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1. はじめに 

 

 「東村山市ごみ処理施設のあり方検討会」について 

 「東村山市ごみ処理施設のあり方検討会」 

東村山市は、既存のごみ焼却施設が竣工後 35 年以上を経過し、今後のごみ処理施設の整備方

針について検討する段階となっています。市の一般廃棄物処理基本計画において、今後のごみ

処理施設のあり方については、周辺環境などに配慮し、既存施設の現状を把握しながら、自区

内での処理あるいは広域化も含め、市民とともに検討を行い、将来にわたって安定したごみ処

理を行うための取組を進めていくこととしています。 

秋水園の施設整備には、これまでも多くの市民が計画策定にかかわってきた経緯があり、処

理技術等は最新の状況を把握した上で検討する必要があることなどから、市民意見の反映に努

めつつ専門的な観点からの検討を行うために、市民及び学識経験者で構成する「東村山市ごみ

処理施設のあり方検討会（以下、「あり方検討会」という。）」を設置しました。 

「あり方検討会」は、「東村山市ごみ処理施設のあり方検討会設置規則」に基づく会議体で

す。 

 

 一般的なごみ処理施設計画フローと「あり方検討会」 

ごみ処理施設を計画する場合、図 1.1 に示すとおり、一般的には、基本方針に基づき基本計画

を策定し、事業者選定後、基本設計・実施設計を行い工事実施となります。複数の自治体が共

同で処理をする広域処理を行う場合は、基本計画策定以降の工程を構成自治体とともに実施す

ることになるため、今後のごみ処理を単独又は広域で行っていくという実施主体について基本

方針において示した上で、それ以降の計画を進める必要があります。 

あり方検討会では、市が策定する基本方針の前段として、ごみ処理施設の実施主体の検討、

施設整備用地に関する検討、新しいごみ処理施設の目指すべき方向性などの検討を行いました。 

市は基本方針の策定にあたっては、あり方検討会の検討内容を踏まえて方針（案）を作成し、

内容について市民の方々にわかりやすく説明、周知し、市民とともに基本方針をつくっていく

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 一般的なごみ処理施設計画フロー 

※ あり方検討：東村山市ごみ処理施設のあり方検討会 

  単 独 処 理：自治体が区域内に処理施設を整備して単独で処理を行う方式 

  広 域 処 理：近隣自治体と連携し、処理施設を整備して複数の自治体が処理を行う方式  

                                                                                                                                                                             
用語集参照・・・一般廃棄物処理基本計画 
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 「東村山市ごみ処理施設のあり方検討会」の実施経過 

 「東村山市ごみ処理施設のあり方検討会」の開催日程 

 「東村山市ごみ処理施設のあり方検討会」 

「あり方検討会」では、平成 28 年度に計 6 回、平成 29 年度に計 7 回、合計 13 回の会議を

開催しました。 

平成 28 年度の検討会では、第 1・2 回で、東村山市の現状や周辺自治体等を含めた類似施

設について把握し、第 3 回～第 5 回で単独処理及び広域処理に関する検討や市民アンケート

調査結果等の報告を実施、第 6 回で単独処理及び広域処理に関する検討のまとめ、及び、中

間報告書のとりまとめを行いました。 

平成 29 年度の検討会では、第 7 回～第 10 回で、新しいごみ処理施設の目指すべき方向性

の検討、施設整備用地に関する検討、スケジュールの検討を行い、第 11 回～第 12 回で今後

の施設計画検討を行い、第 11 回～13 回で、各章ごと段階的に最終報告書のとりまとめを行

いました。 

 

【平成 28 年度検討会】 

検討会 日時 議題 

第 1 回 

平成 28 年 

7 月 27 日（水） 

13:30～15:00 

・ 委嘱式 

・ ごみ処理施設のあり方検討会について 

・ 東村山市のごみ処理の現状と周辺自治体の動向 

・ 市民アンケート等の実施方針（案）について 

・ 既存施設（秋水園）の概要・施設見学 

第 2 回 

平成 28 年 

8 月 25 日（木） 

8:30～16:00 

近隣施設見学 

（午前）武蔵野クリーンセンター 

（午後）クリーンプラザふじみ 

第 3 回 

平成 28 年 

10 月 13 日(木) 

14:30～16:30 

・ 近隣施設見学のまとめ 

・ ごみ量の予測・施設規模について 

・ 処理システムの他事例比較と検討課題の整理 

・ 単独処理及び広域処理に関する検討 

・ 市民アンケートの実施について 

第 4 回 

平成 28 年 

11 月 26 日（土） 

15:00～17:00 

・ 単独処理及び広域処理に関する検討 

第 5 回 

平成 29 年 

1 月 27 日（金） 

14:30～16:30 

・ 単独処理及び広域処理に関する検討 

・ 市民アンケート等の結果報告 

・ 中間報告書のとりまとめ 
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第 6 回 

平成 29 年 

3 月 13 日（月） 

14:30～15:30 

・ 単独処理及び広域処理に関する検討のまとめ 

・ 今後の検討課題 

・ 中間報告書のとりまとめ 

 

 

【平成 29 年度検討会】 

検討会 日時 議題 

第 7 回 

平成 29 年 

5 月 24 日（水） 

14:30～15:30 

・ 委嘱式 

・ 新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」検討 

・ 施設整備用地に関する検討 

第 8 回 

平成 29 年 

6 月 21 日（水） 

14:30～16:30 

・ 新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」検討 

・ 施設整備用地に関する検討 

第 9 回 

平成 29 年 

8 月 1 日(火) 

14:30～16:30 

・ 新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」検討のまとめ 

・ 施設整備用地に関する検討 

・ ごみ処理施設整備スケジュール検討 

第 10 回 

平成 29 年 

9 月 9 日（土） 

10:00～11:30 

・ 新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」検討のまとめ 

・ 施設整備用地に関する検討のまとめ 

・ ごみ処理施設整備スケジュール検討のまとめ 

第 11 回 

平成 29 年 

11 月 22 日（水） 

14:30～16:00 

・ 新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」検討のまとめ 

・ 施設整備用地に関する検討のまとめ 

・ ごみ処理施設整備スケジュール検討のまとめ 

・ 今後の施設計画検討について 

・ 最終報告書について 

第 12 回 

平成 30 年 

1 月 30 日（火） 

14:30～16:00 

・ 新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」検討のまとめ 

・ 今後の施設計画検討について 

・ 最終報告書について 

第 13 回 

平成 30 年 

3 月 8 日（木） 

14:30～16:00 

・ 今後の施設計画検討のまとめ 

・ 最終報告書のまとめ 
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 「東村山市ごみ処理施設のあり方検討会」勉強会 

「あり方検討会」は、市民及び学識経験者で構成されているため、検討を進める上で各委

員がごみ処理施設における一般的な処理方法やごみ焼却施設の仕組み、焼却施設の仕様など

の検討にあたって重要となる項目（排ガスの処理や熱利用の方法など）等について理解を深

めることを目的として、勉強会を 2 回開催しました。 

勉強会は、第 2 回及び第 3 回あり方検討会の議題に合わせて以下の内容で行いました。 

 

勉強会 日時 議題 

第 1 回 

平成 28 年 

8 月 23 日（火） 

14:30～16:30 

（１）東村山市におけるごみ処理のフロー 

（２）現施設における燃やせるごみの処理フロ

ー及び今後の課題 

（３）燃やせるごみの処理方式 

（４）見学予定施設の概要 

第 2 回 

平成 28 年 

9 月 26 日（月） 

14:30～16:30 

（１）単独処理と広域処理について  

（２）施設計画における今後の検討課題 

   ①処理能力について 

   ②余熱利用について 

   ③排ガス基準値について 

   ④煙突について 

 

 「東村山市ごみ処理施設のあり方検討会」での検討経過 

【第 1 回検討会】 平成 28 年 7 月 27 日（水）実施 

第 1 回検討会では、東村山市のごみ処理の現状と周辺自治体等の動向について理解を深め

るとともに、単独処理及び広域処理に関する一般的なごみ処理施設の計画フローについて整

理を行いました。また、ごみ処理に関する市民アンケートの実施概要について検討を行いま

した。 

 

【第 2 回検討会】 平成 28 年 8 月 25 日（木）実施 

第 2 回検討会では、第 3 回検討会以降、新たなごみ処理施設に関する議論を行うにあたっ

て、ごみ処理施設に関する委員の見識を深めるため、近隣施設の見学会を実施しました。 

多摩地域における最新のごみ処理施設として、武蔵野市の武蔵野クリーンセンター（単独

処理施設）と三鷹市及び調布市で構成するふじみ衛生組合のクリーンプラザふじみ（広域処

理施設）を見学しました。 

 

【第 3 回検討会】 平成 28 年 10 月 13 日（木）実施 

第 3 回検討会では、単独処理及び広域処理の検討に向けた、今後のごみ量の予測や処理シ

ステムについての検討を行うとともに、単独処理及び広域処理についての具体的な検証項目

と検討の進め方、市民アンケートの設問内容や集計方法について議論を行いました。 
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単独処理及び広域処理の検証項目としては、「環境的側面」にあたる国や都の方針を確認、

理解するとともに、「経済的側面」「社会的側面」「実現可能性」に係る視点について議論を進

めました。 

 

【第 4 回検討会】 平成 28 年 11 月 26 日（土）実施 

第 4 回検討会では、第 3 回検討会で整理された検証項目を受け、それぞれについて単独処

理及び広域処理の場合の比較検討を行いました。 

「経済的側面」では、施設整備費、維持管理・運転費、収集運搬費についての項目を、「社

会的側面」では、ごみの分別・収集・運搬に係る市民生活への影響、災害時等における市民生

活への影響について、項目を検討するとともに、隣接する周辺自治体等の状況を整理し、単

独処理及び広域処理の「実現可能性」について検討を行いました。 

 

【第 5 回検討会】 平成 29 年 1 月 27 日（金）実施 

第 5 回検討会では、第 4 回検討会に引き続き、単独処理及び広域処理に関する、「環境的側

面」として CO2 排出量に関する整理、「経済的側面」としてトータルコストの整理、「社会的

側面」として市民意識への影響、「実現可能性」として近隣自治体等の現有施設の供用可能年

数と計画状況との整合や、東村山市のごみを受け入れる可能性などについて検討を行いまし

た。 

また、単独処理及び広域処理の検討の集約に向け、それぞれの検証項目ごとのまとめを整

理し、総まとめの方向性について活発な議論がなされた結果、これまでの各項目の検討や実

現可能性の検討をふまえると、現状では自区内での単独処理が望ましいと一定の集約がなさ

れました。 

 

【第 6 回検討会】 平成 29 年 3 月 13 日（月）実施 

第 6 回検討会では、単独処理及び広域処理に関する検討の総まとめについて議論し、本検

討会としての単独処理及び広域処理に関する検討の集約、今後の検討課題を整理するととも

に、中間報告書についてとりまとめを行いました。 

 

【第 7 回検討会】 平成 29 年 5 月 24 日（水）実施 

第 7 回検討会では、平成 28 年度の議論を継承し、平成 29 年度に検討する内容として、「新

しいごみ処理施設の目指すべき方向性の検討」、「施設整備用地に関する検討」「ごみ処理施設

整備スケジュールの検討」などの検討を行うことを確認しました。 

新しいごみ処理施設の目指すべき方向性の検討では、平成 28 年度の検討会での意見、国都

や市のごみ処理の方向性、市民意見等を反映したものにすることが重要であるとの議論があ

り、中間報告書でとりまとめた配慮事項、市や国都の計画、市民アンケート結果などをもと

に、今後のごみ処理施設検討に重要と考えられるキーワードを抽出・分析し、検討を進める

こととしました。 

施設整備用地の検討では、整備用地として最低限必要な面積や、建物の立地状況などの条

件を検討し、対象となる市内の用地の抽出（絞り込み）を行った上で、それらの用地に対し

土地利用に関する事項、収集運搬・処理に関する事項など比較項目を用いて詳細な検討して
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いくこととなりました。また、公有地だけでなく法人所有地についても、検討・確認してお

く必要があるなどの意見があり、これらを踏まえて議論進めることとしました。 

 

【第 8 回検討会】 平成 29 年 6 月 21 日（水）実施 

第 8 回検討会では、第 7 回に引き続き、新しいごみ処理施設の目指すべき方向性の検討、

施設整備用地の検討を進めました。 

新しいごみ処理施設の目指すべき方向性の検討では、抽出されたキーワードと目指すべき

方向性のまとめ方の議論を行い、目指すべき方向性としては、大きな理念（コンセプト）と

その具体的な内容として、施設の仕様につながる項目の整理を行うことになりました。また、

目指すべき方向性の検討の参考として、秋水園関連施設の利用状況も踏まえて検討を行いま

した。市民意見分析については、アンケートから年齢別、性別の傾向についても把握し、キ

ーワード整理の参考としました。 

施設整備用地に関する検討では、法人所有地を含めた検討の進め方について議論し、法人

所有地については第 9 回で非公開による検討を進めることになりました。公有地については

整備用地として必要な面積や、建物の立地状況などの条件を満たす 7 箇所の用地を抽出しま

した。 

 

【第 9 回検討会】 平成 29 年 8 月 1 日（火）実施 

第 9 回検討会では、新しいごみ処理施設の目指すべき方向性の検討、施設整備用地の検討

に加え、ごみ処理施設の整備スケジュールの検討を行いました。 

新しいごみ処理施設の目指すべき方向性の検討では、目指すべき方向性のコンセプト及び

項目について検討を行い、具体的な内容に関する議論の中で、新しいごみ処理施設の地域社

会における役割やごみ処理にかかわるエネルギーの活用に関して議論がなされ、項目の内容

を整理し、第 10 回で最終的に取りまとめることになりました。 

施設整備用地に関する検討では、第 8 回で抽出された 7 箇所の公有地について、比較項目

に照らし、検討を進めました。また、法人所有地については、整備用地として必要な面積や

建物の立地状況など条件を満たす用地を抽出し、今後の進め方について議論を行いました。

法人所有地の検討を進めるには、対象法人へ検討の了承を得る必要があり、そのための調整

期間が長期にわたると今後の検討スケジュールに支障をきたす等の議論がなされた結果、実

際に法人所有地を施設整備用地として検討することは現実的ではないと集約されました。 

ごみ処理施設整備スケジュールの検討では、一般的なごみ処理施設の供用年数及び既存ご

み処理施設の状況の確認及びごみ処理施設整備に必要となる工程の整理を行いました。 

 

【第 10 回検討会】 平成 29 年 9 月 9 日（土）実施 

第 10 回検討会では、新しいごみ処理施設の目指すべき方向性の検討のまとめ、施設整備用

地に関する検討のまとめ、ごみ処理施設整備スケジュール検討のまとめを行いました。 

新しいごみ処理施設の目指すべき方向性の検討では、第 9 回の議論を受けて再整理したコ

ンセプト及び目指すべき方向性の項目を確認し、集約しました。 

施設整備用地に関する検討では、第 9 回で比較検討した 7 箇所の公有地それぞれに対する

課題等を整理し、施設整備用地として適地かどうかを議論しました。 
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ごみ処理施設整備スケジュールの検討では、一般的な計画スケジュールを踏まえて検討を

行い、計画を進める上での市民参加の重要性などについて議論しました。 

 

【第 11 回検討会】 平成 29 年 11 月 22 日（水）実施 

第 11 回検討会では、新しいごみ処理施設の目指すべき方向性の検討のまとめ、施設整備用

地に関する検討のまとめ、ごみ処理施設整備スケジュール検討のまとめ、今後の施設計画の

検討を行うとともに、最終報告書のとりまとめ方の確認を行いました。 

新しいごみ処理施設の目指すべき方向性の検討では、第 10 回の議論を受けてコンセプト及

び目指すべき方向性の項目の内容を確認し、検討会としての新しいごみ処理施設の目指すべ

き方向性の考え方を集約しました。 

施設整備用地に関する検討では、第 10 回で議論した施設整備用地としての課題等について

確認を行い、検討会としての施設整備用地に関する考え方を集約しました。 

ごみ処理施設整備スケジュールの検討では、第 10 回で議論した計画を進める上での市民参

加の考え方について確認を行い、検討の集約を行いました。 

今後の施設計画検討では、燃やせるごみのごみ処理方式における処理・処分方法、発生す

る主な回収物とその利用状況、処理対象ごみと現在の分別区分の変更可能性、導入実績等に

ついて、現時点での状況整理及び確認を行いました。 

最終報告書については、報告書構成について確認を行うとともに、今後の報告書作成スケ

ジュールの確認を行いました。 

 

【第 12 回検討会】 平成 30 年 1 月 30 日（火）実施 

第 12 回検討会では、今後の施設計画の検討、新しいごみ処理施設の目指すべき方向性の検

討のまとめ、最終報告書についての確認等を行いました。 

今後の施設計画検討では、燃やせるごみの各ごみ処理方式における処理・処分方法、発生

する主な回収物とその利用状況、処理対象ごみと現在の分別区分の変更可能性、導入実績等

について、現時点での状況整理及び確認を行い、検討会としての今後の施設計画検討におけ

るごみ処理方式の考え方について議論しました。 

新しいごみ処理施設の目指すべき方向性の検討では、コンセプト及び目指すべき方向性の

項目の内容を確認し、検討会としての新しいごみ処理施設の目指すべき方向性の考え方を集

約しました。 

最終報告書については、最終報告書（案）をもとに内容の確認、今後の報告書作成スケジ

ュールの確認を行いました。 

 

【第 13 回検討会】 平成 30 年 3 月 8 日（木）実施 

第 13 回検討会では、今後の施設計画検討のまとめ、最終報告書のまとめを行いました。 

今後の施設計画検討については、地域性等を考慮した今後の東村山市のごみ処理方式につ

いて、検討会として集約しました。 

最終報告書については全体を通して確認がなされ、一部体裁や表記を修正することし、製

本に向けた最終調整については会長、副会長、事務局に一任されました。  
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2. 東村山市のごみ処理の現状と周辺自治体等の動向 

 

 東村山市におけるごみ処理の状況 

 東村山市におけるごみの分別区分と処理の流れ 

東村山市は市内の秋水園に焼却施設、リサイクルセンター等を有し、燃やせるごみの焼却、

燃やせないごみ・粗大ごみ・一部の資源物の選別・保管を行っています。 

 

 東村山市秋水園概要 

 

■所在地 

東村山市秋津町 4 丁目 17 番地 1 

 

■敷地面積 

22,412.54 ㎡ 

 

■ごみ焼却施設 

・昭和 55 年 2 月 1 日 着工 

・昭和 56 年 9 月 30 日 竣工 

・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   延命化工事  

・建築面積  1,323 ㎡ 

・処理能力  全連続燃焼方式 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 

 

■リサイクルセンター 

・平成 24 年 11 月 7 日 着工 

・平成 26 年  6 月 30 日 竣工 

・建築面積  リサイクルセンター  2,194 ㎡ 

 粗大ごみ処理棟  218 ㎡ 

 ストックヤード棟  140 ㎡ 

・処理能力 びん類      7.8t/日 手選別 

 缶類       3.4t/日 選別・圧縮 

 蛍光管      0.2t/日 破砕 

 乾電池      0.2t/日 ストック 

 燃やせないごみ  9.2t/日 ストック 

 粗大ごみ     9.6t/日 選別・ストック 

 合計      30.4t/日  
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 周辺自治体の動向 

 ごみ処理の状況 

多摩地域の自治体及び組合の行政区域は図 2.1 の通りとなっており、多くの自治体がごみの

広域処理を行っていますが、各自治体の判断により、単独処理を行っている自治体もあります。 

※八王子市、町田市は可燃ごみの一部を多摩ニュータウン環境組合にて処理していますが、可

燃ごみの大部分は単独で処理しています。 

 

 

 

図 2.1 周辺自治体・組合の行政区域 

 

 

 保有施設状況 

多摩地域においては更新の時期を迎えている施設が多く、直近に更新済又は更新計画中とな

っている自治体が多数あります。 
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3. 単独処理及び広域処理の検討に関する条件の整理 

 

 ごみ量の予測・施設規模について 

 人口及びごみ排出量の推計 

 東村山市第 4次総合計画後期基本計画（平成 28年度策定） 

「東村山市第 4 次総合計画後期基本計画基礎調査報告書」における人口推計では、将来的

には緩やかに減少していくものとされています。 

  

 東村山市一般廃棄物処理基本計画（平成 28年 4月改定） 

一般廃棄物処理基本計画の将来排出ごみ量の推計（単純推計）では、表 3.1 に示すとおり、

平成 32 年度における総ごみ発生量は 38,241t/年、集団回収量を含まない 1 人 1 日あたりのご

み量は 642g/人･日に減少するとされています。 

 

表 3.1 排出ごみ量の推移・動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※目標推計値欄（H32）は、1 日 1 人あたりのごみ量（排出量原単位）目標値である 630ｇとの比率を用いて本資料で便宜的

に計算したものである。 

  

                                                                                                                                                                             
用語集参照・・・東村山市第 4 次総合計画後期基本計画 

目標

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H32

146,786 147,411 148,340 150,198 152,311 153,142 153,337 152,863 152,088 151,412 150,858 152,167 152,232 152,353 152,099 151,835 151,835

燃やせるごみ 28,221 27,782 27,493 27,196 26,067 25,555 25,450 24,808 24,876 24,585 24,371 24,087 23,919 23,772 23,652 23,412 22,979

家庭系 22,065 21,821 21,361 21,445 21,183 20,873 20,938 20,669 20,491 20,240 19,965 19,770 19,683 19,609 19,547 19,383 19,024

事業系 6,156 5,961 6,132 5,751 4,884 4,682 4,512 4,139 4,385 4,345 4,406 4,317 4,237 4,162 4,105 4,029 3,954

燃やせないごみ 4,721 4,095 1,762 1,920 1,999 2,070 2,164 2,088 2,089 2,013 2,049 2,019 1,998 1,980 1,965 1,942 1,906

粗大ごみ 1,159 1,311 1,506 1,339 1,253 1,300 1,288 1,317 1,384 1,344 1,414 1,405 1,406 1,408 1,410 1,404 1,378

資源物 8,065 8,693 10,741 9,992 9,530 9,522 9,418 9,126 9,107 8,986 9,017 8,944 8,903 8,869 8,839 8,763 8,601

びん 1,402 1,422 1,523 1,440 1,415 1,443 1,460 1,459 1,431 1,264 550 1,070 1,055 1,041 1,027 1,008 989

かん 856 820 799 755 682 686 688 683 635 546 1,081 523 513 503 495 484 475

ペットボトル 400 429 432 414 416 415 413 402 405 308 218 204 199 195 190 185 182

容器包装プラスチック 632 2,660 2,375 2,286 2,312 2,288 2,275 2,304 2,401 2,500 2,488 2,485 2,483 2,483 2,469 2,424

新聞 1,465 1,367 1,265 1,112 992 912 800 713 734 765 842 835 830 825 822 814 799

雑誌 2,392 2,439 2,457 2,379 2,253 2,250 2,191 2,099 2,169 2,278 2,379 2,370 2,369 2,368 2,369 2,357 2,313

段ボール 970 985 974 934 912 913 967 937 898 894 918 919 919 919 919 915 898

古着 575 588 611 561 548 569 589 540 530 520 516 521 521 521 521 518 509

牛乳パック 4 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

生ごみ 7 18 19 23 21 21 17 0 9 12 12 12 12 12 12 12

有害ごみ 68 67 69 69 67 68 67 63 59 58 54 53 53 53 52 52 51

乾電池 40 39 40 40 39 40 42 39 37 38 36 36 36 36 36 36 35

蛍光灯 28 28 29 29 28 28 25 24 22 20 18 17 17 17 17 16 16

42,234 41,948 41,571 40,516 38,916 38,515 38,387 37,402 37,515 36,986 36,905 36,508 36,279 36,081 35,919 35,573 34,914

排出量原単位（g/人日） 788.3 779.6 765.7 739.0 700.0 689.0 684.0 670.3 675.8 669.2 668.4 657 653 649 645 642 630

集団回収 3,688 3,576 3,521 3,205 3,088 3,111 3,124 3,026 3,023 2,858 2,708 2,687 2,684 2,682 2,683 2,669 2,619

新聞 1,885 1,774 1,742 1,604 1,456 1,427 1,363 1,313 1,257 1,125 1,026 986 981 978 975 967 949

雑誌 1,013 1,006 1,007 936 933 985 1,023 997 1,033 1,016 982 998 998 999 1,000 995 976

段ボール 646 644 628 528 551 550 563 549 567 561 537 554 553 553 552 549 539

布類 140 148 140 133 144 144 160 153 148 137 142 126 126 126 127 126 124

金属類 9 10 14 15 17 18 21 23 25 27 27

牛乳パック 4 4 4 4 4 5 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

36,078 35,987 35,439 34,765 34,032 33,833 33,875 33,263 33,130 32,641 32,499 32,192 32,043 31,919 31,814 31,544 30,960

6,156 5,961 6,132 5,751 4,884 4,682 4,512 4,139 4,385 4,345 4,406 4,317 4,237 4,162 4,105 4,029 3,954

