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ごみ焼却に伴う熱利用について 

 

＜検討目的＞ 

 

 新しいごみ焼却施設で発生する熱について、回収が見込まれるエネルギー量を想定すると 

ともに、「ごみ焼却に伴う熱利用の考え方」等を検討します。 

 

1． ごみ焼却に伴う熱利用の考え方 

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につながり、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ります。 

国においては、焼却処理するごみから可能な限りエネルギーを回収して得られた電気や熱を積

極的に活用し、地域の中核的かつ低炭素な地産エネルギーとして利活用していくことを求めており

（図 1）、特に、バイオマス分を含む低炭素エネルギーである「廃棄物発電」は、今後、環境にやさしい

まちづくりのみならず SDGs（Sustainable Development Goals）の達成や、脱炭素・カーボ

ンニュートラル（炭素中立）社会の実現にも貢献するものと考えられています（参考-5 を参照）。 

東村山市における新しいごみ焼却施設の熱利用の考え方については、国で示されている「地球

温暖化の原因である二酸化炭素の削減」を前提として、「第 3 次東村山市環境基本計画」や「東村

山市第５次一般廃棄物処理基本計画」など、東村山市で策定している計画等との整合を図りなが

ら、検討を進めます。 

 

 

 

図 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 

（出典：環境省「廃棄物エネルギー利活用計画策定指針」、「廃棄物エネルギー利用高度化マニュアル」） 
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2． 熱の利用形態 

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

す。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 2）。電気、蒸気、温水の主な利用用途や汎用性、熱回収効率については、表 1 に示す

とおりです。 

なお、近年、多摩地域等で建設されているごみ処理施設の熱利用におきましては、汎用性の高い

電気を主軸にしているケースが多い結果となっています（参考-1 を参照）。 

 

表 1 熱の利用形態の特徴 

種類 主な用途 汎用性 熱回収効率 

電気 
動力、加熱、照明、 

通信、冷暖房、調理 

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 
動力、加熱、冷暖房 

加湿 
熱エネルギーとして用途が広い。 ○ 熱回収効率は比較的高い。 ○

温水 加熱（加温）、暖房 
保有エネルギー量が小さいため、

給湯など利用用途が限られる。 
△

他と比較して、熱回収効率が高

い。 
◎

 

 

 

 

図 2 熱の回収・利用イメージ 

 



3 

3． 新しいごみ焼却施設における熱利用の考え方等 

東村山市における新しいごみ焼却施設の熱利用の考え方については、以下のフロー図に沿って検

討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1） 熱の利用形態の整理 

新しいごみ焼却施設によって発生する熱の利用形態は、以下のものが考えられます。 

電

気 

①自家発電・自家消費 

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自家利用 

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。 

 
  

（1）熱の利用形態の整理 （2）市の計画等を踏まえた検討の視点

（3）熱の利用形態の検討 

（4）熱利用可能量と二酸化炭素の削減量

（5）市における熱利用の方向性の検討
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（2） 市の計画等を踏まえた検討の視点 

新しいごみ焼却施設における熱利用については、東村山市で策定している「第 3 次東村山市環

境基本計画」や「東村山市第５次一般廃棄物処理基本計画」などの基本計画の他、「東村山市ごみ

処理施設整備基本方針」や、令和 2 年度に秋水園周辺住民を対象に実施したアンケート結果を踏

まえて、検討の視点を整理しました。 

なお、これらの基本計画等における熱利用の考え方については以下に示すとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 熱の利用形態の検討 

これら関連諸計画・アンケート結果を踏まえると、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周辺地域にライフラ

イン（電気）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。 

これらのことから、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ます。 

＜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。 

・ 温室効果ガス排出量の削減 

＜東村山市第 5 次一般廃棄物処理基本計画＞ 

・ ごみの発生を徹底して抑制することを、最重要な

ものとして、さらなる取り組みを進める。 

・ その上で、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

適正に処理を行うことが必要。 

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

に寄与することが重要です 

市民の方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

利用することが重要です 

＜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。 

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

ことが重要です 
＜秋津町市民アンケート調査結果＞ 

・ 余熱利用に関する主な回答結果は、以下のとおり。 

①防災機能の維持に利用 47.0％ 

②新しい施設で利用 19.1％ 

③電力会社へ売電 15.9％ 
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（4） 熱利用可能量と二酸化炭素の削減量 

