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第3章 検討内容 

 

1. 施設規模（処理能力）の検討 

1.1 検討概要 

将来にわたって安定して適切にごみ処理を行うために、将来ごみ量の推計値等を用いて、新し

いごみ焼却施設の施設規模を検討しました。 

 

1.2 施設規模の検討方法 

施設規模の設定を行う場合、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。 

そのため、計画目標年次を定めた上で、「東村山市第 5 次一般廃棄物処理基本計画」の検討をふ

まえたごみ排出量の推計や、「東村山市災害廃棄物処理計画」の考え方を用いた災害廃棄物量の

想定を行い、新しいごみ焼却施設における焼却対象となるごみ量（計画処理量）に対する将来の施

設規模を検討しました。 

 

（1）計画目標年次の設定 

計画目標年次について、環境省の通知では、「施設の稼働予定年度の 7 年後を超えない範囲

で将来の予測の確度、施設の耐用年数、投資効率及び今後の他の廃棄物処理施設の整備計画等

を勘案して定める年度とする」と定められています。 

ごみ排出量は将来的に減少傾向にあることから、新しいごみ焼却施設の稼働開始予定年度で

ある令和 10 年度を計画目標年次としました（図 3.1.1、図 3.1.2）。 

 

 

 

図 3.1.1 ごみ排出量の実績と推計（目標予測） 
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※令和 13 年度以降の数値については、「東村山市第 5 次一般廃棄物処理基本計画」と同様の考え方で推計を延伸したもの 
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図 3.1.2 燃やせるごみ（家庭系ごみ＋事業系ごみ）の将来推計値（目標） 

 

（2）計画処理量の検討 

計画処理量は、新しいごみ焼却施設の計画目標年次に必要となる処理量のことで、日常生活

で排出される燃やせるごみと粗大ごみ等から出る可燃分に、災害廃棄物処理量を加えることで

検討しました。 

 

① 燃やせるごみ量の推計 

設定した計画目標年次（令和 10 年度）における燃やせるごみ排出量は、「東村山市第 5 次

一般廃棄物処理基本計画」の検討における計画目標を達成した場合の推計（目標予測）から家

庭系ごみ 17,566t/年、事業系ごみ 3,841t/年としました。 

 

燃やせるごみ排出量（計画値） 17,566t/年＋3,841t/年 ＝ 21,407t/年 

 
 

② 粗大ごみ等から出る可燃分の推計 

現在のごみ焼却施設に持ち込まれる粗大ごみ等から出る可燃分の実績値（10 か年：平成

22～令和元年度）のうち、最大値である平成 25 年度の 670t/年としました。 

 

粗大ごみ等から出る可燃分  670t/年 
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※令和 13 年度以降の数値については、「東村山市第 5 次一般廃棄物処理基本計画」と同様の考え方で推計を延伸したもの 
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③ 災害廃棄物処理量の推計 

災害廃棄物処理量の推計については、「東村山市災害廃棄物処理計画」に基づき推計した、

災害廃棄物発生量、避難所ごみ発生量、災害時燃やせるごみ減少量により、以下の通り算出

することで整理しました。 

 

【災害廃棄物処理量】＝災害廃棄物発生量＋避難所ごみ発生量＋燃やせるごみ減少量 

 

（ア）災害廃棄物発生量 

「東村山市災害廃棄物処理計画」における災害廃棄物処理量は、8,132t であり、これを

3 年間で処理することとして、2,711t/年としました。 

 

（イ）避難所ごみ発生量 

避難所で発生する燃やせるごみは 8.4t/日と推計されています。また、避難所の開設期

間は、阪神・淡路大震災で 6 か月、東日本大震災で 7 か月（岩手県）、9 か月（宮城県）、熊本

地震で 7 か月、西日本豪雨で 5 か月であったことから、東日本大震災（宮城県）の避難所解

消までの期間である 9 か月（273 日）をもとに 2,293t/年（8.4t/日×273 日）としまし

た。 

 

（ウ）災害時燃やせるごみ減少量 

「東村山市災害廃棄物処理計画」では、災害時の粗大ごみは平常時の 172.6％に増加す

ると推計されている一方で、災害時の燃やせるごみは平常時の 95.2％に減少すると推計

されていることから、災害時の焼却対象となる通常ごみ量（燃やせるごみ・粗大ごみ）の減

少分の想定としては以下の通りとしました。 

670t/年×（172.6％－100％）＋21,407t/年×（95.2％－100％）＝△541t/年 

 

災害廃棄物処理量 2,711t/年 ＋ 2,293t/年 ― 541t/年 ＝ 4,463t/年 

 

 

④ 計画処理量のまとめ 

計画処理量は、「燃やせるごみ」、「粗大ごみ等から出る可燃分」、「災害廃棄物処理量」を総

計し、26,540t/年で整理しました（表 3.1.1）。 

 

表 3.1.1 計画処理量（令和 10 年度） 

項目 計画処理量 

燃やせるごみ 21,407t/年 

粗大ごみ等から出る可燃分 670t/年 

災害廃棄物処理量 4,463t/年 

計 26,540t/年 
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1.3 施設規模の設定 

施設規模は、環境省の通知で示される計算式を用いることで、以下に示す通り算出されること

から、100t/日と集約しました。 

 

施設規模＝計画年間日平均処理量÷実稼働率÷調整稼働率 

＝26,540t/年÷365 日÷（280 日/365 日）÷0.96 

＝98.74t/日 ⇒ 100t/日 

 

整備規模＝計画年間日平均処理量÷実稼働率÷調整稼働率 

実稼働率：年間稼働日数 280 日÷365 日 

年間稼働日数：365 日－年間停止日数 85 日＝280 日 

年間停止日数：整備補修期間 30 日＋補修点検 15 日×2 回＋全停止期間 7 日 

＋起動に要する日数 3 日×3 回＋停止に要する日数 3 日×3 回＝85 日 

調整稼働率：96％（正常に運転される予定の日でも故障の修理、やむを得ない一時 

休止等のため処理能力が低下することを考慮した係数） 
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2. 計画ごみ質の検討 

2.1 検討概要 

新しいごみ焼却施設の設備の能力や、ごみ処理システムを設計するために必要となる計画ごみ

質について、燃やせるごみのごみ質の実績等を用いて検討しました。 

 

2.2 計画ごみ質の検討方法 

計画ごみ質では、「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）に基づき、燃やせるごみのごみ質の実績を整理し、統計的に予測することで、将来の燃

やせるごみの性質を検討しました。 

 

（1）燃やせるごみのごみ質の実績整理 

燃やせるごみのごみ質について、平成 23 年度から令和元年度における各項目の最大値、平

均値、最小値を整理しました（表 3.2.1）。 

 

表 3.2.1 ごみ質分析結果（平成 23～令和元年度）の実績値 

 

図 3.2.1 平成 23 年度から令和元年度の燃やせるごみの種類別組成（平均） 

単位 最小 平均 最大

低位発熱量 実測値 kJ/kg 5,844 8,096 10,247

三成分 水分 ％ 35.97 47.97 56.64

灰分 ％ 4.31 5.65 7.88

可燃分 ％ 37.86 46.38 56.15

t/m3 0.135 0.172 0.217

元素組成 炭素 % 43.25 45.87 48.11

水素 % 6.18 6.58 7.87

窒素 % 0.51 1.02 1.84

種類別組成 紙類 % 18.1 44.1 63.7

（乾き基準） 布類 % 2.0 8.1 16.2

合成樹脂類，ゴム・皮革類 % 10.7 16.7 25.5

木・竹・ワラ類 % 5.9 15.6 37.4

厨芥類 % 5.1 11.3 25.3

可燃物その他 % 0.3 2.5 6.0

金属類、石・ガラス類、不燃物その他 % 0.4 1.8 3.6

項目

単位体積重量

燃やせるごみの組成は、紙類が 44%と最

も多く、次に、合成樹脂類、木・竹・ワラ類

が 16%、厨芥類が 11%、布類が 8%とな

っています。 
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（2）ごみ質のデータの統計処理 

統計処理については、「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）における手法を用いることで、ごみの三成分、元素組成、単位体積重量、発

熱量を整理しました。 

 

① ごみの三成分、元素組成、単位体積重量 

計画ごみ質の三成分、元素組成、単位体積重量については、ごみ質の実績に対して、平均値

や統計処理による変動幅を反映させることで、低質ごみ、基準ごみ、高質ごみにおける数値を

整理しました。 

 

② 発熱量 

計画ごみ質の発熱量については、ごみ質の実績による換算の他、3種類の推算式によって、 

4 通りの発熱量を想定しました（表 3.2.2）。 

高質ごみの発熱量を高く設計するほど、焼却能力は大きくなりますが、付帯設備も大きくな

り、運転費等のコストも高くなることから、経済性も考慮して(c) Steuer(シュトイヤー)の式

から算出した数値を使用することとしました。 

 

表 3.2.2 各手法による新しいごみ焼却施設の発熱量 

 低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ 

(a)実績による換算 5,400 8,100 11,200 

(b)Dulong
デ ュ ロ ン

の式から算出 5,200 8,200 11,600 

(c)Steuer
シ ュ ト イ ヤ ー

の式から算出 6,100 9,100 12,600 

(d)Scheurer
シ ョ イ ア ー

-Kestner
ケ ス ト ナ ー

の式から算出 6,800 10,000 13,500 

 

2.3 計画ごみ質の設定 

計画ごみ質について、将来的なごみ質の変動等を考慮して集約しました（表 3.2.3）。 

なお、以下の値については、建設の際に最新のごみ質データ等をふまえて改めて検証するもの

とします。 
 

表 3.2.3 新しいごみ焼却施設の計画ごみ質 

 低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ 

発熱量 ごみ低位 （kJ/kg） 6,100 9,100 12,600 

三成分の 

割合 

水分  57.20% 46.39% 35.23% 

灰分  5.91% 7.40% 8.95% 

可燃分  36.89% 46.20% 55.83% 

単位体積重量  （t/m3） 0.219 0.172 0.126 

可燃分に 

おける 

元素組成 

炭素（C）  49.95% 52.80% 55.64% 

水素（H）  7.05% 7.49% 7.94% 

窒素（N）  0.57% 1.03% 1.50% 

硫黄（S）  0.02% 0.04% 0.05% 

塩素（Cl）  0.43% 0.66% 0.89% 

酸素（O）  41.98% 37.98% 33.98% 

  

