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バイオマス（生ごみ等）バイオマス（生ごみ等）
利活用の取組について利活用の取組について
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京都市
循環型社会
推進基本計画

京都市京都市
循環型社会循環型社会
推進基本計画推進基本計画

みやこ

１上流対策に重点を置いたごみ減量化の促進
上流対策＝ごみそのものを発生させない仕組み

１１上流対策に重点を置いたごみ減量化の促進上流対策に重点を置いたごみ減量化の促進

上流対策＝ごみそのものを発生させない仕組み上流対策＝ごみそのものを発生させない仕組み

２分別・リサイクルの拡大
経済性にも配慮した分別・リサイクル機会の拡大と拡大生産者責任の考え方の徹底

２２分別・リサイクルの拡大分別・リサイクルの拡大

経済性にも配慮した分別・リサイクル機会の拡大と拡大生産者責任の考え方の徹底経済性にも配慮した分別・リサイクル機会の拡大と拡大生産者責任の考え方の徹底

３環境負荷の少ない廃棄物管理システムの構築とまちの美化
安心・安全・効率的な施設整備の推進 資源循環に向けたバイオマスの活用

３３環境負荷の少ない廃棄物管理システムの構築とまちの美化環境負荷の少ない廃棄物管理システムの構築とまちの美化

安心・安全・効率的な施設整備の推進安心・安全・効率的な施設整備の推進 資源循環に向けたバイオマスの活用資源循環に向けたバイオマスの活用

平成平成1515年年1212月策定月策定



計画の数値目標計画の数値目標 ～ごみの発生から処理までの目標～ごみの発生から処理までの目標

従来のごみ処理中心型から，ごみをコントロールする循環管理型の施策へと転換従来のごみ処理中心型から，ごみをコントロールする循環管理型の施策へと転換

平成13年度 平成22年度 平成27年度

再生利用量②

再生利用量①

処理処分量

発生抑制量

総排出量削減率 5.5%削減－ 6.4%削減

再生利用率 ２５％１１％ ２７％

処理処分量削減率 ２２％削減－ ２５％削減

総排出量 810,700t858,257t 803,500t

潜在的発生量 908,300t－ 918,800t

目目 標標 2222年度年度1313年度年度 2727年度年度

598,000ｔ

147,100ｔ

65,600ｔ

574,400t

161,100ｔ

68,000ｔ
97,600ｔ 115,300ｔ95,010ｔ

総排出量 763,247ｔ

再生利用量再生利用量①①：市施設に持ち込まれる告示産廃のリサイクル：市施設に持ち込まれる告示産廃のリサイクル 再生利用量再生利用量②②：市が直接，または指導・支援するリサイクル：市が直接，または指導・支援するリサイクル
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京都市の京都市の背景背景についてについて

京都市は地球温暖化防止京都会議（ＣＯＰ３）開催都市

平成17年4月「京都市地球温暖化対策条例」施行

事業活動・日常生活での自然エネ・新エネの利用促進 を図る

施策を推進（2010年までに1990年比で10％⇒80万t-CO2を削減）

総面積の４分の３が農地（林地含む）であり，間伐材や剪定枝

などの未利用バイオマスの排出が多い

年間約４６００万人の訪れる国際観光都市として，外食産業が

発達し，生ごみや廃食用油などの廃棄物系バイオマスが多く

排出される



京都市の一般廃棄物の物理的組成について京都市の一般廃棄物の物理的組成について

家庭系ごみ家庭系ごみ

紙紙 類類

33１１..４４%%

厨芥類厨芥類

33８８..２２%%

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

16.1% 16.1% 

紙紙 類類

３８３８..１１%%

厨芥類厨芥類

３０３０..４４%%

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

11４４..５５%%

繊維類繊維類 ２２..９９%%繊維類繊維類 ２２..９９%%

その他その他
１０１０..００%%

その他その他
７．２７．２%%

金属類金属類

２２..１１%%

ガラス類ガラス類 ２２..１１%% ガラス類ガラス類 1.1.55%%

金属類金属類

２２.6%.6%

平成１５年度（湿重量比）平成１５年度（湿重量比）

事業系ごみ事業系ごみ
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これまでのバイオマス利用状況・取組これまでのバイオマス利用状況・取組