令和１０年度における計画年間ごみ処理量２２，０７７トン（災害廃棄物処理量を除く）を焼却した

際に、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、

それに伴う二酸化炭素の削減量は約４，５００トン（※１）と推算されます。 

（現在のごみ焼却施設から排出される二酸化炭素は、約７，０００～８，０００トン（※２）） 

なお、市の主な公共施設の年間使用電力量は表 2 に示すとおりです。 

 

表 2 市の主な公共施設の使用電力量 

単位：kWh 

施設名称 年間使用電力量 

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 

 

※１ 二酸化炭素排出係数（１kWh の電気を発電する際に発生する二酸化炭素）を０．４５７ｋｇとして

算出（出典 ： 令和元年度 東京電力エナジーパートナー株式会社） 

※２ ごみ焼却による二酸化炭素の排出量は、ごみ質の組成データなどの数値から推算されています。 
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（5） 市における熱利用の方向性の検討 

市における熱利用の方向性は、前述した「二酸化炭素の削減」を前提とし、ごみ焼却施設が有す

るべきごみ処理機能を安定して維持することを最優先しつつ、国の施策で新たに求められている

「地域の中核的かつ低炭素な地産エネルギーセンター」の役割を果たすことが重要と考えます。 

そこで、廃棄物発電によって得られる電気は、秋水園内施設で自家消費することを最優先として、

その後、自営線や自己託送による公共施設への電気供給、売電の順に活用してまいります（図 3）。 

また、発電機で利用した後の低温・低圧の蒸気は、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

期待できると考えています。 

■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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 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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4． 近年の廃棄物エネルギー利活用の事例 

（1） 武蔵野市 

ごみ焼却に伴う熱回収による蒸気と発電電力を、公共施設（庁舎、体育館、コミュニティセンター

等）に供給しています。 

 

 

図 4 熱電エネルギー供給システムの概要 （出典：武蔵野市資料） 

 

（2） ふじみ衛生組合 

三鷹市の地域防災計画において、ごみ焼却施設を防災拠点として位置づけ、ごみ焼却施設から

三鷹中央防災公園・多機能複合施設（元気創造プラザ）に電力及び温水を供給しています。 

 

 

図 5 クリーンプラザふじみと防災公園等との位置関係 （出典：ふじみ衛生組合資料） 
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（3） 八王子市 

ごみ焼却施設（戸吹清掃工場）から、八王子市庁舎、下水処理場、医療・福祉センター等の 6 つの

公共施設に自己託送して、電力の地産地消を実現しています。 

以前は、売電していましたが、自己消費に切り替えることにより、電力小売電気事業者の撤退等

のリスクを減少にも配慮しています。 

 

図 6 戸吹清掃工場における廃棄物エネルギー利活用 （出典：八王子市資料） 

 

（4） 所沢市 

ごみ焼却施設における廃棄物発電で得られた電気を電池ステーションへ送電して電池を充電し、

電動ごみ収集車（EVパッカー車）に搭載して収集運搬業務を行い、CO2排出量を削減しています。 

 

図 7 東部クリーンセンターにおける廃棄物エネルギー利活用 （出典：所沢市資料） 

 

（5） 小平・村山・大和衛生組合 

地下水をごみ焼却施設の熱で温めて足湯施設で利用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 小平・村山・大和衛生組合における廃棄物エネルギー利活用 （出典：小平市資料） 

 



 

参考－1 

1． 多摩地域等のごみ処理施設の熱利用 

表 1 に示すとおり、以前は場内外での温水・蒸気利用が一般的でしたが、2000 年に制定された

「循環型社会形成推進基本法」で“熱回収”が法定化された頃から、発電設備を設置するのが主流に

なっています。 

 

表 1 多摩地域等のごみ処理施設における熱利用状況 

地方公共団体 施設名称 

施設全体
処理能力 
（t/日） 

使用開始 

年度 

熱利用状況 発電能力

（kW） 

発電効率

（%） 温水 蒸気 発電

東村山市 東村山市秋水園 150 1981 
〇 

給湯 
   

 

小平・村山・大和

衛生組合 
4・5 号ごみ焼却施設 210 1986 

〇 
足湯 

   
 

