主に厨芥類 必要  

乾式 燃やせるごみ中の主に厨芥類、紙類、草木類、
粗大ごみ（可燃物） 

不要  

固形燃料化方式 燃やせるごみ、粗大ごみ（可燃物）   

炭化方式 燃やせるごみ、粗大ごみ（可燃物）   

堆肥化方式 燃やせるごみの中の主に厨芥類 必要  

飼料化方式 燃やせるごみの中の主に厨芥類   
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（３）各ごみ処理方式の導入実績 

各ごみ処理方式は、回収物の利用先の確保など整備用地における地域性が重要な要素である

と考えられることから、導入実績については、東京都内の竣工年別・施設規模別における各ご

み処理方式について整理します（図 1・2）。 

・ 平成 27 年度（2015 年度）時点で把握できている、2017 年度までに稼働している東京都内

の施設においては、「焼却方式」である「ストーカ式」の導入実績が 31 件と も多く、次

いで「焼却方式」である「流動床式」の導入実績が 5 件、「ガス化溶融方式」の導入実績

が 2 件となっている。 

・ 「流動床式」については 2011 年以降に竣工した導入実績はなく、「ガス化溶融方式」につ

いては 2016 年に西秋川衛生組合が竣工しているが、いずれのごみ処理方式も東京都内で

は導入実績が少ない状況である。 

・ 「メタンガス化方式」の導入実績は 0 件（現在、建設中が 1 件ある）である。 

・ 燃やせるごみの処理に対して「固形燃料化方式」「炭化方式」「堆肥化方式」「飼料化方式」

の導入実績は 0 件である。 

・ 各ごみ処理方式で竣工年別や処理規模に関係なく採用されている状況である。 
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図 1 竣工年別の導入実績 
 

 

図 2 処理規模別の導入実績 

出典：環境省一般廃棄物処理実態調査結果（平成 27 年度） 
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５． 考察 

「焼却方式」は現状の秋水園と同じごみ処理方式であり、発生する焼却灰・飛灰を多摩地域

（25 市 1 町）で行っているエコセメント化事業を継続することで有効利用・リサイクル（資源

循環）することが可能であり、燃やせるごみの分別区分の変更もなく、東京都内の導入実績も

ストーカ式が も多い状況となっています。 

「ガス化溶融方式」については、主な回収物がスラグ・メタル・溶融飛灰となるため、エコ

セメント化事業を活用することができず、代替としてスラグ・メタル・溶融飛灰の長期的な引

取先を確保する必要があります。また、燃やせるごみの分別区分を変更する必要はありません

が、シャフト炉式の場合、施設の稼働・運転においてコークス等の副資材が必要となるなど、

省資源・省エネルギー性や地球温暖化防止対策の観点からは課題があります。また、ガス化溶

融方式（流動床式）の東京都内における導入実績も 2 件と少ない状況となっています。 

「メタンガス化方式」については、主な回収物の発酵残さを焼却・ガス化溶融するための施

設や、分離液を処理・リサイクルするための排水処理設備が必要になります。また、湿式の場

合は、ごみの分別区分の変更と分別の徹底が必要となり、選別・破砕といった前処理も必要と

なります。東京都内における導入実績においても、現時点で竣工している施設はない状況です。 

「固形燃料化方式」「炭化方式」については、燃やせるごみの分別区分を変更する必要はあり

ませんが、エコセメント化事業を活用することができず、代替として固形燃料・炭化物の長期

的な引き取り先を確保する必要があります。 

「堆肥化方式」「飼料化方式」については回収物の利用用途を考えると、ごみの分別区分の変

更と徹底が必須となります。またエコセメント化事業を活用することができず、代替として堆

肥・飼料の長期的な引き取り先を確保する必要があります。 

燃やせるごみの処理に対して「固形燃料化方式」「炭化方式」「堆肥化方式」「飼料化方式」に

ついては東京都内における導入実績はありません。 

 

以上の検討を踏まえ、これまでの内容を整理した内容を表 4 に整理します。また、表の整理

するにあたっては比較が行いやすいように考察の内容に沿って項目を設けております。 
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表 4 各ごみ処理方式に関する検討のまとめ 

 

