
 
 
 

廃棄物処理施設から排出するＣＯ２回収・利⽤等に関する 
サウンディング型市場調査の結果を公表します 

 

本市では、より効果的な施設整備とするため、廃棄物処理施設から排出する温室効果ガスの

削減に向け、ＣＯ２の回収・利用等について検討しています。 

この度、浮島処理センターを想定した実証試験、令和１７年度の完成を予定している堤根処

理センターの施設整備の検討に役立てるため、民間事業者を対象にサウンディング型市場調査

を実施しましたので、その結果を公表いたします。 

 

１ 実施概要 

実施要領の公表：令和４年 ８月３１日（水） 

個別対話の実施：令和４年１０月 ６日（木）から１３日（木）まで（全６社） 

 

２ 対話の概要  

本市のごみ焼却処理施設から排出するＣＯ２の回収、転換、輸送、利用、統括等の手法につい

て、主に下表の項目により御提案や御意見をいただきました。 

なお、民間事業者のノウハウ等をいかした幅広いアイデア保護のため、個別に行いました。 

１．提案対象の取組について 

(1) 浮島処理センターで実証試験 

(2) 新たな堤根処理センターへの導入の可能性 

(3) 本市の廃棄物処理施設全体の温室効果ガス排出量の

低減等に関する取組や将来展望等 

２．提案概要について 対象とする取組ごとの手法（回収・転換・利用等） 

３．諸条件等について 規模、必要な費用、期間 

４．課題等について 費用、技術運用面、維持管理方法等 

５．意見・要望等について  取組の必要性や実現性、将来展望等 

 

３ 結果概要 

  別紙のとおり 

 

４ 今後の予定 

  廃棄物焼却に伴い排出しているＣＯ２の回収・利用等に係る「浮島処理センターでの実証試

験」、「新たな堤根処理センターへの導入の可能性」、「本市、廃棄物処理施設全体の温室効果ガ

ス排出量の低減等に関する取組」については、本調査による御意見等を参考にするとともに「転

換・利用」に係る事業者との協働を図るなど、引き続き炭素循環の実現に向けた検討を進めます。  

 

 

 

報 道 発 表 資 料 

令和４年１１月１８日 

問合せ先 

川崎市環境局施設部処理計画課 羽入 

電話 ０４４－２００－２５８６ 



Ａ社（ＣＯ２回収の提案） 

項 目 サウンディング調査内容 

提案の対象 

(1) 浮島処理センターでの実証試験について 

 ⇒⇒提案あり 

(2) 新たな堤根処理センターへの導入の可能性について 

 ⇒⇒提案なし 

(3) 本市、廃棄物処理施設全体の温室効果ガス排出量の低減等に関する取組や将

来展望等 

 ⇒⇒将来展望等について提案あり 

提案概要 

●浮島処理センターでの実証試験 

自社開発装置によるＣＯ２回収方法の提案 

⇒回収から利用までの一貫性実証であれば、実証試験への参加を希望 

 

●提案事項 

将来展望として、電気分解装置との一貫性検証 

ＣＯ２排出量の見える化、川崎市でのＧＸ実現に係るデータサービス部分の実

証等 

諸条件等 

●規模 

回 収 量：１０ｋｇ－ＣＯ２／日 

 

●費用 

実証試験に参加する場合、回収装置本体の費用は事業者負担 

 （設置に必要な工事等は川崎市負担） 

 

●スケジュール 

実証期間：Ｒ７年 １月〜未定（試験内容による） 

課題等 

●費用面の課題 

 税制、補助金制度を含む環境対策助成が進められているが、現時点では単に回

収ＣＯ２を利活用して採算性を求めるのは困難である。 

代わって、各自治体が雇用創出や産業育成などの地域還元を主目的とした独自

のエコシステムを実現する視点での取組が重要である。 

 

●利用、転換の課題 

 利用者を想定すると、輸送のためにボンベ詰めや液化を行う必要がある。 

その他の 

意見等 

●カーボンニュートラルへの取組はコストが掛かる。 

 

●企業主導での普及・社会実装は容易ではなく、地域全体の脱炭素実現に向けた

需給バランスを含むビジョン（将来像）、ロードマップを市が主導し、その実現

に向けて必要な企業が参画する形が望ましいと考える。 

また、市との協働が重要で、これをアピールすることで各種補助金獲得の実現

につながる。 
 

●回収以外の他工程は他事業者提案との連携を要望する。 



 
 