八王子市 八王子市戸吹清掃工場 300 1998 
〇 〇 

浴場 

〇 
2,600 12.31

西多摩衛生組合 
西多摩衛生組合 

環境センター 
480 1998 

〇 〇 
浴場 

〇 
2,370 8.0 

多摩川衛生組合 クリーンセンター多摩川 450 1998 

〇 〇 
空調 

プール

〇 

6,000 13.6 

多摩ニュータウン

環境組合 
多摩清掃工場 400 1998 

〇 
浴場 

プール

 
〇 

8,000 13.7 

柳泉園組合 柳泉園クリーンポート 315 2000  
〇 

浴場 

プール

〇 

6,000 14.0 

所沢市 
東部クリーンセンター 

ごみ焼却施設 
230 2003 〇 〇 ○ 5,000 13.5 

ふじみ衛生組合 クリーンプラザふじみ 288 2013 
〇 

プール

 〇 
9,700 19.9 

西秋川衛生組合 
西秋川衛生組合 

高尾清掃センター熱回収施設 
117 2014 〇  〇 1,900 14.0 

武蔵野市 武蔵野クリーンセンター 120 2017  
〇 

空調 

プール

〇 

2,650 20.5 

浅川清流 

環境組合 

浅川清流環境組合 

可燃ごみ処理施設 
228 2020   〇 5,190 23.0 

八王子市 （仮称）新館清掃施設 160 2022   ○ 4,440 25.2 

出典）環境省：一般廃棄物処理実態調査（令和元年度）をもとに作成。 

  

参考資料 1 



 

参考－2 

2． 東村山市ごみ焼却施設に関する秋津町市民アンケート調査結果報告書 

このアンケートは、秋水園周辺にお住まいの方々を対象に、基本計画策定に向けたご意見を把握

するため調査したものです。熱利用に関する回答からは、防災機能を維持するためのエネルギーに利

用することが最も求められているという結果でした。 

 
（出典：東村山市「東村山市ごみ焼却施設に関する秋津町市民アンケート調査結果報告書」より抜粋。） 



 

参考－3 

3． 送電電力の地産地消方策 

送電電力を地域で利用するする方策としては、①自ら自営線を引いて自立型で供給を行うか、

②電力会社等の系統への逆送（逆潮流）を行うかが大きな選択肢になります。また、系統へ逆潮す

る場合においても、電力の地産地消方策としては、自己託送するか、供給先を特定して電気を送る

方法があります（表 2）。 

 

表 2 電力の主な供給方法 

方策 
自営線供給 

（自家発自家消費） 
自己託送・特定供給 

小売電気事業者を介して供給先を 

特定した託送供給 

概要 

一定の区域内で、電力事業者の送配

電網とは別に自営の送配電網を整備

し、発電施設から需要施設へ電力を

直接供給する方法。 

発電した電気を電気事業者の送配電

網を介して、発電設備を設置者の別

の場所にある施設に送電する方法。

＜自己託送＞ 

自家用発電設備で発電した電気を 

当該自家用発電設備設置者の別の

ある施設に送電する電力供給。 

＜特定供給＞ 

発電設備のある施設から他者の施設

に一般送電網（または自営線）を介し

て供給する電源供給。 

発電した電気を電気事業者の送配電

網を利用して特定の小売電気事業者

（地域新電力会社等）に売電し、買電

契約を売電契約先と同一の小売電

気事業者とすることで、契約上の電

力を地産地消する方法。 

メリット 

・自営線の送配電網の整備・維持管

理が必要となるが、電力事業者に

支払う託送供給料金が不要であり、

経済的なメリットが期待できる。 

・託送供給料金はかかるが購入電力

量は減少できる。 

・再生可能エネルギー発電促進賦課

金（再エネ賦課金）が不要となる。 

・ごみ処理施設での売電収入減少額

より供給先の電力料金削減額が大

きい場合、自治体全体として経済的

メリットが期待できる。 

・複数の発電施設を効率的に運営し

て、発電側・需要側双方の電力需給

管理ができれば地産地消が実現で

きる。 

・FIT 法の対象とする電気も活用で

きる。 

デメリット 

・自営線区域内が一つの構内とみな

されない場合、特定供給の許可が

必要となる。 

・FIT 法の対象とする電気は活用で

きない。 

・FIT 法で売電する場合でも非 FIT

分（非バイオマス分）を自己託送す

ることは可能である。 

・計画値同時同量のバランスが崩れ

てしまうとインバランス料金が発生

する可能性がある。 

・卸売電力取引市場からの電力調達

を行う場合、市場の動向、乱高下等

の小売電気事業者の経営リスクが

ある。 

供給先に

おける

CO2 

排出量 

CO2 排出量を削減できる。 CO2 排出量を削減できる。 CO2 排出量を削減できる可能性が

ある。（小売電気事業者の排出係数

による。） 

事例 武蔵野市 東京 23 区清掃一組、八王子市 所沢市 

  



 