検討項目 比較項目 
 焼却方式   ガス化溶融方式  メタンガス化 

固形燃料化方式 炭化方式 堆肥化方式 飼料化方式 
ストーカ式 流動床式 キルン式 シャフト炉式 流動床式 キルン式 乾式 湿式 

（1） 
各ごみ処理方式の

処理・処分方法及び

発生する主な回収

物とその利用状況 

1.主な回収物  焼却灰、飛灰  スラグ、メタル、溶融飛灰 バイオガス、発酵残さ、分離液 固形燃料（RDF） 炭化物 堆肥 飼料 

2.主なリサイクル用途  エコセメント   路盤材、非鉄原料等  エネルギー利用、堆肥、液肥 エネルギー利用 エネルギー利用、 
土壌改良材 

堆肥施用 飼料製造 

3.回収物の長期的な引き取

り先の新たな確保の必要性 
不要 

25 市 1 町で共同して行っているエコセメント化事業を継続すること

でリサイクルが可能 

必要 
長期的な引き取り先の新たな確保が必要 

必要 
長期的な引き取り先の新たな確保が必要 

必要 
長期的な引き取り先

の新たな確保が必要 

必要 
長期的な引き取り先

の新たな確保が必要 

必要 
長期的な引き取り先

の新たな確保が必要 

必要 
長期的な引き取り先

の新たな確保が必要 

4.処理後の残さ物及び選別

物を処理する施設を併設す

る必要性 

 不要   不要  必要 
発酵残さ、分離液の

処理施設が必要 

必要 
発酵残さ、分離液、

プラスチック類、紙

類など厨芥類以外の

燃やせるごみの処理

施設が必要 

不要 不要 必要 
プラスチック類、紙

類など厨芥類以外の

燃やせるごみの処理

施設が必要 

必要 
プラスチック類、紙

類など厨芥類以外の

燃やせるごみの処理

施設が必要 

5.エネルギーの利用の可否 可能 
廃熱のエネルギー利用が可能 

可能 
廃熱のエネルギー利用が可能 

（溶融処理においては、コークスなどの副資材が必要になる） 

可能 
バイオガス燃料のエネルギー利用が可能 

可能 
燃料としてエネルギ

ー利用が可能 

可能 
燃料としてエネルギ

ー利用が可能 
（他用途利用もあり） 

エネルギー利用なし エネルギー利用なし 

（2） 
各ごみ処理方式で

の処理対象ごみ 

1.現状の燃やせるごみの分

別の変更の必要性 
 不要   不要  不要 必要 

厨芥類の分別 
不要 不要 必要 

厨芥類の分別 
必要 

厨芥類の分別 

2.破砕選別など前処理の必

要性 
不要 必要 不要 不要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 

（3） 
各ごみ処理方式の

導入実績 

1.東京都内での導入実績 31 件 5 件 0 件 0 件 2 件 0 件 （1 件） 
（建設中） 

0 件 0 件 0 件 （1 件） 
（剪定枝資源化施設） 

0 件 

              