単位：kJ/kg 
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3. 公害防止基準の検討 

3.1 検討概要 

新しいごみ焼却施設を整備するにあたり、秋水園周辺地域にお住まいの方々の生活環境や周辺

環境への影響、安心に配慮し、ごみ処理によって発生する排ガス、騒音、振動、悪臭、排水に関する

適切な自主規制値（国等が定めている基準値よりもさらに厳しくした基準）について検討しました。 

 

3.2 排ガスの自主規制値の検討方法 

法令等に定められている基準値等について整理、確認した上で、他自治体の状況などの観点も

ふまえ、排ガスの自主規制値について検討しました。 

ごみを焼却する際に発生する排ガスには、以下の物質が含まれています。これらには「大気汚染

防止法」、「ダイオキシン類対策特別措置法」、東京都の条例である「環境確保条例」などに基づき、

健康への影響を及ぼさないよう、法令基準値（現在のごみ焼却施設に適用）が定められています

（表 3.3.1）。 

 

表 3.3.1 現在のごみ焼却施設に適用する有害物質の法令基準値 

物質 法令基準値 

ばいじん 

[g/m3
N] 

0.15 

塩化水素 

[ppm] 
430 

硫黄酸化物 

[－] 
K 値=6.42(※1) 

窒素酸化物 

[ppm] 
250 

ダイオキシン類 

[ng-TEQ/m3
N] 

5 

水銀 

[µg/m3
N] 

50(※2) 

※1 現在のごみ焼却施設の運転条件下で、濃度換算すると約 900ppm に

なります。 

※2 平成 27 年に「大気汚染防止法」が改正されたため、新しいごみ焼却施

設に関する水銀の法令基準値は 30µg/ m3
N になります。 

  



－25－ 

3.3 排ガスの自主規制値の設定 

基本方針の考え方をふまえ、秋水園周辺地域にお住まいの方々の生活環境や周辺環境への影

響、安心に配慮し、自主規制値を設定することで集約しました（表 3.3.2）。 

また、新しいごみ焼却施設の排ガス状況については、排ガス状況表示板を設置し、自主規制値及

び測定値を表示するなど、積極的に情報を公開することとします。 

なお、東京 23 区や多摩地域周辺施設の排ガスに関する自主規制値と比較すると、東村山市の

値は最も高いレベルとなっています（表 3.3.3）。 

 

表 3.3.2 排ガスに関する自主規制値 

項目 
新しいごみ焼却施設の 

自主規制値 

新しいごみ焼却施設の 

法令基準値(※1) 

ばいじん 

[g/m3
N] 

 0.005 0.08 

塩化水素 

[ppm] 
 10   430 

硫黄酸化物 

[ppm] 
 10   K 値=6.42 

窒素酸化物 

[ppm] 
 20   250 

ダイオキシン類 

[ng-TEQ/m3
N] 

 0.01   1 

水銀 

[µg/m3
N] 

 30   30 

※1 「大気汚染防止法」や「ダイオキシン類対策特別措置法」では、一炉当たりの処理能力に

応じて、ばいじんやダイオキシン類の法令基準値が定められています。上表において

は、東村山市の新しいごみ焼却施設の施設規模は 100t/日、炉の数は 2 炉の場合の

基準値を記載しています。 
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表 3.3.3 東京 23 区・多摩地域の自主規制値 

項 目 

自主規制値 

ふじみ 

衛生組合 

西秋川 

衛生組合 
武蔵野市 

東京23区

清掃一組 

(※1) 

浅川清流 

環境組合 
立川市 

小平･村山 

･大和 

衛生組合 

東村山市 

施設使用 

開始年度 
H25年度 H26年度 H29年度 

H29年度 

(※2) 
R2年度 

R4年度 

(予定) 

R7 年度 

(予定) 

R10 年度 

(予定) 

ばいじん 

[g/m3
N] 

0.01 0.01 0.01 0.01 0.005 0.005 0.01 0.005 

塩化水素 

[ppm] 
10 30 10 10 10 10 10 10 

硫黄酸化物 

[ppm] 
10 20 10 10 10 10 10 10 

窒素酸化物 

[ppm] 
50 50 50 50 20 40 50 20 

ダイオキシン類 

[ng-TEQ/m3
N] 

0.1 0.01 0.1 0.1 0.01 0.01 0.1 0.01 

水銀 

[µg/m3
N] 

50 50 50 50 50 30 30 30 

※1 東京二十三区清掃一部事務組合における公害防止条件（大気汚染の防止）です。 

※2 令和 2 年 12 月時点で最新である杉並清掃工場の使用開始年度を記載しています。 
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3.4 騒音防止の自主規制値の検討方法 

法令等に定められている基準値等について整理、確認した上で、秋水園の地域特性等を勘案し

て検討しました。 

騒音は、国の法令である「騒音規制法」の他、「環境確保条例」に基づき、規制されており、現在の

秋水園周辺（東側、西側、南側、北側）における基準値については、「環境確保条例」にて規制されて

います（図 3.3.1）。 

秋水園は東側が秋水園グラウンド、西側が住宅地、南側が道路を挟んで住宅地、北側が柳瀬川

を挟んで住宅地となっており、秋水園及び一部の外周付近は、準工業地域となっています。東側、

南側、北側は、準工業地域の基準値が適用されますが、南側については、市立第五保育園の立地が

考慮され、東側、北側の基準値からさらに 5 デシベル厳しい基準値となっています。 

また、秋水園の西側については、東側や北側と比べて、住宅地に隣接しているため、より厳しい

基準値となっています。 

 

図 3.3.1 秋水園の東側、西側、南側、北側の状況（騒音） 

 

3.5 騒音の自主規制値の設定 

東村山市の新しいごみ焼却施設の騒音に関する検討においては、秋水園周辺の閑静な住宅地に

配慮して遮音壁や植樹による対策に加え、騒音の自主規制値を設定し、秋水園周辺地域にお住ま

いの方々の生活環境を保全する必要があります。 

したがって、敷地における最も厳しい基準である、秋水園西側の騒音基準値を、北側、東側、南

側にも適用する自主規制値を設定することで集約しました（表 3.3.4）。 

 

表 3.3.4 騒音に関する自主規制値 

 8 時から 19 時 19 時から 8 時 

東側・西側・南側・北側 50 45 
  

単位：dB 

⻄側 
(住宅地に配慮された基準値) 

08-19 時︓50dB 
19-08 時︓45dB 

北側 
(準⼯業地域の基準値) 
06-08 時︓55dB 
08-20 時︓60dB 
20-23 時︓55dB 
23-06 時︓50dB 

東側 
(準⼯業地域の基準値) 
06-08 時︓55dB 
08-20 時︓60dB 
20-23 時︓55dB 
23-06 時︓50dB 

南側 
(準⼯業地域の基準値から保育園に 

配慮し 5dB 減じた基準値) 
06-08 時︓50dB 
08-20 時︓55dB 
20-23 時︓50dB 
23-06 時︓45dB 
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3.6 振動防止の自主規制値の検討方法 

法令等に定められている基準値等について整理、確認した上で、秋水園の地域特性等を勘案し

て検討しました。 

振動は、国の法令である「振動規制法」の他、「環境確保条例」に基づき、規制されており、現在の

秋水園周辺（東側、西側、南側、北側）における基準値については、「環境確保条例」にて規制されて

います（図 3.3.2）。 

秋水園及び一部の外周付近は、準工業地域の規制値が適用されていますが、秋水園の南側につ

いては、市立第五保育園の立地が考慮され、東側、西側、北側の基準値からさらに 5 デシベル厳し

い基準値となっています。 

 

 

図 3.3.2 秋水園の東側、西側、南側、北側の状況（振動） 

 

3.7 振動の自主規制値の設定 

東村山市の新しいごみ焼却施設の振動に関する検討においても、騒音の考え方と同様、振動の

自主規制値を設定し、秋水園周辺地域にお住まいの方々の生活環境を保全する必要があります。 

したがって、敷地における最も厳しい基準である、秋水園南側の振動基準値を、東側、西側、北

側にも適用する自主規制値を設定することで集約しました（表 3.3.5）。 

 

表 3.3.5 振動に関する自主規制値 

 8 時から 20 時 20 時から 8 時 

東側・西側・南側・北側 60 55 

  

単位：dB 

⻄側 
(準⼯業地域の基準値) 
08-20 時︓65dB 
20-08 時︓60dB 

北側 
(準⼯業地域の基準値) 
08-20 時︓65dB 
20-08 時︓60dB 

東側 
(準⼯業地域の基準値) 
08-20 時︓65dB 
20-08 時︓60dB 

南側 
(準⼯業地域の基準値から保育園に 

配慮し 5dB 減じた基準値) 
08-20 時︓60dB 
20-08 時︓55dB 
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3.8 悪臭防止に関する検討方法 

法令等に定められている基準値等について整理、確認した上で、秋水園の地域特性等を勘案し

て検討しました。 

悪臭は、国の法令である「悪臭防止法」の他、「環境確保条例」に基づき、臭気指数という数値に

より規制されています。 

秋水園周辺（東側、西側、南側、北側）及び下水道へ放流している排出水における基準値につい

ては、「環境確保条例」にて基準値が定められています（表 3.3.6）。 

 

表 3.3.6 臭気指数基準値 

 
東側、西側、南側、北側 

（敷地境界） 
排出口(※1) 排出水 

基準値 12 qt＝566/Fmax 28 

※1 排出口の実高さが周辺最大建物高さの 2.5 倍以上の場合 

qt ：排出ガスの臭気排出強度（m3
N/min） 

Fmax ：単位臭気排出強度に対する地上臭気濃度の敷地外における最大値（s/m3
N） 

 

3.9 悪臭の自主規制値の設定 

新しいごみ焼却施設の悪臭に関する検討においては、「環境確保条例」の基準値と同様の値を自

主規制値と設定し、最新の悪臭対策設備を導入し、秋水園周辺地域にお住まいの方々の生活環境

を保全することで集約しました。 

 