Ｂ社（ＣＯ２回収の提案） 

項 目 サウンディング調査内容 

提案の対象 

(1) 浮島処理センターでの実証試験について 

 ⇒⇒提案あり 

(2) 新たな堤根処理センターへの導入の可能性について 

⇒⇒提案なし 

(3) 本市、廃棄物処理施設全体の温室効果ガス排出量の低減等に関する取組や将

来展望等 

⇒⇒提案なし 

提案概要 

●浮島処理センターでの実証試験 

自社開発装置によるＣＯ２回収方法の提案 

⇒回収したＣＯ２を利用する企業がいれば、実証試験への参加が可能 

諸条件等 

●規模 

回収量：約１００ｋｇ－ＣＯ２／日 

 

●費用 

実証試験に参加する場合、回収装置本体の費用は事業者負担 

（設置に必要な工事等は川崎市負担） 

 

●スケジュール 

外気温で回収効率が変化する可能性があるため、当該部分の影響を考慮する場

合には、年単位での実証試験による確認が望ましい。 

課題等 

●利用、転換の課題 

 現時点で有望な利用先の目途は無い。 

 （需要と供給のバランスを均衡させることが困難なため、事業継続性が担保

できない。） 

 

●費用面の課題 

 カーボンプライシング等の制度設計が具体化しないと将来設計は困難であり、

大規模施設と比較すると小規模施設での回収量あたりの費用は高くなる。 

転換等に必要な水素は高額であり、水素の調達方法が課題である。 

その他の 

意見等 

●川崎市が主導することで、企業間同士で連携を図るよりも推進力があると考え

る。 

 

●回収以外の他工程は他事業者提案との連携を要望する。 

  



 
 

Ｃ社（ＣＯ２回収の提案） 

項 目 サウンディング調査内容 

提案の対象 

(1) 浮島処理センターでの実証試験について 

 ⇒⇒提案なし 

(2) 新たな堤根処理センターへの導入の可能性について 

 ⇒⇒提案あり 

(3) 本市、廃棄物処理施設全体の温室効果ガス排出量の低減等に関する取組や将

来展望等 

 ⇒⇒提案あり（橘処理センター） 

提案概要 
●新たな堤根処理センター及び橘処理センターを想定した、自社開発装置でのＣ

Ｏ２回収方法の提案 

諸条件等 

●規模 

 回収量：０．３ｔ－ＣＯ２／日 ～ ２００ｔ－ＣＯ２／日の範囲 

 

●費用 

設備導入に伴う費用は、全て川崎市負担 

 

●橘処理センターへの設置を想定する場合、設置可能な面積が狭いため、０．３

ｔ－ＣＯ２／日の最小規模の機器設置が限界と思われる。 

課題等 

●利用、転換の課題 

 現時点で有望な利用先の目途はなく、利用先とのマッチングも困難 

 国内の炭酸メーカーでは、１００ｔ－ＣＯ２／日の規模で大規模事業者にあた

るため、廃棄物処理施設から発生するＣＯ２を国内で全量利用することは現段階

では困難である。 

回収したＣＯ２の２次加工には相応のエネルギーを要するため、実現に向けて

は相応のハードルがあると思われる。 

 

●費用面の課題 

 転換に必要なエネルギーと費用面の見合いがついていない。 

その他の 

意見等 

●川崎市が仲介役として企業間に入ることでマッチングにも有用と考える。 

 

●企業間だと経営判断による事業中断も考えられるが、市が取組むことで信頼度

が上がる。 

 

●市がコスト負担しＣＯ２を無償提供できれば、利用先企業は現れると考える。 

  



 
 

Ｄ社（ＣＯ２回収の提案） 

項 目 サウンディング調査内容 

提案の対象 

(1) 浮島処理センターでの実証試験について 

 ⇒⇒提案なし 

(2) 新たな堤根処理センターへの導入の可能性について 

 ⇒⇒提案なし 

(3) 本市、廃棄物処理施設全体の温室効果ガス排出量の低減等に関する取組や将

来展望等 

 ⇒⇒提案あり（王禅寺処理センター） 

提案概要 

●王禅寺処理センターを想定し、市民への啓発を目的とした小規模のＣＯ２回収

から利用までの提案 

（回収したＣＯ２を利用し藻類を生成し、収穫・乾燥・粉砕後、飼料やバイオ

マス燃料等の原料として利用（企業間による協業）） 

諸条件等 

●規模 

回 収 量：最大１ｔ－ＣＯ２／日 

藻類への供給量は最大１００ｋｇ／日を想定 

  ⇒藻類の収穫頻度は１週間に１回程度 

 