考察 

（１） 

主な回収物は現状の処理と同じく焼却灰、飛灰となるためエコセメン

ト化事業を継続することで有効利用・リサイクル（資源循環）するこ

とが可能です。 
また、燃やせるごみの処理にあたり、他の施設を併設する必要性はな

く、廃熱のエネルギー利用が可能です。 

主な回収物はスラグ・メタル・溶融飛灰となるため、エコセメント化

事業を活用することができず、長期的な引取先を新たに確保する必要

があります。 
また、燃やせるごみの処理にあたり、他の施設を併設する必要性はな

く、施設の稼働・運転においてコークスなどの副資材が必要となるが、

廃熱のエネルギー利用が可能です。 

主な回収物は、バイオガス、発酵残さ、分離

液となるため、エコセメント化事業を活用す

ることができず、長期的な引取先を新たに確

保する必要があります。 
また、燃やせるごみのうちメタンガス化に適

さないごみや、発酵残さを焼却・ガス化溶融

するための施設や、分離液を処理・リサイク

ルするための排水処理設備が必要になりま

す。 
バイオガスを燃料としたエネルギー利用、併

設された施設の余熱利用によるエネルギー利

用が可能です。 

主な回収物は固形燃

料（ＲＤＦ）となるた

め、エコセメント化

事業を活用すること

ができず、長期的な

引取先を新たに確保

す る 必 要 が あ り ま

す。 
燃やせるごみの処理

にあたり、他の施設

を併設する必要性は

なく、固形燃料（ＲＤ

Ｆ）を燃料としたエ

ネルギー利用が可能

です。 
 

主な回収物は炭化物

となるため、エコセ

メント化事業を活用

することができず、

長期的な引取先を新

たに確保する必要が

あります。 
燃やせるごみの処理

にあたり、他の施設

を併設する必要性は

なく、炭化物を燃料

としたエネルギー利

用が可能です。 

主な回収物は堆肥と

なるため、エコセメ

ント化事業を活用す

ることができず、長

期的な引取先を新た

に確保する必要があ

ります。 
堆肥化に適さない燃

やせるごみの処理施

設の併設が必要であ

り、処理施設におけ

るエネルギー利用は

ありません。 

主な回収物は飼料と

なるため、エコセメ

ント化事業を活用す

ることができず、長

期的な引取先を新た

に確保する必要があ

ります。 
飼料化に適さない燃

やせるゴミの処理施

設が必要であり、処

理施設における「エ

ネルギー利用はあり

ません。 

（２） 

燃やせるごみの分別区分を変更する必要はありませんが、流動床式に

ついては破砕するための前処理が必要です。 
 

燃やせるごみの分別区分を変更する必要はありませんが、流動床式、

キルン式について破砕するための前処理が必要です。 
 

湿式の場合は燃やせるごみの分別区分の変更

と分別の徹底が必要となります。 
また、乾式・湿式ともに選別・破砕といった

前処理が必要です。 

燃やせるごみの分別

区分を変更する必要

はありませんが、破

砕するための前処理

が必要です。 

燃やせるごみの分別

区分を変更する必要

はありませんが、破

砕するための前処理

が必要です。 

燃やせるごみの分別

区分の変更と分別の

徹底が必要となりま

す。 
また、破砕選別する

ための前処理が必要

です。 
 

燃やせるごみの分別

区分の変更と分別の

徹底が必要となりま

す。 
また、破砕選別する

ための前処理が必要

です。 

（３） 

東京都内の導入実績はストーカ式が も多い状況です。 東京都内の導入実績は 2 件（流動床式）と少ない状況です。 東京都内において現時点で竣工している施設

はありません。 
東京都内において燃

やせるごみの処理の

導入実績はありませ

ん。 
 

東京都内において燃

やせるごみの処理の

導入実績はありませ

ん。 

東京都内において燃

やせるごみの処理の

導入実績はありませ

ん。 

東京都内において燃

やせるごみの処理の

導入実績はありませ

ん。 
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■参考資料 1-1：「焼却方式」の種類・特徴 

方式 ストーカ式 流動床式 キルン式（回転炉式） 

原理 耐熱鋳物製の火格子上にごみを供給し、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。 
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。 

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熱化（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。 

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で、キルンの回転により撹拌させな

がら燃焼させる方式。 
廃棄物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。 

概要 

 

※回転火格子式を含む。 

 

 

実績・ 

信頼性 

●一般廃棄物（可燃ごみ）の焼却方式として も実績が多く、

信頼性が高い。 
●汚泥の焼却で多く採用されている。 
■近年では一般廃棄物処理施設の実績は少ない。 

●産業廃棄物の焼却で多く採用されている。 
■近年では一般廃棄物処理施設の実績は少ない。 

ごみ性状 

対応性 

●70cm 程度以下であれば破砕などの前処理が不要。 
■他の方式に比べて、処理可能な発熱量の上限がやや低い。 

■10～30cm 程度に破砕などの前処理が必要。 
●低質ごみ（水分が多いごみ）からプラスチック含有率が多

い高質ごみまで処理が可能。 

●破砕などの前処理が不要。 
●低質ごみ（水分が多いごみ）からプラスチック含有率が多

い高質ごみまで処理が可能。 
処理安定性・ 

維持管理性 

●燃焼が緩やかで炉内圧力変動や温度変化が小さく、安定し

た燃焼管理（排ガス処理）ができる。 
●処理が乾燥、燃焼、後燃焼と段階的に行われるので個々の

物質に対する燃焼速度が緩やかで急激でない。 
■高水分廃棄物の処理では、未燃分が増えたり、炉内温度が 

低下したりする場合がある。 
■構造上、燃焼時間が長時間になる。 

●立上げ・立下げが早く、未燃分の発生が少ない。 
■短時間燃焼のため排ガス量の変動が大きくなる。 
■炉内に空気を押込み、砂を流動させごみを短時間で浮遊燃

焼させるため、燃焼の制御が難しい。 
■焼却炉内や集じん機に負担がかかるため、ストーカ式に比

べて維持課管理性が劣る。 
■飛灰発生量が多くなる傾向にある。 

●多種の廃棄物に対応するために、回転炉とストーカ炉を並

列に組み合わせた方式や、後燃焼をストーカ炉とした方式

のキルンストーカ炉もある。 
■機器点数が多いため、メンテナンスに手間がかかる。 

省資源・ 

省エネ 

ルギー性 

■焼却灰や焼却飛灰については別途、資源化を検討する必要

がある。 
■焼却灰や焼却飛灰については別途、資源化を検討する必要

がある。 
■焼却灰や焼却飛灰については別途、資源化を検討する必要

がある。 

凡例）●：メリット、■：デメリット 
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■参考資料 1-2：「ガス化溶融方式」の種類・特徴 