参考－4 

4． 熱利用可能量の試算 

（1） ごみの保有熱量 

年間ごみ処理量 22,077t/年※ 1 を焼却処理すると、ごみが保有する熱量（基準ごみ：

9,100kJ/kg）から 200,901GJ/年の熱エネルギーが発生します。 

22,077,000kg/年×9,100kJ/kg＝200,900,700,000kJ/年≒200,901GJ/年 

（1,000,000ｋJ/年＝1GJ/年） 

 

（2） ごみ発電電力・電力量 

この熱エネルギーをボイラで回収し、場内熱利用以外はすべて発電するものとして、エネルギー

回収率（発電効率）を 17～19％とすると、発電電力は 1,500～1,600kW、年間発電電力量は

10,000,000～11,000,000kWh/年となります。 

200,900,700,000kJ/年÷稼働日数 280 日/年÷調整稼働率 96％×17～19％÷24 時間/日÷3,600kJ/kWh 

≒1,500～1,600kW 

1,500～1,600kW×24 時間/日×稼働日数 280 日/年≒10,000,000～11,000,000kWh/年 

 

（3） 送電電力量 

発電電力量に休炉時の購入電力量 34,000kWh/年※2 を加え、秋水園内における消費電力量

4,251,000kWh/年を差し引くと、年間の送電電力量は 5,800,000～6,800,000kWh/年

となります。 

10,000,000～11,000,000kWh/年＋34,000kWh/年－4,251,000kWh/年 

≒5,800,000～6,800,000kWh/年 

新しいごみ焼却施設 3,800,000kWh/年
※3＋リサイクルセンター等 413,000kWh/年＋秋水園周辺施設 38,000kWh/年 

＝4,251,000kWh/年 

売電単価 12 円/kWh※4 で売電すると、売電収入は約 7,000～8,200 万円/年となります。 

 

※1 年間ごみ処理量 22,077t/年は、計画目標年次（令和 10 年度）の年間計画ごみ処理量 

26,540t/年から災害廃棄物処理量 4,463t/年を除いた量。 

※2 休炉時（7 日間/年）の購入電力量 200kW×24 時間/日×7 日/年≒34,000kWh/年 

※3 新しいごみ処理施設での消費電力量（160～180kWh/ごみ t） 

平均 170kWh/ごみ t×年間ごみ処理量 22,077t/年≒3,800,000kWh/年 

※4 固定価格買取制度における廃棄物系バイオマス分の売電単価を 17 円/kWh、バイオマス比率

を 50％、非バイオマス分の売電単価を 7 円/kWh と想定。 

  



 

参考－5 

5． カーボンニュートラルとバイオマス 

（1） 再生可能エネルギーにおけるバイオマス 

再生可能エネルギーとは、石油、石炭、天然ガスなど有限な資源である化石エネルギーとは違い、

太陽光や風力、地熱などの地球資源の一部など自然界に常に存在するエネルギーのことで、「枯渇

しない」「どこにでも存在する」「CO2 を排出しない（増加させない）」という特徴があります。 

発電分野においては、安定的なエネルギーの供給、環境負荷低減の目的から導入促進を図るべ

きものとして、再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT：Feed-in Tariff）で、①太陽光、②

風力、③水力、④地熱、⑤バイオマス（動植物に由来する有機物）により発電した電気を買取りの対

象としています。 

バイオマスとは、生物という意味の「bio」と、量を意味する「mass」が組み合わさった言葉で、

動物や植物に由来する生物資源とされています。一般廃棄物においては、プラスチック類などを除

く生ごみ（厨芥類）、紙ごみなどがバイオマスに該当します。 

 

（2） バイオマス発電とカーボンニュートラル（炭素中立） 

バイオマス発電の際に発生する二酸化炭素は、燃料のもととなる植物が、成長過程で吸収したも

のと考えることができます。すなわち、成長過程で大気中から吸収した二酸化炭素を燃焼時に排

出しているだけなので、結果的に大気中の二酸化炭素の濃度は変わらない（カーボンニュートラル）

とみなされると言われています。 

一方、石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料は、太古の植物や動物、微生物から生成されたもの

で、バイオマス燃料と同様に二酸化炭素を多く吸っていますが、化石燃料が吸収した二酸化炭素は

何億年も前のものなので、現在、化石燃料を燃やして二酸化炭素を発生させると大気中の二酸化

炭素濃度が上がってしまうと考えられています。 

再生可能エネルギーの中でも、太陽光や風力など自然環境に左右される不安定な電源と異なり、

燃料さえ確保することができれば、安定した発電量が見込めるため、貴重な再生可能エネルギー

の“ベース電源”として活用することもできると期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 バイオマス発電から発生する CO2 とカーボンニュートラル 
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