剪定枝のコンポスト化剪定枝のコンポスト化 （平成5年～）
ビール滓＋剪定枝（各2500 t/年程度）を処理

バイオガス化技術実証研究プラントバイオガス化技術実証研究プラント（平成11年～14年）
処理能力３t/日，事業系食品廃棄物や紙類のメタン発酵処理を実証済

京の食材ゼロエミッション協議会京の食材ゼロエミッション協議会 （平成12年～15年）
事業系食品廃棄物の再資源化に向けた検討

生分解性プラスチック魚箱生分解性プラスチック魚箱を活用した資源循環「京都モデ
ル」実証実験 （平成15年～16年）

廃食用油のバイオディーゼル燃料化廃食用油のバイオディーゼル燃料化
（平成16年～ ）

処理能力５，０００ℓ/日⇒自治体が運営する施設
としては国内最大



廃食用油の廃食用油のバイオディ－ゼル燃料化事業バイオディ－ゼル燃料化事業

【回収風景】

廃食用油より精製したバイオ

ディ－ゼル燃料をごみ収集車

や一部市バスに用いることで

年間４，０００ｔの二酸化炭

素を削減

年間生産量：約１５０万年間生産量：約１５０万ℓℓ
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バイオディーゼル燃料化事業の意義バイオディーゼル燃料化事業の意義
～～地球温暖化防止と地域循環型社会の構築地球温暖化防止と地域循環型社会の構築～～

食 用 油
天ぷら油

使用済みてんぷら油回収
京都市地域ごみ減量推進会議

廃食用油
廃棄すればごみ

バイオディーゼル
燃料製造プラント

バイオディーゼル燃料

地域密着型エネルギー源

エステル交換反応
廃食用油を燃料へ

資源循環

使

用

済

天
ぷ
ら
油

植
物
油

一般家庭
学校給食・レストラン

京都市
バイオディーゼル燃料化プラント

製造能力：5000㍑/日

平成16年度本格稼動

■温室効果ガス(CO2)
排出量ゼロカウント

炭素循環

生産

■地域循環型社会

未使用バイオマス資源の
ケミカルリサイクル

消 費

回 収

再 生 有効利用

地球環境

化石燃料

■化石燃料の
消費削減

■回収すれば
地球にやさしい
バイオマス資源

公用車

CO2

①①廃食用油のリサイクル廃食用油のリサイクル

⇒⇒化石燃料の消費削減化石燃料の消費削減

②②COCO22排出削減に貢献排出削減に貢献

③③自動車排ガスのクリーン化自動車排ガスのクリーン化

④④生きた環境教育生きた環境教育

⑤⑤地域コミュニティの活性化地域コミュニティの活性化

■低公害

■地域コミュニティの活性化
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事業者のごみ減量化を促す取組事業者のごみ減量化を促す取組

京都市循環型社会推進基本計画より京都市循環型社会推進基本計画より

事業系ごみ中の再資源化可能物（厨芥類・紙類）について，

再資源化のための施設整備状況を把握し，民間施設の整備

誘導や市施設への受入等の可能性について検討していく。

■■ 事業系ごみ中の食品リサイクル法に基づく「食品廃棄物」については，事業系ごみ中の食品リサイクル法に基づく「食品廃棄物」については，
現在，下記２民間施設を，処理計画上の現在，下記２民間施設を，処理計画上の

再資源化施設として位置付けている。再資源化施設として位置付けている。

エコの森京都（京都有機質資源株式会社）エコの森京都（京都有機質資源株式会社）

オートレム式油温減圧乾燥システムオートレム式油温減圧乾燥システム １２６ｔ１２６ｔ//日日

【【長岡京市長岡京市】】

【【京丹後市京丹後市】】

カンポリサイクルプラザ株式会社カンポリサイクルプラザ株式会社

コンポガス式バイオガス化施設コンポガス式バイオガス化施設 ５０ｔ５０ｔ//日日
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京都魚アラリサイクルセンター京都魚アラリサイクルセンター