集団回収 3,688 3,576 3,521 3,205 3,088 3,111 3,124 3,026 3,023 2,858 2,708 2,687 2,684 2,682 2,683 2,669 2,619

45,922 45,524 45,092 43,721 42,004 41,626 41,511 40,428 40,538 39,844 39,613 39,195 38,963 38,763 38,601 38,241 37,534

857.1 846.1 830.5 797.5 755.6 744.7 739.7 724.6 730.3 721.0 717.4 705.7 701.2 697.1 693.4 690.0 677.3

人口

家庭系ごみ計

　　　　　　　　　　年度
項目

推計値実績

事業系ごみ計

ごみ発生量計

ごみ発生量原単位(g/人日)

排出量計

目標

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H32

146,786 147,411 148,340 150,198 152,311 153,142 153,337 152,863 152,088 151,412 150,858 152,167 152,232 152,353 152,099 151,835 151,835

燃やせるごみ 28,221 27,782 27,493 27,196 26,067 25,555 25,450 24,808 24,876 24,585 24,371 24,087 23,919 23,772 23,652 23,412 22,979

家庭系 22,065 21,821 21,361 21,445 21,183 20,873 20,938 20,669 20,491 20,240 19,965 19,770 19,683 19,609 19,547 19,383 19,024

事業系 6,156 5,961 6,132 5,751 4,884 4,682 4,512 4,139 4,385 4,345 4,406 4,317 4,237 4,162 4,105 4,029 3,954

燃やせないごみ 4,721 4,095 1,762 1,920 1,999 2,070 2,164 2,088 2,089 2,013 2,049 2,019 1,998 1,980 1,965 1,942 1,906

粗大ごみ 1,159 1,311 1,506 1,339 1,253 1,300 1,288 1,317 1,384 1,344 1,414 1,405 1,406 1,408 1,410 1,404 1,378

資源物 8,065 8,693 10,741 9,992 9,530 9,522 9,418 9,126 9,107 8,986 9,017 8,944 8,903 8,869 8,839 8,763 8,601

びん 1,402 1,422 1,523 1,440 1,415 1,443 1,460 1,459 1,431 1,264 550 1,070 1,055 1,041 1,027 1,008 989

かん 856 820 799 755 682 686 688 683 635 546 1,081 523 513 503 495 484 475

ペットボトル 400 429 432 414 416 415 413 402 405 308 218 204 199 195 190 185 182

容器包装プラスチック 632 2,660 2,375 2,286 2,312 2,288 2,275 2,304 2,401 2,500 2,488 2,485 2,483 2,483 2,469 2,424

新聞 1,465 1,367 1,265 1,112 992 912 800 713 734 765 842 835 830 825 822 814 799

雑誌 2,392 2,439 2,457 2,379 2,253 2,250 2,191 2,099 2,169 2,278 2,379 2,370 2,369 2,368 2,369 2,357 2,313

段ボール 970 985 974 934 912 913 967 937 898 894 918 919 919 919 919 915 898

古着 575 588 611 561 548 569 589 540 530 520 516 521 521 521 521 518 509

牛乳パック 4 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

生ごみ 7 18 19 23 21 21 17 0 9 12 12 12 12 12 12 12

有害ごみ 68 67 69 69 67 68 67 63 59 58 54 53 53 53 52 52 51

乾電池 40 39 40 40 39 40 42 39 37 38 36 36 36 36 36 36 35

蛍光灯 28 28 29 29 28 28 25 24 22 20 18 17 17 17 17 16 16

42,234 41,948 41,571 40,516 38,916 38,515 38,387 37,402 37,515 36,986 36,905 36,508 36,279 36,081 35,919 35,573 34,914

排出量原単位（g/人日） 788.3 779.6 765.7 739.0 700.0 689.0 684.0 670.3 675.8 669.2 668.4 657 653 649 645 642 630

集団回収 3,688 3,576 3,521 3,205 3,088 3,111 3,124 3,026 3,023 2,858 2,708 2,687 2,684 2,682 2,683 2,669 2,619

新聞 1,885 1,774 1,742 1,604 1,456 1,427 1,363 1,313 1,257 1,125 1,026 986 981 978 975 967 949

雑誌 1,013 1,006 1,007 936 933 985 1,023 997 1,033 1,016 982 998 998 999 1,000 995 976

段ボール 646 644 628 528 551 550 563 549 567 561 537 554 553 553 552 549 539

布類 140 148 140 133 144 144 160 153 148 137 142 126 126 126 127 126 124

金属類 9 10 14 15 17 18 21 23 25 27 27

牛乳パック 4 4 4 4 4 5 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

36,078 35,987 35,439 34,765 34,032 33,833 33,875 33,263 33,130 32,641 32,499 32,192 32,043 31,919 31,814 31,544 30,960

6,156 5,961 6,132 5,751 4,884 4,682 4,512 4,139 4,385 4,345 4,406 4,317 4,237 4,162 4,105 4,029 3,954

集団回収 3,688 3,576 3,521 3,205 3,088 3,111 3,124 3,026 3,023 2,858 2,708 2,687 2,684 2,682 2,683 2,669 2,619

45,922 45,524 45,092 43,721 42,004 41,626 41,511 40,428 40,538 39,844 39,613 39,195 38,963 38,763 38,601 38,241 37,534

857.1 846.1 830.5 797.5 755.6 744.7 739.7 724.6 730.3 721.0 717.4 705.7 701.2 697.1 693.4 690.0 677.3

人口

家庭系ごみ計

　　　　　　　　　　年度
項目

推計値実績

事業系ごみ計

ごみ発生量計

ごみ発生量原単位(g/人日)

排出量計

実績 ※ 
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 計画処理量・施設規模 

 計画年次 

ごみ処理施設の計画でごみ処理施設の規模（処理能力）の設定を行う場合、将来いつの時

点でのごみ量を想定するか（計画目標年次）を定める必要があります。 

本検討会では、「東村山市一般廃棄物処理基本計画」の計画最終年度である平成 32 年度を

仮に計画目標年次として検討を行いました。今後、施設整備基本計画の策定段階においては、

その時点の国都の方針や法令等を踏まえて、現実的な計画目標年次の検討をする必要があり

ます。 

 

 計画処理量 

①燃やせるごみ量 

初期検討の段階では、目標推計値ではなく、自然推計値で計画処理量を算定することが

現実的であるため、一般廃棄物処理基本計画の計画最終年度である平成 32 年度の推計値を

仮の計画処理量として設定しました。（23,412t/年） 

②粗大ごみ等から出る可燃分 

粗大ごみ等から出る可燃分は、過去５年分（平成 22 年～26 年度）の実績量の最大値であ

る平成 25 年度の数値にて設定しました。（670t/年） 

③災害廃棄物 

本検討会においては、仮に災害廃棄物を処理するための余力として平常時のごみ処理量

の 10%を見込むものとしました。なお、災害廃棄物のための処理能力をどの程度確保する

かについては、今後検討が必要となります。（23,412t/年の 10%  → 2,341t/年） 

④計画処理量のまとめ 

 

 

今後、詳細な施設検討を行う際には、東村山市一般廃棄物処理基本計画の検討による将

来ごみ量推計との調整を図りながら見直しを行う必要があります。 

 

 施設規模 

処理対象ごみ量（施設規模）の算出方法については、「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」（平成 15 年 12 月 15 日 環廃対発第 031215002）の中で示されて

いる方法で算定しました。 

 
 

    施設整備規模＝計画年間日平均処理量÷実稼働率÷調整稼働率 

＝26,423t/年÷365 日÷（280 日/365 日）÷0.96 

＝98.3t/日 ⇒ 約 100t/日 

 
 

なお、以上の施設規模は現段階における推計値であり、今後、施設整備基本計画の策定段

階においては、その時点のごみ排出量予測に応じた検討が必要となります。 

 

計画処理量の設定 ① + ② + ③     26,423t/年 
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 ごみ処理システムの検討 

 検討目的及び検討方法 

 検討目的 

施設全体の規模や整備費に影響する設備（処理方式、排ガス処理設備、余熱利用設備等）に

ついて、導入実績や特長等を踏まえた検討を行い、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）を比較するための仮の想定として処理システム（案）を設定しました。 

 

 検討方法 

本検討会においては、施設規模に大きく影響する「ごみ処理方式」「排ガス処理設備」「余熱

利用設備」について、それぞれの特徴や導入実績を整理し検討を行いました。 

 

 ごみ処理方式 

 ごみ処理方式の種類と導入実績 

主要なごみ処理方式である「焼却炉（ストーカ炉、流動床炉、ロータリーキルン）」、「ガス

化溶融炉」、「メタンガス化施設」についてそれぞれの特徴や導入実績を整理、検討しました。 

東京都内の竣工年別・施設規模別の各処理方式の導入実績によると、平成 27 年度時点で稼

働している都内の施設においては、ストーカ炉の実績が最も多く、規模にかかわらず導入され

ています。また、近年では流動床炉の導入実績は少なく、2009 年度以降は導入されていませ

ん。また、メタンガス化施設については導入実績が 0 件となっています。 

 

 ごみ処理方式のまとめ 

東村山市が位置している多摩地域においては、東京たま広域資源循環組合にて焼却灰のエ

コセメント化事業を行っており、焼却残さがスラグ（エコセメント化できない）となる「ガス

化溶融炉」については課題があります。 

また、「メタンガス化施設」については、残さ処理のための焼却炉等を併設する事例が多く、

施設全体の規模や施設整備費が過大となる等、採用については課題があります。 

そのため、本検討会においては、「焼却炉」を処理方式として仮に設定し、単独処理及び広

域処理の検討を進めるものとしました。 

今後、施設整備基本計画の策定段階においては、より詳細な分析・評価を行い、処理方法を

設定する必要があります。 

 

 排ガス処理設備 

 ばいじん処理設備 

ばいじん処理設備については、「ろ過式集じん器（バグフィルタ）」、「電気集じん器」、「遠心

力集じん器」について検討を行いました。 

平成 10 年度の「ダイオキシン類対策特別措置法」の制定に伴い、電気集じん器が 1 施設の

一部に継続使用されている例を除き、以降に整備された施設は全てろ過式集じん器（バグフィ

ルタ）が導入されています。 

                                                                                                                                                                              
用語集参照・・・余熱利用設備，ストーカ炉，流動床炉，ロータリーキルン，ガス化溶融炉，メタンガス化施設， 

東京たま広域資源循環組合，エコセメント，焼却残さ，スラグ，ばいじん， 

ろ過式集じん器（バグフィルタ），電気集じん器，遠心力集じん器 
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このような豊富な実績から、本検討会においては、「ろ過式集じん器（バグフィルタ）」をば

いじん処理設備として仮に設定し、単独処理及び広域処理の検討を進めるものとしました。 

 

 HCl・SOx 除去設備 

HCl・SOx 除去設備については、「乾式法」及び「湿式法」について検討を行いました。 

「乾式法」は、多摩地域の多くの施設で導入されており、「湿式法」は、東京二十三区清掃

一部事務組合の多くの施設において導入されています。 

いずれの方式も十分な実績を有し、信頼できる設備であることから、本検討会においては、

「乾式法」「湿式法」両方の特性、価格を確認しながら検討を行うこととしました。 

今後、施設整備基本計画の策定段階においては、より詳細な分析・評価を行い、設定する必

要があります。 

 

 NOx 除去設備 

NOx 除去設備については、「燃焼制御法」、「無触媒脱硝法」、「触媒脱硝法」について検討を

行いました。東京二十三区清掃一部事務組合の所有施設においては、全て触媒脱硝方式が導入

されていますが、多摩地域においては施設により異なり、同程度の導入実績があります。 

装置が簡単で運転保守が容易な「無触媒脱硝法」でも、燃焼制御を併用することにより十分

な NOx 除去性能を確保でき、信頼できる設備といえますが、本検討会では高い脱硝効率を特

徴とする「触媒脱硝法」を NOx 除去設備として仮に設定し、検討を進めるものとしました。 

 

 余熱利用設備 

東京都内の焼却施設における発電設備の導入実績によると、近年に建設された焼却施設の多

くで発電用の蒸気タービンが設置され、場内利用だけでなく売電にも活用されています。 

本検討会においては、近年の処理施設の多くで導入されている余熱を効率的に利用できる「蒸

気タービン」を設定し、検討を進めるものとしました。 

 

 処理システムの検討 

以上より、表 3.2 の処理システムを想定し、本検討会の単独処理及び広域処理の検討を進める

ものとしました。なお、処理システムについては、施設整備基本計画段階において改めて精査す

るものとします。 

表 3.2  処理システム（案） 

処理システム 採用方式案 

エネルギー回収推進施設 焼却炉 

排ガス処理設備  

ばいじん処理設備 ろ過式集じん器（バグフィルタ） 

HCl・SOx 除去設備 湿式 及び 乾式 

NOx 除去設備 触媒脱硝方式 

余熱利用設備 蒸気タービン 

                                                                                                                                                                              
用語集参照・・・HCl，SOx，乾式法，湿式法，NOx，燃焼制御法，無触媒脱硝法，触媒脱硝法，蒸気タービン，売電 
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4． 単独処理及び広域処理に関する検討 

 

4.1 ごみ処理施設の実施主体（単独処理及び広域処理）について 

4.1.1 単独処理及び広域処理 

市民から排出されるごみは、自治体の責任の下、ごみ処理施設で処理されています。市民の

ごみを焼却しているごみ処理施設は、各自治体が国からの補助金や交付金を活用しながら設置

しています。 

しかし、ごみ処理施設の建設・運営コストは、各自治体にとって、かなりの財政負担となっ

ていることから、単一の自治体で処理をする「単独処理」や、複数の自治体が共同で処理をす

る「広域処理」など、各自治体の財政状況や周辺自治体との関係等によって、何れかの実施主

体が選択されています。（表 4.1） 

表 4.1 単独処理と広域処理の説明 

単独処理 単一の自治体において、自区内から排出されたごみの全てを自区内で中

間処理すること。 

広域処理 複数の自治体が共同で組合の設立や協定の締結を行い、処理施設を共同

で設置・運営し、区域から排出されたごみの中間処理を行うこと。 

広域処理の組織（運営形態）としては、一部事務組合を設立するなど、

各自治体間での協議及び調整が必要となります。 

 

4.1.2 広域処理が推進された背景 

ごみ処理の広域化（ごみの広域処理）は、平成 10 年代から全国的に推進され、ごみ処理施

設の広域化・集約化によるダイオキシン類の削減などに、一定の成果が見られています。 

しかし、一方では、ごみ処理施設を広域化・集約化することによって、ごみの収集・運搬コ

スト等の維持管理コストの増大、災害が発生した場合に対応することが困難となるというリス

クも考えられることから、広域化・集約化の推進については慎重な意見も出てきています。 

（「一般廃棄物処理施設の整備・維持管理に関する行政評価・監視結果報告書（平成 28 年 3 月

総務省）」）。 

これらの広域処理に係る背景を鑑み、ごみ処理施設を検討するにあたって、まず初めに実施

主体（単独処理及び広域処理）について、検討していくことが重要となりました。 

 

4.1.3 周辺自治体のごみ処理の実施主体 

現状、東村山市においてはごみの単独処理を行っていますが、周辺自治体では一部事務組合

を構成し、広域処理を行っている自治体もあります。 

東村山市の周辺では、小平市・武蔵村山市・東大和市で構成している小平・村山・大和衛生

組合や、清瀬市・東久留米市・西東京市で構成する柳泉園組合などが広域処理を行っていま

す。また、武蔵野市のように、自区内での単独処理を行っている自治体もあります。 

                                                                                                                                                                             
用語集参照・・・ダイオキシン類，一部事務組合 
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4.2 単独処理及び広域処理の検証項目及び検証内容の整理 

新しいごみ処理施設の実施主体（単独処理及び広域処理）の方向性を整理するために、必要

な検証項目を複数設定し、両者の処理方式における課題事項等について比較検討しました。 

4.2.1 検証項目の整理 

 環境的側面に係る項目 

国と都の重点目標を整理した（1）～（5）の 5 項目と、検討会における議論を踏まえ「（6）

CO2排出量」を検証項目に加えた、計 6 項目を、「環境的側面に係る項目」と捉え、単独処理

及び広域処理の場合について比較検討を行いました。 

【環境的側面に係る項目】  

(1) ダイオキシン類削減対策  

(2) 焼却残渣の高度処理対策  

(3) マテリアルリサイクルの推進  

(4) サーマルリサイクルの推進  

(5) 最終処分場の確保対策  

(6) CO2排出量  

 

 経済的側面に係る項目 

ごみ処理施設の整備費等における経済面から、単独処理・広域処理における特徴を整理し、

検証を行いました。 

【経済的側面に係る項目】  

(1) 施設整備費  

(2) 施設の維持管理・運転費  

(3) 収集運搬費  

 

 社会的側面に係る項目 

市民生活及び市民意識への影響、また、災害時への対応という観点から、単独処理・広域

処理における特徴を整理し、検証を行いました。 

【社会的側面に係る項目】  

(1) 市民生活への影響  

(2) 市民意識への影響  

(3) 災害時等における市民生活への影響 

 

 実現可能性に係る項目 

ごみ処理施設を整備することの実現可能性という観点から、単独処理・広域処理における

特徴を整理し、検証を行いました。 

【実現可能性に係る項目】  

(1) 周辺自治体の状況からみた実現可能性 

                                                                                                                                                                             
用語集参照・・・マテリアルリサイクル，サーマルリサイクル 
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4.3 環境的側面に係る項目の検証 

単独処理及び広域処理に関する検証で想定する施設規模は、「3.1.2 計画処理量・施設規模」

にて検討された内容に基づき、単独処理の処理規模については 100t/日と設定し、広域処理の処

理規模については、近隣組合施設の処理規模を参考に、300t/日と設定しました。 

その上で、4 つの検証項目について、単独処理及び広域処理の比較検討を行いました。 

 

4.3.1 各検証項目の確認 

 ダイオキシン類削減対策 

全連続炉により連続運転化することで、安定的に 3T を確保することが可能であり、施設規

模が 100t/日を下回ったとしても、全連続炉であれば、ダイオキシン類の十分な削減が可能で

す。 

⇒単独処理及び広域処理のいずれの場合においても、全連続炉であれば対応可能です。 

 

 焼却残渣の高度処理対策 

焼却残さに含まれるダイオキシン類を削減するため、焼却灰について東京たま広域資源循

環組合のエコセメント化事業ですでに広域的な資源化が図られています。 

⇒単独処理及び広域処理にかかわらず、焼却残渣の資源化が可能です。 

 

 マテリアルリサイクルの推進 

資源物を適切に分別処理し、焼却処理するごみを削減することで、ごみの減量化・資源化

を図ることが可能です。 

⇒単独処理及び広域処理にかかわらず、適切な分別処理で実現は可能です。 

 

 サーマルリサイクルの推進 

一定規模以上のごみ焼却施設（熱回収施設）を整備することにより、発電・熱利用など焼

却によって発生するエネルギー回収率を高めることが可能です。 

⇒単独処理及び広域処理にかかわらず、一定規模以上の全連続炉を採用することで、効率

的な余熱利用を実現することが可能であるため、問題はありません。 

 

 最終処分場の確保対策 

多摩地域は既にエコセメント化事業を実施済みであり、焼却灰の資源化を行っています。 

⇒単独処理及び広域処理にかかわらず、方針に変更はありません。 

 

 CO2排出量 

1) 検討方法 

燃やせるごみの中間処理を行う過程において排出する CO2（二酸化炭素）について、単

独処理及び広域処理それぞれの場合について、現状からどの程度の CO2削減効果を得られ

るのか、一般廃棄物処理基本計画の最終年度である平成 32 年度を基準年度として比較検討

を行いました。 

                                                                                                                                                                             
用語集参照・・・３T，全連続炉 
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【燃やせるごみの CO2総排出量の試算方法】 

単独処理及び広域処理における CO2総排出量は、燃やせるごみの焼却による CO2排出

量と収集運搬による CO2排出量の合計から、余熱を利用した発電による CO2削減量を引

くことにより求めました。 

① 燃やせるごみの焼却による CO2排出量 

＋② 収集運搬による CO2排出量 

－③  余熱を利用した発電による CO2削減量 

＝④  CO2総排出量 

 

2) CO2総排出量の試算 

① 燃やせるごみの焼却による CO2排出量 

平成 26 年度及び平成 32 年度の燃やせるごみの焼却による CO2排出量は、一般廃棄

物処理基本計画の算出方法により算出を行いました。 

② 収集運搬による CO2排出量 

ごみ収集車稼動状況調査結果（平成 25 年度）における収集運搬車両の走行距離に基

づき、収集運搬による CO2排出量の試算を行いました。 

③ 余熱を利用した発電による CO2削減量 

プラントメーカーへのヒアリングによって得た想定発電量を用い、余熱を利用した

発電による CO2削減量の試算を行いました。 

④ CO2総排出量（表 4.2） 

 単独処理及び広域処理にかかわらず、燃やせるごみの焼却による CO2排出量は一定

となります。 

 収集運搬による CO2排出量は、東村山市の中心から焼却施設までの距離に応じて増

加します。 

 余熱を利用した発電による CO2削減量は、施設規模による発電効率の差はみられま

すが、単独処理及び広域処理いずれの場合においても、CO2 総排出量については、

東村山市の現状から 6 割以上の削減につながると推測されます。 

 

表 4.2 燃やせるごみの中間処理を行う過程における CO2総排出量 

   

現状 単独処理 

広域処理 

   市内に 

施設を整備 

市外に施設を整備 

   半径 2.5km 半径 5km 

① 

燃やせるごみの 

焼却による 

CO2排出量 

(t-CO2/年) 6,403 6,097 6,097 6,097 6,097 

② 
収集運搬による 

CO2排出量 
(t-CO2/年) 46 46 46 46 72 

③ 

余熱を利用した 

発電による 

CO2削減量 

(t-CO2/年) ― -3,912 -4,890 -4,890 -4,890 

④ CO2総排出量 (t-CO2/年) 6,449 2,231 1,253 1,253 1,279 

 現状からの削減量 (t-CO2/年) ― 4,218 5,196 5,196 5,170 

                                                                                                                                                                             
用語集参照・・・発電効率 
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3) 考察 

単独処理及び広域処理における CO2排出量について、以下の通り整理しました。（表 4.3） 

 

表 4.3 単独処理及び広域処理における CO2排出量 

 

  

 
単独処理 

広域処理 

市内に施設を整備 市外に施設を整備 

CO2排出量 単独処理及び広域処理のいずれにおいても CO2排出量の削減が期待できます。 
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4.4 経済的側面に係る項目の検証 

4.4.1 各検証項目の確認 

 施設整備費 

1) 検討内容 

ごみ焼却施設における施設整備費について、単独処理に対し広域処理とした場合にどの

程度の費用低減がなされるか、類似事例の調査とプラントメーカーへのヒアリングの内容

を整理し、比較検討を行いました。 

類似事例の調査では、平成 17 年度以降に竣工した焼却方式を採用している 82 施設の施

設整備費について、近年の建設物価高騰の影響等を踏まえて、整理を行いました。 

また、施設整備費等について、実績ある複数のプラントメーカーへのヒアリングを実施

しました。 

 

2) 考察 

 単独処理及び広域処理における施設整備費は、以下の通り整理されます。（表 4.4） 

 類似事例の調査結果より、施設規模 1t あたりの単価において、過去 12 年間の傾向で

は、広域処理の場合の方が単価の低減がみてとれますが、直近 3 年間の傾向では大き

な低減はみられないと推測されます。従って、近年の建設労務費や建設物価の高騰の

影響は、単独処理及び広域処理ともにその影響を受けますが、施設規模が大きくなる

に従い、より大きく影響を受ける傾向があると推測されます。 

 広域処理における自治体間の費用負担については、焼却施設だけで見ると均等もしく

はごみ処理量・人口等により負担割合を決定している事例が多いが、焼却施設を持つ

自治体以外で周辺整備費を負担する事例もあることから、市外で整備するよりも市内

で建設した方が、負担額が軽減される可能性もあります。 

 現段階では建設物価が全体的に上昇傾向にありますが、将来を想定した施設整備費の

正確な予測は困難であるため、仮にごみ焼却施設を建設するとなった場合は、今後、

詳細な検討が必要となります。 
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表 4.4 単独処理及び広域処理における施設整備費 

 単独処理 
広域処理 

市内に施設を整備 市外に施設を整備 

施
設
整
備
費
の
低
減 

 過去 12 年の国内の事例に

基づく傾向より、施設規模

1t あたりの施設整備費に

おいて、広域処理と比較し

て高くなる傾向が推測さ

れます。但し、建設費の高

騰により、直近 3 年の傾向

においては、広域処理と比

較して、大きく変わらない

傾向が推測されます。 

 過去 12 年の国内の事例に

基づく傾向より、施設規模

1t あたりの施設整備費に

おいて、単独処理と比較し

て施設整備費の低減がな

されることが推測されま

す。但し、建設費の高騰に

より、直近 3 年の傾向にお

いては、単独処理と比較し

て大きな低減がみられな

い傾向が推測されます。 

 過去 12 年の国内の事例に

基づく傾向より、施設規模

1t あたりの施設整備費に

おいて、単独処理と比較し

て施設整備費の低減がな

されることが推測されま

す。但し、建設費の高騰に

より、直近 3 年の傾向にお

いては、単独処理と比較し

て大きな低減がみられな

い傾向が推測されます。 

 