方式 シャフト炉式 流動床式 キルン式（回転炉式） 

原理 高炉の技術を応用したもの。廃棄物をコークスと石灰石とと

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

さは溶融されスラグとメタルが排出される。 

廃棄物を 450～600℃の流動床で熱分解ガスと炭素分に分解

し、これらを熱源に残渣を溶融する方式。 
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。 

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

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。 

概要 

   
実績・ 
信頼性 

●他のガス化溶融方式の中では実績が多い。 ●近年、実績が比較的増えている。 ■他のガス化溶融方式に比べて実績が少ない。 

ごみ性状 
対応性 

●前処理が不要であり、金属等不燃物・異物の混入に対して
他の方式に比べ優れている。 

■前処理は破砕と選別を必要とする。 ■前処理は破砕と選別を必要とする。 

処理安定性・ 
維持管理性 

●1,300℃以上の高温で燃焼させるため、ダイオキシン類の発生量を抑えることができる。 
●ごみ質に関係なく燃焼・溶融できる。 
■スラグ・メタル排出、副資材の供給などの技術習熟が必要

である。 

■熱分解炉では急激にガス化されるため、ごみ質変動に対す
る許容が小さい。 

■スラグ・メタル排出などの技術習熟が必要である。 

●チャーの前処理後、溶融炉への投入量調整が可能となり、
溶融処理の安定運転が可能。 

■スラグ・メタル排出などの技術習熟が必要である。 
省資源・ 
省エネ 

ルギー性 

●回収される溶融スラグは道路の路盤材などに活用することができる。 
■稼働・運転において電力、副資材、燃料などが必要となる。 
■溶融スラグについて需要と供給のバランスが確立しておらず、一部の施設ではリサイクルが確立されていない。（スラグの利用先の確保が必要。） 
■メタルとして金属回収するため、鉄、アルミの単体回収が

できない。 
■コークスや石灰石などの副資材を必要とし、CO2 の発生、用

役費がその分多くなる。 

●自己消費電力が他のガス化溶融方式と比べて少ないため、
売電量が多い。 

●流動床を低酸素雰囲気で部分燃焼するため、鉄・アルミの
単体回収が可能である。 

●鉄、アルミは未酸化の状態で回収できるため、有価性が 
高い。 

■キルン部分は固定と駆動部分ができる構造のため、シール
が不可欠となり、ガスの外部流出の原因となりやすい。 

凡例）●：メリット、■：デメリット 
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■参考資料 1-3：「メタンガス化方式」の種類・特徴 

方式 乾式 湿式 

原理 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。 
メタンガスを回収する処理方式は、メタン発酵槽へ投入する固形分濃度により、湿式方式と乾式方式に分類される。また、発酵温度の違いにより中温方式（湿式のみ）と高温方式（湿式、乾

式）に分類される。 

メタン発酵槽へ投入する物の固形分濃度が 15～40％程度の有機物を対象としている。 
水分濃度 55～60%という低い濃度でも活動するメタン菌を利用する発酵方法で、高温環境 
（約 55℃）で発酵を行う。 

固形分濃度を 10％前後に調整した後、メタン発酵槽に投入し、発酵を行う。 
高温環境（約 55℃）で分解速度が高まるメタン菌を利用する方法（高温発酵）と中温環境 
（約 35℃）で分解速度が高まるメタン菌を利用する方法（中温発酵）がある。 

概要 

 

 