市内の卸売市場や鮮魚店等から排出される魚アラ（魚腸骨）を市内の卸売市場や鮮魚店等から排出される魚アラ（魚腸骨）を

適正に処理，再資源化することを目的として，平成８年４月に適正に処理，再資源化することを目的として，平成８年４月に

設立（民間施設を買収）。設立（民間施設を買収）。

魚アラは，その有機成分を食品循環資源として再生利用する魚アラは，その有機成分を食品循環資源として再生利用する

ことが可能なバイオマスであり，これを再利用・再資源化して，ことが可能なバイオマスであり，これを再利用・再資源化して，

環境負荷の低減に資する。環境負荷の低減に資する。

施設の老朽化に伴い，施設の老朽化に伴い，平平成１８～成１８～

１９年度に建て替え整備を実施予定１９年度に建て替え整備を実施予定

建て替え後のイメージ図
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京都魚アラリサイクルセンターでの処理の流れ京都魚アラリサイクルセンターでの処理の流れ

魚油はボイラー魚油はボイラー
燃料として利用燃料として利用

製品は製品は
主に鶏の餌の主に鶏の餌の
原料として利用原料として利用

ギューッとしぼってギューッとしぼって
液体と固体に分離液体と固体に分離

固体分を乾燥固体分を乾燥

魚アラを蒸気で煮沸魚アラを蒸気で煮沸

所在地：京都市伏見区横大路所在地：京都市伏見区横大路

処理量：処理量：2525トン～トン～3535トン／日トン／日

クックアンドドライ方式クックアンドドライ方式

1515年度処理量年度処理量 ：：7,7037,703トントン

1515年度製品製造量：年度製品製造量：1,8141,814トントン
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バイオガス化技術実証研究プラントバイオガス化技術実証研究プラント

ホテル厨芥（調理くず，残飯） 市場ごみ（野菜中心） 草木類（街路樹等の剪定樹木）

旅館やホテルの厨芥類，市場の野菜くずなどを使用し，これに旅館やホテルの厨芥類，市場の野菜くずなどを使用し，これに

街路樹等の剪定草木や古紙等を添加，様々な条件で約３年間街路樹等の剪定草木や古紙等を添加，様々な条件で約３年間

((１１～１４年度）に渡り運転を実施。１１～１４年度）に渡り運転を実施。

所在地：京都市伏見区下鳥羽所在地：京都市伏見区下鳥羽

処理量：処理量：33トン／日トン／日

方方 式：コンポガス方式（高温・乾式）式：コンポガス方式（高温・乾式）



ガス昇圧ブロワ

排出循環ポンプ

余剰ガス燃焼装置

ガスエンジン

ガス貯留槽

焼却施設へ

電力供給

熱供給

遠心濃縮機

ろ液槽
ろ液槽

活性炭脱臭設備

脱硫塔

下水道放流

受入･前処理工程

二次破砕機

スキップホイスト

ごみ押出装置

発酵工程
発酵槽

ミキサー

中間貯槽

希釈水

供給ポンプ 熱交換器

ムービングフロア

ガス利用工程

発酵残さ処理工程

脱水機

バイオガス化技術実証研究プラントバイオガス化技術実証研究プラント フロー図フロー図
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ごみ１トンあたり，１００～２００ｍ３Ｎ－ｄｒｙの
バイオガスを回収（メタン濃度５５％以上）

ガスエンジンでごみ１トンあた
り１２０～２４０ｋＷｈ発電



都市ごみ・廃グリセリンから都市ごみ・廃グリセリンから
水素ガスを生成する研究水素ガスを生成する研究

実験目的実験目的：：都市部の家庭ごみ・廃食用油燃料化施設で採集される廃グリセリンから都市部の家庭ごみ・廃食用油燃料化施設で採集される廃グリセリンから

円滑にバイオガスを発生させ，水素ガスを生成するための要素技術開発円滑にバイオガスを発生させ，水素ガスを生成するための要素技術開発

（都市ごみからの厨芥類選別技術・バイオガスからの水素生成技術）

平成１７年度から開始平成１７年度から開始
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旧旧西部クリーンセンター西部クリーンセンター
（都市ごみからの厨芥類選別）