 施設の維持管理・運転費 

1) 検討内容 

ごみ焼却施設における施設の維持管理費・運転費について、類似事例の調査とプラント

メーカーへのヒアリングを整理し、比較検討を行いました。 

2) 考察 

 単独処理及び広域処理における維持管理・運転費については以下の通りです。（表 4.5） 

 過去の事例及びメーカーヒアリングの結果より、広域処理の維持管理・運転費の 1t あ

たりの単価については、単独処理の 6 割程度の金額となることが推測されます。 

 

表 4.5 単独処理及び広域処理における維持管理・運転費 

 単独処理 
広域処理 

市内に施設を整備 市外に施設を整備 

維持管理・運転費

の低減 

 運転管理費（人件費）

は施設規模によって

費用は変わらない傾

向にあるため、施設

規模 1t・1 日あたりで

比較すると、広域処

理より高くなると推

測されます。 

 運転管理費（人件費）

は施設規模によって

費用は変わらない傾

向にあるため、施設

規模 1t・1 日あたりで

比較すると、単独処

理より低減がなされ

ると推測されます。 

 運転管理費（人件費）

は施設規模によって

費用は変わらない傾

向にあるため、施設

規模 1t・1 日あたりで

比較すると、単独処

理より低減がなされ

ると推測されます。 

 

 収集運搬費 

1) 検討内容 

ごみ焼却施設における、収集運搬費について、広域処理とした場合にどの程度の費用の

低減がなされるか、以下の条件設定の下に試算を行い、検討を行いました。 
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燃やせるごみの収集委託料は、平成 27 年度の本市の収集委託料を参考にして試算を行い

ました。また、広域処理の場合の範囲設定としては、市の中心から半径 2.5km 圏内と市の

中心から半径 5km 圏内の 2 パターンにて検討を行いました。 

なお、秋水園が市の中心からおよそ 2.5km の距離に位置しているため、半径 2.5km 圏内

での広域処理の場合、現状と同等と想定することとしました。 

広域処理の場合の収集運搬費を試算した結果、現状と比較して収集運搬費が 2 割程度増

額になることが、想定されました。 

 

2) 考察 

単独処理及び広域処理における収集運搬費については、以下の通りです。（表 4.6） 

 

表 4.6 単独処理及び広域処理における収集運搬費 

 

4.4.2 トータルコストの試算（30年間稼働した場合） 

「施設整備費」、「30 年間の施設の維持管理・運転費」、「30 年間の収集運搬費」を合計し、以

下の通り、トータルコストとして想定します。（表 4.7） 

 

表 4.7 トータルコストの想定（30 年間稼働した場合） 

 
施設整備費の

傾向 
単独処理 

広域処理 

市内に施設を

整備 

市外に施設を整備 

半径 2.5km 半径 5km 

トータル

コスト 

過去 12 年間 約 232 億円 約 180 億円 約 180 億円 約 194 億円 

過去 3 年間 約 243 億円 約 208 億円 約 208 億円 約 222 億円 

※用地取得費、周辺整備費、施設稼働終了後の施設解体費、市及び組合等の職員の人件費等については含みません。 

※現時点の事例や傾向等から想定されるコストの一例であり、実際の入札金額とは異なります。 

 単独処理 
広域処理 

市内に施設を整備 市外に施設を整備 

収
集
運
搬
費
の
低
減 

 現状と同じ  現状と同じ  収集運搬費は、距離に応じ

て増額となります。 

 半径 2.5km 圏内の場合は、

現状と同じです。 

 半径 5km 圏内の場合は、

現状より約 2 割程度、増額

になると推測できます。 
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4.5 社会的側面に係る項目の検証 

4.5.1 各検証項目の確認 

 ごみの分別・収集・運搬に係る市民生活への影響 

1) 検討内容 

単独処理及び広域処理において、「ごみの分別・収集・運搬」にどのような変化が起き、

市民生活にどのような影響を与えるか検討するため、東村山市の近隣 6 市（清瀬市、東久

留米市、西東京市、小平市、東大和市、武蔵村山市）の「ごみの分別・収集区分」と「ごみ

の収集運搬」の内容を調査し整理しました。 

 

2) 考察 

単独処理及び広域処理におけるごみの分別・収集・運搬に係る市民生活への影響につい

て、以下の通り整理しました。（表 4.8） 

 

表 4.8 ごみの分別・収集・運搬に係る市民生活への影響 

 
単独処理 

広域処理 

市内に施設を整備 市外に施設を整備 

ごみの分別 

・収集区分 
現状と同じ 

 ごみの分別・収集区分が変更となり、市民の分別作業が

細分化又は簡素化される可能性があります。 

収集運搬 現状と同じ 

 他自治体の運搬車両が市

内を通過するため、騒音・

振動・排気ガス等による

住環境の悪化や渋滞等に

よる道路交通の悪化が懸

念されます。 

 ごみの自己搬入できる日

時の制限や手続きの複雑

化のために、利便性が低

下する可能性がありま

す。 

 建設地によっては、他自

治体の運搬車両が通過す

る可能性が推測され、騒

音・振動・排気ガス等によ

る住環境の悪化や渋滞等

による道路交通の悪化の

可能性がありますが、施

設が市内にあることによ

る施設周辺への交通集中

はなくなると推測されま

す。 

 ごみの自己搬入できる日

時の制限や手続きの複雑

化のために、利便性が低

下する可能性がありま

す。 

 自己搬入の際、建設地に

よっては、遠方まで運搬

する事になり、利便性が

低下する可能性がありま

す。 
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 市民意識への影響 

1) 検討内容 

本検討項目では、市民アンケートを秋水園（ごみ処理施設）からの距離別に分析するこ

とにより、ごみ処理施設の設置場所が市民意識へ影響があるかを把握し、整理しました。 

 

2) 考察 

 リデュース・リサイクル等に対する取り組みと秋水園（ごみ処理施設）からの距離と

の相関は殆どなく、市民が高い意識を持ち取り組んでいるといえます。また、秋水園

（ごみ処理施設）は、必要不可欠かつ資源の循環や環境を考える施設と認識されてお

り、古い施設という印象はあるものの、環境負荷等の影響がある施設という印象は低

い傾向にあるといえます。 

 今後のごみ焼却施設の重要度に関しては、距離に応じた相関は強く見られませんが、

周辺への環境負荷や災害対策など秋水園（ごみ焼却施設）の稼働にかかわる具体的な

項目については、ごみ焼却施設との距離が近いほど重要視する傾向にあるといえます。 

 単独処理及び広域処理にかかわらず市内に施設を整備する場合は、現状と変わらず、

ごみ処理施設の認知度や施設の稼働にかかわる内容への市民意識を保持できる可能

性が高いと考えられますが、広域処理で市外に施設を整備する場合には、市民のごみ

処理施設に関する具体的な意識が薄くなる可能性があると考えられます。（表 4.9） 

 

表 4.9 単独処理及び広域処理における市民意識への影響 

市民意識へ

の影響 

単独処理 
広域処理 

市内に施設を整備 市外に施設を整備 

・ 市民のごみ減量に関す

る意識とごみ処理施設

の認知度や施設の稼働

にかかわる内容への市

民意識を保持すること

ができます。 

 

・ 市民のごみ減量に関す

る意識とごみ処理施設

の認知度や施設の稼働

にかかわる内容への市

民意識を保持すること

ができます。 

 

・ 市民のごみ減量に関す

る意識は保持できます

が、ごみ処理施設に関

する具体的な意識が薄

くなる可能性があると

考えられます。 

 

 

 災害時等における市民生活への影響 

1) 検討内容 

災害が発生した際に、ごみ処理施設としてどのような役割が想定され、市民生活にどの

ような影響を与えるかについて検討しました。 

東日本大震災後に計画された近隣自治体の施設について、「災害時のごみ処理」と「防災

拠点としての役割」について整理し、検討を行いました。 

 

  

                                                                                                                                                                             
用語集参照・・・リデュース，リサイクル 
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2) 考察 

単独処理及び広域処理の災害時における市民生活への影響について、以下の通り整理し

ました。（表 4.10） 

 

表 4.10 災害時における市民生活への影響 

 
単独処理 

広域処理 

市内に施設を整備 市外に施設を整備 

災害時の 

ごみ処理 

 安定的な炉の停止、運転

再開により災害廃棄物

を処理することが可能

となります。 

 災害時の交通規制の影

響は少なく、市の判断で

市内の廃棄物等を迅速

に処理することが可能

となり、市民生活の早期

再建に貢献できる可能

性があります。 

 安定的な炉の停止、運転

再開により災害廃棄物

を処理することが可能

となります。 

 災害時の交通規制の影

響は少なく、市内の廃棄

物等を処理することが

可能となりますが、構成

自治体との調整が必要

となり、処理が迅速に行

えず、市民生活の再建が

遅延する可能性があり

ます。 

 安定的な炉の停止、運転

再開により災害廃棄物

を処理することが可能

となります。 

 災害時の交通規制によ

る収集運搬への影響や

構成自治体との調整に

よる廃棄物の処理の遅

延など、市民生活の再建

が遅延する可能性があ

ります。 

防災拠点 

としての役割 

 周辺住民の避難施設と

して利用することが可

能となります。 

 

 

 市の災害政策を反映し

た施設整備が可能とな

り、災害時の周辺施設へ

のエネルギー供給計画

が容易となる可能性が

あります。 

 

 周辺住民の避難施設と

して利用することが可

能となります。 

 

 

 災害時の周辺施設への

エネルギー供給が可能

ですが、構成自治体との

協議が必要となる可能

性があります。 

 周辺住民の避難施設と

しての利用が可能とな

っても、東村山市民は利

用できない可能性があ

ります。 

 災害時の周辺施設への

エネルギー供給が可能

な場合でも、東村山市の

施設へのエネルギー供

給は難しくなる可能性

があります。 
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4.6 実現可能性に係る項目の検証 

4.6.1 検証項目の確認 

 周辺自治体の状況からみた実現可能性 

1) 検討内容 

広域処理を検討する上では、東村山市及び広域処理が想定される近隣自治体における、

施設状況や施設更新計画等との整合を確認する必要があります。 

そのため、以下の調査を行い、東村山市の置かれた状況を確認した上で、広域処理の実

現可能性について検討しました。 

 

2) 調査 

① 焼却施設の稼働年数に関する調査 

 「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き（平成 27 年 3 月改訂）」（環境省）

によると、ごみ焼却施設の寿命は一般的に 20 年程度ですが、適切な定期点検整備

や基幹設備の更新を実施することにより、10 年から 15 年程度の延命が図られると

されています。 

 ごみ焼却施設は、一般的に 30 年～35 年程度で寿命を迎えます。 

 

② 東村山市の焼却施設の状況調査 

ア 施設整備の状況 

 秋水園のごみ焼却施設は、平成 22 年、23 年に延命化工事を実施し、その後も適切

な維持管理に努めており、平成 28 年度で竣工後 36 年を迎えた現在も機能状況を保

ちながら適正な稼働を続けている状況です。 

イ 精密機能診断 

 平成 28 年度に実施した焼却施設の精密機能診断の結果としては、一般的なコンクリ

ート構造物の耐用年数である竣工後 50 年に達する平成 42 年までの稼働は妥当とし

ているものの、躯体劣化の進行はみられ、整備費用は増加するとされています。 

 今後、機械設備や電気計装設備など基幹設備の老朽化が見込まれることから、施設

更新の検討が必要であると考察されています。 

 今後、建物躯体や基幹設備の老朽化が見込まれることや、一般的な焼却施設の寿命

を考えると、なるべく早い時期に新たな焼却施設の整備が必要です。 

 

③ 近隣自治体等の焼却施設の状況、施設更新計画等の調査（表 4.11） 

 現有施設が寿命を迎え、施設の更新が計画されている施設が多く、柳泉園組合、多

摩川衛生組合を除き、建設中、工事着手決定、又は施設計画中となっています。 

 柳泉園組合は、長期包括管理運営委託の事業者選定を開始しており、現有施設を平

成 44 年まで稼働させる計画となっています。 

 

  東村山市及び近隣自治体における施設更新計画は整合が図りにくいと考えられます。 
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表 4.11 東村山市及び近隣自治体等の焼却施設の状況、施設整備計画等 

（平成 29 年 9 月検討時点） 

 

3) 考察 

単独処理及び広域処理の実現可能性について、以下の通り整理しました。（表 4.12） 

 

表 4.12 単独処理及び広域処理の実現可能性 

 
単独処理 

広域処理 

市内に施設を整備 市外に施設を整備 

実現可能性 

 本市の計画に基づき実施

することが可能です。 

 東村山市及び近隣自治体

における、現有施設の供

用可能年数及び施設更新

計画が整合しないことか

ら、市内に施設を整備す

る広域化の実現には課題

があります。 

 東村山市及び近隣自治体

における、現有施設の供

用可能年数及び施設更新

計画が整合しないことか

ら、市外に施設を整備す

る広域化の実現には課題

があります。 

 竣工年次 処理能力 計画状況 

柳泉園組合 

平成 13 年 12 月 

（平成 12 年 11 月稼

働開始） 

315t/日 

(105t/日×3 炉) 

施設の運転・維持管理業務について、平成 29 年から

平成 44 年までの 15 年間に渡る大規模補修を含めた

長期包括運営管理委託を予定しており、委託する民間

事業者を決定するために平成 28 年 8 月に入札公告を

行った。また、包括管理委託終了後となる平成 44 年

以降は 5 年間程度の稼働を予定するとしている。 

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 

ごみ焼却施設の更新について、現有用地内に平成 32

年度に着手、平成 36 年度に竣工を目標として新施設

を建設する基本方針について、組織市 3 市が合意して

いる。現在は、基本方針に基づく施設基本計画の検討

を進めている。 

武蔵野市 

既存施設： 

昭和 59 年 10 月 

195t/日 

(65t/日×3 炉) 

平成 26 年より工事開始していた新クリーンセンター

が、平成 29 年 4 月 1 日より本格稼働している。 

新施設（予定）： 

平成 29 年 4 月 

120t/日 

(60t/日×2 炉) 

国分寺市 昭和 60 年 10 月 
140t/日 

(70t/日×2 炉) 

日野市・国分寺市・小金井市の 3 市で構成する「浅川

清流環境組合」を設立し、平成 32 年 4 月の本格稼働

開始を目指し、日野市に新可燃ごみ処理施設を建設す

る計画である。既に事業者との契約を締結し、平成 29

年度中に工事着手の予定。 

小金井市 ― ― 

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 34 年度の新清掃工場稼働開始を目指し、平成 25

年 2 月に新清掃工場候補地を発表し、周辺住民とかか

わりながら検討を進め、平成 29 年 3 月に基本計画を

策定した。今後はこの基本計画に基づき、事業者選定

や用地取得に取り組むとともに、生活環境影響調査を

継続して行う予定としている。 

多摩川 

衛生組合 
平成 10 年 3 月 

450t/日 

(150t/日×3 炉) 

現在、新規計画及び維持管理計画等は公表されていな

い。 

東村山市 昭和 56 年 9 月 
150t/日 

(75t/日×2 炉) 

今後、建物躯体や基幹設備の老朽化が見込まれること

や、一般的な焼却施設の寿命を考えると、なるべく早

い時期に新たな焼却施設の整備が必要。 
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4.6.2 近隣自治体等での受入可能性の調査 

 受入可能性の検討 

柳泉園クリーンポートの処理量の余裕分と、東村山市の排出ごみ量について、直近の実績

値に基づく比較及び将来推計値に基づく比較によって、東村山市の燃やせるごみ量の受入可

能性について検討を行いました。 

柳泉園クリーンポートの年間計画処理量（設計値）は公開されていないため、「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」（平成 15 年 12 月 15 日 環廃対発第

031215002）に基づき、仮に施設規模から逆算し、84,672 t/年と推計されます。 

 

1) 実績値に基づく検討 

 東村山市と柳泉園組合それぞれの処理量実績について、整理しました。 

 国の通知に基づき、仮に施設規模から逆算した柳泉園の年間計画処理量推計値から、

柳泉園の処理量実績値（平成 27 年度）を差引き、処理量余裕分を求めました。 

 

柳泉園組合の余裕分よりも東村山市の処理量実績が大きいため、実績値に基づいた場合、

柳泉園クリーンポートで東村山市の処理量の全量を受け入れることは難しい状況です。 

 

2) 将来推計値に基づく検討 

 東村山市と柳泉園組合それぞれの処理量の将来推計値について、整理しました。 

 国の通知に基づき、仮に施設規模から逆算した柳泉園の将来推計値を差引き、処理

量余裕分を求めました。 

東村山市では、平成 32 年度、柳泉園組合では平成 33 年度を一般廃棄物処理基本計

画の計画最終年度としていることから、推計の時期を整合させるため、平成 32 年度

の推計値を基に検討を行いました。 

 

平成 32 年度の推計に基づく検討によると、柳泉園組合の余裕分よりも東村山市の処理量

が大きいため、将来推計値に基づいた場合も同様に、柳泉園クリーンポートで東村山市の

処理量の全量を受け入れることは難しい状況です。 

 

 まとめ 

最新の公表されている処理量実績値（平成 27 年度）に基づく検討、及び処理量推計値（平

成 32 年度）に基づく検討のいずれにおいても、柳泉園クリーンポートの計画処理量推計値

から試算した余裕分は、東村山市の処理量を下回っているため、東村山市の処理量の全量を

受け入れることは困難と考えられます。 

また、上記の推計値には災害廃棄物分を含んでいないため、災害廃棄物の受入れを考慮し

た場合、災害時の廃棄物処理の対応が難しい状況になることも考えられます。 

以上のことから、柳泉園組合の現有施設を利用した広域化の実現には課題があります。 
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4.7 単独処理及び広域処理に関する検討のまとめ 

4.7.1 単独処理及び広域処理に関する検証結果の整理 

 検証項目の優先度（重要度） 

【優先度（重要度）１】 実現可能性に係る項目 

【優先度（重要度）２】 環境的側面・経済的側面・社会的側面に係る項目 

 

 総合評価検討方法 

検証内容は、上記の優先度（重要度）も勘案し、定性評価によってとりまとめを行ってい

ます。なお、各検証項目に比較検討した結果、単独処理及び広域処理に大きな相違が見られ

ない検証項目については同評価としています。 

 

4.7.2 単独処理及び広域処理に関する検討のまとめ 

本検討会では、単独処理及び広域処理に関する議論を重ねた結果、4 つの検証項目について、

以下の通り検証結果を整理しました。（表 4.13） 

 

 各検証項目のまとめ  

【環境的側面に係る項目】 

国や都の方針から抽出した、「ダイオキシン類削減対策」、「焼却残渣の高度処理対策」、

「マテリアルリサイクルの推進」、「サーマルリサイクルの推進」、「最終処分場の確保対策」

の 5 つの検証項目については、単独処理及び広域処理にかかわらず、国や都の求める対策

を実現することが可能です。「CO2排出量」については、単独処理及び広域処理のいずれに

おいても CO2排出量の削減が期待できます。 

以上より、環境的側面に係る項目においては単独処理及び広域処理は同評価とします。 

 

【経済的側面に係る項目】 

「施設整備費」、「維持管理・運転費」については、国内で近年に竣工した事例の調査結

果において、施設規模が大きくなることで費用の低減がなされる傾向にあることから、い

ずれも広域処理に優位性があるといえます。 

また、「収集運搬費」については、現状の収集運搬委託費に基づき、単独処理及び広域処

理の収集運搬費を試算した結果、焼却施設までの距離に応じて費用が増加することから、

単独処理及び市内に広域処理の焼却施設を整備した場合に優位性があるといえます。 

ただし、「施設整備費」、「維持管理・運転費」、「収集運搬費」を合計した費用では、広域

処理に優位性があることから、経済的側面に係る項目においては、広域処理に優位性があ

るといえます。 

 

【社会的側面に係る項目】 

「ごみの分別・収集・運搬に係る市民生活への影響」については、広域処理とした場合、

ごみの分別・収集区分が変更となり、市民の分別作業が変更される可能性があること、及

び、収集車両の通行による住環境の悪化や、自己搬入の際の利便性低下が懸念されること
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から、単独処理に優位性があるといえます。 

また、「市民意識への影響」については、市外に施設整備する広域処理の場合、ごみ処理

施設に関する具体的な市民意識が薄くなる可能性があることから、単独処理及び市内に広

域処理の焼却施設を整備した場合に優位性があるといえます。 

また、「災害時等における市民生活への影響」については、災害時における交通規制や、

構成自治体との調整による廃棄物処理の遅延、及び、災害時の避難施設や、エネルギー供

給施設としての機能を考慮すると、最も優位性があるのは、単独処理といえます。 

よって、社会的側面に係る項目においては、単独処理に優位性があるといえます。 

 

【実現可能性に係る項目】 

東村山市の近隣自治体等においては、多くの現有施設が寿命を迎え、新たな施設の建設

中、工事着手決定、又は施設計画中となっています。柳泉園組合においては、現有施設を

平成 44 年まで稼働させる計画となっています。 

よって、東村山市及び近隣自治体等における、現有施設の供用可能年数や施設更新計画

が整合しないことから、広域処理の実現は困難であるといえます。 

 

 検証結果のまとめ 

「優先度（重要度）1」である「実現可能性に係る評価」においては、広域処理については

現状実現可能とは判断できないことから、単独処理に優位性があると評価します。 

また、「優先度（重要度）2」である「環境的側面に係る評価」においては単独処理及び広

域処理は同評価、「経済的側面に係る評価」においては広域処理に優位性があり、「社会的側

面に係る評価」においては単独処理に優位性があると評価します。 

本検討会としては、これら優先度（重要度）の考え方を踏まえ検討を進め、災害時に臨機

応変に対応できる単独処理という流れにあるのではないか、安心して住めるまちづくりに資

する施設とするべき、地域に貢献できる施設としてほしい等、活発な議論がなされた結果、

本検討会の総意として、東村山市の新たなごみ処理施設は、単独処理の方式とすることが望

ましいと結論づけます。 

ただし、今回計画するごみ処理施設は、単独処理を基本に検討を進めるものの、更に先の

将来、施設のあり方を考える際には、その時点での国の方針や本市を含めた周辺自治体等の

状況を踏まえ、改めて単独処理及び広域処理に関する十分な検討を行う必要があると考えま

す。 

 

今後、単独処理で事業を進めるにあたっては、本検討会での議論を踏まえ、以下に配慮す

べき事項を記載します。 

 

○安心して住めるまちづくりに資する施設とする 

○地域に貢献できる施設とする 

○経済性についても十分に考慮した施設とする 

○災害に強い施設とする
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表 4.13 単独処理及び広域処理に関する検討のまとめ 

検証項目 検証内容 

検証結果 

まとめ 
単独処理 

広域処理 

市内に施設を整備 市外に施設を整備 

環境的側面

に係る項目

（上位計画

との整合） 

(1) 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

続炉を採用できるか。 
単独処理及び広域処理のいずれにおいても対応が可能です。 

単独処理及び広域処理において大きな相違が見られ

ないため、同評価とします。 

(2) 焼却残渣の高度処理対

策 

・ 焼却残渣の排出量削減、再利用に寄

与するか。 
単独処理でも広域処理でも、資源化が可能なため、問題ありません。 

単独処理及び広域処理において大きな相違が見られ

ないため、同評価とします。 

(3) マテリアルリサイクル

の推進 

・ 一定の資源物量の確保、流通過程で

の合理化を図ることができるか。 
単独処理でも広域処理でも、適切な分別処理で実現は可能です。 

単独処理及び広域処理において大きな相違が見られ

ないため、同評価とします。 

(4) サーマルリサイクルの

推進 

・ ごみ発電等の余熱利用を効率的に行

えるか。 
単独処理でも広域処理でも、実現は可能です。 

単独処理及び広域処理において大きな相違が見られ

ないため、同評価とします。 

(5) 最終処分場の確保対策 ・ 広域的な最終処分が行えるか。 単独処理でも広域処理でも、その対応は変わりません。 
単独処理及び広域処理において大きな相違が見られ

ないため、同評価とします。 

(6) CO2排出量 
・ CO2 排出量を低減することができる

か。 
単独処理及び広域処理のいずれにおいても CO2排出量の削減が期待できます。 

単独処理及び広域処理において大きな相違が見られ

ないため、同評価とします。 

経済的側面

に係る評価 

(1) 施設整備費 
・ 施設整備費（イニシャルコスト）の

低減を図ることができるか。 

・ 過去 12 年の国内の事例に基づく傾向より、施設規

模 1t あたりの施設整備費において、広域処理と比

較して高くなる傾向が推測されます。但し、建設費

の高騰により、直近 3 年の傾向においては、広域処

理と比較して、大きく変わらない傾向が推測されま

す。 

・ 過去 12 年の国内の事例に基づく傾向より、施設規

模 1t あたりの施設整備費において、単独処理と比

較して施設整備費の低減がなされることが推測さ

れます。但し、建設費の高騰により、直近 3 年の傾

向においては、単独処理と比較して大きな低減がみ

られない傾向が推測されます。 

・ 過去 12 年の国内の事例に基づく傾向より、施設規

模 1t あたりの施設整備費において、単独処理と比

較して施設整備費の低減がなされることが推測さ

れます。但し、建設費の高騰により、直近 3 年の傾

向においては、単独処理と比較して大きな低減がみ

られない傾向が推測されます。 

施設規模が大きくなることで施設整備費の低減がな

される傾向にあることから、広域処理に優位性があ

るといえます。 

 