3.10 下水道への排水に関する考え方 

現在のごみ焼却施設における排水については、施設内で再利用しており、下水道等への放流は

していません。新しいごみ焼却施設においては、可能な限り場内再利用しますが、余剰分を下水道

へ排水する場合には、「東村山市下水道条例」に基づく基準に適合する、適切な処理を行った上で

下水道へ放流することで集約しました。 
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4. 煙突高さの検討 

4.1 検討概要 

新しいごみ焼却施設の排ガスによる秋水園周辺地域にお住まいの方々の生活環境への影響や、

景観等の観点から適切な煙突高さを検討しました。 

 

4.2 煙突高さの検討方法 

煙突には、排ガスを大気へ放出し、大気拡散効果によって排ガスを拡散希釈させることで、周辺

環境への影響を低減させる役割があります。しかしながら、煙突高さや太さ等によって圧迫感を感

じることもあります。 

そのため、煙突高さの設定にあたっては、秋水園周辺地域にお住まいの方々の生活環境や景観

への影響、他事例における煙突高さなどについて整理を行い、新しいごみ焼却施設の煙突高さに

ついて検討しました。 

 

（1）排ガス拡散による生活環境への影響の整理 

① 煙突高さと排ガスの拡散との関係 

煙突高さに対して、焼却炉建物等の隣接する高い建物がある場合には、建物の背後に発生

する空気の渦に排ガスが巻き込まれて降下することがあり、これをダウンドラフト現象と呼び

ます。ダウンドラフト現象については、煙突高さを建物高さの 1.5 倍以上にすることで大きな

影響はないとされていることから、煙突及び焼却炉建物については、この影響を受けない高

さに設定していくことになります（図 3.4.1）。 

新しいごみ焼却施設の建物高さについては、他事例や、水害対策等を考慮すると、高さ約

30ｍ程度と想定されることから、ダウンドラフト現象の影響を防止するためには、少なくとも

45ｍ以上の煙突高さにすることが適切であることを確認しました。 

 

図 3.4.1 ダウンドラフト現象 
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② 生活環境への影響 

煙突から排出される排ガスの拡散による生活環境への影響がないことを前提に設定した

煙突高さ（45m、59m、100m）の違いによって、バックグラウンド濃度（一般環境の大気濃

度）と最大着地濃度を比較すると、煙突が低くなるほど付加濃度は大きくなりますが、45m、

59m、100m のいずれもバックグラウンド濃度に加わる率（割合）は微量であり、煙突高さに

よる環境影響については僅かであることを整理しました（表 3.4.1）。 

 

表 3.4.1 煙突高さ（45m・59m・100m）における環境影響予測（年平均値） 

予測項目 煙突高さ 
バックグラウンド濃度 

（※1）① 
新しいごみ焼却施設によ

る付加濃度 ② 
付加率 

③=②/(①+②)×100 

二酸化硫黄 

（排出源：10ppm） 

45m 

0.001 

約 0.000041 3.9% 

59m 約 0.000040 3.8％ 

100m 約 0.000025 2.4％ 

浮遊粒子状物質 

（排出源：10mg/m3） 

45m 

0.017 

約 0.000041 0.2％ 

59m 約 0.000040 0.2％ 

100m 約 0.000025 0.1％ 

二酸化窒素 

（排出源：20ppm） 

45m 

0.011 

約 0.000082 0.7% 

59m 約 0.000080 0.7％ 

100m 約 0.000050 0.5％ 

塩化水素 

（排出源：10ppm） 

45m 

0.001～0.002 

約 0.000041 2.0～3.9％ 

59m 約 0.000040 2.0～3.8％ 

100m 約 0.000025 1.2～2.4％ 

ダイオキシン類 

（10pg-TEQ/m3） 

45m 

0.019～0.020 

約 0.000041 0.2% 

59m 約 0.000040 0.2% 

100m 約 0.000025 0.1％ 

①バックグラウンド濃度：一般環境の大気濃度、施設が整備される前（現状）の値 

②新しいごみ焼却施設による付加濃度：施設を整備した場合に、バックグラウンド濃度に付加される最大濃度 

③付加率：将来濃度に対する付加濃度の割合 

※1 バックグラウンド濃度の参照元 

二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、二酸化窒素：東京都一般環境大気測定局（一般局）の清瀬市上清戸の測定値を参考に設定 

塩化水素：近隣市事例の現地調査結果を参考に設定 

ダイオキシン類：東京都内における環境中のダイオキシン類調査結果の清瀬市下宿における測定値を参考に設定 
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（2）景観による影響 

① 景観の比較 

煙突を高く設定しすぎると圧迫感のある目立った存在となり、建物とのバランスも悪くなり

ます。現状の秋水園にあるごみ焼却施設の煙突高さは 59m であり、仮に 45m 及び 100m

とした場合の参考画像を比較することで、景観について整理しました（図 3.4.2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.2 現在の秋水園の煙突との比較（仮想 45m・現状 59m・仮想 100m） 

リサイクル 
センター 

ごみ焼却処理施設 
（既設） 

視点①(南側より)

視点② 
(東側より) 

視点② 
（東側より） 

視点① 
（南側より） 
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② 航空障害灯等を設置する必要がある条件の整理 

航空機の航行の障害となる高い煙突や建物などに対しては、航空機から視認し易くするた

めに夜間は灯火の設置（航空障害灯）、昼間は塗色（昼間障害標識）などが義務付けられてい

ます。ただし、現在の秋水園で稼働している焼却炉のような 60m 未満の煙突や建物につい

てはこれらの設置義務はありません。煙突高さを 60m 以上にした場合には、航空障害灯や昼

間障害標識を設置する必要があるため、特に夜間に関しては秋水園周辺地域にお住まいの

方々への影響にも考慮する必要があることを整理しました。 

 

（3）他事例における煙突高さ 

東京都多摩地域及び埼玉県近隣地域における焼却施設（今後稼働する施設を含む）について、

施設規模と煙突高さの関係を整理しました（図 3.4.3）。 

この資料について、東村山市の新しいごみ焼却施設の想定施設規模（100t/日）をふまえて、

150t/日未満の施設規模事例に着目すると、59m の煙突を整備している事例が 7 事例中、6

事例と多くなっていることが分かります。 

※一部点の重なりあり（施設規模 120t/日・煙突高さ 59ｍが 2 事例） 
※令和 3 年 3 月時点で公開されている情報により作成 

図 3.4.3 施設規模（300t/日未満）と煙突高さの関係 

 

（4）経済性の比較 

煙突は、鉄筋コンクリート製の基礎および外筒、金属製の内筒から構成され、外筒の直径は高

さの 1/10 程度であるのが一般的です。 

類似事例の実績等から、煙突高さごとの概算工事費を整理しました（表 3.4.2）。 

また、維持管理費についても一般的に煙突高さが高いほど大きくなる傾向にあります。 
 

表 3.4.2 煙突高さと概算工事費の比較 

煙突高さ 45m 59m 100m 

① 煙突の直径（m） 4.5 6 10 

② 煙突の側面積（m2） 640 1,100 3,100 

③ 概算工事費（億円） ※ 約 2.0 約 2.7 約 5.0 

※他事例における煙突工事の工事費を参考に想定  
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4.3 煙突高さの設定 

煙突高さの 3 分類（①45m、②59m、③100m）について、煙突高さの違いによる影響等を整

理しました（表 3.4.3）。 

生活環境への影響としては、バックグラウンド濃度へ新しいごみ焼却施設の整備により付加され

る濃度について、煙突高さごとに比較した結果、煙突高さが低くなるほど付加濃度は高くなります

が、いずれも生活環境への影響は僅かであることを確認しました。また、ダウンドラフト現象の影響

を防止する観点から、新しい建物の想定高さを約 30m とした場合、煙突高さ 45m 以上が必要

であることを確認しました。 

景観への影響及び建設コストとしては、煙突高さが低い方が圧迫感など景観への影響は小さく、

煙突の概算工事費も安くなることを確認しました。 

「航空法」への対応としては、60m 以上の高さは航空障害灯や昼間障害標識の設置が必要とな

ることを確認しました。 

他自治体の採用事例では、「航空法」への対応の有無が考慮されているため同規模事例におい

ては、規制のかからない高さの最大である 59m の煙突の採用事例が多くなっていることを確認

しました。 

これらの項目をふまえて検討した結果、新しいごみ焼却施設の煙突高さは、59m が適切である

と集約しました。 

 

表 3.4.3 煙突高さによる影響等の整理 

煙突高さ 
① 

45m 
② 

59m 
③ 

100m 

生活環境への影響 影響は小さい 影響は小さい 影響は小さい 

景観への影響 圧迫感 小 圧迫感 中 圧迫感 大 

航空障害灯の設置 不要 不要 要 

昼間障害標識の設置 不要 不要 
要 

（※1） 

概算工事費（億円） 約 2.0 約 2.7 約 5.0 

他自治体の
採用事例 
（※2） 

150t/日以上 

11 事例 
1 事例 0 事例 10 事例 

150t/日未満 

7 事例 
0 事例 6 事例 1 事例 

※1 煙突幅が煙突高さの 10 分の 1 以下の場合は、中高度白色航空障害灯を設置し、日中点灯することで、昼間障害標識（赤色塗

料）を省略可能 

※2 令和 3 年 3 月時点で公開されている情報により作成 
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5. 炉構成（炉数）・ごみピット容量の検討 

5.1 検討概要 

新しいごみ焼却施設では、施設規模 100t/日、周辺環境に配慮した自主規制値と設定したこと

をふまえ、補修点検や災害発生時においても、安全・安定的に処理が継続できる炉構成（炉数）・ご

みピット容量を検討しました。 

 

5.2 炉構成（炉数）の検討方法 

炉構成については、施設を建設する敷地面積の大きさや、年間のごみ処理量などをふまえ、安

定的なごみ燃焼を行うことができる炉の数を設定する必要があります。 

焼却炉を 1 炉構成とした場合、補修工事中や不測の事態が生じた際に焼却処理ができなくなる

ことから、秋水園に搬入される燃やせるごみを安定して燃焼処理していくためには複数の焼却炉

を設けることが望ましいと考えられます。 

環境省の通知においても、「ごみ焼却施設の焼却炉の数については原則として、2 炉又は 3 炉と

し、炉の補修点検時の対応、経済性等に関する検討を十分に行い検討すること」とされており、本

検討においても、新しいごみ焼却施設の施設規模をふまえて、2 炉構成と 3 炉構成について比較

検討しました。 

 