南部クリーンセンター南部クリーンセンター
（焼却処理）

発酵残さ

選別残さ 選別物

バイオガス化技術バイオガス化技術
実証研究プラント実証研究プラント
〔〔伏見区下鳥羽伏見区下鳥羽〕〕

（高効率バイオガス化技術）家
庭
ご
み

西京区西京区
定期ごみ定期ごみ
1日２台
３ｔ／日

廃食用油燃料化施設廃食用油燃料化施設
〔〔伏見区横大路伏見区横大路〕〕

（バイオディーゼル精製・
廃グリセリン採集）

廃
グ
リ
セ
リ
ン バイオディーゼル

ごみ収集車や
市バスに利用

京都市役所庁舎等京都市役所庁舎等
ゼロエミッション実践活動ゼロエミッション実践活動

厨芥類等
年100ｔ
(18年度～)



廃食用油燃料化施設
燃料精製，廃グリセリン採集工程

廃食用油
バイオディーゼル燃料

廃グリセリン

ごみ収集車や
市バスに利用反応分離槽

燃料を生成すると
ともにグリセリン
を分離する機械

発酵槽

バイオガスバイオガス

発酵残さ

改質装置

水素ガス水素ガス

燃料電池

南部クリーン
センターへ

発電

バイオガス化技術実証研究プラント他
発酵工程・水素変換工程

微生物の力で
ごみをバイオ
ガス化する機械

実証研究の流れ

家庭ごみ

軽くて
大きいごみ
ごみ袋，ﾌﾟﾗ
ｽﾁｯｸ容器など

ごみ袋を
破く機械

破袋機
ごみを細かく
しながら，
ふるいに
かける機械

破砕分別機

発酵に適している。
バイオガス化技術
実証研究プラントへ

南部クリーン
センターへ

重くて粒の
小さいごみ
生ごみなど

旧西部クリーンセンター
バイオマス収集・選別工程

西京区西京区
定期ごみ定期ごみ
1日２台
３ｔ／日
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水素水素 －－ 燃料電池システムについて燃料電池システムについて

■■ 水素ガスを生成するメリット水素ガスを生成するメリット

効効率が高く，かつ環境にやさしい率が高く，かつ環境にやさしい
「燃料電池」の燃料となる「燃料電池」の燃料となる水素ガス水素ガス

現在の燃料電池に用いられている水素は現在の燃料電池に用いられている水素は
化石燃料から生成されたものがほとんど化石燃料から生成されたものがほとんど

ＣＯＣＯ２２
を排を排出出

バイオマスバイオマスからから水素水素を生成してを生成して燃料電池燃料電池にに
使用し，発電を行うことによって，バイオ使用し，発電を行うことによって，バイオ
マスの有するエネルギーを効率的に回収マスの有するエネルギーを効率的に回収

脱温暖化脱温暖化
に貢献に貢献
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将来のエネルギー展望とバイオマスの役割将来のエネルギー展望とバイオマスの役割

水素活用社会の実現水素活用社会の実現 化化石燃料依存からの脱却石燃料依存からの脱却 脱温暖化脱温暖化

バイオガス化施設バイオガス化施設

発酵発酵

メタン発酵

前処理前処理

メタンガスメタンガス

改質装置改質装置

水素ガス水素ガス

水素水素のエネルギー利用のエネルギー利用家庭ごみ家庭ごみ

収集収集

水素発酵

水素ガス水素ガス

燃料電池燃料電池→発電発電

燃料電池自動車燃料電池自動車

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ→発電発電

電
気

給湯
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今後の取組について今後の取組について

本市で発生する一般廃棄物中のバイオマスから「水素ガス」を本市で発生する一般廃棄物中のバイオマスから「水素ガス」を
生成し，エネルギー回収を行なうことにより，以下の施策を推進生成し，エネルギー回収を行なうことにより，以下の施策を推進

①① 焼却ごみの大幅削減焼却ごみの大幅削減
②② 環境にやさしいエネルギーの確保環境にやさしいエネルギーの確保
③③ 温室効果ガス排出量の削減温室効果ガス排出量の削減

■■ 研究の着実な推進研究の着実な推進
・・今回の研究結果を検証し，より高品質で効率の良いバイオガス，水素生成の
ノウハウの蓄積を進める

■■ 研究の拡大研究の拡大
・豊富な林産資源などの未利用バイオマスから水素を生成する研究へと拡大

■■ 施設の整備等施設の整備等
・平成２２年 生ごみ類や廃グリセリンからの水素生成技術を実用可能レベルへ
・平成２５年平成２５年 南部クリーンセンター第二工場バイオガス化施設での水素生成を目指す南部クリーンセンター第二工場バイオガス化施設での水素生成を目指す