(2) 施設の維持管理・運転

費 

・ 施設の維持管理・運転費（ランニン

グコスト）の低減を図ることができ

るか。 

・ 運転管理費（人件費）は施設規模によって費用は変

わらない傾向にあるため、施設規模 1t・1 日あたり

で比較すると、広域処理より高くなると推測されま

す。 

・ 運転管理費（人件費）は施設規模によって費用は変

わらない傾向にあるため、施設規模 1t・1 日あたり

で比較すると、単独処理より低減がなされると推測

されます。 

・ 運転管理費（人件費）は施設規模によって費用は変

わらない傾向にあるため、施設規模 1t・1 日あたり

で比較すると、単独処理より低減がなされると推測

されます。 

施設規模が大きくなることで施設の維持管理・運転

費の低減がなされる傾向にあることから、広域処理

に優位性があるといえます。 

 

(3) 収集運搬費 

・ 収集場所からごみ処理施設までの収

集運搬費の低減を図ることができる

か。 

・ 現状と同じ ・ 現状と同じ ・ 収集運搬費は、距離に応じて増額となります。 

・ 半径 2.5km 圏内の場合は、現状と同じです。 

・ 半径 5km 圏内の場合は、現状より約 2 割程度、増

額になると推測できます。 

焼却施設までの距離に応じて費用が増加することか

ら、単独処理、及び市内に広域処理の焼却施設を整

備した場合に優位性があるといえます。 

社会的側面

に係る評価 

(1) ごみの分別・収集・運

搬に係る市民生活への

影響 

・ ごみの分別・収集の方法等の変更に

より、市民生活への影響があるか。 

・ 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。 

・ 現状と同じ ・ ごみの分別・収集区分が変更となり、市民の分別作

業が細分化又は簡素化される可能性があります。 

・ ごみの分別・収集区分が変更となり、市民の分別作

業が細分化又は簡素化される可能性があります。 

広域処理とした場合、ごみの分別・収集区分が変更

となり、市民の分別作業が変更される可能性がある

こと、及び、収集車両の通行による住環境の悪化や、

自己搬入の際の利便性低下が懸念されることから、

単独処理に優位性があるといえます。 

・ 現状と同じ ・ 他自治体の運搬車両が市内を通過するため、騒音・

振動・排気ガス等による住環境の悪化や渋滞等によ

る道路交通の悪化が懸念されます。 

・ ごみの自己搬入できる日時の制限や手続きの複雑

化のために、利便性が低下する可能性があります。 

・ 建設地によっては、他自治体の運搬車両が通過する

可能性が推測され、騒音・振動・排気ガス等による

住環境の悪化や渋滞等による道路交通の悪化の可

能性がありますが、施設が市内にあることによる施

設周辺への交通集中はなくなると推測されます。 

・ ごみの自己搬入できる日時の制限や手続きの複雑

化のために、利便性が低下する可能性があります。 

・ 自己搬入の際、建設地によっては、遠方まで運搬す

る事になり、利便性が低下する可能性があります。 

 

(2) 市民意識への影響 

・ ごみ処理施設の設置場所が市内か他

地域かにより、ごみ排出削減に対す

る市民意識への影響があるか。 

・ 市民のごみ減量に関する意識とごみ処理施設の認

知度や施設の稼働にかかわる内容への市民意識を

保持することができます。 

 

・ 市民のごみ減量に関する意識とごみ処理施設の認

知度や施設の稼働にかかわる内容への市民意識を

保持することができます。 

 

・ 市民のごみ減量に関する意識は保持できますが、ご

み処理施設に関する具体的な意識が薄くなる可能

性があると考えられます。 

 

市外に施設整備する広域処理の場合、ごみ処理施設

に関する具体的な市民意識が薄くなる可能性がある

ことから、単独処理及び市内に広域処理の焼却施設

を整備した場合に優位性があるといえます。 

 

(3) 災害時等における市民

生活への影響 

・ 災害時等における廃棄物の処理にお

いて、市民生活への影響があるか。 

・ 安定的な炉の停止、運転再開により災害廃棄物を処

理することが可能となります。 

・ 災害時の交通規制の影響は少なく、市の判断で市内

の廃棄物等を迅速に処理することが可能となり、市

民生活の早期再建に貢献できる可能性があります。 

・ 安定的な炉の停止、運転再開により災害廃棄物を処

理することが可能となります。 

・ 災害時の交通規制の影響は少なく、市内の廃棄物等

を処理することが可能となりますが、構成自治体と

の調整が必要となり、処理が迅速に行えず、市民生

活の再建が遅延する可能性があります。 

・ 安定的な炉の停止、運転再開により災害廃棄物を処

理することが可能となります。 

・ 災害時の交通規制による収集運搬への影響や構成

自治体との調整による廃棄物の処理の遅延など、市

民生活の再建が遅延する可能性があります。 

災害時において、交通規制や、構成自治体との調整

による廃棄物処理の遅延、及び、災害時の避難施設

や、エネルギー供給施設としての機能を考慮すると、

最も優位性があるのは、単独処理といえます。 

・ 周辺住民の避難施設として利用することが可能と

なります。 

・ 市の災害政策を反映した施設整備が可能となり、災

害時の周辺施設へのエネルギー供給計画が容易と

なる可能性があります。 

・ 周辺住民の避難施設として利用することが可能と

なります。 

・ 災害時の周辺施設へのエネルギー供給が可能です

が、構成自治体との協議が必要となる可能性があり

ます。 

・ 周辺住民の避難施設としての利用が可能となって

も、東村山市民は利用できない可能性があります。 

・ 災害時の周辺施設へのエネルギー供給が可能な場

合でも、本市の施設へのエネルギー供給は難しくな

る可能性があります。 

実現可能性

に係る評価 (1) 周辺自治体の状況から

みた実現可能性 

・ 隣接する周辺自治体の状況や単独処

理及び広域処理における課題を把握

した上で、実現可能性が高いかどう

か。 

・ 本市の計画に基づき実施することが可能です。 ・ 東村山市及び近隣自治体における、現有施設の供用

可能年数及び施設更新計画が整合しないことから、

市内に施設を整備する広域化の実現には課題があ

ります。 

・ 東村山市及び近隣自治体における、現有施設の供用

可能年数及び施設更新計画が整合しないことから、

市外に施設を整備する広域化の実現には課題があ

ります。 

広域処理については課題があり、実現は困難と判断

できることから、単独処理に優位性があるといえま

す。 

総まとめ 

「優先度（重要度）1」である「実現可能性に係る評価」において、広域処理については現状実現可能とは判断できないことから、単独処理に優位性があると評価します。 

また、「優先度（重要度）2」である「環境的側面に係る評価」においては、単独処理及び広域処理は同評価、「経済的側面に係る評価」においては、広域処理に優位性があり、「社会的側面に係る評価」においては単独

処理に優位性があると評価します。 

本検討会としては、これら優先度（重要度）の考え方を踏まえ検討を進め、議論した結果、東村山市の新たなごみ処理施設は、単独処理の方式とすることが望ましいと結論づけます。 

ただし、今回計画するごみ処理施設は、単独処理を基本に進めるものの、更に先の将来、施設のあり方を考える際には、改めて単独処理及び広域処理に関する十分な検討を行う必要があります。 

今後、単独処理で事業を進めるにあたっては、本検討会での議論を踏まえ、以下に配慮すべき事項を記載します。 

○安心して住めるまちづくりに資する施設とする ○地域に貢献できる施設とする ○経済性についても十分に考慮した施設とする ○災害に強い施設とする   
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5. 施設整備用地に関する検討 

 

 検討目的及び検討方法 

 検討目的 

平成 28 年度のあり方検討会での単独処理及び広域処理に関する検討の結果、東村山市の新た

なごみ処理施設は、現状では単独処理とすることが望ましいと集約されました。そして、東村

山市自区内での処理を行う場合、秋水園の他にもごみ処理施設の適地があるかについて、平成

29 年度に検討する必要があるとの議論を踏まえて、検討を行いました。 

  

 検討方法 

整備用地の検討方法は、まず一次検討として、施設整備用地としての最低限必要となる面積

や、所有者、既存建物の立地状況などについての条件を必須条件として設定し、その条件に基

づき、市内より対象用地の抽出（絞り込み）を行いました。 

そして、二次検討として、その抽出された用地につきまして、より詳細な検討を行うために、

土地利用条件、収集運搬・処理条件等の比較項目を設定して、抽出された用地について、検討

を行いました。（図 5.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1 施設整備用地に関する検討方法 
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 一次検討（必須条件に基づく検討） 

5.2.1 必須条件の検討 

市内より検討用地を抽出するために、施設整備用地として最低限必要となる面積や、所有

者、建物の立地状況などについて議論し、必須条件を設定しました。 

 

 必須条件の設定に関する検討 

最低限必要となる面積については、ごみ処理施設を整備するために敷地内に配置が必要と

なる周回道路、搬入車路、計量棟、駐車場、緑地等の面積を想定して検討した結果、10,000 ㎡

と設定しました。 

建物の立地状況に関する議論では、現に多くの人が、利用している建物・設備が立地して

いる用地を選定する場合、代替施設の用地検討が必要となり、新規の用地買収や合意形成に

長期の時間を要する可能性などについて検討されました。 

対象とする用地の所有者状況に関しては、民有地についても可能性がある用地については、

広く抽出すべきことなどが議論された結果、検討対象とする所有地については、公有地及び

法人所有地とすることで集約されました。 

 

 必須条件の設定 

検討の結果、一次検討の必須条件は、以下のとおり設定されました。（表 5.1） 

 

表 5.1 一次検討における必須条件 

条件 条件内容 

必須条件Ⅰ 施設整備に必要な面積（10,000 ㎡以上）でかつ土地の所有者が公共ま

たは法人であること 

必須条件Ⅱ 学校や住宅などの建物又は設備が立地し、代替施設の検討が必要とな

る用地を除いたもの 

 

5.2.2公有地の一次検討 

公有地の一次検討では、設定した必須条件Ⅰ「施設整備に必要な面積（10,000 ㎡以上）でか

つ土地の所有者が公共または法人であること」を用いて条件を満たす用地の抽出を行った結

果、58 箇所の用地が該当しました。 

それぞれ用地の状況を整理し、必須条件Ⅱ「学校や住宅などの建物又は設備が立地し、代替

施設の検討が必要となる用地を除いたもの」を満たす用地を抽出した結果、住宅（久米川第

13 住宅跡地）、公園（東村山中央公園、狭山公園、北山公園、運動公園）、ごみ処理施設（秋

水園）、緑地（八国山緑地）の 4 分類（計 7 箇所）となりました。 
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5.2.3 法人所有地の一次検討 

 検討における会議の公開・非公開について 

法人所有地の検討においては、第 8 回及び第 9 回検討会の会議の公開・非公開にかかる議

論において、公開の会議で検討を行うことは、所有者である法人の同意を得ずに名称等の情

報を公開する結果となり、それは情報公開条例に規定する非公開情報の公開に該当すること

から、全会一致により非公開会議での検討を行うこととなりました。 

 

 法人所有地に関する検討の議論 

法人所有地の一次検討では、必須条件Ⅰ及びⅡに基づき、複数の用地が抽出されましたが、

法人所有地を二次検討に進める場合は、施設用地の面積や形状、搬入道路の状況、土地利用

（災害避難場所や用途地域）の現状、用地取得の難易度、関連するごみ処理施設との位置関

係といった詳細な検討に及ぶこと、また、検討対象とすることについて、法人の了承を得る

必要があることや了承を得るための折衝・意思確認に要する期間などの議論を行いました。 

とりわけ、了承を得るための折衝・意思確認においては、非公開での検討であったとして

も、現時点で市として購入を前提とした話はできないため、不確定な状態での打診になるこ

と、万一情報が漏れた場合の法人へ影響、市の信用問題などを考えた場合、検討対象とする

ことは難しいと議論がされました。また、法人が意思決定するには長期間を要することが想

定されることから、今後の検討スケジュールに支障をきたすなどの議論がされました。 

これら議論の結果、実際に法人所有地を施設整備用地として検討していくことは、現実で

はないとの結論に至り、法人所有地については、二次検討の対象としないことで集約されま

した。 

 

5.2.4 一次検討のまとめ 

法人所有地の検討についての集約を受け、二次検討の対象は、公有地のみとなりました。 

対象用地は、住宅（久米川第 13 住宅跡地）、公園（東村山中央公園、狭山公園、北山公園、

運動公園）、ごみ処理施設（秋水園）、緑地（八国山緑地）の 4 分類（計 7 箇所）となり、その

用地について二次検討を行うことになりました。 

  



- 34 - 

 二次検討（比較項目に基づく検討） 

 比較項目の検討 

一次検討で抽出された二次検討対象用地について、施設整備用地として適するかどうかを詳

細に検討するため二次検討の比較項目を設定しました。 

 

 比較項目の設定に関する検討 

施設整備用地として適するかどうかを検証するための項目を整理した結果、用地の土地利

用に関する 4 項目と収集運搬・処理に関する 1 項目を設定しました。（土地利用に関する項

目：施設用地面積・形状、搬入道路の状況、土地利用の現況、用地取得の難易度、収集運搬・

処理に関する項目：収集運搬・処理条件） 

また、二次検討で比較を行うためにそれぞれ項目の着眼点を検討し、整理しました。 

 

 比較項目の設定 

検討の結果、二次検討の比較項目は、以下のとおり設定されました。（表 5.2） 

 

表 5.2 二次検討における比較項目 

比較項目 比較項目の説明 着眼点 

土
地
利
用
に
関
す
る
項
目 

１. 施 設 用 地
面積・形状 

 

１-① 面積 

ごみ処理施設の将来的な計画変更によ
る増築や大規模修繕、また仮に建替を考え
た場合に柔軟に対応できる用地面積があ
る方が望ましいといえます。 

増築、建替等に対
して柔軟に対応で
きる用地面積があ
る方が望ましい。 

１-② 形状 

ごみ処理能力より想定した必要なごみ
処理施設及び構内道路等を敷地内に適正
に配置することに制約のない、敷地形状が
不整形でないことが望ましいといえます。 

敷地の形状が不整
形でないことが望
ましい。 

２. 搬 入 道 路
の状況 

（整備・拡幅
の必要性、
混 雑 し て
い る 道 路
との接道） 

２-① 整備・拡幅等の必要性 

ごみの適正な収集運搬の可能な周辺道
路が必要であり、周辺道路及び敷地への取
付道路等が不十分な場合は、道路の新設あ
るいは改造が必要となることから、大型車
両の通行が可能な搬入道路が確保されて
いることが望ましいといえます。 

大型車両の通行が
可能な搬入道路が
確保されているこ
とが望ましい。 

 

２-② 混雑している道路との接道 

ごみ処理施設への出入口が混雑してい
る道路と接道している場合、ごみの適正な
収集運搬計画上の遅延や当該道路へのさ
らなる混雑を招く可能性があるため、混雑
している道路との接道は回避することが
望ましいといえます。 

混雑している道路
との接道がないこ
とが望ましい。 

３. 土 地 利 用
の現況 

（地域住民
の 利 用 状

３-① 地域住民の利用状況 

災害時の避難場所として指定されてい
たり、多くの地域住民に利用されている土
地は回避することが望ましいといえます。 

多くの住民が利用
する場所や、避難
指定場所でないこ
とが望ましい。 
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況、用途地
域、公園・
緑地） 

 

３-② 用途地域 

建築基準法第 51 条では、「卸売市場、火
葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場
その他の処理施設の用途に供する建築物
は、都市計画においてその敷地の位置が決
定しているものでなければ、新築、又は増
築してはならない。ただし、特定行政庁が
都市計画地方審議会の議を経てその敷地
の位置が都市計画上支障がないと認めて
許可した場合又は政令で定める規模の範
囲内において新築、若しくは増築する場合
においては、この限りでない」とされてい
ます。 

したがって、建築基準法第 51 条で都市
計画決定することになりますが、国土交通
省都市計画運用指針（平成 28 年 9 月）で
は、「汚物処理場、ごみ焼却場、その他の廃
棄物処理施設については、市街化区域及び
用途地域が指定されている区域において
は工業系の用途地域に設置することが望
ましい」とされています。 

関連法規及び都市計画運用指針により、
ごみ焼却施設は工業系の用途地域（準工業
地域）に設置することが望ましいといえま
す。 

準工業地域である
ことが望ましい。 

３-③ 公園・緑地 

環境及び憩いの場所確保の視点から、公
園・緑地等ではない土地が望ましいといえ
ます。 

環境及び憩いの場
所の確保の視点か
ら、公園・緑地等で
はない土地の方が
望ましい。 

４. 用 地 取 得
の難易度 

４-① 所有者との協議 

用地によっては、用地取得するために所
有者との協議・調整が必要となり、長期の
時間を要する可能性があることから、調整
が必要のない土地が望ましいといえます。 

所有者との協議・
調整が必要のない
土地が望ましい。 

収
集
運
搬
・
処
理
に

関
す
る
項
目 

５. 収集運搬・
処理条件 

５-① 既存ごみ処理施設との位置関係 

粗大・不燃・資源ごみ等の関連処理施設
が、連携しやすい位置関係にあることで、
ごみ処理の工程が効率的、経済的であるこ
とが望ましいといえます。 

粗大・不燃・資源ご
み等の関連処理施
設が連携しやすい
位置にあることが
望ましい。 

  

                                                                                                                                                                             
用語集参照・・・用途地域，準工業地域 



- 36 - 

 二次検討 

二次検討では、一次検討で絞り込まれた二次検討対象地（図 5.2）である、住宅（久米川第 13

住宅跡地）、公園（東村山中央公園、狭山公園、北山公園、運動公園）、ごみ処理施設（秋水園）、

緑地（八国山緑地）の 4 分類（計 7 箇所）に対して、土地利用条件、収集運搬・処理条件等の

比較項目による検討を行い、考察を整理しました。（表 5.3） 

 

 

図 5.2 二次検討対象地
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表 5.3 二次検討（比較項目に基づく検討）のまとめ 

 

用地1 用地2 用地3 用地4 用地5 用地6

用地名称 久米川第13住宅跡地 東村山中央公園 狭山公園 北山公園 運動公園 秋水園

【一次検討】必須条件

用地面積
用地面積が施設整備に必要である10,000㎡以上であるこ
と

約10,000㎡ 約121,000㎡ 約137,000㎡ 約32,000㎡ 約40,000㎡ 約22,000㎡ 約368,000㎡

所有状況 土地の所有者が公共または法人であること 都有地 国有地及び都有地 都有地 市有地（東村山市） 市有地（東村山市） 市有地（東村山市） 国有地

代替施設の検討が
必要な建物又は
設備の立地状況

（現状の利用状況）

学校や住宅などの建物又は設備が立地し、代替施設の検
討が必要となる用地ではないこと

代替施設の検討が必要な
建物又は設備の立地はない

（一部駐車場利用）

代替施設の検討が必要な
建物又は設備の立地はない

（公園利用）

代替施設の検討が必要な
建物又は設備の立地はない

（公園利用）

代替施設の検討が必要な
建物又は設備の立地はない

（公園利用）

代替施設の検討が必要な
建物又は設備の立地はない

（公園利用）

代替施設の検討が必要な
建物又は設備の立地はない

（ごみ処理施設利用）

代替施設の検討が必要な
建物又は設備の立地はない

（緑地利用）

【二次検討】比較項目

1-①
面積

用地面積
将来の計画変更に柔軟に対応できる用地として、用地面
積が必要面積10,000㎡よりもさらに広い方が望ましく、
それぞれの面積を比較します。

約10,000㎡ 約121,000㎡ 約137,000㎡ 約32,000㎡ 約40,000㎡ 約22,000㎡ 約368,000㎡

1-②
形状

用地形状
敷地の形状が不整形な場合、利用できる面積が少なくな
り、施設計画や動線計画の制約となる懸念があるため、
それぞれの土地の形状を比較します。

短辺 約80ｍ
長辺 約120ｍ

短辺 約150ｍ
長辺 約800ｍ

短辺 約140～180ｍ
長辺 約950ｍ

短辺 約140ｍ
長辺 約440ｍ

短辺 約110～170ｍ
長辺 約440ｍ

短辺約130ｍ
長辺約230ｍ

短辺 約40～330ｍ
長辺 約1800ｍ

2-①
整備・拡幅
の必要性

幹線道路と施設用地を
接続する
道路の幅員

大型車両が安全に通行可能な道路幅員を７m以上と想定
し、それぞれの用地における幹線道路と施設用地を接続
する道路幅員を比較します。

7ｍ以上 7ｍ以上 7ｍ未満（一部） 7ｍ未満（一部） 7ｍ以上 7ｍ以上 7ｍ未満(一部）

2-②
混雑している
道路との接道

混雑している
道路との
接道の有無

ごみの適正な収集運搬計画上の遅延や当該道路へのさら
なる混雑を招くことが考えられるため、それぞれの用地
の混雑道路への接道の有無を比較します。

接道なし
都道16号線と近接

接道なし 接道なし 接道なし 接道なし 接道なし 接道なし

3-①
地域住民の
利用状況

利用状況及び
災害時避難場所

指定の有無

それぞれの用地の市民の利用状況やイベント等の開催状
況及び、避難場所指定の有無について比較を行います。

一部駐車場として利用

災害時避難場所指定：なし

利用者数：年間約50万人
菊花展やガイドウォーク等の各種イベ
ントが年間を通して開催され、多くの
市民が利用

災害時避難場所指定：あり
　　　　　（広域避難場所）

利用者数：年間約50万人
狭山丘陵フェアや狭山丘陵ウォーキン
グイベント等の各種イベントが年間を
通して開催され、多くの市民が利用

災害時避難場所指定：なし

毎年6月に東村山菖蒲祭りが開催

災害時避難場所指定：なし

施設利用者数：年間約8万人
毎年10月に市民大運動会が開催され、
多くの市民が利用

災害時避難場所指定：あり
　　　　　（一時集合場所）

ごみ処理施設及び関連施設として利用

災害時避難場所指定：なし

利利用者数：年間約30万人
狭山丘陵フェアや狭山丘陵ウォーキン
グイベント等の各種イベントが年間を
通して開催され、多くの市民が利用

災害時避難場所指定：あり
　　　　　（広域避難場所）

3-②
用途地域

用途地域
それぞれの用地の用途地域を比較します。

第一種中高層地域 第一種中高層地域 第一種低層住居専用地域 第一種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域、

第二種中高層住協専用地域、
準工業地域

準工業地域 第一種低層住居専用地域

3-③
公園・緑地

都市計画公園
風致地区

近郊緑地保全区域
の指定状況

環境及び憩いの場所の確保に関連する法令等において指
定される地域である都市計画公園、風致地区、及び近郊
緑地保全区域の指定状況を比較します。

指定なし 都市計画公園 狭山近郊緑地保全区域 都市計画公園 都市計画公園 指定なし 北山風致地区

４.用地取得
   の難易度

４-①
所有者との
協議

所有状況
用地取得において市以外の所有者との協議の有無を確認
するため、それぞれの用地の所有者状況を比較します。

都有地 国有地及び都有地 都有地 市有地（東村山市） 市有地（東村山市） 市有地（東村山市） 国有地

収
集
運
搬
・

処
理
に
関
連

す
る
項
目

５.収集運搬
  ・処理条件

５-①
既存ごみ処理
施設との位置
関係

既存ごみ処理
施設との
直線距離

それぞれの用地における、粗大・不燃・資源ごみ等の関
連処理施設との位置関係を比較します。

約3.0km 約4.3km 約4.3km 約2.7km 約2.8km なし（同一敷地） 約2.5km

２.搬入道路
   の状況

３.土地利用
   の現況

必須条件Ⅰ

必須条件Ⅱ

比較項目 比較内容 状況

土
地
利
用
に
関
連
す
る
項
目

１.施設用地
   面積・形状

必須条件 条件内容 状況

用地7

八国山緑地
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 施設整備用地に関する検討のまとめ 

 各用地検討の整理 

二次検討での土地利用条件、収集運搬・処理条件等の比較項目による検討を踏まえて、各用

地の施設整備用地とする場合の課題等について整理しました。(表 5.4) 

 