5.3 炉構成（炉数）の設定 

2 炉構成のメリットとしては、3炉構成と比べると機器点数が少ないため、施設全体の面積が小

さくなることや、建設費用や維持管理費が安価になること、1 炉当たりの規模が大きくなることに

より燃焼が安定することなどがあります。 

一方、3 炉構成のメリットは、補修点検時や故障の際に柔軟な対応が可能ですが、200t/日以下

の施設規模の施設での採用は僅かで、比較的規模の小さい焼却施設では、安定した燃焼の支障と

なることがあります。 

新しいごみ焼却施設の施設規模を 100t/日と設定していることから、炉構成は 2 炉構成が適

切であると集約しました。 
 

表 3.5.1  2 炉構成と 3 炉構成の比較 

 2炉構成 3炉構成 

必要敷地面積 
○機器点数が少なく、施設全体面積

は小さい。 

△機器点数が多く、施設全体面積は

大きい。 

建設費用 ○機器点数が少なく、安価である。 △機器点数が多く、高価である。 

安定燃焼 
○1炉当たりの規模が大きくなるた

め、安定した燃焼が可能である。 

△1炉当たりの規模が小さくなるた

め、安定した燃焼が難しい。 

補修点検や 

故障時の対応 
△対応方法の柔軟性に劣る。 ○対応方法の柔軟性に優れる。 

運転・維持補修費用 ○機器点数が少なく、安価である。 △機器点数が多く、高価である。 

運転員の人員数 ○運転員が少ない。 △運転員が多い。 

〇：メリット、△：デメリット 
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5.4 ごみピット容量の検討方法 

ごみピットは、搬入ごみを一時貯留して、搬入ごみ量や焼却処理量の変動に対応する役割をもち、

焼却炉の補修工事期間に搬入ごみをストックし調整することや、震災や水害の発生などによる災

害廃棄物の搬入の対策なども勘案し、一定の余裕を備えた貯留日数を設定する必要があります。 

貯留日数については、先の環境省の通知においても、安定的なごみ処理のために一定の余裕分

をもつことが必要であるとされています。 

以上のことをふまえて、ごみピット容量は、焼却炉 1 炉当たりの年間最大補修点検日数（焼却炉

停止日数 30 日）をもとにした以下の算出式に基づき、施設規模の 7 日分の容量として検討しま

した。 

 

【必要日数の算出式】 

（26,540t/年 ÷ 365 日/年 － 50t/日 × 1 炉） × 30 日/回 ÷ 100t/日 ≒ 7 日分 

 

 

 

5.5 ごみピット容量の設定 

施設規模の 7 日分の容量を確保できるごみピット容量については、計画ごみ質（基準ごみ）の単

位体積重量を用いて、以下の算出式に基づき、約 4,000 m3 と集約しました。 

 

【ごみピット容量の算出式】 

100 t/日 ÷ 0.172 t/m3 × 7 日 ＝ 4,070 m3 ⇒ 4,000 m3 

 

 

  

日平均処理量 1 炉当たりの規模 焼却炉停止日数 

施設規模 単位体積重量 貯留日数 

施設規模 
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6. 排ガス処理設備等の検討 

6.1 検討概要 

本検討会で設定した厳しい自主規制値を遵守することができる性能を有した設備を導入するた

め、排ガス処理設備、灰出し設備、排水、臭気対策に係る設備について検討しました。 

 

6.2 排ガス処理設備の検討方法 

排ガス処理設備は、法令基準値はもとより、先に設定した自主規制値を遵守できる性能を有す

る設備を導入する必要があります。排ガスに含まれるばいじん、塩化水素等、物質の性質に応じた

除去設備を導入する必要があるため、それぞれ適切な設備を検討しました。 

 

6.3 排ガス処理設備の設定 

（1）想定する排ガス処理フロー 

ごみ焼却で発生し集められた排ガスの処理の概要としては、酸性ガス除去設備、ダイオキシン

類・水銀除去設備、ろ過式集じん器（バグフィルタ）、NOx 除去設備による処理を経て、煙突から

排出する工程となり、新しいごみ焼却施設の自主規制値を遵守するための仕様として、現在の

焼却施設の処理フローと比べてダイオキシン・水銀除去設備及び触媒脱硝装置を追加する処理

システムを想定しました（図 3.6.1）。 

 

図 3.6.1 想定する排ガス処理フロー 

  

NOx 除去設備 
活
性
炭 

 

煙突 

排ガス 

再加熱装置 
ばいじん除去設備 

ろ過式集じん器 

（バグフィルタ） 

還
元
剤 

【新規追加】 

触媒 

脱硝装置 

ダイオキシン類・水銀除去設備 

【新規追加】 

ア
ル
カ
リ
剤 

酸性ガス除去設備 

焼却設備 

ボイラ 
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（2）主な排ガス処理設備等 

① 酸性ガス除去設備 

ごみ焼却における酸性ガス除去設備の主な方式としては、乾式法と湿式法があり、現在の

焼却施設では、乾式法による処理を行っています。 

設定した新しいごみ焼却施設の自主規制値の遵守にあたっては、技術的にはいずれの方式

によっても達成が可能でありますが、安全・安定的な処理の観点、エネルギー回収の効率性、

採用実績をふまえ、「乾式酸性ガス除去設備」が適切であると集約しました。 

 

② ダイオキシン類除去設備 

ダイオキシン類除去設備の主な方式としては低温ろ過式集じん器法、活性炭吹込みろ過式

集じん器法、活性炭充填塔法、触媒分解法があります。 

現在のごみ焼却施設では、ろ過式集じん器と運転管理による処理を行っています。 

新しいごみ焼却施設においては、ろ過式集じん器の前段にさらに活性炭吹込み設備を備え

た「活性炭吹込みろ過式集じん器」が適切であると集約しました。また、NOx 除去設備で設定

する「触媒脱硝装置」では、触媒反応によりダイオキシン類を除去する性能も有することから、

ダイオキシン類対策については複合的な処理となります。 

 

③ 水銀除去設備 

水銀除去の方式としては低温ろ過式集じん器法、活性炭吹込みろ過式集じん器法、活性炭

充填塔法があり、一般的にはダイオキシン類除去設備と共通の設備が用いられます。水銀につ

いては、水銀含有製品のごみ混入を防止する啓発をしていくことが大切ですが、不慮の搬入

による一時的な濃度上昇に備えて、活性炭の供給量を調整できる供給装置等の導入も必要と

考えます。 

本検討においては、ダイオキシン類除去設備と共通の「活性炭吹込みろ過式集じん器」が適

切であると集約しました。 

 

④ ばいじん除去設備 

ばいじん除去の方式では、ろ過式集じん器、電気集じん器などがあります。 

ろ過式集じん器は大部分のごみ焼却施設で採用されている方式であり、現在のごみ焼却施

設でも、ろ過式集じん器による処理を行っています。 

本検討においては、除去性能や採用実績をふまえて、「ろ過式集じん器」が適切であると集

約しました。 

 

⑤ NOx除去設備 

NOx 除去設備の主な方式は、燃焼制御法、無触媒脱硝法、触媒脱硝法があり、現在のごみ

焼却施設では、燃焼制御法による処理を行っています。 

触媒脱硝法は、3 つの方式の中で最も高い除去効率が期待でき、自主規制値（窒素酸化物：

20ppm 以下）を遵守することができる方式となります。また触媒脱硝法の処理工程におい

て、脱硝効果を高めるために行う排ガスの加熱が、白煙防止装置と同様の働きをするため、

白煙防止の観点からも効果のある方式です。 

以上のことから、除去性能等をふまえて、「触媒脱硝装置」が適切であると集約しました。 
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⑥ 白煙防止対策について 

ごみ焼却に伴う排ガス中に含まれる水分が煙突から排出された後、大気に冷やされて凝結

した水蒸気が、白く見える煙（白煙）として観察されることがありますが環境への影響はあり

ません。 

東村山市の場合は、NOx 除去設備で設定する触媒脱硝法の処理工程における排ガスの再

加熱により、白煙防止と同様の効果が見込まれます。現在のごみ焼却施設の煙突から見える

白煙と比べると大幅に改善され、冬場には白煙がごくたまに見える程度になると考えられま

す。 

 

（3）排ガス処理設備のまとめ 

本検討で集約した排ガス処理設備をまとめると、以下に示す通りとなります（表 3.6.1）。 

 

表 3.6.1 排ガス処理設備のまとめ 

主な処理設備 除去設備 除去対象物 

酸性ガス除去設備 乾式酸性ガス除去設備 塩化水素、硫黄酸化物（SOx） 

ダイオキシン類除去設備 活性炭吹込みろ過式集じん器＋触媒脱硝装置 ダイオキシン類 

水銀除去設備 活性炭吹込みろ過式集じん器 水銀 

ばいじん除去設備 ろ過式集じん器 ばいじん 

NOx 除去設備 触媒脱硝装置 窒素酸化物（NOx） 

 

6.4 その他の設備等の考え方 
 
（1）灰出し設備 

焼却残さ（主灰、飛灰）とは、焼却炉の下部から排出される主灰及び排ガスとともに排出され、

ろ過式集じん器等で補足される飛灰であり、焼却後、灰中に混入している金属類や大きな塊は、

ふるいや磁石により取り除き処理施設へ搬出されます。 

東村山市から出る焼却残さは、東京たま広域資源循環組合のエコセメント化施設へ搬入され、

エコセメント化による資源化を図っています。新しいごみ焼却施設においても、引き続き、エコセ

メント化施設の受け入れ基準に適合できる灰処理設備を設置することで集約しました。 

 

（2）排水 

プラント系排水は、凝集沈殿方式等の排水処理を行った後、可能な限り場内再利用し、余剰分

は公共下水道へ排水する計画とすることで集約しました。 

 