実績・ 

信頼性 
■海外では多くの実績は多いが、湿式に比べて実績は少ない。 ●下水汚泥を含めて、一般廃棄物での実績も多い。 

ごみ性状 

対応性 
●湿式方式では処理しにくい剪定枝や紙ごみ類を投入することができる。 
■メタン発酵に適したごみとするため、破砕選別等の前処理を行う必要がある。 

 
■メタン発酵に適するごみの分別区分の変更、または破砕選別等の前処理を行う必要がある。 

処理安定性・ 

維持管理性 
●紙などの固形物のバイオガス化が可能なので、ガス発生量が多い。 
●湿式方法に比べて水処理の規模が小さくすむ。 
■駆動部が多く消費電力が大きい。 

●機械などの駆動部が少なく省電力で消費電力が小さい。 
■家庭ごみの中でガス化できるのが生ごみだけなので、ガス発生量が少ない。 
■高温発酵では，メタン発酵菌の種類が少ないため，運転管理が難しい。 
■排水量が多いため、水処理施設の規模が多くなる。 

省資源・ 

省エネ 

ルギー性 

●高効率のエネルギー回収が可能となるため発電量が多くなり、CO2 発生量も減少する。 
■発酵残さ等の処理を行うシステムとして焼却施設等の施設が必要となるため、脱水機などから構成される残渣処理設備が必要である。また、残渣処理設備からは有機排水が比較的多く発生

するため、排水処理設備が必要である（下水道に接続できれば設備は不要）。 
■専用の設備が必要となるため、焼却施設と併設した場合、施設規模が大きくなり、より広い施設用地が必要となる。 

■発酵温度を維持するための必要熱量が多くなる（湿式の高温発酵も同様）。 
■湿式に比べて、発酵残渣が多い。 

■高温発酵では、発酵温度を維持するための必要熱量が多くなる。 

凡例）●：メリット、■：デメリット  
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■参考資料 1-4：「固形燃料化方式」「炭化方式」の種類・特徴 

方式 固形燃料化方式 炭化方式 

原理 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（RDF：Refuse Derived Fuel）をつくる方式。 
燃やせるごみを無酸素状態で蒸し焼き（還元燃焼）し、炭化物を得る方式。 
高温熱分解法：水蒸気処理して炭化物から活性炭を生成。土壌改良剤、脱臭剤等として利用。

低温熱分解法：揮発分を含む燃料性の高い炭化燃料を生成。発電用として石炭と混焼。 

概要 

  

実績・ 

信頼性 
■ダイオキシン類低減の対策として、小規模施設で採用されていたが、近年では燃やせるごみ

の実績は少ない。 
■火災・爆発事故の懸念から同様の燃料化方式である炭化方式を採用する事例が増え、実績が

減少している。 

■近年では燃やせるごみの実績は少ない。 
（蒸気タービンによるごみ発電が適用しにくい小規模施設などで採用実績がある。） 

ごみ性状 

対応性 
■燃料化に適したごみとするため、破砕選別等の前処理を行う必要がある。 ●紙類やプラスチック類が混入しても炭化物の性状に支障を及ぼさない。 

■炭化に適したごみとするため、破砕選別等の前処理を行う必要がある。 
処理安定性・ 

維持管理性 
■RDF の製造工程（粉砕・乾燥・成形）において発生した熱が RDF に蓄熱して発火する危険性

がある。 
■ごみ由来の塩素を除去するために水洗による脱塩素が必要となる。 
■熱分解ガスの処理、炉内の気密性確保による爆発対策などが必要となる。 

省資源・ 

省エネ 

ルギー性 

●RDF は、乾燥しているため臭気が少なく、固形状で搬送・貯留が可能となる。 
■固形燃料の取引先となる需要家を永続的に確保することが必要となる。 
■ごみを乾燥して固形化しているだけなので、ごみ中の固形分組成は不変であるため、燃料と

して利用する施設において、塩素（塩化ビニル）等の有害成分への対策、腐食対策が必要と

なる。 

●固形燃料方式に比べて減量化・減容化されるので、貯留や輸送が容易であるとともに性状が

安定している。 
●熱分解によって発生したガスを燃焼させ、その熱を利用して自己熱分解のための熱源とする

ことが可能である。 
■炭化物の取引先となる需要家を永続的に確保することが必要となる。 

凡例）●：メリット、■：デメリット 
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■参考資料 1-5：「堆肥化方式」「飼料化方式」の種類・特徴 

方式 堆肥化方式 飼料化方式 

原理 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。 
発酵過程での発熱により、燃やせるごみ中の病原性生物の多くが死滅し、雑草などの種子が不