【用地 1：久米川第 13 住宅跡地】 

用地 1 については、搬入道路の幅員が 7ｍ以上確保できていること、多くの住民の利用

がなく災害時避難場所の指定がされていないこと、公園・緑地等の指定状況では都市計画

公園等に指定されていないことなどの項目において、課題はないと考えられます。 

一方、用地 1 は、最低限必要な面積と考えられる 10,000 ㎡とほぼ同面積で余剰面積がな

く、かつ不整形な用地形状をしていることから、施設の適正配置ができないこと、増築工

事や大規模修繕時のスペース確保が難しいこと、仮に建替を考えた場合の敷地確保が難し

いことなどが考えられます。また、住居系用途地域に指定されていること、関連処理施設

との連携面などの課題が考えられます。また、用地 1 は都有地であるため、用地取得にお

いて東京都との協議が必要となります。 

 

【用地 2：東村山中央公園】 

用地 2 については、十分な面積及び適正な形状が確保されていること、搬入道路の幅員

が 7ｍ以上確保できていることなどの項目において、課題はないと考えられます。 

一方、用地 2 は、多くの住民に利用されている施設であること、また、避難場所、住居

系用途地域、都市計画公園に指定されていること、関連処理施設との連携面などの課題が

考えられます。また、用地 2 は国有地及び都有地であるため、用地取得において国及び東

京都との協議が必要となります。 

 

【用地 3：狭山公園】 

用地 3 については、十分な面積及び適正な形状が確保されていることから、この項目に

おいての課題はないと考えられます。 

一方、用地 3 は、搬入道路の幅員が 7ｍ未満であること、多くの住民に利用されている施

設であること、住居系用途地域、狭山近郊緑地保全区域に指定されていること、関連処理

施設との連携面などの課題が考えられます。また、用地 3 は都有地であるため、用地取得

において東京都との協議が必要となります。 

 

【用地 4：北山公園】 

用地 4 については、十分な面積及び適正な形状が確保されていること、市有地であるこ

となどの項目において、課題はないと考えられます。 

一方、用地 4 は、搬入道路の幅員が 7ｍ未満であること、多くの住民に利用されている施

設であること、住居系用途地域、都市計画公園に指定されていること、関連処理施設との

連携面などの課題が考えられます。 



- 39 - 

 

【用地 5：運動公園】 

用地 5 については、十分な面積及び適正な形状が確保されていること、市有地であるこ

と、搬入道路の幅員が 7ｍ以上確保できていることなどの項目において、課題はないと考え

られます。 

一方、用地 5 は、多くの住民に利用されている施設であること、避難場所、一部住居系

用途地域、都市計画公園に指定されていること、関連処理施設との連携面などの課題が考

えられます。 

 

【用地 6：秋水園】 

用地 6 については、十分な面積及び適正な形状が確保されていること、搬入道路の幅員

が 7ｍ以上確保できていること、多くの住民の利用がなく災害時避難場所の指定がされて

いないこと、準工業地域に指定されていること、公園・緑地等の指定状況では都市計画公

園等に指定されていないこと、市有地であること、関連処理施設が同一敷地内にあること

などの状況から、各項目についての課題や用地購入に関わる調整の必要はありません。 

 

【用地 7：八国山緑地】 

用地 7 については、十分な面積が確保されていることから、この項目においての課題は

ないと考えられます。 

一方、用地 7 は、搬入道路の幅員が 7ｍ未満であること、多くの住民に利用されている施

設であること、避難場所、住居系用途地域、北山風致地区に指定されていること、関連処

理施設との連携面などの課題が考えられます。また、用地 3 は国有地であるため、用地取

得において国との協議が必要となります。 

 

 施設整備用地検討のまとめ 

二次検討を踏まえて、それぞれの用地ごとに整理した結果、用地 1（久米川第 13 住宅跡

地）、用地 2（東村山中央公園）、用地 3（狭山公園）、用地 4（北山公園）、用地 5（運動公

園）、用地 7（八国山緑地）については、各項目における課題等があることや、現状利用し

ている箇所などもあり、施設整備用地とする場合には、用地の転用や当該用地の購入に関

わる調整が必要となります。 

また、用地 6（秋水園）については、他の用地にあるような各項目についての課題や用

地購入に関わる調整の必要はありません。 

本検討会としては、各項目における課題や条件等を検討した結果、用地 6（秋水園）が施

設整備用地として、最も現実的であり、適地であると集約します。ただし、用地を決定し

整備事業を進めるにあたっての条件として、市は、地元である秋津町の住民への説明を最

重視し、理解を得ることができるよう丁寧な対応に努めること、また今後の事業を進める

にあたっては、広く市民への周知を図りながら、よりよい施設とするために高い意識のも

と、内容を十分検討していくことが必要と考えます。 
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表 5.4 施設整備用地関する検討のまとめ 

 

用地1 用地2 用地3 用地4 用地5 用地6

用地名称 久米川第13住宅跡地 東村山中央公園 狭山公園 北山公園 運動公園 秋水園

【一次検討】必須条件

用地面積
用地面積が施設整備に必要である10,000㎡以上であるこ
と

約10,000㎡ 約121,000㎡ 約137,000㎡ 約32,000㎡ 約40,000㎡ 約22,000㎡ 約368,000㎡

所有状況 土地の所有者が公共または法人であること 都有地 国有地及び都有地 都有地 市有地（東村山市） 市有地（東村山市） 市有地（東村山市） 国有地

代替施設の検討が
必要な建物又は
設備の立地状況

（現状の利用状況）

学校や住宅などの建物又は設備が立地し、代替施設の検
討が必要となる用地ではないこと

代替施設の検討が必要な
建物又は設備の立地はない

（一部駐車場利用）

代替施設の検討が必要な
建物又は設備の立地はない

（公園利用）

代替施設の検討が必要な
建物又は設備の立地はない

（公園利用）

代替施設の検討が必要な
建物又は設備の立地はない

（公園利用）

代替施設の検討が必要な
建物又は設備の立地はない

（公園利用）

代替施設の検討が必要な
建物又は設備の立地はない
（ごみ処理施設利用）

代替施設の検討が必要な
建物又は設備の立地はない

（緑地利用）

【二次検討】比較項目

1-①
面積

用地面積
将来の計画変更に柔軟に対応できる用地として、用地面
積が必要面積10,000㎡よりもさらに広い方が望ましく、
それぞれの面積を比較します。

約10,000㎡ 約121,000㎡ 約137,000㎡ 約32,000㎡ 約40,000㎡ 約22,000㎡ 約368,000㎡

1-②
形状

用地形状
敷地の形状が不整形な場合、利用できる面積が少なくな
り、施設計画や動線計画の制約となる懸念があるため、
それぞれの土地の形状を比較します。

短辺 約80ｍ
長辺 約120ｍ

短辺 約150ｍ
長辺 約800ｍ

短辺 約140～180ｍ
長辺 約950ｍ

短辺 約140ｍ
長辺 約440ｍ

短辺 約110～170ｍ
長辺 約440ｍ

短辺約130ｍ
長辺約230ｍ

短辺 約40～330ｍ
長辺 約1800ｍ

2-①
整備・拡幅
の必要性

幹線道路と施設用地を
接続する
道路の幅員

大型車両が安全に通行可能な道路幅員を７m以上と想定
し、それぞれの用地における幹線道路と施設用地を接続
する道路幅員を比較します。

7ｍ以上 7ｍ以上 7ｍ未満（一部） 7ｍ未満（一部） 7ｍ以上 7ｍ以上 7ｍ未満(一部）

2-②
混雑している
道路との接道

混雑している
道路との
接道の有無

ごみの適正な収集運搬計画上の遅延や当該道路へのさら
なる混雑を招くことが考えられるため、それぞれの用地
の混雑道路への接道の有無を比較します。

接道なし
都道16号線と近接

接道なし 接道なし 接道なし 接道なし 接道なし 接道なし

3-①
地域住民の
利用状況

利用状況及び
災害時避難場所
指定の有無

それぞれの用地の市民の利用状況やイベント等の開催状
況及び、避難場所指定の有無について比較を行います。

一部駐車場として利用

災害時避難場所指定：なし

利用者数：年間約50万人
菊花展やガイドウォーク等の各種イベ
ントが年間を通して開催され、多くの
市民が利用

災害時避難場所指定：あり
　　　　　（広域避難場所）

利用者数：年間約50万人
狭山丘陵フェアや狭山丘陵ウォーキン
グイベント等の各種イベントが年間を
通して開催され、多くの市民が利用

災害時避難場所指定：なし

毎年6月に東村山菖蒲祭りが開催

災害時避難場所指定：なし

施設利用者数：年間約8万人
毎年10月に市民大運動会が開催され、
多くの市民が利用

災害時避難場所指定：あり
　　　　　（一時集合場所）

ごみ処理施設及び関連施設として利用

災害時避難場所指定：なし

利利用者数：年間約30万人
狭山丘陵フェアや狭山丘陵ウォーキン
グイベント等の各種イベントが年間を
通して開催され、多くの市民が利用

災害時避難場所指定：あり
　　　　　（広域避難場所）

3-②
用途地域

用途地域
それぞれの用地の用途地域を比較します。

第一種中高層地域 第一種中高層地域 第一種低層住居専用地域 第一種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域、
第二種中高層住協専用地域、

準工業地域
準工業地域 第一種低層住居専用地域

3-③
公園・緑地

都市計画公園
風致地区

近郊緑地保全区域
の指定状況

環境及び憩いの場所の確保に関連する法令等において指
定される地域である都市計画公園、風致地区、及び近郊
緑地保全区域の指定状況を比較します。

指定なし 都市計画公園 狭山近郊緑地保全区域 都市計画公園 都市計画公園 指定なし 北山風致地区

４.用地取得
   の難易度

４-①
所有者との
協議

所有状況
用地取得において市以外の所有者との協議の有無を確認
するため、それぞれの用地の所有者状況を比較します。

都有地 国有地及び都有地 都有地 市有地（東村山市） 市有地（東村山市） 市有地（東村山市） 国有地

収
集
運
搬

・

処
理
に
関

連

す
る
項
目

５.収集運搬
  ・処理条件

５-①
既存ごみ処理
施設との位置
関係

既存ごみ処理
施設との
直線距離

それぞれの用地における、粗大・不燃・資源ごみ等の関
連処理施設との位置関係を比較します。

約3.0km 約4.3km 約4.3km 約2.7km 約2.8km なし（同一敷地） 約2.5km

2-①整備・拡幅の必要性
3-①地域住民の利用状況
3-③公園・緑地

1-①面積、1-②形状
2-①整備・拡幅の必要性

1-①面積、1-②形状 1-①面積、1-②形状
4-①所有者との協議

1-①面積、1-②形状
2-①整備・拡幅の必要性
4-①所有者との協議

1-①面積、1-②形状
2-①整備・拡幅の必要性
3-①地域住民の利用状況
3-②用途地域、3-③公園・緑地
4-①所有者との協議
5-①関連処理施設との位置関係

1-①面積、1-②形状
3-②用途地域
4-①所有者との協議
5-①関連処理施設との位置関係

3-①地域住民の利用状況
3-②用途地域
3-③公園・緑地
4-①所有者との協議
5-①関連処理施設との位置関係

2-①整備・拡幅の必要性
3-①地域住民の利用状況
3-②用途地域、3-③公園・緑地
4-①所有者との協議
5-①関連処理施設との位置関係

2-①整備・拡幅の必要性
3-①地域住民の利用状況
3-②用途地域
3-③公園・緑地
5-①関連処理施設との位置関係

3-①地域住民の利用状況
3-②用途地域
3-③公園・緑地
5-①関連処理施設との位置関係

考察のまとめ
二次検討を踏まえて、それぞれの用地ごとに整理した結果、用地1（久米川第13住宅跡地）、用地2（東村山中央公園）、用地3（狭山公園）、用地4（北山公園）、用地5（運動公園）、用地7（八国山緑地）については、各項目における課題等があることや、現状利用して
いる箇所などもあり、施設整備用地とする場合には、用地の転用や当該用地の購入に関わる調整が必要となります。
また、用地6（秋水園）については、他の用地にあるような各項目についての課題や用地購入に関わる調整の必要はありません。

優位性がある比較項目

1-①面積、1-②形状

優位性がない比較項目

2-①整備・拡幅の必要性
3-①地域住民の利用状況
3-②用途地域、3-③公園・緑地
4-①所有者との協議
5-①関連処理施設との位置関係

考察
（用地ごと）

用地１については、搬入道路の幅員が７
ｍ以上確保できていること、多くの住民
の利用がなく災害時避難場所の指定がさ
れていないこと、公園・緑地等の指定状
況では都市計画公園等に指定されていな
いことなどの項目において、課題はない
と考えられます。
一方、用地１は、最低限必要な面積と考
えられる10,000㎡とほぼ同面積で余剰面
積がなく、かつ不整形な用地形状をして
いることから、施設の適正配置ができな
いこと、増築工事や大規模修繕時のス
ペース確保が難しいこと、仮に建替を考
えた場合の敷地確保が難しいことなどが
考えられます。また、住居系用途地域に
指定されていること、関連処理施設との
連携面などの課題が考えられます。ま
た、用地１は都有地であるため、用地取
得において東京都との協議が必要となり
ます。

用地2については、十分な面積及び適
正な形状が確保されていること、搬入
道路の幅員が７ｍ以上確保できている
ことなどの項目において、課題はない
と考えられます。
一方、用地2は、多くの住民に利用さ
れている施設であること、また、避難
場所、住居系用途地域、都市計画公園
に指定されていること、関連処理施設
との連携面などの課題が考えられま
す。また、用地2は国有地及び都有地
であるため、用地取得において国及び
東京都との協議が必要となります。

用地3については、十分な面積及び適
正な形状が確保されていることから、
この項目においての課題はないと考え
られます。
一方、用地3は、搬入道路の幅員が7ｍ
未満であること、多くの住民に利用さ
れている施設であること、住居系用途
地域、狭山近郊緑地保全区域に指定さ
れていること、関連処理施設との連携
面などの課題が考えられます。また、
用地3は都有地であるため、用地取得
において東京都との協議が必要となり
ます。

用地4については、十分な面積及び適
正な形状が確保されていること、市有
地であることなどの項目において、課
題はないと考えられます。
一方、用地4は、搬入道路の幅員が7ｍ
未満であること、多くの住民に利用さ
れている施設であること、住居系用途
地域、都市計画公園に指定されている
こと、関連処理施設との連携面などの
課題が考えられます。

用地5については、十分な面積及び適
正な形状が確保されていること、市有
地であること、搬入道路の幅員が7ｍ
以上確保できていることなどの項目に
おいて、課題はないと考えられます。
一方、用地5は、多くの住民に利用さ
れている施設であること、避難場所、
一部住居系用途地域、都市計画公園に
指定されていること、関連処理施設と
の連携面などの課題が考えられます。

用地6については、十分な面積及び適
正な形状が確保されていること、搬入
道路の幅員が７ｍ以上確保できている
こと、多くの住民の利用がなく災害時
避難場所の指定がされていないこと、
準工業地域に指定されていているこ
と、公園・緑地等の指定状況では都市
計画公園等に指定されていないこと、
市有地であること、関連処理施設が同
一敷地内にあることなどの状況から、
各項目についての課題や用地購入に関
わる調整の必要はありません。

用地7については、十分な面積が確保
されていることから、この項目におい
ての課題はないと考えられます。
一方、用地7は、搬入道路の幅員が７
ｍ未満であること、多くの住民に利用
されている施設であること、避難場
所、住居系用途地域、北山風致地区に
指定されていること、関連処理施設と
の連携面などの課題が考えられます。
また、用地3は国有地であるため、用
地取得において国との協議が必要とな
ります。

２.搬入道路
   の状況

３.土地利用
   の現況

土
地
利
用

に
関
連
す
る
項
目

１.施設用地
   面積・形状

必須条件Ⅰ

必須条件Ⅱ

比較項目 比較内容 状況

必須条件 条件内容 状況

用地7

八国山緑地
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6． 新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」の検討 

 

6.1 検討目的及び検討方法 

 検討目的 

単独処理及び広域処理の検討の結果、東村山市の新たなごみ処理施設は単独処理の方式とす

ることが望ましいと結論づけたことと併せて、今後、単独処理で事業を進めるにあたり 4 つの

配慮すべき事項が示されました。 

それを踏まえて、今後、当市のごみ処理施設の整備等を行うにあたり、その施設の将来像と

して、どのようなものが望ましいか明らかにすることを目的とし、「目指すべき方向性」の検討

を行いました。 

  

 検討方法 

新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」の検討のために、まず中間報告書で配慮すべき

とされた事項、上位計画及び市民意見など、確認が必要な事項の整理を行い、それらから施設

整備に関連する用語及び考え方をキーワードとして抽出しました。また、抽出されたキーワー

ドを類似したもの同士でグルーピングし、抽出されたキーワードの整理を行いました。 

次に、グルーピングされたキーワード群を分析し、「目指すべき方向性」として適切な項目及

び内容を整理し、「目指すべき方向性」のとりまとめを行いました。（図 6.1） 
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１）キーワード抽出の対象の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）「目指すべき方向性」の検討・まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1 「目指すべき方向性」検討手順  

１．配慮事項（中間報告書：単独処理及び広域処理に関する検討のまとめ） 

２．上位計画（国、東京都及び東村山市のごみ処理に関する計画） 

３．市民意見（平成 28 年度ごみ処理に関する市民アンケート及び秋水園来場者アンケート） 

２）キーワードの抽出 

ごみ処理施設整備の際に重要となるキーワードの抽出 

 

 

ごみ処理施設の整備に関連するキーワード 

３）抽出されたキーワードの整理とグルーピング 

（１） キーワードの整理（内容や意味が重複しているキーワードの整理） 

（２） キーワードの追加（検討会で議論されたキーワードの追加） 

（３） 抽出されたキーワードを類似したもの同士でグルーピング 

４）キーワード群の分析 

（１） 「目指すべき方向性」の項目の設定 

（２） キーワード群の分析（各項目のキーワードの包含する内容の分析） 

 

（参考） 

秋水園（ごみ処理施設）関連施設の利用状況（参考資料 1(本章末尾)参照） 

「目指すべき方向性」 

① 項目 ② ③ ④ ・・・ 

・------ 

・------ 

・------ 

・------ 

・------ 

・------ 

・------ 

・------ 

・------ 

・------ 

・------ 

・------ 

内容 ・・・ 

⑤ 

・------ 

・------ 

・------ 

グルーピングされたキーワード群 
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6.2 ごみ処理施設の整備に関連するキーワードの抽出 

（配慮事項・上位計画・市民アンケート結果より抽出） 

 キーワード抽出の対象の整理 

キーワード抽出の対象は、１．配慮事項、２．上位計画、３．市民意見としました。（図 6.2） 

１．配慮事項は、単独処理及び広域処理に関する検討の中で、今後、単独処理で事業を進め

る上で配慮すべきとされた事項であり、今後のごみ処理施設の整備に関わる内容となります。 

２．上位計画は、ごみ処理施設が 20～30 年間程度の施設稼働することも考慮し検討を進める

必要があるため、2030 年ごろまでのビジョンを示す国及び都の上位計画と、東村山市の上位計

画を検討の対象としました。 

国及び都の上位計画は、国の循環型社会形成推進基本計画、都の東京都資源循環・廃棄物処

理計画とします。 

東村山市の上位計画は、最上位計画である第 4 次総合計画、環境保全活動に取り組むための

施策を総合的にとりまとめた環境基本計画、また、循環型社会形成推進基本法に基づく東村山

市一般廃棄物処理基本計画を対象とします。 

３．市民意見は、平成 28 年度に実施した市民アンケート結果と秋水園来場者アンケートから、

ごみ処理施設の整備に関連する設問を対象とします。 

１．配慮事項（単独処理及び広域処理に関する検討のまとめ） 

２．上位計画 

(1) 上位計画（国） 循環型社会形成推進基本計画（平成 25 年 5 月） 

(2) 上位計画（都） 東京都資源循環・廃棄物処理計画（平成 28 年 3 月） 

(3) 上位計画（市） 

1） 東村山市第 4 次総合計画（平成 28 年 3 月） 

2） 東村山市環境基本計画（平成 23 年 3 月） 

3） 東村山市一般廃棄物処理基本計画（平成 28 年 4 月改定） 

３．市民意見 

(1) 平成 28 年度「ごみ処理に関する市民アンケート」 

(2) 秋水園来場者アンケート（平成 28 年 10 月） 

図 6.2 キーワード抽出の対象 

 

 キーワードの抽出 

１．配慮事項、２．上位計画、３．市民意見の中から、ごみ処理施設の整備に関わる内容を整

理し、ごみ処理施設整備の際に重要となるキーワードを抽出しました。 

1. 配慮事項 

単独処理及び広域処理に関する検討のまとめの中で、今後、単独処理で事業を進めるにあ

たっての配慮すべき事項を 4 つにまとめています。 

①『安心して住めるまちづくり』に資する施設とする 

②『地域に貢献』できる施設とする 

③『経済性』についても十分考慮した施設とする 

④『災害に強い』施設とする 

上記 4 項目より、ごみ処理施設の整備の際に重要となるキーワードとして、「安心して住

めるまちづくり」、「地域貢献」、「経済性」、「災害に強い」の 4 つを抽出しました。 

                                                                                                                                                                             
 用語集参照・・・循環型社会形成推進基本計画，東京都資源循環・廃棄物処理計画 
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2. 上位計画 

 上位計画（国） 循環型社会形成推進基本計画（平成 25年 5月） 

「循環型社会形成推進基本計画」は、国の上位計画として、天然資源の消費を抑制し、環

境への負荷ができる限り低減される「循環型社会」を形成することを目指し、循環型社会形

成推進基本法に基づき策定されています。 

「循環型社会形成推進基本計画」は、現状と課題、循環型社会形成に向けた取組の中長期

的な方向性、循環型社会形成のための指標及び数値目標、各主体の連携とそれぞれに期待さ

れる役割等にて構成されています。 

本検討では、「循環型社会形成推進基本計画」において、持続可能な社会の実現を見据え、

循環型社会に至る中長期的な方向性を示した「第 2 章循環型社会形成に向けた取組の中長期

的な方向性」を確認し、ごみ処理施設の整備に関連するキーワードを抽出しました。（表 6.1） 

 

表 6.1 循環型社会形成推進基本計画（平成 25 年 5 月）から抽出されたキーワード 

循環型社会形成推進基本計画 平成 25 年 5 月 

第 2 章 循環型社会形成に向けた取組の中長期的な方向性 
キーワード 

第 1節 自然界における循環と経済社会における循環が調和

する社会 

循環型社会 

第 2 節 3R 型ライフスタイルと地域循環圏の構築 

 

3R 型ライフスタイル／低炭素社会／「足るを

知る」意識／共有を通じた人と人のつながりに

も新たな価値観（共有を通じた価値観）／ 

高齢化社会・単身世帯化に対応／3R 活動／ 

焼却処理・熱回収が効率的に行われる（効率的

な焼却処理・熱回収） 

第 3 節 資源効率性の高い社会経済システムの構築 

 

循環資源 

第 4 節 安全・安心の実現 

 

安心・安全／熱や電気などのエネルギー供給セ

ンターとしての役割（エネルギー供給センター

化）／大規模災害時においても、迅速に廃棄物

の処理が行われる（災害時の迅速な廃棄物処

理）／相互理解と情報共有 

第 5 節 国際的取組 環境負荷低減 

 

 

 上位計画（都） 東京都資源循環・廃棄物処理計画（平成 28年 3月） 

「東京都資源循環・廃棄物処理計画」は、東京都の上位計画として、廃棄物の処理及び清

掃に関する法律に基づき策定されています。 

「東京都資源循環・廃棄物処理計画」は、東京都環境基本計画に掲げる個別分野の計画と

して主要な施策を示すものであり、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会とその

後を見据え、東京都「持続可能な資源利用」に向けた取組方針（2015 年 3 月策定）を具体化

するものであり、2016 年度から 2020 年度の 5 年間の計画ではありますが、2050 年を見据え

た 2030 年のビジョンを示すものとされています。 

本検討では、「東京都資源循環・廃棄物処理計画」において、2030 年に向けての東京の資源

循環・廃棄物処理が目指す姿を示した「第 2 章 計画の基本的な考え方」を確認し、ごみ処理

施設の整備に関連するキーワードを抽出しました。（表 6.2）  

                                                                                                                                                                             
用語集参照・・・循環型社会，３Ｒ，熱回収，東京都環境基本計画 



- 45 - 

表 6.2 東京都資源循環・廃棄物処理計画（平成 28 年 3 月）から抽出されたキーワード 

東京都資源循環・廃棄物処理計画 平成 28 年 3 月 

第 2 章 計画の基本的な考え方 

１ 2030 年に向けて東京の資源循環・廃棄物処理が 

目指すべき姿 

キーワード 

（1）持続可能な資源利用への転換 環境負荷等の低減／ストックの価値が重視さ

れ、ものを長く大切にする社会（ものを長く大

切にする社会）／再生資源を積極的に利用して

いく責任が認識（再生資源の積極的な利用への

責任） 

（２）良好な都市環境の次世代への継承 

 

資源循環／地域の生活・自然環境に重大な影響

を及ぼす不適正処理が排除（地域の生活・自然

環境への配慮）／環境負荷と社会的費用を考慮

（環境負荷考慮社会的費用の考慮）／超高齢化

社会にあっても人々が参加しやすい適切な廃

棄物処理サービス（高齢化社会へ対応したサー

ビス）／適正な災害廃棄物処理が行われる（適

正な災害廃棄物処理） 

 