本市のクリーンセンター配置本市のクリーンセンター配置

左京区左京区

右京区右京区

西京区西京区

北区北区

伏見区伏見区

山科区山科区

東北部ＣＣ東北部ＣＣ

南部ＣＣ第一南部ＣＣ第一

南部ＣＣ第二南部ＣＣ第二（（2525年度～）年度～）

北部ＣＣ北部ＣＣ

(18(18年度竣工年度竣工))

平成平成2525年度～年度～

〈〈４工場体制４工場体制〉〉

左京区左京区

右京区右京区

西京区西京区

北区北区

伏見区伏見区

山科区山科区

平成平成1616年度年度

〈〈５工場体制５工場体制〉〉

東北部ＣＣ東北部ＣＣ

西部ＣＣ西部ＣＣ

(16(16年度末休止年度末休止))

南部ＣＣ第一南部ＣＣ第一

東部東部ＣＣＣＣ

北部ＣＣ北部ＣＣ

((建設中建設中))

南部ＣＣ第二南部ＣＣ第二

１８年度に休止
建て替え工事に着手
２４年度末に竣工
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南部クリーンセンター第二工場建て替え整備事業の特色南部クリーンセンター第二工場建て替え整備事業の特色

本市ではこれまで，本市ではこれまで，(a)(a)廃食用油燃料化事業や，廃食用油燃料化事業や，(b)(b)バイオガスバイオガス

化技術実証研究など，バイオマスの利活用の促進に向けて先進的化技術実証研究など，バイオマスの利活用の促進に向けて先進的

に取り組んできた。に取り組んできた。

■■家庭系厨芥類のバイオガス化施設の併設家庭系厨芥類のバイオガス化施設の併設

その一環として，家庭ごみに含まれる厨芥類等を対象としたその一環として，家庭ごみに含まれる厨芥類等を対象とした

バイオガス化施設を，クリーンセンターに併設することとした。バイオガス化施設を，クリーンセンターに併設することとした。

(b) (b) バイオガス化技術実証研究バイオガス化技術実証研究

(a) (a) 廃食用油燃料化事業廃食用油燃料化事業
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建て替え整備事業の内容建て替え整備事業の内容

日量５００日量５００㌧㌧（（２５０２５０㌧×㌧×２炉）２炉）焼却施設焼却施設
日量１８０日量１８０㌧㌧選別資源化施選別資源化施設設

焼却処理に不向きな厨芥類等（台所ごみ・食べ残しなど）から焼却処理に不向きな厨芥類等（台所ごみ・食べ残しなど）から

エネルギーを最大限回収。エネルギーを最大限回収。

日量６０日量６０㌧㌧（３０（３０㌧×㌧×２系列）２系列）バイオガス化施設バイオガス化施設

バイオガス化施設バイオガス化施設

焼却施設焼却施設

選別資源化施設選別資源化施設
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ババイオマスイオマス((生ごみ等生ごみ等))のの利活用を進めるために利活用を進めるために

排出者責任に基づく事業者の自主的取組を促すため，排出者責任に基づく事業者の自主的取組を促すため，
自治体が自治体が積極的な情報提供・支援策積極的な情報提供・支援策を講じる必要あり。を講じる必要あり。
事業者のごみ排出実態などのデータを把握する体制の整備が必要
大規模排出事業所を対象にした減量計画書の更なる活用

必要に応じて，搬入料金の改定などの必要に応じて，搬入料金の改定などの経済的なインセ経済的なインセ
ンティブ方策ンティブ方策について検討を進める必要あり。について検討を進める必要あり。

事業系ごみ中の再資源化可能物（厨芥類，紙類等）に事業系ごみ中の再資源化可能物（厨芥類，紙類等）に
ついて，再資源化のための施設整備状況をついて，再資源化のための施設整備状況を
把握し，把握し，民間施設の整備誘導民間施設の整備誘導や市施設へのや市施設への
受入等の可能性について検討する必要あり。受入等の可能性について検討する必要あり。

～事業者のごみ減量化を促す行政の取組～～事業者のごみ減量化を促す行政の取組～