活性化される。 

燃やせるごみ中の有機物の乾燥・発酵・蒸煮・熱処理（油温減圧乾燥）などの処理により、飼

料をつくる方式。 
油温減圧乾燥：てんぷらの原理を用い、有機物に油を加えて加熱煮して水分を蒸発させ、 

油を分離して乾燥飼料を得る方式。 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績・ 

信頼性 
●食品廃棄物や家畜排せつ物の処理では実績が多い。 
■生ごみ、剪定枝などの処理に限られ、燃やせるごみの実績は少ない。 

●畜産業・水産業などと連携して食品廃棄物を処理する事例は古くからある。 
■魚腸骨残さなどの処理に限られ、燃やせるごみの実績はほとんどない。 

ごみ性状 

対応性 
■堆肥化に適したごみとするため、破砕選別等の異物除去・前処理を行う必要がある。 ■飼料化に適したごみとするため、破砕選別等の異物除去・前処理を行う必要がある。 

■原料の変質（腐敗）を防ぐ必要性から、排出後、速やかに処理する必要がある。 
処理安定性・ 

維持管理性 
■製品化のためには、肥料取締法の規制により金属など有害物質の除去が必要となる。 
■堆肥を販売・無償配布する場合、特殊肥料の届出を行い、肥効成分、含有水分量を管理する

必要がある。 
■撹拌・強制通気などにより好気性発酵を維持する必要があり、水分が多く嫌気性状態になる

と臭気の発生が問題となる。 

■飼料の安全性を確保することや、栄養価・鮮度を考えた原料（ごみ）の調整が必要となる。 
■家畜だけでなく、人間に対する安全性が求められ、食料と同様に食品安全基本法における 

製造者等に対する安全性の確保の責務として、飼料安全法、家畜伝染病予防法などの規定を

遵守する必要がある。 

省資源・ 

省エネ 

ルギー性 

■堆肥製品の取引先となる需要家を永続的に確保することが必要となる。 
（農地への堆肥施用時期が秋～春先に集中するなど季節的に需給バランス変動する。） 

■飼料製品の取引先となる需要家を永続的に確保することが必要となる。 

凡例）●：メリット、■：デメリット 



 

 

16 

■参考資料 2：主な回収物のリサイクル用途（イメージ） 

処理方式 主な回収物 主なリサイクル用途 

焼却方式 

焼却灰 
飛灰 

セメント原料 縁石 L 型道路側溝 建築物 インターロッキングブロック 

     
  写真）東村山市秋水園 出典）東京たま広域資源循環組合 HP 

ガス化溶融 
方式 

スラグ 急冷スラグ 徐冷スラグ 道路用路盤材 駐車場用砕石 

    出典）DOWA エコシステム㈱HP 

メタル 溶融メタル 非鉄原料（銅回収） 建設機械のカウンターウェイト（おもり） 

   出典）日本磁力選鉱㈱資料 

溶融飛灰 溶融飛灰 亜鉛・鉛精錬原料 銅・銀・金精錬原料  

   出典）三池精練㈱資料 
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処理方式 主な回収物 主なリサイクル用途 

メタンガス化 
方式 

バイオガス 
 

バイオガス 発電 暖房燃料 車両燃料 

    
出典）環境省、鹿追町環境保全センター資料 

発酵残さ 発酵残さ 牧草地還元 農地還元 

     
出典）環境省、鹿追町環境保全センター資料 

分離液 分離液（消化液） 農地散布 

     
出典）環境省、鹿追町環境保全センター資料 
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処理方式 主な回収物 主なリサイクル用途 

固形燃料化 
方式 

固形燃料 固形燃料（RDF） エネルギー利用（発電） 

  
出典）三重ごみ固形燃料発電所 HP 

炭化方式 

炭化物 炭化物 エネルギー利用（発電） 土壌改良材 

    
  出典）中部電力資料 出典）畜産環境技術研究所資料 

堆肥化方式 

堆肥 堆肥 牧草地還元 農地還元 

   
出典）環境省、鹿追町環境保全センター、九州産廃㈱資料 

飼料化方式 

飼料 飼料 畜産用飼料 

  
出典）環境省、㈱きららエコフィールド資料 
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■参考資料 3：東京都内のごみ処理施設（環境省一般廃棄物処理実態調査結果（平成 27 年度）） 
自治体・組合 施設 処理能力 処理方式 竣工年次 備考 

多摩 
地域 

東村山市 秋水園 焼却施設 75t/24h×2 炉 ストーカ式 1981 年  
柳泉園組合 清瀬市、東久留米市、西東京市 柳泉園クリーンポート 105t/24h×3 炉 ストーカ式 2001 年  

小平・村山・大和衛生組合 小平市、東大和市、武蔵村山市 
3 号ごみ焼却施設 150t/24h ストーカ式 1990 年  
4・5 号ごみ焼却施設 105t/24h×2 炉 ストーカ式 1986 年  