 上位計画（市） 

東村山市の上位計画としては、「東村山市第 4 次総合計画後期基本計画」「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」を対象とします。 

「第 4 次総合計画」「環境基本計画」では、ごみの減量化、資源化、適正処理に関する事項

の記載があり、その方針を反映させたものとして、また、循環型社会形成推進基本法に基づ

く計画として「一般廃棄物処理基本計画」がまとめられています。 

 

1） 東村山市第 4次総合計画後期基本計画（平成 28年 3月） 

「第 4 次総合計画」は、基本構想、基本計画及び実施計画の 3 層で構成され、行政運営

を総合的かつ計画的に進めるための基本となる指針を示したものであり、東村山市みんな

で進めるまちづくり基本条例第 16 条 1 項の規定に基づく、市の最上位計画となっていま

す。後期基本計画については、平成 28 年から 32 年までの 5 年間を計画期間としており、

基本目標及び施策大綱が掲げられています。 

本検討では、「東村山市第 4 次総合計画後期基本計画」におけるごみの減量・資源化や適

正処理の推進について示した「基本目標 3 みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感で

きるまち」、「施策大綱 3-2 地球環境にやさしい循環型社会を形成する」「施策 3-2-1 ごみの

減量化・資源化の推進」及び「施策 3-2-1 ごみの適正処理の推進」を確認し、ごみ処理施設

の整備に関連するキーワードを抽出しました。（表 6.3） 

  

表 6.3 東村山市第 4 次総合計画後期基本計画（平成 28 年 3 月）から抽出されたキーワード 

東村山市第 4 次総合計画・後期基本計画 平成 28 年 3 月 キーワード 

分野別計画： 

基本目標 3 みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち 

施策大綱 3-2 「地球環境にやさしい循環型社会を形成する」 

安全 

安心 

循環型社会 

施策 3-2-1「ごみの減量化・資源化の推進」 

1 ごみ減量・ごみ再使用・ごみ再生利用の促進 

2 学習機会・情報の提供 

3 市民との協働・支援 

 

資源化 

学習機会／情報提供 

市民との協働／市民組織への支援 

                                                                                                                                                                             
 用語集参照・・・社会的費用 
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施策 3-2-2「ごみの適正処理の推進」 

1 ごみ処理施設の維持・整備 

2 資源化施設の維持・整備 

 

安定的なごみ処理 

適正なごみ処理 

周辺環境配慮 

安定したごみ処理，生活環境配慮 

 

 

2） 東村山市環境基本計画（平成 23年 3月） 

「環境基本計画」は、市が行政運営を展開するにあたって、行政全体における環境保全

のための最も基本となる計画として位置づけられています。市は既存の諸計画を実施、ま

たは新規の計画や施策を策定するにあたり、環境に何らかの影響を及ぼす可能性がある事

項について、本計画の方針に従って環境の保全に配慮して実施や策定するものとされてい

ます。計画以外の環境にかかわる市の諸計画については、本計画で目指す環境像に合致し、

基本的方針に沿う形で策定・推進するものとされ、平成 23 年から平成 32 年の 10 年間を計

画期間とし、目標が掲げられています。 

本検討では、「東村山市環境基本計画」におけるごみの減量・資源化、適正処理の推進に

ついて示した「第 5 章第 2 節 3.ごみの現状・資源化、適正処理の推進」を確認し、ごみ処

理施設の整備に関連するキーワードを抽出しました。（表 6.4） 

 

表 6.4 東村山市環境基本計画（平成 23 年 3 月）から抽出されたキーワード 

東村山市環境基本計画 平成 23 年 3 月 キーワード 

第 5 章 めざす環境像を実現するための目標と取り組み  

第 2 節 東村山市の生活環境の保全 

3．ごみの減量・資源化、適正処理の推進 

循環型の地域社会 

資源化 

 

 

 

3） 東村山市一般廃棄物処理基本計画（平成 28年 4月） 

「東村山市一般廃棄物処理基本計画」は、市の上位計画「第 4 次総合計画」「環境基本計

画」におけるごみの減量化、資源化、適正処理に関する方針を反映させた一般廃棄物の処

理基本計画としてまとめられたものです。 

これまでの秋水園の施設整備では、これまで多くの市民が関わってきた「秋水園再生計

画」や「推進プラン‘98」などの計画策定おいて、他市に先駆けてできるだけ焼却・埋め立

てに頼らないごみ処理を行うといった基本理念を掲げてきました。 

「一般廃棄物処理基本計画」においても、引き続き「循環型都市への変革」という理念

の実現にむけ、継続的に本市の廃棄物処理事業を進めています。 

「東村山市一般廃棄物処理基本計画」は、平成 23 年度から平成 32 年度までの 10 年間を

計画期間として策定されており、平成 28 年 4 月には計画策定から 5 年が経過したことをふ

まえ、中間見直しを行っています。 

本検討では、「東村山市一般廃棄物処理基本計画 」における基本理念及び基本方針にご

み処理施設の整備の際に重要となる考え方が示されているため、その内容よりキーワード

を抽出しました。（表 6.5） 

 

                                                                                                                                                                             
用語集参照・・・一般廃棄物，推進プラン‘98 
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表 6.5 東村山市一般廃棄物処理基本計画（平成 28 年 4 月）から抽出されたキーワード 

 

 

3. 市民意見 

目指すべき方向性の検討における市民意見は、平成 28 年度に「ごみ処理施設に関する市民

アンケート」及び「秋水園来場者アンケート」を実施し、市民の皆様からごみ焼却施設につ

いて重要と考える項目について伺い、その結果分析を踏まえて、キーワードとして抽出する

こととしました。 

具体的には市民アンケートの(問 8)、及び、秋水園来場者アンケート(問 5)「今後のごみ焼

却施設を考えるにあたり、あなたが重要と考える項目」のとおり、共通の設問としました。 

また、市民アンケート及び秋水園来場者アンケートの分析にあたっては、年代、性別によ

るクロス集計や、アンケートの「その他」の項目の意見の分析を行う等、複数の視点より整

理を行いました。  

                                                                                                                                                                             
用語集参照・・・発生抑制，排出抑制，再使用，温室効果ガス 

基本理念要旨 キーワード 

循環型都市への変革に向けた取り組みの継続、温室効果ガス1の削減による低

炭素社会の実現にも配慮すること、継続的に廃棄物処理事業を実施していくた

めの、 財政的にも効率的な事業展開という観点から、本市の廃棄物処理事業

は、これまでの「循環型社会づくり」という理念を継承しながらも、低炭素化

やコスト削減といった新たな視点を追加し、「低炭素や効率性に配慮した循環

型社会の実現」を基本理念としてすすめることとします。 

循環型都市 

低炭素社会 

財政的に効率的な事業 

 

 

効率性 

基本方針 キーワード 

①発生抑制･排出抑制、再使用の推進 

循環型都市を目指すための第 1 歩として、ごみとして排出されないようにし

ていくことが重要であることから、発生抑制・排出抑制、再使用をこれまで以

上に推進していきます。これらは家庭や事業所での取り組みが中心であり、こ

れまでの施策を見直しながら継続していくとともに、新たなテーマも取り入れ

ていくこととします。 

 

発生抑制・排出抑制 

再使用 

②合理的な収集と資源化の推進 

ごみ処理の要といえる円滑な収集・運搬を継続的に行っていきます。収集に

あたっては、円滑に行うことに加え、市民が安心してごみの排出が出来るよ

う、確実にごみを収集し、資源化することが重要であることから、このための

取り組みを進めていきます。 

合理的な収集と資源化 

③安全で確実な処理体制の構築 

ごみ処理は、滞ることなく円滑に進めることが大変重要であることから、引

き続き施設の維持管理に努め、温室効果ガスの低減にも配慮しながら、安全で

確実な処理体制を整えていきます。今後のごみ処理施設のあり方については、

周辺環境などに配慮し、既存施設の現状を把握しながら、自区内での処理ある

いは広域化も含め、市民とともに検討を行い、将来にわたって安定したごみ処

理を行うための取り組みを進めていきます。 

 

 

温室効果ガスの低減 

安全な処理体制 

確実な処理体制 

安定したごみ処理 

④情報提供や環境学習の充実 

ごみの減量は、ものの購入の仕方や、保管や利用の仕方など、ごみとして出

される前の意識や取り組みが決め手であり、同様に資源化も市民一人ひとりの

意識が重要であることから、このような意識や取り組みに必要な情報を様々な

機会をとらえて提供していきます。また、長期的な視点に立って環境学習を進

め、意識の高揚や人材育成に努めていきます。 

情報提供 

環境学習 

⑤市民・事業者との協働 

個人や団体でごみ減量等の活動をしている市民や事業者と、企画立案の段階

から協働で取り組み、理念や方針を共有して計画の推進に努めていきます。 

 

市民・事業者との協働 
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 ごみ処理に関する市民アンケート（平成 28年度） 

市民アンケートは今後のごみ処理施設に関して広く市民の意見を把握するために、ごみ

処理施設の認知度及び印象や、検討にあたり重要と考える項目を設問として実施しました。 

アンケートは無作為に抽出した満 18 歳以上の市民 2,000 人を対象に発送し 702 件の回答

を得ました。集計結果における回答者の居住地域の分布は、各町ほぼ均等となりました。 

今後のごみ焼却施設における重要項目についての集計結果では、上位 4 項目が下位項目

と比べ大きな差が見られることから、市民アンケート結果上位 4 項目について、「目指すべ

き方向性」を検討する上での市民からの重要な意見として抽出しました。（表 6.6） 

表 6.6 ごみ処理に関する市民アンケート結果集計表 

No 回答 回答数 

    優先度１ 優先度２ 優先度３ 

1 安全・安定的 1251 点 138 点 67 点 

2 資源化 186 点 420 点 100 点 

3 エネルギーの有効利用 159 点 276 点 154 点 

4 環境負荷が小さい 222 点 256 点 121 点 

5 周辺との調和 18 点 28 点 29 点 

6 コストが適正 78 点 120 点 84 点 

7 災害時の安全性 54 点 60 点 69 点 

8 市民が利用しやすい 15 点 22 点 25 点 

9 その他 15 点 0 点 3 点 

10 回答なし 27 点 30 点 23 点 

11 記入間違い 81 点 54 点 27 点 

  合計 2106 点 1404 点 702 点 

 

 秋水園来場者アンケート（平成 28年 10月） 

秋水園来場者アンケートは平成 28 年 10 月 16 日に秋水園にて開催した秋水園来場者に対

して行いました。175 件のうち秋水園のある秋津町の住民が最も多く、主に近隣住民の意見

として捉えられると考えられます。 

秋水園来場者アンケートの結果を見ると、市民アンケートと同様、上位 4 項目が下位項目

と比べて大きな差が見られました。そのため、上位 4 項目について、「目指すべき方向性」

を検討する上での市民からの重要な意見として抽出しました。（表 6.7） 

表 6.7 秋水園来場者アンケート・集計表 

No 回答 回答数 

    優先度１ 優先度２ 優先度３ 

1 安全・安定的 291 点 44 点 14 点 

2 資源化 45 点 98 点 22 点 

3 エネルギーの有効利用 33 点 54 点 35 点 

4 環境負荷が小さい 81 点 52 点 17 点 

5 周辺との調和 9 点 24 点 11 点 

6 コストが適正 12 点 16 点 14 点 

7 災害時の安全性 9 点 20 点 25 点 

8 市民が利用しやすい 15 点 12 点 14 点 

9 その他 0 点 0 点 3 点 

10 回答なし 30 点 30 点 20 点 

  合計 525 点 350 点 175 点 
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 まとめ 

(1)ごみ処理に関する市民アンケート結果と(2)秋水園来場者アンケート結果はいずれも重

要と考える項目は同じとなり、「1.安全で安定的にごみ処理ができる」ことがともに全体で一

番多く選択されています。次いで「2.ごみの資源化を行うことができる」、「3.周辺への環境

負荷（大気、臭気、騒音、振動、排水等）が小さい」、「4.エネルギーの有効利用ができる」

となっており、これら 4 項目がそれぞれ全体の約 75％以上となり、約 8 割近くの方が重要

項目として認識されております。 

また、年代や性別によるクロス集計を行った結果においても、上位 4 項目が「1.安全で安

定的にごみ処理ができる」「2.ごみの資源化を行うことができる」、「3.周辺への環境負荷（大

気、臭気、騒音、振動、排水等）が小さい」、「4.エネルギーの有効利用ができる」であり、

全体での分析と同じ傾向がみられました。 

以上より、ごみ処理施設の整備の際に重要となる考えについて、市民意見としてはアンケ

ートの上位 4 項目からキーワードを抽出しました。（表 6.8） 

 

表 6.8 市民意見から抽出されたキーワード 

市民意見 キーワード 

①安全で安定的にごみ処理ができる 
安全なごみ処理 

安定的なごみ処理 

②ごみの資源化を行うことができる ごみ資源化 

③エネルギーの有効利用ができる エネルギー有効利用 

④周辺への環境負荷（大気、臭気、騒音、

振動、排水等）が小さい 
環境負荷低減 
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6.3 抽出されたキーワードの整理とグルーピング 

 抽出されたキーワード一覧 

6.2.2 で抽出されたキーワードを一覧で整理を行いました。（表 6.9） 

上位計画で抽出されたキーワードのうち、内容や意味が重複しているキーワードについては、

1 つにまとめて整理を行いました。 

 

表 6.9 キーワードについて整理した一覧表 

キーワード 抽出元 

中間報告書の配慮事項からの抽出 

安心して住めるまちづくり 配慮事項 

地域貢献 配慮事項 

経済性 配慮事項 

災害に強い 配慮事項 

国、都、東村山市上位計画からの抽出 

安心 
[国]循環型社会形成推進基本計画、 
[市]総合計画 

安全 
[国]循環型社会形成推進基本計画、 
[市]総合計画 

循環型社会 
[国]循環型社会形成推進基本計画、 
[都]資源循環・廃棄物処理計画、 
[市]総合計画 

3R型ライフスタイル・3R活動 [国]循環型社会形成推進基本計画 

低炭素社会 
[国]循環型社会形成推進基本計画、 
[市]一般廃棄物処理基本計画 

効率的な焼却処理・熱回収 [国]循環型社会形成推進基本計画 

循環資源 
[国]循環型社会形成推進基本計画、 
[都]資源循環・廃棄物処理計画 

エネルギー供給センター化 [国]循環型社会形成推進基本計画 

災害時の迅速な廃棄物処理 [国]循環型社会形成推進基本計画 

相互理解と情報共有 [国]循環型社会形成推進基本計画 

環境負荷低減 
[国]循環型社会形成推進基本計画、 
[都]資源循環・廃棄物処理計画 

地域の生活・自然環境への配慮 [都]資源循環・廃棄物処理計画 

環境負荷考慮 [都]資源循環・廃棄物処理計画 

社会的費用の考慮 [都]資源循環・廃棄物処理計画 

適正な災害廃棄物処理 [都]資源循環・廃棄物処理計画 

資源化 [市]総合計画、環境基本計画 

学習機会 [市]総合計画 

情報提供 [市]総合計画、一般廃棄物処理基本計画 

市民との協働 [市]総合計画 

市民組織への支援 [市]総合計画 

安定的なごみ処理 [市]総合計画 

適正なごみ処理 [市]総合計画 

周辺環境配慮 [市]総合計画 

安定したごみ処理 [市]総合計画、一般廃棄物処理基本計画 

生活環境配慮 [市]総合計画 

循環型の地域社会 [市]環境基本計画 
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循環型都市  [市]一般廃棄物処理基本計画 

財政的に効率的な事業 [市]一般廃棄物処理基本計画 

効率性 [市]一般廃棄物処理基本計画 

発生抑制・排出抑制・再使用 [市]一般廃棄物処理基本計画 

合理的な収集と資源化 [市]一般廃棄物処理基本計画 

温室効果ガスの低減 [市]一般廃棄物処理基本計画 

安全な処理体制 [市]一般廃棄物処理基本計画 

確実な処理体制 [市]一般廃棄物処理基本計画 

環境学習 [市]一般廃棄物処理基本計画 

市民・事業者との協働 [市]一般廃棄物処理基本計画 

ものの使い方や所有に関する 
意識転換 

[国]循環型社会形成推進基本計画、 
[都]資源循環・廃棄物処理計画 

将来の社会動向を見据えた対応 
[国]循環型社会形成推進基本計画、 
[都]資源循環・廃棄物処理計画 

市民意見（市民アンケート及び来場者アンケート結果）からの抽出 

安全なごみ処理 市民意見 

安定的なごみ処理 市民意見 

ごみ資源化 市民意見 

エネルギー有効利用 市民意見 

環境負荷低減 市民意見 

 

 キーワードの追加 

抽出されたキーワードの一覧を基に、抽出されたキーワードが適切か、過不足がないか等を

検討しました。 

検討の中で、新しいごみ処理施設でごみを安全・安定的・確実に処理することは大前提であ

り、より良い施設とする考え方を掲げることが重要であるという議論がなされました。そこで

は、循環型社会のトップランナーになるということ、市民が新しい施設に誇りを持てるように

なること、今後ますます重要となる循環型社会形成という考えをより推進できるような施設と

することが重要であると整理されました。 

それを踏まえて、前述で抽出したキーワード一覧に、「循環型社会をリードする拠点」「市民

が誇りを持てる拠点」というキーワードを追加しました。（表 6.10） 

「循環型社会をリードする拠点」というキーワードは、新しいごみ処理施設が、今後さらに

当たり前の考え方となる循環型社会という考えの拠点となり推進していくことを意味していま

す。 

「市民が誇りを持てる拠点」というキーワードは、新しいごみ処理施設が、ごみを安全・安

定・確実に処理ができる施設であり、市民にとってより良い施設となることで、市民が誇りを

持てる拠点となることを意味しています。 

 

表 6.10 追加するキーワード  

キーワード 抽出元 

検討会意見 

循環型社会をリードする拠点 検討会意見 

市民が誇りを持てる拠点 検討会意見 
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 キーワードのグルーピング 

6.3.1 で一覧にまとめられたキーワードと 6.3.2 で追加されたキーワードについて、類似した

意味をもつものをグルーピングしたところ、広義的な意味を持つと考えられるグループと、類

似したキーワードで構成される 5 つのグループに分類されました。（図 6.3） 

類似したキーワードで構成される 5 グループにおいて、各キーワード群が示す意味は、下記

のような傾向があります。 

① ごみ処理自体及びごみ処理の体制に関わること 

② 循環型社会形成に関わること 

③ 地域に関わること 

④ 低炭素社会形成に関わること 

⑤ 経済性に関わること 

また、「安全」というキーワードについては、施設自体の安全性と周辺への環境影響における

安全性の 2 つの視点があると整理されました。それを踏まえ、それぞれ「安全な施設及び維持

管理運転」と「周辺環境における安全」と具体的にキーワードとしてそれぞれ再整理しました。 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.3 類似したキーワードのグルーピング 

安定的なごみ処理 

安定したごみ処理 

適正なごみ処理 

安全な処理体制 

確実な処理体制 

安全なごみ処理 

災害に強い 

災害時の迅速な廃棄物処理 

適正な災害廃棄物処理 

循環型社会 

3R 型ライフスタイル・3R 活動 

循環資源 

循環型社会をリードする拠点 

資源化・ごみ資源化 

発生抑制・排出抑制・再使用 

合理的な収集と資源化 

低炭素社会 

効率的な焼却処理・熱回収 

エネルギー供給センター化 

周辺環境における安全 

環境負荷低減・環境負荷考慮 

地域の生活・自然環境への配慮 

周辺環境配慮 

生活環境配慮 

温室効果ガスの低減 

エネルギー有効利用 

経済性 

財政的に効率的な事業 

効率性 

社会的費用の考慮 

経済的効率性 

地域貢献 

相互理解と情報共有 

学習機会 

情報提供 

市民・事業者との協働 

市民組織への支援 

環境学習 

安心 

安心して住めるまちづくり 

将来の社会動向を見据えた対応 

市民が誇りの持てる拠点 

① 

② ③ 

④ ⑤ 
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6.4 キーワード群の分析及び「目指すべき方向性」の検討 

 目指すべき方向性の項目設定 

類似したものでグルーピングをしてみると、大きく 5 つのグループとなり、5 つのグループ

を目指すべき方向性の項目としました。 

また、キーワードの中の「安心」、「安心して住めるまちづくり」、「将来の社会動向を見据え

た対応」及び「市民が誇りを持てる拠点」は他のキーワードと比較して広義に解釈できるため、

「目指すべき方向性のコンセプト」として、項目全体の内容を包含するものとして位置づけ、

検討を行いました。（図 6.4） 

 

 

図 6.4 「目指すべき方向性」の項目について 

 

 キーワード群の分析及び「目指すべき方向性」の検討 

今後の目指すべき方向性の項目とした各グループにおいて、今後のごみ処理施設の整備を念

頭に考え、各項目がどのような意味を包含しているか分析し検討しました。 

この分析を踏まえ、「目指すべき方向性」のコンセプト及び、「目指すべき方向性」の項目を

検討し、整理しました。（表 6.11） 

安定的なごみ処理 

安定したごみ処理 

適正なごみ処理 

安全な処理体制 

確実な処理体制 

安全なごみ処理 

災害に強い 

災害時の迅速な廃棄物処理 

適正な災害廃棄物処理 

循環型社会 

 

循環資源 

循環型社会をリードする拠点 

資源化・ごみ資源化 

発生抑制・排出抑制・再使用 

合理的な収集と資源化 

低炭素社会 

効率的な焼却処理・熱回収 

エネルギー供給センター化 

周辺環境における安全 

環境負荷低減・環境負荷考慮 

周辺環境配慮 

生活環境配慮 

温室効果ガスの低減 

エネルギー有効利用 

 

経済性 

財政的に効率的な事業 

効率性 

社会的費用の考慮 

経済的効率性 

地域貢献 

相互理解と情報共有 

学習機会 

情報提供 

市民・事業者との協働 

市民組織への支援 

環境学習 

安心 

安心して住めるまちづくり 

将来の社会動向を見据えた対応 

市民が誇りの持てる拠点 

項目① 

項目② 項目③ 

項目⑤ 項目④ 

目指すべき方向性のコンセプト 
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表 6.11 目指すべき方向性のまとめ

抽出キーワード キーワード分析  目指すべき方向性のコンセプト 

安心 

安心して住めるまちづくり 

市民が誇りの持てる拠点 

  社会の動向等の状況に合わせて、ごみを適正かつ安全に処理すること

で、市民が安心し、誇りを持てる「ごみ処理施設」 

・ 「安心」「安心して住めるまちづくり」「市民が誇りの持てる拠点」は、目指すべき方向性の項目とした①～⑤の内容
に関連すると考えられます。よって、新しいごみ処理施設では各項目を反映したごみ処理施設を設置・運営をするこ
とにより、「安心」「安心して住めるまちづくり」を実現し、さらにより良い施設となる事で市民が誇りを持てる施設
ができると考えられます。 

 循環型社会、地域貢献、低炭素社会、経済性に配慮しながら、ごみの

安全・安定処理を確実に行うことで、市民が安心し、誇りを持てる施

設とする。 

将来の社会動向を見据えた対応 

・ 「社会動向への対応」は、高齢化社会や単身世帯化などといった人口構成や世帯構成といった今後の社会動向におけ
るごみ処理の課題について着目し、次のごみ処理施設の整備・運営の際に、それら動向に即した施設とすることを意
味しています。 

 
 社会動向等の状況に合わせた施設とする。 

 
 

  

 抽出キーワード キーワード分析  目指すべき方向性 

項目① 

安定的なごみ処理 

安定したごみ処理 
適正なごみ処理 
安全なごみ処理 

安全な処理体制 
確実な処理体制 

安全な施設及び維持管理運転 

  「常にごみを安全かつ安定的に処理できる施設」 

・ ごみ処理・処理体制を含んだこれらのキーワードは、ごみ処理及びその運用体制が、常時安定的かつ安全であること
を意味しています。 

 

 常時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する。 

災害に強い 

災害時の迅速な廃棄物処理 

適正な災害廃棄物処理 

・ 災害時に関するこれらのキーワードは、災害時のごみ処理施設のあり方を指す言葉であり、災害に対して強い建物

で、災害時にもごみ処理機能を継続できることを意味しています。 

 
 災害時にも、ごみ処理機能を継続できる、災害に強い施設とする。 

項目② 

 
循環型社会 

3R型ライフスタイル・3R活動 

循環資源 

循環型社会をリードする拠点 

  「循環型社会形成に資する施設」 

・ 循環型社会とは、[1]廃棄物等の発生抑制、[2]循環資源の循環的な利用及び[3]適正な処分が確保されることによ
って、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会です。国都及び市町村、事業者、国民
はそれぞれの立場において循環型社会の形成に向け取り組む必要があります。3Rや循環資源、循環型社会をリード
する拠点を含むこれらのキーワードは、ごみ処理施設の検討においては、ごみ処理にかかわる循環資源を有効利用
できる施設となり、今後市の拠点として循環型社会を推進することを意味しています。 