（3）臭気対策 

ごみピットは気密構造とするとともに、ごみ搬入車両が入退出するプラットホームの出入口に

は扉及びエアカーテンを設けるなど、外部への臭気の漏洩を防止します。また焼却炉稼働時は、

ごみピット内及びプラットホーム内の臭気は燃焼用空気として吸引し処理する方法や、全炉停止

時には吸引できないためごみピット内及びプラットホーム内の臭気を処理する活性炭吸着脱臭

装置を設置する方法などにより、対策を講じるものとすることで集約しました。  
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7. 生活環境影響調査項目の検討 

7.1 検討概要 

新しいごみ焼却施設を整備するにあたり、建設工事中や実際に施設が稼働する際に、周辺環境

に与える影響をあらかじめ予測することで、必要な対策を講じることができます。 

本検討では、周辺環境を保全するために必要な調査項目を検討しました。 

 

7.2 生活環境影響調査項目の検討方法 

ごみ焼却施設を建設する場合、周辺環境を保全するために、排ガスや、騒音、振動、悪臭などの

公害への対策を検討する必要があることから、生活環境影響調査に係る法令等の整理を行い、東

村山市が建設する新しいごみ焼却施設が対象となる項目を確認しました。その後、法令で定められ

た項目に加え、立地環境等を勘案して自主的に設定する項目を検討しました。 

生活環境影響調査と環境アセスメント制度は、対象要件が定められています（表 3.7.1）。 

生活環境影響調査は、国が定めた「廃棄物処理法」に規定され、処理能力 200kg/時以上、又は

火格子面積 2m2 以上の清掃工場（焼却施設）で実施が義務付けられているため、新しいごみ焼却

施設は生活環境影響調査の対象です。 

また、環境アセスメント制度は、国が定めた「環境影響評価法」に規定された制度、東京都が定め

た「東京都環境影響評価条例」に規定された制度の 2 種類があります。 

国の「環境影響評価法」においては、廃棄物最終処分場は規模に応じて対象となりますが、焼却

施設は対象外です。また、東京都の「東京都環境影響評価条例」においては、処理能力 200t/日以

上の施設が対象であり、新しいごみ焼却施設（100t/日）は対象外です。 

 

表 3.7.1 生活環境影響調査と環境アセスメント制度の対象要件 

対象事業 
生活環境影響調査 環境アセスメント制度 

廃棄物処理法 環境影響評価法 東京都環境影響評価条例 

焼却施設 
処理能力 200kg/時以上、 
又は火格子面積 2m2 以上 

⇒新しいごみ焼却施設は対象 
対象外 

処理能力 200t/日以上 
⇒新しいごみ焼却施設は 

対象外 

 

7.3 生活環境影響調査項目の設定 

東村山市の調査項目の選定は、周辺環境に配慮する観点から、「廃棄物処理法」に基づく生活環

境影響調査の標準的な項目（表中記号：☆）に限らず、「東京都環境影響評価条例」に基づく標準的

な項目（表中記号：★）、立地環境等に合わせた項目（表中記号：◇）を追加し、調査項目として選定

することで集約しました（表 3.7.2）。 

なお、新しいごみ焼却施設の整備に伴い発生する環境に影響を及ぼすおそれのある要因として

は、工事中に生じる要因と、稼働中に生じる要因の 2 つに分類することができます。工事中の影響

要因としては、施設の建設、建設機械の稼働、工事用車両の走行等があり、稼働中の影響要因とし

ては、施設の存在、施設の稼働、ごみ収集車両等の走行等があります。 
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表 3.7.2 東村山市の新しいごみ焼却施設における調査項目 

「東京都環境影響評価条例」 

の項目※1 

国の規定：対象 

生活環境影響調査 

の標準的な項目※2 

東京都の規定：対象外 

東京都環境影響評価条例 

の標準的な項目※3 

その他 

立地環境等に合わせた 

追加項目 

東村山市 

新しいごみ焼却施設における調査項目 

工事中 稼働中 工事中 稼働中 工事中 稼働中 工事中 稼働中 「☆」「★」の項目で選定しない理由 

大気汚染 

二酸化硫黄  ☆  ★    ●  

浮遊粒子状物質  ☆ ★ ★   ● ●  

二酸化窒素  ☆ ★ ★   ● ●  

ダイオキシン類  ☆  ★    ●  

塩化水素  ☆  ★    ●  

粉じん   ★※4    －  

工事中:対象事業に解体工事は含まれず、かつ大規模な造

成等による建設機械の稼働及び工事用車両の走行に伴う

粉じんの影響が懸念されないため。 

その他必要な項目  ☆※4  ★※4  
◇ 

（水銀） 
 

● 

（水銀） 

 

悪臭  ☆  ★    ●  

騒音・振動 

騒音  ☆ ★ ★   ● ●  

振動  ☆ ★ ★   ● ●  

低周波音      ◇  ●  

水質汚濁  ☆※5 ★    － － 

稼働中：排水は可能な限り場内再利用し、余剰分は公共下

水道へ排水する計画であるため。 

工事中：建設工事で発生する排水は、下水排除基準に適合

するように処理した後、公共下水道へ排出するため。 

土壌汚染   ★    －  工事中：土壌汚染対策法の手続きで実施するため。 

地盤   ★    ●   

地形・地質   ★    －  

工事中：計画地に隣接する自然斜面や法面は存在せず、本

工事が土地の安定性に影響を及ぼすことはないと考えら

れるため。 

水循環     ◇ ◇ ● ●  

生物・生態系      ◇※6  ●※6  

日影    ★    ●  

電波障害    ★    ●  

風環境          

景観    ★    ●  

史跡・文化財          

自然との触れ合い活動の場          

廃棄物   ★ ★   ● ●  

温室効果ガス    ★    ●  

☆：生活環境影響調査の標準項目、★：「東京都環境影響評価条例」に基づく標準的な項目、◇：立地環境に合わせて追加する項目、●：東村山市の調査項目、－：「☆」「★」の項目で選定しない項目 

※1 「東京都環境影響評価条例」施行規則 第 6 条 に掲げられている環境影響評価の項目。大気汚染および騒音・振動には、検討を要すると考えられる小項目を記載。 

※2 「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（環境省）で、焼却施設の標準的なものとして示される生活環境影響調査項目。 

※3 「東京都環境影響評価技術指針関係資料集」（東京都環境局）で、廃棄物処理施設の設置又は変更に係る標準的なものとして示される環境影響評価の項目。 

※4 影響が想定される場合には当該項目を選定。   ※5 施設排水を下水道へ放流するなど、公共用水域への排出を行わない場合などは対象外。   ※6 緑の質・量に関する項目を実施。 
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8. 防災機能の検討 

8.1 検討概要 

災害時においても、ごみ処理を継続できる強靭性を確保するために、立地状況をふまえた災害

規模を想定した上で、施設において必要となる機能等を整理しました。また、廃棄物発電等による

自立分散型のエネルギー供給を活かした地域の防災支援機能について検討しました。 

 

8.2 防災機能の検討方法 

ごみ焼却施設は、災害時においても、市内の家庭から出るごみ処理を継続するとともに、災害に

よって発生する廃棄物についても迅速に処理することで、地域の復旧活動を支える重要な役割を

担っています。 

そのため、安全で安定的な処理を継続するための強靭性を備える施設として、地震対策、浸水対

策、自立起動・継続運転の対策について検討するとともに、ごみ焼却施設が有する機能を活かした

地域の防災活動を支援できる拠点としての機能について検討しました。 

 

 

図 3.8.1 新しいごみ焼却施設の防災機能のイメージ 

 

8.3 施設の強靭性の検討 

（1）地震対策 

東村山市は「東村山市地域防災計画」において、東京都が想定した地震のうち東村山市への影

響が最も大きい「多摩直下地震」が発生した際には、震度 6 弱から 6 強の揺れが予測されてい

ます。 

新しいごみ焼却施設においては、国が定めた「官庁施設の総合耐震計画基準」に準じ、震度 7

相当の地震に被災しても建屋や設備の機能確保が図られること（表 3.8.1）や、感震器による焼

却炉の自動停止設定を行うことで、安全・安定的にごみ処理が継続できる施設とすることで集

約しました。 
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表 3.8.1 耐震安全性の目標 

部位 分類 耐震安全性の目標 

建築物の構造体 

（柱、梁、基礎等） 
Ⅱ 

大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できること

を目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が図られるものとする。 

建築非構造部材 

（外壁、天井等） 
Ａ 

大地震動後、災害応急対策活動や被災者の受け入れの円滑な実施、又は危

険物の管理のうえで、支障となる非構造部材の損傷、移動等が発生しないこ

とを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。 

建築設備 甲 

大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られているととも

に、大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できること

を目標とする。 

（出典：国土交通省「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」、東京都財務局「構造設計指針」を基に作成。） 

 

  

 

（出典：東村山市「東村山市地域防災計画」、東京都防災会議「首都直下地震等による東京の被害想定」を基に作成。） 

図 3.8.2 震度予測図（多摩直下地震） 
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（2）浸水対策 

秋水園の新しいごみ焼却施設の建設が想定される区域の水害について、東村山市洪水ハザー

ドマップから、最大 2.0m の浸水が予想されています。 

新しいごみ焼却施設においては、施設内部に水が浸入し主要な設備が使用できなくなること

がないように、施設内や主要設備への浸水対策を講じることで、想定される大規模水害が発生

したとしても施設の稼働に影響が出ず、安全で安定的なごみ処理が継続できる施設とすること

で集約しました（表 3.8.2、図 3.8.3）。 

 

表 3.8.2 浸水対策 

施設内への 

浸水対策 

・ランプウェイを設置し、施設を高く設定することで、プラットホームを浸水水位

以上の高さとし、ごみピット内への浸水を防ぐ。 

・浸水水位より低い箇所の対策として、開口部を防水扉とし、施設内の浸水を

防止する。 

主要設備の 

浸水対策 

・電気室、中央制御室、非常用発電機など主要な機器及び制御盤・電動機は浸

水水位以上の高さに設置する。 

 

図 3.8.3 浸水対策のイメージ 

（出典：環境省「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル」を基に作成。） 

  