武蔵野市 
武蔵野クリーンセンター 65t/24h×3 炉 ストーカ式 1984 年 解体中 
新武蔵野クリーンセンター 60t/24h×2 炉 ストーカ式 2016 年  

ふじみ衛生組合 三鷹市、調布市 クリーンプラザふじみ 144t/24h×2 炉 ストーカ式 2013 年  
浅川清流環境組合 

国分寺市、日野市、小金井市 
国分寺市清掃センター 70t/24h×2 炉 ストーカ式 1985 年  
日野市クリーンセンターごみ焼却施設 110t/24h×2 炉 ストーカ式 1987 年  

多摩川衛生組合 狛江市、府中市、稲城市、国立市 クリーンセンター多摩川 150t/24h×3 炉 ストーカ式 1998 年  
立川市 立川市清掃工場 90t/24h×2 炉、100t/24h×1 炉 ストーカ式 1979 年  
昭島市 昭島市清掃センター 95t/24h×2 炉 ストーカ式 1995 年  
多摩ニュータウン環境組合 多摩市、町田市、八王子市 多摩清掃工場 焼却施設 200t/24h×2 炉 ストーカ式 1998 年  

八王子市 
八王子市戸吹清掃工場 100t/24h×3 炉 ストーカ式 1998 年  
八王子市北野清掃工場 100t/24h×1 炉 ストーカ式 1994 年  

町田市 町田リサイクル文化センター 150t/24h×3 炉、176t/24h×1 炉 流動床炉 1982 年 休止中（1 号炉）

西多摩衛生組合 瑞穂町、福生市、羽村市、青梅市 西多摩衛生組合環境センター 160t/24h×3 炉 流動床炉 1998 年  
西秋川衛生組合 あきる野市、日の出町、檜原村、奥多摩町 焼却施設 117t/24h  ガス化溶融炉 2016 年  

23 区 東京二十三区清掃一部事務組合 

世田谷清掃工場 150t/24h×2 炉 （流動床式） 2008 年 灰溶融炉休止中 
目黒清掃工場 300t/24h×2 炉 ストーカ式 1991 年 建替え中 
有明清掃工場 200t/24h×2 炉 ストーカ式 1994 年  
千歳清掃工場 600t/24h×1 炉 ストーカ式 1996 年  
江戸川清掃工場 300t/24h×2 炉 ストーカ式 1997 年  
墨田清掃工場 600t/24h×1 炉 ストーカ式 1998 年  
北清掃工場 600t/24h×1 炉 ストーカ式 1998 年  
新江東清掃工場 600t/24h×3 炉 ストーカ式 1998 年  
港清掃工場 300t/24h×3 炉 ストーカ式 1999 年  
中央清掃工場 300t/24h×2 炉 ストーカ式 2001 年  
板橋清掃工場 300t/24h×2 炉 ストーカ式 2002 年 灰溶融炉休止中 
品川清掃工場 300t/24h×2 炉 ストーカ式 2006 年 灰溶融炉休止中 
多摩川清掃工場 150t/24h×2 炉 ストーカ式 2003 年  
足立清掃工場 350t/24h×2 炉 ストーカ式 2005 年 灰溶融炉休止中 
葛飾清掃工場 250t/24h×2 炉 ストーカ式 2006 年  
大田清掃工場 300t/24h×2 炉 ストーカ式 2014 年  
練馬清掃工場 250t/24h×2 炉 ストーカ式 2015 年  
破砕ごみ処理施設（中防） 180t/24h×1 炉 流動床炉 1992 年 休止中（老朽化）

豊島清掃工場 200t/24h×2 炉 流動床炉 1999 年  
渋谷清掃工場 200t/24h×1 炉 流動床炉 2001 年  
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■別紙 1-1：「焼却方式」「ガス化溶融方式」「メタンガス化方式」における全国の導入実績（2017 年稼働予定の実績を含む） 