 循環型社会をリードする拠点とし、循環資源の有効利用に寄与する施

設とする。 

資源化・ごみ資源化 

発生抑制・排出抑制・再使用 

合理的な収集と資源化 

・ 合理的な資源化、発生抑制・排出抑制・再使用といった 3Rを含むこれらのキーワードは、排出されるごみを処理
するごみ処理施設の処理過程において、発生する素材・エネルギーを循環資源として、合理的に再利用できる施設
となることを意味しています。 

 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

できる施設とする。 

項目③ 

   「地域とともにつくり・学べる施設」 

情報提供 

学習機会 

環境学習 

相互理解と情報共有 

・ 環境学習を含むこれらのキーワードは、ごみ処理施設が環境学習やごみ処理について情報発信しながら市民と情報
共有し相互理解し、将来の循環型社会形成にむけた環境学習を推進することで、市民意識をさらに深められる施設と
なることを意味しています。 

 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す

る。 

市民組織への支援 ・   地域住民が集い、賑わいのある施設とする。 

地域貢献 

市民・事業者との協働 

・ 地域貢献、市民との協働を含むこれらのキーワードは、ごみ処理施設の検討及び整備等において、地域住民や地元企
業に貢献できる施設となることを意味しています。 

  地域とともにつくる施設とする。 

項目④ 

周辺環境配慮 

生活環境配慮 

環境負荷低減・環境負荷考慮 

周辺環境における安全 

  「低炭素社会に資する施設」 

・ 環境配慮を含むこれらのキーワードは、ごみ処理施設が周辺環境の安全に配慮し環境負荷を低減できる施設となる

ことを意味しています。 
  周辺への環境負荷を低減できる施設とする。 

低炭素社会 

温室効果ガスの低減 

効率的な焼却処理・熱回収 

エネルギー有効利用 

エネルギー供給センター化 

・ 低炭素社会は、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出を削減するなど、環境に配慮した社会システムを指します。低

炭素社会・温室効果ガス低減・エネルギー有効利用を含むこれらのキーワードは、ごみ処理の過程で省エネルギーに

努め、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なることを意味して

います。 

 
 省エネルギーでごみ処理を行うとともに、ごみ発電等を含む再生可能

エネルギーを有効利用できる施設とする。 

項目⑤ 

経済性、効率性 

経済的効率性 
財政的に効率的な事業 

社会的費用考慮 

  「経済性に優れた施設」 

・ 経済性や効率性を含むこれらのキーワードは、経済性に配慮した適切な規模の施設となることを意味しています。  経済性を配慮した適切な規模の施設とする。 

・ 経済性や効率性を含むこれらのキーワードは、維持管理・運営といった、ごみ処理施設を整備し運営する一連の内容

に関して、経済性・効率性に考慮した施設となることを意味しています。 
 経済性・効率性に考慮した維持管理・運営を実現できる施設とする。 
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6.5 「目指すべき方向性」のまとめ 

検討にあたっては、中間報告書でまとめられた配慮事項や上位計画及び市民意見からごみ処

理施設の整備に関連するキーワードを抽出しました。なお、長期的に使用する廃棄物処理施設

においては、長期的な視点に基づいている上位計画からのキーワード抽出が望ましいといった

議論を踏まえ、2030 年頃までのビジョンを示す国及び都の上位計画を、キーワード抽出対象と

しました。 

また、検討会の議論において、ごみを安全・安定的・確実に処理することは大前提であり、

循環型社会のトップランナーになるということ、市民が新しい施設に誇りを持てることや、今

後ますます重要となる循環型社会形成という考えをより推進できるような施設とすることが重

要ではないかという意見があり、それらを踏まえ、新たなキーワードとして「循環型社会をリ

ードする拠点」「市民が誇りを持てる拠点」というキーワードを追加しました。特に、「誇りを

持てる」という意味については、市民自身が参加して施設を作り上げることで達成されるもの

であることを確認しました。 

その後、抽出された各キーワードをグルーピングし、広義な内容を包含しているキーワード

は目指すべき方向性のコンセプトとし、5 つにグルーピングされたキーワードは、それぞれ目指

すべき方向性の項目として位置づけることとしました。 

その目指すべき方向性のコンセプトと目指すべき方向性の項目としてグルーピングされたキ

ーワードについては、それらがごみ処理施設においてどのようなことを意味しているかを分析

し整理したうえで内容をとりまとめました。 

このような検討を踏まえて、とりまとめられたコンセプトと各項目は、今後の東村山市のご

み処理施設の将来像として重要であり、今後「誇りを持てる」施設にしていくための検討にお

いて、積極的に市民に参加してもらう機会を設けることが望ましいと考えます。
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■目指すべき方向性のまとめ 

社会の動向等に合わせて、ごみを適正かつ安全に処理することで、
市民が安心し、誇りを持てる「ごみ処理施設」 

・ 循環型社会、地域貢献、低炭素社会、経済性に配慮しながら、ごみの安全・安定

処理を確実に行うことで、市民が安心し、誇りを持てる施設とする。 

・ 社会動向等の状況に合わせた施設とする。 

 

 

  
・ 常時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する。 

・ 災害時にも、ごみ処理機能を継続できる、災害に強い施設とする。 

 

 

 
・ 循環型社会をリードする拠点とし、循環資源の有効利用に寄与する施設とする。 

・ 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、再利用できる施設

とする。 

 

 

 
・ 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する。 

・ 地域住民が集い、賑わいのある施設とする。 

・ 地域とともにつくる施設とする。 

 

 

 

・ 周辺への環境負荷を低減できる施設とする。 

・ 省エネルギーでごみ処理を行うとともに、ごみ発電等を含む再生可能エネルギー

を有効利用できる施設とする。 

 

 

 
・ 経済性を配慮した適切な規模の施設とする。 

・ 経済性・効率性に考慮した維持管理・運営を実現できる施設とする。 

 

※１：循環型社会 

循環型社会とは、資源採取、生産、流通、消費、廃棄などの社会経済活動の全段階を通じて、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。 

※２：低炭素社会 

低炭素社会とは、エネルギー消費等に伴う温室効果ガスの排出を大幅に削減し、世界全体の排出量を自然界の

吸収量と同等のレベルとしていくことにより、気候に悪影響を及ぼさない水準で大気中温室効果ガス濃度を安

定化させると同時に、生活の豊かさを実感できる社会。 

（※1,2 平成 19年 6月 1日 環境省 21世紀環境立国戦略より一部抜粋） 

「常にごみを安全かつ安定的に処理できる施設」 

 

「循環型社会※1形成に資する施設」 

 

「地域とともにつくり・学べる施設」 

 

「低炭素社会※2に資する施設」 

 

「経済性に優れた施設」 
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 ごみ処理施設整備スケジュールの検討 

  

 検討目的及び検討方法 

 検討目的 

単独処理及び広域処理に関する検討のまとめにおいて、東村山市の新たなごみ処理施設は、単独処

理の方式とすることが望ましいと結論づけられたことから、単独処理のごみ処理施設整備に要する期

間を把握することを目的として、整備スケジュールを検討しました。 

 

 検討方法 

今後のごみ処理施設整備スケジュールを検討するにあたり、一般的なごみ処理施設の供用年数を確

認すると共に、平成 28年度に実施した「既存のごみ処理施設の機能診断結果」を用いて既存のごみ処

理施設は今後どの程度まで稼働が可能か検討を行いました。 

次に、今後新しいごみ処理施設を整備するために必要となる手続きや計画等について整理を行った

上で、それぞれの手続き等に要する期間を検討し、一般的な新しいごみ処理施設の整備スケジュール

として整理しました。 

 

 ごみ処理施設の供用年数 

環境省の「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き（平成 22 年 3 月/平成 27 年 3月改訂）」

においては、ごみ焼却施設は概ね 20～25 年程度で廃止を迎えている施設が多く、必ずしも供用年数

が十分長いとはいえない状況にあるため、個々の設備・機器や施設全体として長寿命化を図ることで、

施設全体を合理的に延命化し供用年数を 35年程度まで延伸できることが示されています。(図 7.1) 

 

図 7.1 焼却施設における廃止時の供用年数と施設数 

（一般廃棄物処理実態調査（平成 17～26年度実績）（環境省）を基に作成） 
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 既存のごみ処理施設の経過と現状について 

 既存のごみ処理施設の経過 

既存のごみ処理施設は、昭和 55 年 2 月に計画処理能力 150t/日 (75t/24h×2 炉)のごみ焼却施設とし

て建設に着手、昭和 56年 9月に竣工し、稼働を開始しました。 

その後、平成 12年 6月から延命化及びダイオキシン類対策工事を行い、平成 14年 3月に竣工、さ

らに、平成 22年 9月から延命化及び耐震改修工事を行い、平成 24年 1月に竣工していて、現在、稼

働 36年目を迎えています。 

 

 既存のごみ処理施設の機能診断結果 

平成 28年度に秋水園既存ごみ焼却施設の機能診断を実施しています。 

「東村山市秋水園ごみ焼却施設機能診断」の概略は以下のとおりです。 

 

・ 精密機能検査の結果、運転実績、処理機能状況においては支障を認められませんが、設備・

装置の状況においては一部の装置に損傷が認められるため、整備が必要とされています。 

・ 建物劣化調査の結果、コンクリート構造物の一般的な耐用年数とされている竣工から 50

年は、計画供用期間として妥当とされました。 

・ 計画供用期間の 50 年に達する平成 42 年度までの維持補修計画を作成した結果、平成 29

年度から平成 42 年度までの維持補修計画の概算費用の合計は約 16 億円（消費税 8％を含

む）であり、年平均にすると約 1億 1千 5百万円と試算されます。維持補修費用は平成 34

年度まで緩やかに増加しますが、平成 35 年度から減少していきます。（図 7.2） 

 

仮に、新しいごみ処理施設の稼働開始を平成 42年度より前倒しすることができれば、平成 42年度

までの稼働のために想定している維持補修費用を低減することが可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2 年度別概算費用の推移（消費税率 8％で試算） 
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 ごみ処理施設整備の工程と要する期間 

ごみ処理施設を整備するためには、計画検討、事業者選定、設計・建設工事、解体工事などの工程

を経て事業を進めていく必要があります。それぞれの工程ごとに必要な計画策定、手続き及び工事に

ついて整理し、それらに要する期間について検討しました。 

 

 計画検討期間 

①基本方針 

基本方針は、新しいごみ処理施設整備に向けた基本的な考え方や概略の整備スケジュール等

について整理し、市としての取組みの方針をまとめるものです。 

 

②基本計画（施設整備基本計画） 

施設整備基本計画は、施設整備の基本条件の整理、施設計画、事業計画、運営計画等の施設

の基本的事項や性能の方針を示すもので、事業者選定時に作成する仕様書や要求水準書の前提

条件となる重要な計画で、策定には約 2か年を要します。 

 

③建設予定地における基礎調査 

建設予定地における基礎調査としては、建設予定地の測量や、ボーリング調査、土壌汚染調

査等が考えられます。実施すべき調査事項の整理や、現地調査を含め、約 2か年を要します。 

 

④事業方式検討 

事業方式検討は、施設整備基本計画検討と同時並行に行うもので、新しいごみ処理施設の設

計・施工及び建設後の施設運営にかかる事業方式について検討するものです。 

本検討は、事例調査等を行った上で、事業条件を設定し、複数の事業方式について事業採算

性等の比較検討を行い、その検討には約 1か年を要します。 

 

 事業者選定期間 

⑤事業者選定（発注・入札） 

事業者選定は、事業方式検討を踏まえ、選定された事業方式に合わせた発注仕様書や要求水

準書等を作成し、それら入札関係資料に基づき、事業者の選定を行うものです。事業条件の精

査や、発注仕様書または要求水準書等の入札関係資料を作成するために約 1 か年、建設業者等

に対する入札公告・提案募集及び提案内容の審査等、入札に係る諸手続きで約 1 か年、合計で

約 2か年を要します。 

 

⑥生活環境影響調査 

生活環境影響調査は、一般廃棄物処理施設の設置にあたり廃棄物処理法に基づき、新しい施

設の建設・運営に伴う周辺環境への影響について調査・予測・評価するものです。 

本調査の実施にあたっては、調査計画・現地調査等に約 1か年、生活環境影響調査書の作成・

公示・縦覧等に約 1か年、合計で約 2か年を要します。 
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 設計・建設工事期間 

⑦基本設計・実施設計 

事業者決定後、発注仕様書や要求水準書等に基づき基本設計・実施設計を行います。 

基本設計・実施設計は、建築物や外構等に係る土木・建築の設計及び、ごみ処理設備に係る

プラントの設計を合わせたもので、約 1か年を要します。 

 

⑧建設工事 

実施設計、及び、建設予定地の既存施設や設備等の撤去等完了後、建設を着工し、土木・建

築工事やプラント工事を行うことになります。 

本工事は、工事後に行うプラント設備の試運転期間も含み、着工から竣工（新施設稼働）ま

でには、通常約 3か年を要します。 

 

 解体等工事期間 

⑨既存施設の解体等工事 

新しいごみ処理施設が竣工し、順調に施設が稼働した後、既存施設の解体工事を行うことに

なります。建築物の解体及び、整地・外構整備を含めると一般的に約 2か年を要します。 
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 新しいごみ処理施設の整備スケジュールの整理 

 新しいごみ処理施設の整備スケジュールの検討 

7.4にて整理した「①基本方針」から「⑨既存施設の解体工事」までの計画策定、手続き及び工事

に要する期間を踏まえ、全体の整備スケジュールとして整理します。（図 7.3） 

新しいごみ処理施設の整備のために、順を追って実施する必要があるのは、①基本方針、②施設整

備基本計画、⑤事業者選定、⑦基本設計・実施設計、⑧建設工事、⑨既存施設の解体等工事であり、

各工程に要する期間の合計は、約 12か年となります。 

また、③建設予定地における基礎調査や④事業方式検討は計画検討期間中に適宜実施し、⑥生活環

境影響調査は事業者が選定されるまでに適宜実施することになります。 

 

年度 2017 

H29 
～ 

2020 
～ 

2022 
～ 

2026 
～ 

2028 

H32 H34 H38 H40 

  
 

 
   

      

①基本方針             

②施設整備基本計画             

③基礎調査             

④事業方式検討             

⑤事業者選定             

⑥生活環境影響調査             

⑦基本設計・実施設計             

⑧建設工事             

⑨解体工事             

     

◇市民参加  

（説明会、勉強会等） 

 

（工事説明会、見学会等） 

図 7.3 ごみ処理施設の整備スケジュール（案） 

 今後の進め方（市民参加について） 

市民参加については、各工程を通して、東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例の趣旨に則り、

市民参加や市民周知など、市民意見を伺いながら事業を進めていくことが重要です。 

計画検討工程においては、市民を含めた検討会等を設置し検討を行い、その内容等については、説

明会のほか、ごみ処理技術や、施設の安全性等に関する勉強会を開催するなど、市民の方々に、分か

りやすく説明、周知を行うと共に、ワークショップなど市民意見を伺う機会を設定していく必要があ

ります。また、事業者選定工程以降においては、広報紙や工事説明会、見学会等によりそれぞれの工

程の進捗状況をきちんと周知することが必要となります。 

特に、施設周辺の方々には、きめ細かく計画の周知や意見を伺い、施設に関する安全性についても

分かりやすく説明する機会を設けていくことが必要であると考えます 

▼新施設稼働 

計画検討 事業者選定 設計・建設工事 解体等工事 
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 今後の施設計画検討 

  

 検討目的及び検討方法 

 検討目的 

単独処理及び広域処理の検討では、ごみ処理の単独処理及び広域処理の経済面（整備費用等

のコスト）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うこ

とになりますが、単独処理及び広域処理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、再整理し検討を行いました。 

 

 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、現

時点で整理可能な以下の点から検討を行いました。 

 

 各ごみ処理方式の処理・処分方法及び発生する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。 

 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。 

 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。 

 

 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。 

 

  

                                                                                                                                                                             
用語集参照・・・ごみ質、焼却灰、飛灰 
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 ごみ処理方式の検討 

 各ごみ処理方式の処理・処分方法及び発生する回収物とその利用状況 

 各ごみ処理方式のごみ処理・処分方法及び発生する回収物 

各ごみ処理方式の処理・処分方法及び発生する回収物について整理を行いました。（表 8.1） 

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。 

 

表 8.1 各ごみ処理方式と発生する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 

 

 

                                                                                                                                                                             
用語集参照・・・火格子，輻射熱，焼却灰，飛灰，コークス，副資材，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 
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 各ごみ処理方式で発生する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回収物と主なリサイクル用途の整理を行いました。（表 8.2） 

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。 

 

表 8.2 各ごみ処理方式で発生する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が可能。  

                                                                                                                                                                             
用語集参照・・・路床材，非鉄原料，精錬原料，液肥 

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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 東村山市における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。 

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エコセメント化事業に参加

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。 

 

 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。 

 

 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 8.3） 

「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
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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 8.3 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   

 

 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。（表 8.4）（参考資料１参照） 

 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 件と最も

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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表 8.4：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）） 

 ～1990年 1991～1995年 1996～2000年 2001～2005年 2006～2010年 2011～2015年 2016年～ 合計 

焼却

方式 

ストーカ式 7 4 9 5 2 3 1 31 

流動床式 1 1 2 1 0 0 0 5 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 

流動床式 0 0 0 0 1 0 1 2 

キルン式 0 0 0 0 0 0 0 0 

メタンガス化方式 0 0 0 0 0 0 0 0 

固形燃料化方式 0 0 0 0 0 0 0 0 

炭化方式 0 0 0 0 0 0 0 0 

堆肥化方式 0 0 0 0 0 0 0 0 

飼料化方式 0 0 0 0 0 0 0 0 
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参考資料 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）(本章 P66関連資料) 

 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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 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

ストーカ式が最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の整理を行いました。（表 8.5） 

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まし

た。 
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表 8.5 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  メタンガス化方式 

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（RDF）

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。 

（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、

キルン式については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最も多い状況です。 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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 各処理方式における状況の確認と議論の整理 

検討会では、焼却方式、ガス化溶融方式、メタンガス化方式、固形燃料化方式、炭化方式、堆

肥化方式、飼料化方式の 7 種類のごみ処理方式について、各ごみ処理方式における資源化の状

況や処理対象ごみに基づく分別区分、東京都の導入実績の状況にかかる考察とそれぞれの状況

の確認を踏まえ議論を行いました。 

 

 各処理方式の状況の確認 

 焼却方式 

焼却方式は主な回収物が焼却灰・飛灰となり、主なリサイクル用途は 25 市 1 町で行ってい

るエコセメント化事業を利用することによるエコセメントです。多摩地域ではエコセメント

化事業により資源化率が上がった傾向があります。 

燃やせるごみを全量処理することができるため、新たな施設を併設する必要性はなく、近

年では規模の小さい施設においても効率的な発電が行えるなどエネルギー利用も可能です。

また、処理にあたり分別区分を変更する必要はありませんが、流動床式に関しては前処理が

必要です。 

東京都の導入実績はストーカ式が 31 件と一番多く、次いで流動床式が 5 件となり、キルン

式は 0 件です。ストーカ式に関しては全国的に見ても 49 件と一番多く、安全で安定的な処理

を行うことが出来ていることが実績の多さにつながっています。 

 

 ガス化溶融方式 

ガス化溶融方式は主な回収物がスラグ・メタル・溶融飛灰となり、主なリサイクル用途は

路盤材・非鉄原料等ですが、資源化においてはエコセメント化事業を継続できなくなるため

長期的な引き取り先の新たな確保が必要となります。またスラグのリサイクル量は一般的に

減少傾向にあり、東京都内の自治体の例においても、有償にて委託処理を行っている例があ

ります。 

燃やせるごみを全量処理することができるため、追加的に施設を併設する必要性はありま

せんが、処理にあたり灰を溶融するためのコークス等の副資材が必要になるなど、多くの燃

料や電気を使用することが課題となっておりますが、エネルギー利用は可能です。また、処

理にあたり分別区分を変更する必要はありませんが、流動床・キルン式に関しては前処理が

必要です。 

東京都の導入実績は流動床式が 2 件ですが、資源化の状況やコスト面から既存施設が休止

に至る自治体もあります。 

 

 メタンガス化方式 

メタンガス化方式は主な回収物がバイオガス・発酵残さ・分離液となり、主なリサイクル

用途はバイオガスをエネルギー利用、発酵残さ・分離液を堆肥・液肥として利用することと

なりますが、資源化においてはエコセメント化事業を継続できなくなるため長期的な引き取

り先の新たな確保が必要となります。また、堆肥・液肥として資源化を行う場合は一般的に

原料として栄養分が少ないことや、分別しきれないビニール等が混入する場合があるなど、
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品質の確保に課題があります。 

燃やせるごみを全量処理することが出来ないこと、発酵残さを処理する施設が必要なため

追加的に施設を併設し中間処理する必要があります。エネルギー利用はバイオガス燃料と、

併設される施設のエネルギー利用が可能です。また、処理にあたり、湿式の場合は厨芥類（生

ごみ）のみの分別が必要となりますが、乾式の場合は前処理で破砕選別を行うことで、分別

区分の変更は不要となります。 

東京都の導入実績は、建設中の施設が 1 件となっております。 

 

 固形燃料化方式 

固形燃料化方式は主な回収物が RDF と呼ばれる固形燃料となり、主なリサイクル用途は

RDF を燃焼することによるエネルギー利用となりますが、資源化においてはエコセメント化

事業を継続できなくなるため長期的な引き取り先の新たな確保が必要となります。RDF 燃料

の需要先については地域に RDF 発電所や、RDF 燃料を利用する施設がある場合に限られる

ため、一般的に需要が少ない状況があります。また、一般廃棄物を原料として RDF を生成し

利用する場合は含有されている塩素分が施設を腐食させる可能性があることなど課題があり

ます。 

燃やせるごみを全量処理することができるため、追加的に施設を併設する必要性はなく、

エネルギー利用が可能ですが、RDF 生成にあたり消費するエネルギー量に課題があります。

また、処理にあたり、分別区分を変更する必要はありませんが、前処理が必要です。 

東京都の導入実績は 0 件であり、近年では規模の小さい施設においてもエネルギー利用が

行えるようになっている点や、過去の事例として RDF を貯留している施設が発火・爆発する

事故が発生し消火まで長期を要した点など、RDF の需要先の減少などが一因となっていると

考えられます。 

 

 炭化方式 

炭化方式は主な回収物が炭化物となり、主なリサイクル用途はエネルギー利用・土壌改良

材になりますが、資源化においてはエコセメント化事業を継続できなくなるため長期的な引

き取り先の新たな確保が必要となります。需要先においては RDF 同様 1 か所に集中するなど

限定的であり一般的に需要が少ない状況です。 

燃やせるごみを全量処理することができるため、追加的に施設を併設する必要はなく、エ

ネルギー利用も可能であり、コークス等の燃料の代替として利用されていますが、炭化物の

生成時に燃料や電気使用量が増えることが課題となっております。また、処理にあたり分別

区分を変更する必要はありませんが、前処理が必要です。 

東京都の導入実績は 0 件となっておりますが、全国の例では固形燃料化方式の代わりに炭

化方式を導入している例はありますが、現在炭化方式を採用している自治体の例では、新規

営業から撤退しているプラントメーカーがあることや、炭化物生成時のエネルギー量と利用

時のエネルギー量のバランスに課題があるなど、将来的なごみ処理方式として課題があるこ

とから新たな施設の検討を進めている例があります。 
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 堆肥化方式 

堆肥化方式は主な回収物が堆肥となり、主なリサイクル用途は堆肥施用となりますが、資

源化においてはエコセメント化事業を継続できなくなるため長期的な引き取り先の新たな確

保が必要となります。堆肥施用にあたっては、その用途から、成分の安定性や安全性の確保

が第一となるため、成分が明確であることが一般的に重要ですが、一般廃棄物を対象とした

場合、ビニール等の混入がみられるなど品質の確保については課題があります。 

燃やせるごみを全量処理することができないため、追加的に施設を併設し中間処理する必

要があります。また、処理にあたり、厨芥類（生ごみ）のみの分別が必要となりますが、堆肥

施用をするためには、品質の確保の観点から分別の徹底が必須となります。 

東京都の導入実績は 0 件であり、堆肥の継続的な引き取り先がないことなどが一因となっ

ていることが考えられます。 

 