浸水水位より

高く設定 

中央制御室や電気室など

の主要な設備 

浸水水位より

低い箇所は、 

防水扉を設置 

ランプウェイを設置 
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図 3.8.4 東村山市洪水ハザードマップ 

（出典：東村山市「東村山市洪水ハザードマップ」を基に作成。） 

 

新しいごみ焼却施設の 
想定建設範囲 
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（3）自立起動・継続運転の対策 

震災等発生後にごみの焼却を継続するためには、発災後、感震器により自動停止させた焼却

炉を再度立ち上げる電力、排ガスの冷却やボイラを運転するための用水、排ガス処理に必要と

なる薬剤等（消石灰・活性炭等）を確保することが必要となります。 

しかし、発電所や水道施設の被災等による外部電力供給の遮断や断水が発生したり、道路の

通行止めにより薬剤搬入が困難になったりするなど、施設稼働への影響が想定されます。 

そのため、新しいごみ焼却施設においては、電源、燃料、用水、薬剤等を確保するための対策

を講じることで、災害時においても安全・安定的にごみ処理を継続できる施設とすることで集約

しました（表 3.8.3）。 

 

表 3.8.3 自立起動・継続運転の対策 

電源の確保 

外部電力が遮断された場合でも、施設を再起動し、発電した電力を使用した自

立運転に移行させることができるよう、１炉立ち上げることができる非常用発電

機を設置する。 

燃料の確保 
非常用発電機の駆動や、立ち上げに必要な容量の燃料を備蓄することで確保す

る。 

用水の確保 

現在の施設では、施設の稼働に必要な用水はすべて井戸水を使用しており、井

戸水は水道断水時にも使用可能であるため、新しいごみ焼却施設においても、

井戸水を確保する。 

薬剤等の確保 
排ガスを処理するために必要となる消石灰や活性炭などの薬剤等について、供

給が滞った場合もごみ焼却を継続できるよう、1週間程度の量を確保する。 

 

 

8.4 防災拠点・支援機能の方向性 

東日本大震災の発生以降、防災に対する社会的関心の高まりから、強靭な施設を有し、エネルギ

ーを作り出すことができるごみ焼却施設は、従来のごみを適切に処理する施設としての機能だけ

ではなく、災害時の防災拠点として防災活動を支援する機能が求められています。 

また、秋津町市民アンケートの結果として、新しいごみ焼却施設に備えるべき防災機能として

「一時避難所として利用できる機能」、「備蓄倉庫（食料、生活用品など）の設置」、また、ごみ焼却に

伴う熱の利用方法として「災害時の防災機能を維持するための利用」が適切であるといった意見

が多く、防災活動を支援する機能を望まれる傾向があることを確認しました。 

そのため、新しいごみ焼却施設においては、災害時に外部電源が遮断されたり、水道水の供給

等が途絶えたりする可能性をふまえて、秋水園周辺地域にお住まいの方々へのライフライン（電

気・水）の提供、避難施設としての利用、備蓄倉庫等、東村山市の状況に合った防災活動の支援策

を検討していくことで集約しました。 
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9. ごみ焼却に伴う熱利用の検討 

9.1 検討概要 

新しいごみ焼却施設でごみ処理する際に発生する熱について、東村山市が将来にわたって有効

に活用するために、環境負荷の少ない循環型社会の実現への寄与や、災害時における防災機能の

維持に関する観点から、東村山市の現状に適した熱利用の方向性を検討しました。 

 

9.2 熱利用の検討方法 

ごみ焼却施設は、ごみを燃やすことで大量の熱を発生させます。この熱を無駄なく有効に利用

することは、石油・石炭などの化石燃料の使用量を削減することに繋がり、地球温暖化の原因であ

る二酸化炭素の削減にも寄与することになることから、国においては、焼却処理するごみから回収

したエネルギーを積極的に利活用することが求められています。 

新しいごみ焼却施設の熱利用では、まず、熱の利用形態についての特徴や東村山市における活

用方法について整理しました。そして、東村山市が策定している計画や秋津町市民アンケートの結

果から整理した検討の視点をふまえ、東村山市の現状に適した熱利用の方向性を検討しました。 

 
（出典：環境省「廃棄物エネルギー利用高度化マニュアル」） 

図 3.9.1 地域のエネルギーセンターとしてのごみ焼却施設イメージ 

 

 

（1）一般的な熱の利用形態の整理 

ごみ焼却施設から発生する熱の主な利用形態は、電気（廃棄物発電）や蒸気、温水があり、そ

れらの主な利用方法や、汎用性、熱回収効率を整理しました（表 3.9.1）。 

なお、熱の回収・利用イメージについては、まず、熱は蒸気として回収され、使用用途に応じて、

電気や温水などの形態にして利用することができます（図 3.9.2）。 
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表 3.9.1 熱の利用形態の特徴 

種類 主な利用方法 汎用性 熱回収効率 

電気 

・自家発電・自家消費 

・自営線や自己託送による 

周辺施設への電気供給 

・売電 

汎用性・輸送効率が高

く、利用用途が非常に幅

広い。 

◎ 
蒸気に比べて熱回収効

率は劣る。 
△ 

蒸気 

・自家利用 

・自営熱配管による周辺施設

への供給 

比較的広い用途に利用

できる。 
○ 

熱回収効率は比較的高

い。 
○ 

温水 

・自家利用 

・自営熱配管による周辺施設

への供給 

輸送効率に劣り、給湯な

ど利用用途が限られる。 
△ 

他と比較して、熱回収効

率が最も高い。 
◎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.9.2 熱利用のイメージ 
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（2）東村山市における電気、蒸気、温水の活用方法の整理 

新しいごみ焼却施設の熱を利用して発生する電気、蒸気、温水について、想定される主な活用

方法を整理しました（表 3.9.2）。 

 

表 3.9.2 東村山市における熱の主な活用方法 

種類 主な活用方法 特徴 

電気 

①自家消費・自家発電 

発電した施設（敷地内）にて、電気を消費します。施設内での消費

電力を削減すれば送電電力が大きくなります。 

地産エネルギーの

有効活用が可能 

②自営線による周辺施設への電気供給 

自治体が独自に送配電線を整備して、近隣の公共施設に電気を供

給します。自治体で維持管理する必要はありますが、電力事業者

の送配電系統での停電の影響を回避できます。 

③自己託送による離れた施設への電気供給 

電力事業者の送配電線を利用して、離れた公共施設に電気を供給

できますが、送電には電力事業者との契約が必要となります。 

④売電 

電力事業者へ電気を売ります。 

売電価格の変動に

注視が必要 

蒸気 

温水 

①自家消費 

発生した施設にて、蒸気や温水を利用します。エネルギーロスは小

さいですが、場内給湯など使用用途が限られます。 地産エネルギー 

の有効活用が可能

だが、使用用途が

制限 
②自営熱配管による周辺施設への供給 

自治体が熱供給管を整備して、近隣の公共施設等で熱を利用しま

す。供給先が遠くなるとエネルギーロスが大きくなり、効率が悪く

なります。 
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（3）ごみ焼却に伴う熱利用に関する計画等をふまえた検討の視点の整理 

新しいごみ焼却施設の熱利用に関する考え方について、国で示されている「廃棄物エネルギ

ー利用高度化マニュアル」や、「第 3 次東村山市環境基本計画」、「東村山市第 5 次一般廃棄物処

理基本計画」の他、基本方針や秋津町市民アンケートの結果をふまえて、検討の視点を整理しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

東村山市の計画 

● 第３次東村山市環境基本計画 

再生可能エネルギーの利用を促進するとともに、市施設における低炭素電力の調達を進める。 

● 東村山市第５次一般廃棄物処理基本計画 

排出されるごみ・資源物については、地域内での循環や、省資源・省エネルギー型の環境負荷が

可能な限り低減される方法に配慮して適正に処理を行う。 

● 東村山市ごみ処理施設整備基本方針 

ごみ処理方式を焼却方式（ストーカ式）とし、発生する余熱を効率的に利用すること。 

防災への取り組みとして、余熱を利用した発電機能などを設置し、自立運転が可能なごみ処理

施設とする。 

市民の意見 

● 秋津町市民アンケート調査の結果 

防災機能の維持に利用、新しい施設で利用、電力会社へ売電など。 

国の位置づけ 

● 廃棄物エネルギー利用高度化マニュアル （環境省） 

地域の中核的かつ低炭素な地産エネルギーである廃棄物エネルギーをより主体的、積極的に管

理し、利用していくことが求められる。 

検討の視点 

● 低炭素エネルギーである廃棄物発電で、秋水園内施設をはじめとした公共施設の使用電力を賄い、二酸

化炭素の削減に寄与すること 

● 市民の方々から排出されるごみの削減やリサイクルを前提として、ごみ処理によって発生する熱を地域

内で効果的に利用すること 

● 防災機能を維持し、安定処理を継続するため、平常時だけでなく、災害時にも自立運転・施設稼働に必要

な電力を確保すること 
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9.3 熱の利用形態・利用方法の設定 

これら関連諸計画・アンケート結果から、ごみ焼却施設からより多くの熱を回収して低炭素社会

の実現に貢献するとともに、災害時には施設自体が安全に稼働して地域内に電気等を提供すると

いう防災機能を維持することが求められています。 

集約した防災拠点・支援機能の方向性もふまえて、東村山市における熱の利用形態については、

多様な用途に利用できる電気を主軸として検討を進めることで集約しました。 

また、電気の利用方法については、東村山市の主な公共施設における年間使用電力量（表 

3.9.3）をふまえた上で、施設運営や防災機能維持の観点から、秋水園内施設で自家消費すること

を最優先とし、その次に、地域内におけるエネルギー活用としての、自営線や自己託送による公共

施設への電気供給、最後に、売電とすることで集約しました。 

発電機で利用した後の低温・低圧の蒸気については、使用用途や供給先が近距離に限られるこ

とから、秋水園敷地内で活用を優先していくこととしますが、災害時などにおいては地域への貢献

にも期待できると考えられます。 

 