 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 合計 

焼却

方式 

ストーカ式 3 8 5 3 13 10 7 49 

流動床式 0 0 1 1 0 0 0 2 

キルン式 0 0 0 0 0 0 0 0 

ガス化

溶融 
方式 

シャフト炉式 2 1 1 2 2 1 0 9 

流動床式 0 1 1 0 1 1 2 6 

キルン式 0 1 0 0 0 0 0 1 

メタンガス化方式※ 0 1 2 1 0 0 0 4 

固形燃料化方式 1 1 0 0 0 0 0 2 

炭化方式 0 0 0 0 1 0 0 1 

堆肥化方式 0 1 1 1 0 1 0 4 

飼料化方式 0 0 0 0 0 0 0 0 

参考）環境省：一般廃棄物処理実態調査結果（平成 27 年度） 

※メタンガス化方式：2012 年 稚内市 稚内市バイオエネルギーセンター （34t/日） 

2013 年 長岡市 バイオガス発電センター （65t/日） 

 南但広域行政事務組合 南但ごみ処理施設 高効率原燃料回収施設 （36t/日） 

2014 年 防府市 防府市クリーンセンター可燃ごみ施設バイオガス化施設 （51.5t/日） 
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■別紙 1-2：「固形燃料化方式」「炭化方式」「堆肥化方式」「飼料化方式」の主な施設事例（2000 年代以降の比較的規模が大きい／近年稼働開始の施設） 

処理

方式 
都道府県 地方公共団体 施設名 処理対象廃棄物 

処理能力 
（t/日） 

使用開始 
年度 

固形燃料化      

 北海道 斜里町 エコクリーンセンター資源化施設 可燃ごみ 10 2012 
 茨城県 鹿島地方事務組合 広域波崎 RDF センター 可燃ごみ 135 2002 

 茨城県 鹿島地方事務組合 広域鹿嶋 RDF センター 可燃ごみ 142 2001 
 石川県 河北郡市広域事務組合 河北郡市クリーンセンター 可燃ごみ 119 2002 
 石川県 輪島市穴水町環境衛生施設組合 輪島・穴水地域 RDF センター 可燃ごみ 40 2011 
 三重県 伊賀市 さくらリサイクルセンター 可燃ごみ, ごみ処理残渣, 生ごみ（厨芥類）, 粗大ごみ 135 2002 
 三重県 桑名広域清掃事業組合 桑名広域清掃事業組合ごみ燃料化施設 生ごみ（厨芥類）, プラスチック類 230 2002 
 広島県 福山市 福山市ごみ固形燃料工場 可燃ごみ, ごみ処理残渣, 生ごみ（厨芥類） 300 2004 
 広島県 廿日市市 エコセンターはつかいち（RDF 製造施設） 可燃ごみ, ごみ処理残渣 102 2004 
 福岡県 須恵町外二ヶ町清掃施設組合 クリーンパークわかすぎごみ燃料化（RDF）施設 可燃ごみ, ごみ処理残渣, 生ごみ（厨芥類）, プラスチック類 177 2002 
 福岡県 大牟田・荒尾清掃施設組合 大牟田・荒尾 RDF センター 可燃ごみ, ごみ処理残渣 225 2002 

炭化      

 北海道 名寄地区衛生施設事務組合 炭化センター 可燃ごみ 20 2003 
 新潟県 糸魚川市 清掃センター／ごみ処理施設（炭化方式） 可燃ごみ, 粗大ごみ 70 2002 
 愛知県 田原市 田原リサイクルセンター炭生館 可燃ごみ, 粗大ごみ 60 2005 
 長崎県 西海市 西海市炭化センター 可燃ごみ, その他 30 2015 
 鹿児島県 屋久島町 屋久島クリーンサポートセンター 可燃ごみ, ごみ処理残渣 26 2005 

堆肥化      

 北海道 伊達市 伊達市堆肥センター その他資源ごみ, 家庭系生ごみ, 事業系生ごみ, その他 79 2004 

 北海道 中空知衛生施設組合 高速メタン発酵処理施設 家庭系生ごみ, 事業系生ごみ 55 2003 

 北海道 士別市 バイオマス資源堆肥化施設 家庭系生ごみ, 事業系生ごみ 12 2013 

 栃木県 小山広域保健衛生組合 南部清掃センター生ごみ等リサイクル施設 家庭系生ごみ, 事業系生ごみ 4.1 2016 

 長野県 長和町 生ごみ堆肥化施設 家庭系生ごみ, 事業系生ごみ 0.68 2012 
 福井県 大野市 大野市六呂師堆肥化センター 事業系生ごみ, その他 60 2003 
 三重県 朝日町、川越町組合 組合立環境クリーンセンター 剪定枝, その他 0.6 2014 

飼料化      

 京都府 京都市 京都市魚アラリサイクルセンター 事業系生ごみ 33 2008 

参考）環境省：一般廃棄物処理実態調査結果（平成 27 年度） 


