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会  議  経  過 

1．開  会 

 

2．協議事項 

 

（1） ごみ焼却に伴う熱利用について 

 

○事務局 資料１のごみ焼却に伴う熱利用について説明。 

 

○会長 ごみ焼却に伴う熱利用について説明いただいた。熱の利用形態として電気、蒸気、温

水がある中で、電気を中心に利用したいとの説明である。電気には様々な使用方法があるが、6

ページにあるとおり、秋水園で使う自家消費分を中心とし、その後、市公共施設への自己託送

等による電気供給、電力会社への売電の順に活用するということである。また、7 ページ以降

で、近年のエネルギー利活用の事例として、武蔵野クリーンセンター、ふじみ衛生組合等の熱

利用の状況が紹介されている。ご意見、ご質問を伺いたい。 

〇委員 1 ページの文中に「バイオマス分を含む低炭素エネルギー」と記載されているが、バ

イオマスとは何を指しているのか。 

〇事務局 参考－5 ページ「カーボンニュートラルとバイオマス」で整理しており、バイオマ

スの定義は「動物や植物に由来する生物資源」とされている。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や紙ごみなどがバイオマスに該当するとされている。 

〇委員 生ごみなどを発酵させてガスを生成する場合はバイオエネルギーになると考えるが、

化石燃料を使用せずに生ごみ自体が燃えてエネルギーになるのか。 

〇事務局 焼却炉を立ち上げる時には助燃材として燃料を使用するが、以降は自燃するため、

生ごみが多いから燃料を使用して燃やすというような運転は、現在の焼却炉でも行っていな

い。「バイオマス分を含む低炭素エネルギー」の表現に対する質疑だと考えるが、廃棄物発電

は、脱炭素・カーボンニュートラル社会の実現に貢献することができる低炭素エネルギーであ

ることを意図している。 

〇委員 生ごみを燃やしてエネルギーとなるイメージができない。 

〇事務局 2 ページに発電の仕組みを記載している通り、生ごみ等も含んだごみの焼却に伴っ
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て熱が発生し、ボイラから蒸気を発生させてエネルギー回収する仕組みとなっている。生ごみ