表 3.9.3 東村山市の主な公共施設の年間使用電力量 

施設名称 年間使用電力量（kWh） 

秋水園内・周辺施設 

管理棟 26,000 

リサイクルセンター 321,000 

ごみ処理施設（現施設） 2,740,000 

し尿希釈投入施設 66,000 

秋水園ふれあいセンター 38,000 

その他主な公共施設 

市役所本庁舎（いきいきプラザ含む） 1,645,０00 

市民スポーツセンター 1,295,000 

市民センター 65,000 

市内小学校（15 校） 2,340,000 

市内中学校（7 校） 1,084,000 

公民館及び図書館（7 施設） 1,578,000 

※ 発生する熱を主に電気として利用する場合、約 10,000,000kWh の発電量が見込まれます。 

（令和 10 年度の計画ごみ量見込み） 

 

■新しいごみ焼却施設の熱利用優先順位 

① 秋水園内施設（ごみ焼却施設やリサイクルセンターなど）における電気利用（自家消費） 

② 自営線や自己託送による市公共施設への電気供給 

③ 電力会社への売電 
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図 3.9.3 秋水園の熱利用イメージ 

 

  

リサイクルセンター 

し尿希釈投入施設 

公共施設（学校） 

公共施設（市役所） 

秋水園ふれあいセンター 

秋水園管理棟 

自家消費 

自営線 

自己託送 
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10. 環境学習機能の検討 

10.1 検討概要 

ごみ処理や施設の環境配慮等について効果的に学習できる機能を整備し、市民に環境学習の場

を提供するため、新しいごみ焼却施設に備える環境学習機能の方向性を検討しました。 

 

10.2 環境学習機能の検討方法 

近年、ごみ焼却施設はごみ処理を行う機能だけではなく、環境学習を行う機能を備えることが

求められており、施設見学等により、市民がごみ処理や施設の環境配慮について学習し、ごみの減

量・再生利用や地球温暖化対策等への関心を高めることが期待されています。 

これまで秋水園においても、子どもから大人まで幅広い年代の方々が見学に訪れており、市民

が東村山市のごみ処理事業について学習できる場としての役割を担ってきました。 

新しいごみ焼却施設においても、ごみ処理や施設の環境配慮等について効果的に学習できる機

能を整備し、市民に環境学習の場を提供する必要があることから、国で示されている位置づけの

要約や、東村山市で策定している計画等を整理した上で、環境学習機能の方向性を検討しました。 

 

  

 

国の位置づけ 

● 中央環境審議会 （環境省） 

環境教育・環境学習は、国民が環境への関心や環境の現状等に関する正しい認識を持つことに加え、持

続可能な社会の実現に向けて主体的に参画できる人を育成するものである。 

● 廃棄物処理施設整備計画 （環境省） 

廃棄物処理施設を整備する上で、地域に新たな価値を創出することが重要であり、環境教育・環境学習

機会の提供についても、新たな価値の創出に貢献する項目の一つである。 

● 小学校学習指導要領 （文部科学省） 

廃棄物処理事業について、処理の仕組みや再利用等に着目して見学・調査し、その事業が果たす役割を

考えることで、生活環境の維持と向上に役立っていること等を理解する。 

東村山市の計画 

● 第３次東村山市環境基本計画 

ごみ分別の徹底、ごみ減量についての環境学習により、子どもから大人まで幅広い世代の市民が環境

について知り、考える機会と場を提供する。 

● 東村山市第５次一般廃棄物処理基本計画 

家庭でのごみ減量や分別排出の重要性を理解する場として、施設見学会を継続して実施する。 

市民の意見 

● 秋津町市民アンケート調査の結果 

工夫された見学者通路、見学しやすい機能、体験ができる機能、理解を深める機能など。 
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10.3 環境学習機能の方向性 

国で示されている位置づけや、東村山市で策定している計画等から、新しいごみ焼却施設に備

える環境学習機能については、施設の役割・仕組み、ごみの減量・再生利用の推進、施設の環境配

慮の 3 つの方向性を整理することで集約しました。 

 

（1）施設の役割・仕組みに関する環境学習機能 

市民の方々が、ごみ処理の流れについて理解を深めるために、実際にごみを処理する施設内

部の見学や体験等、「施設の役割・仕組み」について学習できる機能です。 

他自治体の参考事例では、スクリーン等を備え、施設についてわかりやすく説明することがで

きる研修室や、大きな窓から施設内の設備が確認できる見学者通路等を確認しました。 

 

映像による説明ができる研修室  施設内を見学しやすい見学者通路 

    

（出典：西秋川環境組合「環境報告書 2020」）  （出典：左 武蔵野クリーンセンターHP/右 浅川清流環境組合 HP） 

 

（2）ごみの減量・再生利用の推進に関する環境学習機能 

市民の方々が、ごみの減量・資源化等の重要性を認識し、実践に繋げるために、東村山市のご

み減量の取り組み、ごみの正しい分別方法、資源化、最終処分にいたるまでの流れ等、「ごみの

減量・再生利用の推進」について学習できる機能です。 

他自治体の参考事例では、クイズやゲームで 3R やごみ分別を楽しみながら学ぶことができ

る設備等が見られることを確認しました。 

 

ごみ分別を体験学習できる設備 

  

（出典：左 杉並清掃工場「環境報告書 2020」/中・右 武蔵野クリーンセンターHP） 
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（3）施設の環境配慮に関する環境学習機能 

市民の方々が、低炭素社会の実現に向けて、環境意識を高めるために、環境について知り、考

える機会と場を提供する等、「施設の環境配慮」について学習できる機能です。 

他自治体の参考事例では、太陽光発電パネル等による環境配慮を行い、これら設備の発電状

況等を電子掲示板で視覚化するとともに、当該設備の見学、映像を用いた説明などを実施して

いることを確認しました。 

 

環境配慮を視覚化した 

電子掲示板 

 
太陽光発電パネルと解説機器 

    

（武蔵野クリーンセンターにて撮影）  （武蔵野クリーンセンターにて撮影） 
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11. 施設配置・動線計画の検討 

11.1 検討概要 

新しいごみ焼却施設の建設工事に伴う施設配置・動線について、施設配置では、これまで検討し

てきた基本仕様等を考慮して、建築面積及び平面形状の想定、煙突の設置方法をふまえた新しい

ごみ焼却施設の配置を検討しました。また、動線では、安全性や周辺環境への配慮の観点をふまえ

て、ランプウェイの配置を含めた秋水園全体の動線を検討しました。 

 

11.2 施設配置の検討方法 

新しいごみ焼却施設の建設工事中においても、秋水園内の既存施設は継続して稼働し、東村山

市内から排出されるごみの処理を行っていく必要があります。 

施設配置では、一般的な設備配置に基づき、基本仕様等を満たす建築面積と平面形状を想定し

た上で、秋水園内の既存施設を継続して稼働することができる配置について検討しました。 

 

（1）ごみ焼却施設の設備配置 

ごみ焼却施設に搬入されたごみは、プラットホームからごみピットに投入し、焼却炉で焼却し

た後、発生した排ガスを処理し、煙突から大気に放出するという流れで処理されるため、一般的

な設備配置は、この流れに沿った配置となることを確認しました（図 3.11.1）。 

なお、煙突の設置方法は、現在の施設と同様の独立型と建物一体型があり、下図においては、

建物一体型の場合の設備配置を記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3.11.1 ごみ焼却施設の一般的な設備配置  
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（2）新しいごみ焼却施設の建築面積・平面形状の検討 

一般的な設備配置に基づく新しいごみ焼却施設の建築面積については、車両の安全通行を考

慮したプラットホームや、緊急時や災害時をふまえたごみピット容量、自主規制値を遵守するた

めの排ガス処理設備、より効果的な環境学習を行うための見学者通路等を設けることにより、

約 2,800ｍ２の建築面積が必要になることを確認しました。 

平面形状については、一般的に長方形であり、短辺はプラットホームの幅（約 35m）と概ね同

じになることから、短辺が約 35m、長辺が約 80m となります。 

 

11.3 施設配置の設定 

新しいごみ焼却施設の建築位置は、建設工事中においても、現在の秋水園内の既存施設を継続

して利用することをふまえ、想定した建築面積と平面形状から、現在のごみ焼却施設とリサイクル

センターの間とすることが適切と考えられます。 

煙突の配置については、ごみ処理の流れからプラットホームの反対側となり、平面形状から建屋

の北側と南側の配置が考えられます。北側とする場合、煙突は北側の敷地境界線に近い位置とな

り、南側とする場合、煙突は敷地中央に比較的近く、南北の敷地境界から一定の距離を確保できる

と考えられます。 

煙突の設置方法については、建物一体型は建物の屋根から煙突が立ち上がるため、独立型と比

べて、外観に現れる部分が小さく、また、施設全体の必要面積が小さくなる傾向にあります。 

以上の内容をふまえ、建築位置は現在のごみ焼却施設とリサイクルセンターの間に配置し、煙突

は建屋南側に建物一体型として配置することで集約しました（図 3.11.2）。ただし、本検討は一般

的な設備配置に基づく想定であることから、今後の事業者選定では、施設内の省スペース化を図

り建物を極力小さくすることや、北側住宅地への圧迫感を軽減することに配慮して進めていくこと

を確認しました。 

 

図 3.11.2 新しいごみ焼却施設の建築位置及び配置のイメージ  
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11.4 動線の検討方法 

現在の秋水園内の車両動線は、時計回りの一方通行を基本としています。 

動線では、安全で円滑な車両動線の確保や、施設整備による周辺環境への影響を考慮した上で、

時計回りの一方通行を基本としたランプウェイの配置や秋水園全体の動線について検討しました。 

 

（1）ランプウェイの配置 

新しいごみ焼却施設の建設後においても、車両動線が一方通行の時計回りとなることを考慮

すると、ランプウェイの配置は、安全で円滑な車両動線を確保する観点から、プラットホームで一

方通行が可能である配置（Ａ案・Ｂ案）が適切であると整理しました（図 3.11.3）。 

 

A 案 B 案 C 案 D 案 E 案 

     

図 3.11.3 ランプウェイの配置 

 