 飼料化方式 

飼料化方式は主な回収物が飼料となり、主なリサイクル用途は飼料製造となりますが、資

源化においてはエコセメント化事業を継続できなくなるため長期的な引き取り先の新たな確

保が必要となります。資源化においては堆肥と同様にその用途から、成分が均質で必要な栄

養成分があり、異物の混入がないこと、油分、塩分が多く含まれないことが一般的に重要で

す。また、飼料安全法によると食品残さは豚及び鶏を給与対象とする飼料の原料として認め

られていますが、牛などには禁止されております。 

燃やせるごみを全量処理することができないため、追加的に施設を併設し中間処理する必

要があります。また、処理にあたり、厨芥類（生ごみ）のみの分別が必要となりますが、飼料

製造をするためには、品質の確保の観点から分別の徹底が必須となります。 

東京都の導入実績は 0 件であり、全国で 1 件導入されている京都市の魚アラリサイクルセ

ンターでは、卸売市場、鮮魚店から出る魚アラのみを利用し、鶏の飼料として販売しており、

入り口の廃棄物の品質と利用先の用途が確保されている状況で、資源化を行うことができて

いますが、家庭から排出される一般廃棄物を対象にした場合、新規で導入するには課題があ

ります。 
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 議論の整理 

回収物の利用状況に関しては、メタンガス化方式、堆肥化方式、飼料化方式の回収物である

堆肥、液肥、飼料等は、主に農作物や家畜等で利用されるため、東村山市の地域性を考えると

需要面に課題があるとともに、各家庭から排出される一般廃棄物を主たる原料とした場合、ビ

ニールや化学物質、塩分が含まれる場合があり、それらを取り除くにはコストもかかるなど品

質面等についても課題があることなどについて確認しました。 

ガス化溶融方式の主な回収物となるスラグの利用状況については、近年の自治体の例におい

ては需要が減少したことで溶融処理から撤退するに至った状況や、固形燃料化方式・炭化方式

の回収物である、RDF や炭化物の利用状況については、需要が 1 カ所に集中するなど限定的

となっていることを確認しました。また、固形燃料化方式については、過去の事例として貯留

していた RDF が発火・爆発した事故や、RDF を生成する際に多くのエネルギーを投入する必

要があるなどのことから、現方式を導入している一部の自治体等においては RDF を利用した

発電事業からの撤退を検討している動きがあることを確認しました。 

焼却方式における回収物の利用状況は、現状の焼却灰の資源化方式としているエコセメント

化事業の将来性にかかる議論では、事業の長期的な継続については、関係各所との協議等が必

要であるものの、25 市 1 町共同で何らかの形でエコセメント化事業を継続していくことにつ

いては、現時点で信頼性が高いものであることを確認しました。 

また、処理対象ごみに関してはメタンガス化方式、堆肥化方式、飼料化方式は主に厨芥類

（生ごみ）のみを分別する必要があることや、燃やせるごみを全量処理することができず、全

量処理するために追加施設を併設する必要があることなど、東村山市が採用するごみ処理方式

としては、課題があることについて確認しました。 

焼却方式、ガス化溶融方式、固形燃料化方式、炭化方式においては、現状の燃やせるごみを

全量処理できる方式であることを確認しました。 

東京都の導入実績に関して、固形燃料化方式、炭化方式、堆肥化方式、飼料化方式が 0 件、

焼却方式（流動床式）が 5 件、（キルン式）が 0 件、ガス化溶融方式が 2 件、メタンガス化方

式は建設中の施設が 1 件であり、これらの方式の導入実績が少ない一方で、焼却方式のストー

カ式については、導入実績が 31 件と最も多く、全国の導入実績においても同様に最も多いこ

とを確認しました。 

また、導入実績の最も多い焼却方式（ストーカ式）は、燃焼が安定しており、蒸気発生量も

安定していること、エネルギー回収においては蒸気発生量が安定した方が有利であるため地球

温暖化対策や資源循環という側面において非常に対応性が高いことを確認しました。 

さらに、近年のストーカ式は規模の小さい施設における発電実績や施設の省エネ化において

も優れており、今後見込まれる人口減少によるごみ量の減少といった将来の社会動向において

も適応性が高いことを確認しました。 

なお、ストーカ式はガス化溶融方式よりも施設内における消費電力が少なく、施設整備費用

は他の処理方式よりも安価な傾向にあるなど、経済性に優位性があると確認しました。 

このように、焼却方式のストーカ式は低炭素社会や循環型社会の推進等に伴う対応や社会動

向への対応において、他の方式よりも優位性があると議論されました。 
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 今後の施設計画検討のまとめ 

7 種類のごみ処理方式について、各ごみ処理方式における回収物とその資源化の状況、処理対

象ごみ、東京都の導入実績の状況を確認し議論した結果、今後の施設計画において採用される

ごみ処理方式としては、多くの自治体において安定した実績があり、主な回収物の資源化を安

定的に行うことができること、現状の燃やせるごみを全量処理できること、将来の社会動向等

への対応がしやすいこと、エネルギー回収などにおいても対応性があること、経済性に優れて

いることが重要とされました。 

メタンガス化方式、堆肥化方式、飼料化方式は東京都の導入実績が少ないこと、主な回収物

から生成される堆肥、液肥、飼料の資源化にあたり、東村山市の地域性における需要や、品質

の確保が必要なこと、処理における選別ごみや、残さの処理が必要となるため現状の燃やせる

ごみを全量処理できないなどの課題があることを確認しました。 

また、ガス化溶融方式、固形燃料化方式、炭化方式については、東京都の導入実績が少ない

こと、これらの方式における主な回収物の資源化にあたり、需要が一般的に減少しているなど

課題があることを確認しました。 

焼却方式のストーカ式は、東京都及び全国でも最も導入実績の多いごみ処理方式であること、

主な回収物の資源化にあたり、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

事業により、安定的に回収物の有効利用ができると考えられ、現時点で信頼性が高いこと、現

状の燃やせるごみを全量処理でき、安全性・安定性に優位性がある処理方式であるとともに、

今後のごみ量の変動や、低炭素社会、循環型社会推進等に伴う将来の社会動向への対応、施設

の省エネ化やエネルギー回収においても優れたごみ処理方式であると考えられ、他の処理方式

よりも安価な傾向にあるなど、経済性に優位性があると考えられます。 

焼却方式のストーカ式は、検討会で集約された「今後の社会動向ヘの対応」「常にごみを安全

かつ安定的に処理できる施設」「低炭素社会に資する施設」「循環型社会形成に資する施設」「経

済性に優れた施設」といった目指すべき方向性のコンセプト及び方向性へも適しています。 

よって、焼却方式のストーカ式は、東村山市が採用するごみ処理方式として最も望ましいと

結論づけます。 
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 おわりに 

  

本検討会では、平成 28年 7月から平成 30年 3月まで計 13回の会議を開催し、市が策定する

ごみ処理施設整備基本方針や基本計画の前段として「ごみ処理施設のあり方」の検討を行いま

した。 

検討会では、アンケート調査等を実施し、広い世代の市民から多くの意見を取り込み検討に

生かすと共に、勉強会や近隣施設の見学会を実施し理解を深めながら、構成委員である周辺住

民、市民、学識経験者が、それぞれの立場から活発に意見を交わし、東村山市の地域特性をふ

まえた検討会としての今後のごみ処理施設の方向性をまとめました。特にごみ処理施設整備に

おける市民参加の重要性については、全体を通し議論され、施設整備の段階に合わせた市民参

加の方法・計画の検討が必要であると確認されました。 

 

検討は、単独処理及び広域処理、施設整備用地、新しいごみ処理施設の目指すべき方向性、

ごみ処理施設整備スケジュール、今後の施設計画など大きく５つの議題を柱として行いました。 

＜単独処理及び広域処理＞については、「環境的側面」「経済的側面」「社会的側面」それぞれ

の項目の検討や「実現可能性」の検討を踏まえたなかで、今回は自区内の単独処理が望ましい

と結論づけました。ただし、先の将来において次の施設のあり方を考える際には、改めて単独

処理及び広域処理に関する十分な検討を行う必要があります。 

 ＜施設整備用地＞については、施設を整備する上で必要となる面積などの検討項目に基づき

公有地及び法人所有地について議論を行ってきました。秋水園以外の用地は各項目における課

題等があることから、施設整備用地としては、現実的には秋水園が適地であると集約しました。

ただし、今後は、周辺住民へ丁寧な説明をしながら、今後の計画において十分に検討を行い、

よりよい施設をつくる必要があります。 

＜新しいごみ処理施設の目指すべき方向性＞については、施設全体のコンセプトは『社会の

動向等に合わせて、ごみを適正かつ安全に処理することで、市民が安心し、誇りを持てる「ご

み処理施設」』としました。また、「常にごみを安全かつ安定的に処理できること」、「循環型社

会形成に資すること」、「地域とともにつくり・学べること」、「低炭素社会に資すること」、「経

済性に優れていること」を目指すべき具体的な方向性としてまとめました。 

＜ごみ処理施設整備スケジュール＞については、一般的な計画スケジュールを踏まえ、施設

整備に要する期間の検討を行いました。そして、各工程を通して、東村山市みんなで進めるま

ちづくり基本条例の趣旨に則り、市民意見を伺いながら事業を進めることが必要であることを

確認しました。 

＜今後の施設計画＞については、安定的な資源化の重要性、導入実績等について検討し、こ

れらの優位性において焼却方式のストーカ式が目指すべき方向性にも適していると集約され、

東村山市が採用するごみ処理方式として望ましいと結論づけました。 

 

この最終報告書が、今後、市で策定するごみ処理施設整備基本方針や基本計画のための資料

として活用されるとともに、あり方検討会が、市民とともにつくるごみ処理施設検討の第一歩

となり、今後も広く市民参加の機会を設けて計画が進められることを望みます。 
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２８東村山市規則第５２号 

 

東村山市ごみ処理施設のあり方検討会設置規則 

 

（設置） 

第１条 東村山市のごみ処理施設のあり方について検討するため、東村山市ご

み処理施設のあり方検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 検討会は、ごみ処理の実施主体を含め、将来にわたって安定したごみ

処理を行っていくために必要なごみ処理施設のあり方について、検討を行う

ものとする。 

（組織） 

第３条 検討会は、別表に掲げる者で、市長が委嘱する委員１３人以内をもっ

て組織する。 

２ 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。 

（会長等） 

第４条 検討会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員のうちから会長が指名

する。 

３ 会長は、検討会を代表し、会務を総括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（部会） 

第５条 会長は、必要があると認めるときは、検討会に諮って部会を置くこと

ができる。 

（会議等） 

第６条 検討会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 検討会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 検討会の議事は、会長を除く出席委員の過半数をもって決し、可否同数の

ときは、会長の決するところによる。 
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（関係者の出席） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説

明又は意見を聴くことができる。 

 （謝礼） 

第８条 検討会に出席した委員及び前条の規定により出席を求められた者で、

必要があると認められるものに対しては、謝礼を支払うことができる。 

（委員の責務等） 

第９条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も、また同様とする。 

（公開） 

第１０条 検討会の会議は、公開とする。ただし、会長が会議内容により当該

会議を公開することが妥当でないと認める場合は、検討会に諮って会議の全

部又は一部を非公開とすることができる。 

２ 会長は、前項ただし書の規定により会議を非公開の扱いとするときは、そ

の理由を示さなくてはならない。 

（庶務） 

第１１条 検討会の庶務は、資源循環部施設課において処理する。 

（委任） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

 

附 則 

この規則は、平成２８年７月１日から施行する。 
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別表（第３条） 

  検討会委員 

委員区分 人数 

公募市民 ３人以内 

秋水園周辺対策協議会の推薦する者 ４人以内 

周辺自治会（秋水園周辺対策協議会を構成す

る自治会を除く。）の推薦する者 

２人以内 

学識経験者その他優れた識見を有する者 ４人以内 
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「東村山市ごみ処理施設のあり方検討会」委員名簿 

 

「東村山市ごみ処理施設のあり方検討会」は、公募市民 3 名、周辺対策協議会及び周辺自治

会からの推薦委員 6 名、学識経験者 4 名の計 13 名により構成された。 

 

委員区分 氏 名 所 属 

公募市民 

上坂 裕美（うえさか ひろみ）  

久野 稔晃（くの としあき）  

佐々木 洋子（ささき ようこ）  

秋水園周辺

対策協議会

の推薦する

者 

五野井 暎（ごのい あきら） 
秋水園周辺対策協議会会長 

（新興自治連合会会長） 

市川 忠文（いちかわ ただふみ） 
秋水園周辺対策協議会委員 

（五光自治会役員） 

肥沼 和幸（こえぬま かずゆき） 
秋水園周辺対策協議会副会長 

（秋津町中自治会長） 

諸星 伊久男（もろほし いくお） 
秋水園周辺対策協議会副会長 

（秋津町三丁目自治会長） 

周辺自治会

の推薦する

者※ 

浦田 秀人（うらた ひでと） 北秋津第九連合理事 

齋藤 隆（さいとう たかし） 前秋の庭自治会長 

学識経験者

その他優れ

た識見を有

する者 

荒井 喜久雄（あらい きくお） 
公益社団法人全国都市清掃会議技術指

導部長 

志賀 敏和（しが としかず） 

元東京都総務局理事 

元東京都三多摩地域廃棄物広域処分組

合事務局長 

白井 信雄（しらい のぶお） 
法政大学教授(サステイナビリティ研究

所専任研究員） 

安田 憲二（やすだ けんじ） 元国立環境研究所 

(※秋水園周辺対策協議会を構成する自治会を除く。) 
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用語解説（五十音順） 

 

■ア行 

 

一部事務組合 

複数の普通地方公共団体や特別区が、行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設

置する組織。東京たま広域資源循環組合も一部事務組合の一つである。 

 

一般廃棄物 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律における産業廃棄物以外の廃棄物のこと。廃棄物には、

大きく分けて「一般廃棄物」と「産業廃棄物」があり、「産業廃棄物」は、事業活動に伴って生

じた廃棄物のうち、法令で定める 20種類をいい、それ以外の廃棄物が「一般廃棄物」とされて

いる。 

 

一般廃棄物処理基本計画 

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。 

 

液肥 

液状の肥料。 

 

エコセメント 

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

されている。 

 

遠心力集じん器 

排ガスに旋回運動を与え、遠心力によって、ガスから粒子を分離捕集する装置。 

 

温室効果ガス 

地面から放射された赤外線の一部を吸収・放射することにより地表を暖める働きがあるとさ

れるもの。京都議定書では、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、ハイド

ロフルオロカーボン類（HFCs、空調機器の冷媒等に使用）、パーフルオロカーボン類（PFCs、）、

六ふっ化硫黄（SF6）を温室効果ガスとして削減の対象としている。 
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■カ行 

 

ガス化溶融炉 

焼却炉の一種で、ガス化炉と溶融炉を組み合わせたもの。ごみを前段のガス化炉により低酸

素状態で加熱することで、可燃性のガスと炭に分解し、発生したガスと炭を後段の溶融炉に投

入して、1,300℃以上の高温で燃焼、炭を溶融する。 

 

乾式法 

ごみを焼却した際に生じる有害物質を除去する方法で、排ガス中に消石灰や活性炭等の紛体

の薬剤を吹き込み、バグフィルタの濾布表面に吸着させて除去する方法。 

 

コークス 

石炭を高温で乾留して揮発分を除いた灰黒色・多孔質の固体のこと。発熱量が大きく、燃料

として利用される。 

 

固形燃料（RDF） 

ごみを主原料とする固形燃料で、家庭などから排出される厨芥類を含むごみを乾燥して水分

を除去したもの。固形燃料は、専用の装置で燃やされ、乾燥や暖房、発電などの用途に利用さ

れる。 

 

ごみ質 

ごみの物理的あるいは化学的性質の総称。ごみ質は、三成分（水分、灰分、可燃分）、単位体

積重量（見かけ比重）、元素組成比などで表される。 

 

■サ行 

 

サーマルリサイクル 

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。 

 

再使用 

使用済みになっても、その中でもう一度つかえるものはごみとして廃棄しないで再使用する

こと。リユースともいう。 

 

湿式法 

ごみを焼却した際に生じる有害物質を除去する方法で、排ガスを苛性ソーダ等の液体の薬剤

で洗煙し有害物質を除去する方法。 

 

社会的費用 

企業や個人の経済活動の結果、第三者または社会全体が負担することになる損失のこと。 
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準工業地域 

都市計画法で定められた用途地域の一つで、主として環境悪化をもたらすおそれのない工業

の利便を増進するために定められる地域のこと。 

 

循環型社会 

資源採取、生産、流通、消費、廃棄などの社会経済活動の全段階を通じて、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。 

 

循環型社会形成推進基本計画 

天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される「循環型社会」の形成に関

する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために定める国の計画。計画は、循環型社会形成に

向けた取組の中長期的な方向性や、循環型社会形成のための指標及び数値目標、各主体の連携

とそれぞれに期待される役割等にて構成されている。 

 

焼却残さ 

ごみを焼却した際に生じる灰で可燃物の灰分、不燃物・可燃物の焼え残りがある。焼却灰と

もいう。 

 

蒸気タービン 

蒸気のもつエネルギーをタービン（羽根車）と軸を介して回転エネルギーへと変換する装置。

主に、船舶、火力発電、工場の大出力原動機等に使用される。 

 

焼却灰 

ごみを焼却した際に生じる灰で可燃物の灰分、不燃物・可燃物の焼え残りがある。焼却残さ

ともいう。 

 

触媒脱硝法 

触媒層に排ガスを通すことで、触媒（バナジウム､チタン等）のもとで還元剤を添加して窒素

酸化物（NOx）を窒素（N2）に還元する方法。 

 

推進プラン‘98 

秋水園再生計画推進市民協議会が平成 10 年 3 月に作成した報告書。「脱焼却・脱 埋め立て」

などが基本理念とされた。 

 

ストーカ炉 

階段状に傾斜した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す

る方式。ごみは乾燥、燃焼、後燃焼の 3つのゾーンを経て焼却処理される。 

 

 

 

－ 用語集 - 3 －



スラグ 

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。 

 

精錬原料 

純度の高い有用金属を取り出すための原料となる物質。 

 

全連続炉 

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。 

 

■タ行 

 

ダイオキシン類 

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。 

 

炭化物 

炭素と炭素より陽性の元素（アルカリ金属・アルカリ土類金属など）との化合物の総称。 

 

厨芥類 

厨房・台所から出る野菜のくずや食べ物の残りなどのごみ。 

 

電気集じん器 

コロナ放電によって排ガス中の粒子に電荷を与え、この帯電粒子を電気力などによって分離

捕集する装置。 

 

東京たま広域資源循環組合 

多摩地域 25市 1町の自治体（組織団体）によって構成される一般廃棄物広域処分場の設置及

び管理を事業目的として設立された一部事務組合。 

 

東京都資源循環・廃棄物処理計画 

東京都環境基本計画に掲げる個別分野の主要な施策及び東京都「持続可能な資源利用」に向

けた取組方針(2015 年 3 月策定)の具体化に関する施策を定める東京都の計画。計画は、基本的

な考え方、計画目標と指標、主な施策等で構成されている。 
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東京都環境基本計画 

「東京都長期ビジョン」において示した環境政策をさらに進化・発展させ、東京 2020オリン

ピック・パラリンピック競技大会とその後を見据え、環境政策と経済成長を両立させた「世界

一の環境先進都市・東京」の将来像やこれを目指した政策展開を明らかにするための東京都の

計画。計画は、東京を取り巻く動向、東京が目指す将来像、今後の環境政策の方向性等にて構

成されている。 

 

■ナ行 

 

熱回収 

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、サーマルリサイクルともいう。 

 

燃焼制御法 

焼却炉内におけるごみの燃焼条件を整えることで窒素酸化物（NOx）発生量を低減する方法。 

 

■ハ行 

 

バイオガス 

メタン発酵において発生する、メタン、二酸化炭素を主成分とするガス。 

 

ばいじん（煤塵） 

ばい煙の一種で、すすや燃えかすの固体粒子状物質のこと。大気汚染防止法（1968）の第 2条

第 1 項第 2 号では「燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生する」もの

と定義されている。無機物質、有機物質、各種金属等が含まれ、同法では、ばいじんを排出す

る 26 種類の施設からのばいじんの排出を燃料の種類、施設の大きさに応じて規制している。燃

焼以外から発生する固体粒子は法的には「粉じん」として区別する。大気汚染防止法のばい煙

発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじんは、産業廃棄

物のひとつとして廃棄物処理法(1970)に基づき処理される。 

 

排出抑制 

ごみの排出を抑制すること。発生した廃棄物を再利用、再生利用することで排出抑制が達成

される。 

 

売電 

発電設備を持つ団体・一般企業が余剰電力を電力会社に売る卸電力販売や大口需要家向けの

小売り、一般家庭での太陽光発電の余剰電力を電力会社に売ること。 

 

発酵残さ 

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。 
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発生抑制 

ごみの発生自体を抑制すること。リデュースともいう。具体的には、使用済みになったもの

がなるべくごみとして廃棄されることが少なくなるようにものを製造・加工・販売すること、

使い捨ての製品の製造・販売等を自粛すること、ごみになるものを買わない・もらわないこと、

長く使える製品を買うことが挙げられる。 

 

発電効率 

投入したエネルギーに対して、回収（利用）できるエネルギーとの比であり、一般的に発電

出力／投入エネルギーで表される。また、熱回収率×蒸気利用率×発電システム効率で表すこ

とができる。 

 

東村山市第 4 次総合計画後期基本計画 

行政運営を総合的かつ計画的に進めるための基本となる指針を示した市の最上位計画で、平

成 28年度から平成 32 年度の 5年間を計画期間とするもの。 

 

火格子 

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。この上にごみを

供給し燃焼する。 

 

非鉄原料  

鉄以外の金属の総称。銅・鉛・亜鉛・スズ・ニッケルなどをいう。 

 

飛灰 

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。 

 

副資材 

ごみ処理工程で必要となり追加投入される資材。シャフト炉式ガス化溶融方式では、燃料と

なるコークスや、溶融物の粘度を低くするために塩基度を調整する石灰石のこと。 

 

輻射熱 

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 

 

分離液 

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。 
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■マ行 

 

マテリアルリサイクル 

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。 

 

無触媒脱硝法 

高温の排ガス中にアンモニア（NH3）やアンモニア水、尿素水等の還元剤を吹き込み、触媒を

用いないで窒素酸化物（NOx）を窒素（N2）と水（H2O）に分解除去する方法。 

 

メタル 

金属のこと。 

 

メタンガス化施設 

生ごみ等の有機性ごみを分別回収または選別してメタン発酵させ、バイオマスエネルギーと

してメタンガスを回収する施設。 

 

■ヤ行 

 

用途地域 

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）

に類別される。 

 

溶融飛灰 

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。 

 

余熱利用設備 

ごみを焼却した際に生じた熱エネルギーを利用し、蒸気や温水の発生、あるいは発電を行う

設備。蒸気・温水・電力は施設内で利用するほか、余剰分は近隣施設等に供給する場合もある。

また、余剰電力は電力会社へ売却することも可能。 

 

■ラ行 

 

リサイクル 

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 
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リデュース 

ごみの発生自体を抑制すること。具体的には、使用済みになったものがなるべくごみとして

廃棄されることが少なくなるようにものを製造・加工・販売すること、使い捨ての製品の製造・

販売等を自粛すること、ごみになるものを買わない・もらわないこと、長く使える製品を買う

ことが挙げられる。 

 

流動床炉 

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ごみを焼却する方式。ごみは撹拌、乾燥し、ガ

ス化した可燃ガスを燃焼することで処理される。 

 

ロータリーキルン 

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。 

 

ろ過式集じん機（バグフィルタ） 

ろ材を通して排ガスから粒子を分離捕集する装置。ろ過式集じん機は、単にばいじんを除去

することだけでなく、有害ガス（酸性ガス）除去を含めた排ガス処理システムの一部として使

用されている。 

 

路床材 

道路を舗装する時、地面を掘り下げ地ならしして、よくつき固める地盤を路床といい、この

路床に使用される道路用砕石。 

 

■Ａ～Ｚ 

 

HCl（塩化水素） 

塩素と水素から成る物質のことで、塩化水素と呼ばれる。常温常圧で無色透明、刺激臭のあ

る気体。 

 

NOx（窒素酸化物） 

窒素の酸化物の総称であり、一酸化窒素（NO）、二酸化窒素（NO2）、一酸化二窒素（N2O）、

三酸化二窒素（N2O3）、五酸化二窒素（N2O5）などがある。光化学スモッグの原因物質であり、

硫黄酸化物と同様に酸性雨の原因にもなっている。また、一酸化二窒素（亜酸化窒素）は、温

室効果ガスのひとつである。 

 

SOx（硫黄酸化物） 

硫黄の酸化物の総称で、三酸化二硫黄（S2O3）、二酸化硫黄（SO2）、三酸化硫黄（SO3）など

がある。ごみ処理施設では、ごみに含まれている硫黄分が燃焼により酸化し排出される。 
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■数字 

 

3R 

「リデュース（Reduce：ごみの発生抑制）」「リユース（Reuse：再使用）」「リサイクル（Recycle：

ごみの再生利用）」といった、頭文字（R）を同じくする 3つの環境政策手法の総称。 

 

3T 

完全燃焼を達成するための①高い燃焼ガス温度（Temperature）、②十分なガスの滞留時間

（Time）、③炉内での十分なガス撹拌・二次空気との混合（Turbulence）という 3 つの条件。ダ

イオキシン類は燃焼とそれに続く排ガス処理過程での不完全燃焼物から生成されるため、これ

らの条件が燃焼ガス中の未燃カーボン、炭化水素、前駆体物質としてダイオキシン類に変化し

やすいクロロベンゼンやクロロフェノール、ポリクロロビフェニル等の物質を減らすための必

要条件となる。 
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