●費用 

設備導入に伴う費用は、全て川崎市負担 

 

●スケジュール 

実装は最短でＲ７年頃（試験データ共有は事前に可能） 

課題等 

●費用面の課題 

大規模回収でないと費用対効果が低い。 

 

●利用、転換の課題 

 ＣＯ２単体として利用することは現状では輸送や利用先事業者の都合から困難

である。 

 また、輸送については、液化も視野に入れる必要がある。 

その他の 

意見等 

●市と協働による取り組みであることがアピールできれば、多くの参画企業が集

まると考えている。 

  



 
 

Ｅ社（ＣＯ２回収の提案） 

項 目 サウンディング調査内容 

提案の対象 

(1) 浮島処理センターでの実証試験について 

 ⇒⇒提案なし 

(2) 新たな堤根処理センターへの導入の可能性について 

 ⇒⇒提案あり 

(3) 本市、廃棄物処理施設全体の温室効果ガス排出量の低減等に関する取組や将

来展望等 

 ⇒⇒提案あり（王禅寺処理センター、橘処理センター等） 

提案概要 

●廃コンクリート等に含まれる『酸化カルシウム』と排ガス中のＣＯ２を化学反

応させ『炭酸塩』を生成し、ＣＯ２を固定化する技術の提案（ＣＯ２の純化は不

要、直接排ガスを通風して生成可能） 

⇒炭酸塩は、コンクリート等に混ぜて軽量骨材等の建材として利用すること

を検討 

諸条件等 

●規模 

川崎市向けに想定する回収規模は、数千～数万トンＣＯ２／年程度 

 ⇒原料や成果品の貯留用スペースが必要 

 

●費用 

設備導入に伴う費用は、全て川崎市負担 

 

●スケジュール 

 現在、海外にて技術実証中 

課題等 

●法規の課題 

 廃コンクリートを原料とするため、廃掃法等の整合を各自治体と行う必要があ

る。 

 現時点において、炭酸塩を利用した建材はＪＩＳ規格で認可されていない。 

 

●利用、転換の課題 

 国内での具体的な利用先は、まだ見つかっていない。 

その他の 

意見等 

●自治体と連携することは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の法的な

整理もあるため必須である。 

 

●市による炭酸塩プラントの保有及び運転を希望する。 

  



 
 

Ｆ社（全体統括の提案） 

項 目 サウンディング調査内容 

提案の対象 

(1) 浮島処理センターでの実証試験について 

 ⇒⇒提案あり 

(2) 新たな堤根処理センターへの導入の可能性について 

 ⇒⇒提案あり 

(3) 本市、廃棄物処理施設全体の温室効果ガス排出量の低減等に関する取組や将

来展望等 

 ⇒⇒提案あり（将来展望等について） 

提案概要 

●浮島処理センターでの実証試験 

デジタルプラットフォームを活用した、本事業に参画する企業とのデータ連携

等による回収から利用までのトレース 

また、ＣＯ２流通量やＣＯ２が持つ価値の見える化を行うことで、ＣＯ２が持つ

価値を証書化などにより活用する統括方法の提案 

ＨＰ等により、市民にも見える化した情報を共有していくことが可能 

 

●浮島での実証試験の結果をもとに、他の廃棄物各施設に展開するイメージ 

諸条件等 

●規模 

クラウドシステムのため物理的な設置スペースの必要無し 

 

●費用 

既存システム以外に係る費用は、全て川崎市負担 

 

●スケジュール 

実証期間：実施は回収から利用までの実証試験次第（システム実装はＲ５以降

に可能） 

課題等 

●利用、転換の課題 

 分離回収等の技術は既に確立されつつあるため、今後事業を継続的に行うには

利用（転換）分野の発展・協力が必要不可欠となる。 

ＣＣＵは需要と供給のバランスが難しく、将来的には更に複雑化が予測され

る。 

その他の 

意見等 

●企業間で連携を図る場合、点と点を結ぶような作業や利益面の検討が出てくる

ため、川崎市のように自治体が入ることで、今まで以上に企業間の連携が広がっ

ていくと考える。 

炭素循環を加速させるには市が率先して参加してもらうことが重要と考える。 

 

●統括以外の他工程は他事業者提案との連携を希望する。 

 

 