（2）秋水園全体の動線案の検討 

新しいごみ焼却施設の建設後における動線について、Ａ案とＢ案に絞り込み秋水園全体の動

線案を検討しました。安全で円滑な通行という観点から、両案とも可燃ごみ搬入車両以外は現

状の動線を活用して時計回りの一方通行とし、極力車両動線が交差しない計画とする必要があ

ります。 

また、両案における主な相違点は、新しいごみ焼却施設に可燃ごみ搬入車両が進入する際の

ランプウェイの配置を、建物の北面とするか西面とするかという違いになることを確認しました。 
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A 案 

 

B 案 

 

図 3.11.4 施設配置・動線案の比較 
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11.5 動線の設定 

Ａ案とＢ案における秋水園全体の動線案を検討した結果、秋水園全体動線の安全で円滑な通行

という観点に関しては、両案とも、運営上問題はないものと考えます。 

Ａ案とＢ案を比較すると、ランプウェイの配置について、B 案では、ランプウェイ位置が北側敷地

境界線に近くなる相違があります。北側住宅地への配慮という観点をふまえると、ランプウェイが、

より敷地境界線から距離を保つことができる A 案の方が、走行車両や圧迫感の影響について、お

住まいの方の心配等が軽減される優位な配置であることから、今後の施設動線の設計については、

A 案を基本として進めることが適切と考えます。 

なお、最適な配置や動線設計のために、今後発注に向けて進めていく中で、メーカーへのヒアリ 

ング等行うなど、より良いものとなるよう引き続き精査していくことが望ましいと考えます。 

施設配置・動線案のまとめ 

・新しいごみ焼却施設の施設配置は、現在のごみ焼却施設とリサイクルセンターの間とする。 

・新しいごみ焼却施設の設備配置は、プラットホームが北側、煙突が南側とする。 

・煙突は建物一体型とする。 

・施設内の省スペース化を図り建物を極力小さくすることや、北側住宅地への圧迫感を軽減するこ

とに配慮する。 

・秋水園内の基本動線は、時計回りの一方通行とし、極力車両動線が交差しない計画とする。 

・可燃ごみ搬入車両以外は、現状の動線を活用する。 

・ランプウェイは、施設の東面と西面に設けることを基本とし、プラットホーム内の車両動線を一方通

行とする。 

・プラットホーム出入口における臭気対策、ランプウェイにおける騒音対策、施設内の作業者や見学

者の安全対策など、総合的に適切な動線とする。 

施設配置・動線案 

 

図 3.11.5 施設配置・動線案の概要  
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全体イメージ 
 

   

   
 

図 3.11.6 施設配置案の全体イメージ 

 

 

11.6 整備後の敷地活用に関する考え方 

敷地活用については、地球環境・周辺環境の保全に寄与するため、積極的に敷地内の緑化を図

るとともに、駐車場やオープンスペースの設置等を含めて敷地を有効利用する必要があります。 

新しいごみ焼却施設の稼働後は、現在のごみ焼却施設を老朽化のため解体することから、解体

後の跡地スペースの利用を含めた整備を検討していく必要があります。 

また、現在の秋水園には、資源物等を貯留する複数の露天のストックヤードが存在しており、そ

こで発生する作業騒音が課題となっています。新しいごみ焼却施設の整備に向けて、運用方法の

見直しによる課題解決の検討も進められていますが、新たな屋内型のストックヤードを設置する必

要性についても、検討が必要であることを確認しました。 

 

  

北西から 北東から 

南西から 南東から 
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12. 事業方式の検討 

12.1 検討概要 

新しいごみ焼却施設の最適な事業方式を選定するため、事業方式の選定に向けた今後の進め方

を検討しました。 

 

12.2 事業方式の検討方法 

国や東村山市では、公共施設等の建設、運営において、民間事業者の資金や経営能力、技術能

力と連携する事業方式（公民連携事業）の導入が推進されています。 

本検討会では、事業方式ごとの特徴や、近年整備された他施設の事業方式の採用事例等を整

理・把握するとともに、新しいごみ焼却施設の最適な事業方式を選定するための考え方について、

検討しました。 

 

（1）事業方式の概要 

① 公設公営方式（DB 方式） 

DB 方式は、公共が資金調達し、施設の設計・施工、運営を民間事業者に個別に契約するこ

とで事業を進める方式であり、建設・運営期間を通して公共が施設の所有者となります。 

運営については、公共が直接運営を行う方式の他、原則、単年度契約で業務の一部または

全部を民間事業者に委託する方式があります。 

 

② 公設民営方式（長期包括運営委託方式） 

長期包括運営委託方式は、公共が資金調達し、施設の設計・施工、運営を民間事業者に個別

に契約することで事業を進める方式であり、建設・運営期間を通して公共が施設の所有者と

なります。運営については、長期的かつ包括的に民間事業者に委託する方式です。 

 

③ 公設民営方式（DBO 方式） 

DBO 方式は、公共が資金調達し、施設の設計・施工及び運営を一括して民間事業者に委託

する方式であり、建設・運営期間を通して公共が施設の所有者となります。 

 

④ 民設民営方式（PFI 方式） 

PFI 方式は、民間事業者が独自に資金調達し、施設の設計・施工及び運営を一括して民間

事業者が実施する方式であり、建設期間中は民間事業者が施設の所有者となります。 

 

⑤ 事業方式の一覧表 

各事業方式における実施段階別の実施主体や役割分担についてまとめると、表 3.12.1 に

示す通りです。 
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表 3.12.1 事業方式の分類 

事業方式 
施設の所有 

資金調達 設計・施工 運営 
民間 

関与度 建設時 運営時 

公設公営方式 
（DB 方式） 

公共 公共 公共 公共 
公共 
民間 

小 

公
民
連
携
事
業 

公設民営方式 
（長期包括運営委託方式） 

公共 公共 公共 公共 民間 
 

公設民営方式 
（DBO 方式） 

公共 公共 公共 
公共 
民間 

民間  

民設民営方式 
（PFI 方式） 

民間 
公共 
民間 

民間 民間 民間 大 

略号） DB ： Design Build  DBO ： Design Build Operate  PFI ： Private Finance Initiative 

 

（2）事業方式の傾向 

① 契約年度別の推移 

契約年度別の推移として、平成 23 年度から令和 2 年度までの 10 年間においては、公民

連携事業の採用割合は増加傾向にあり、令和 2 年度には、67％が公民連携事業を採用して

いることを確認しました（表 3.12.2、図 3.12.1）。 

 

表 3.12.2 廃棄物処理施設（熱回収施設）における事業方式の年度別推移 

契約年度 公設公営方式 公民連携事業 計 
公民連携 

採用割合 

H23 8 5 13 38％ 

H24 12 13 25 52％ 

H25 6 9 15 60％ 

H26 13 6 19 32％ 

H27 12 9 21 43％ 

H28 6 12 18 67％ 

H29 4 16 20 80％ 

H30 8 10 18 56％ 

R1 2 7 9 78％ 

R2 7 14 21 67％ 

事業方式別計 78 101 179 56％ 

 

図 3.12.1 廃棄物処理施設（熱回収施設）における公民連携事業採用割合の年度別推移 

（環境省「廃棄物処理施設の入札・契約データベース（熱回収施設）」などを基に作成） 
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② 多摩地域周辺施設の採用事例 

多摩地域周辺施設では、平成 13 年度に柳生園組合で公設公営方式（DB 方式）の施設が竣

工（平成 29 年度から長期包括運営委託方式で運営）されてから、平成 25 年度まで新しいご

み焼却施設の整備事業はなく、平成 25 年度以降に竣工あるいは現在整備中の施設について

は、いずれも公設民営方式（DBO 方式）が採用されていることを確認しました（表 3.12.3）。 

 

表 3.12.3 多摩地域周辺施設の事業方式 

使用開始年度 
地方公共団体名 

施設名※1 

事業 

方式 
焼却・溶融方式 施設規模 

平成 13 年度 
柳生園組合 

柳生園クリーンポート 
DB※2 ストーカ式 315t/日 （105t/24h×3 炉） 

平成 25 年度 
ふじみ衛生組合 

クリーンプラザふじみ 
DBO ストーカ式 288t/日 （144t/24h×2 炉） 

平成 26 年度 
西秋川衛生組合 

熱回収施設 
DBO 

流動床式 

ガス化溶融 
117t/日 （58.5t/24h×2 炉） 

平成 29 年度 
武蔵野市 

武蔵野クリーンセンター 
DBO ストーカ式 120t/日 （60t/24h×2 炉） 

令和 2 年度 
浅川清流環境組合 

可燃ごみ処理施設 
DBO ストーカ式 228t/日 （114t/24h×2 炉） 

令和 3 年度 
町田市 

町田市バイオエネルギーセンター 
DBO ストーカ式 258t/日 （129t/24h×2 炉） 

令和 4 年度 

（予定） 

八王子市 

（仮称）新館清掃施設 
DBO 

流動床式 

ガス化燃焼 
160t/日 （80t/24h×2 炉） 

令和 4 年度 

（予定） 

立川市 

（仮称）新立川市清掃工場 
DBO ストーカ式 120t/日 （60t/24h×2 炉） 

令和 7 年度 

（予定） 

小平・村山・大和衛生組合 

（仮称）新ごみ処理施設 
DBO ストーカ式 236t/日 （118t/24h×2 炉） 

※1 表で示している施設の旧施設は、いずれも公設公営方式（DB 方式）を採用 

※2 平成 29 年度から長期包括運営委託方式で運営 

 

12.3 事業方式の決定に向けた今後の進め方 

新しいごみ焼却施設で導入する事業方式については、全国的にごみ焼却施設で公民連携事業が

増加していることや、多摩地域周辺施設で近年採用された事業方式がすべて公設民営方式（DBO

方式）であることに加えて、一般的に公民連携事業が公設公営方式と比較して、設計・施工費用や

運営費用等のコスト縮減が期待できるなど、より効率的、効果的な事業になる可能性があります。 

公民連携による効果を確認する方法については、事業の発注手続きを実施する前に PFI 等導

入可能性調査を実施することが有効とされています。 

そのため、今後、東村山市で実施する PFI 等導入可能性調査にて、新しいごみ焼却施設で導入

する最適な事業方式を選定する際には、事業方式ごとのメリット・デメリットや経済性等を含めた

定性的・定量的な評価項目について、総合的な観点から比較評価するなど、詳細に検討していただ

くことで集約しました。 
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