単体を自燃させることは困難であるが、日々収集しているごみには、木質、紙類なども含まれ

ており、それらと生ごみが混ざったごみを燃やすことになるので、焼却炉を立ち上げる時以外

はごみが自燃していくことができる。 

〇委員 プラスチックごみがなくても燃やすことができるという理解でよろしいか。 

〇事務局 その通りである。 

〇委員 補足説明として、あまりバイオマスという表現はしないが、ごみ収集車で収集される

家庭ごみには、プラスチックごみだけではなく、厨芥類、木、竹などが混ざっているため、再

生可能エネルギーと同じものとして扱い、このような表現にしたのだと思う。焼却炉からの二

酸化炭素排出量を集計する際は、化石燃料系プラスチックなどは集計されるが、厨芥類、木、

竹は、カーボンニュートラルという扱いで、一般的に集計しないことになっており、環境省の

報告でも集計されていない。これらのことから、今回はバイオマスと表現したのだと思う。 

〇委員 例えば、燃やせるごみの中に、燃えやすい紙類が 40％程度含まれているとする。雑紙

ごみの分別回収が徹底されて、仮に紙類の割合を限りなくゼロにできた場合、残った生ごみ、

竹、雑草などが自燃することは可能なのか。 

〇事務局 仮定の話であるが、紙類、プラスチックごみが一切含まれていない場合でも、必要

になるのは立ち上げの際に必要となる助燃材だけで、それ以降は運転している焼却炉の熱で、

ごみを乾燥させながら繰り返し燃やしていくため、自燃することが可能である。 

〇委員 YouTube で他のごみ集積場や焼却場に関する動画で、生ごみは非常に扱いが難しく攪

拌もしなくてはいけないし、プラスチックごみも入れる必要があると説明されていたのを観た

ことがある。 

〇事務局 ピット内で攪拌することで、生ごみに含まれる水分等を均一化させたうえで、炉内

で乾燥させ、燃やしている。また、収集形態に関して、自治体によってはプラスチックごみを

入れている場合もあるが、東村山市は、容器包装プラスチック、ペットボトル等は可燃ごみの

区分とはしておらず、焼却炉に入れていない。本検討会のこれまでの検討でも、当市の現状の

分別区分をふまえた施設を検討してきているところである。 

○会長 3 つの質問があったのでまとめると、1 つ目はバイオマスの定義について、参考－5 に

あるとおり、「バイオマス（動植物に由来する有機物）」であることから、厨芥類や紙は植物

に由来するため、バイオマスに分類されるということ。2 つ目は東村山市の可燃ごみが自燃す

るかどうかの議論について、東村山市では容器包装プラスチックは分別されており、焼却炉に
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はあまり入っていないとのことだが、紙ごみ、木草類、その他のごみを入れて混合することに

よって一定の発熱量を持つため、焼却できているということである。3 つ目は分別を限りなく

徹底したらどうなるかについて、他自治体では、かなり細分化している事例があるが、大都市

での実施は困難である。また、細かな分別をして収集車が増加すれば、化石燃料の消費が増加

してしまうことも考慮しなければならない。一般的には、市民の利便性、分別によるエネルギ

ーの消費、化石燃料の消費等を勘案して、東村山市も含めた大都市では、大きな分別として容

器包装プラスチックを分別するなどの収集形態をとっている。なお、「プラスチックに係る資

源循環の促進等に関する法律」によって来年度以降、プラスチックの資源循環に対する施策が

出るかもしれないと思っている。東村山市は、焼却対象にプラスチックをなるべく入れない分

別区分となっているので、大きな影響はないと思うが、今後の世の中の動向に応じた対応が必

要にはなってくると思う。これらの 3 つの点について、特に東村山市の考え方について大きな

問題があるということではないと考えている。 

〇委員 3 ページの「新しいごみ焼却施設の熱利用の考え方等」で、世界的に二酸化炭素削減

の動向があり、東村山市の施設としても貢献しなければいけないと思うが、（1）の「熱の利用

形態の整理」でまとめられている、自家発電・自家消費、周辺施設への電気供給、離れた施設

への電気供給などに対するコスト面をふまえた効果はどの程度見込んでいるのか。 

〇事務局 現状では、ランニングコストなどの細かなデータはないが、参考－4 ページにある

とおり、秋水園の新しいごみ焼却施設やリサイクルセンターなどで自家消費をした後に、残っ

た電力を売電する場合については、売電単価を 12 円/kWh と設定し、約 7,000 万円から 8,000

万円程度の売電収入になるという試算をしている。具体的な設備のランニングコストについて

は、設備の内容が明確に決まらない現段階では概算で出すことも困難である。 

〇委員 発電機の設置費用を調べれば把握できるのではないか。 

〇事務局 発電機の設置費用についても、参考－1 ページの表 1 にあるとおり、各自治体によ

って発電設備の能力が異なることもあり、現段階で、どのような設備を設置するのかが明確に

決定していないため、概算の金額を提示することも難しいところである。 

〇会長 計画のステップとしては、今回、基本計画を策定し、それを基に仕様書を作成、その

後に発注となるが、仕様書で発電機の能力や消費電力の量が決まるので、その際に経済性を検

討するということになると思われる。経済性の評価については、各施設でライフサイクルコス

トの最適化、つまり建設から運営に至るまでの期間をある程度設定し、その間で一番効率的な

方策をとっていることが多く、こういったことは、次の段階で検討することになると思われ
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る。本検討会では、基本計画として熱をどのように利用するか、どこに使うのかを決め、それ

を基に施設の概要を決めていくという段取りになる。 

〇委員 これまでの検討会でもエネルギー活用の観点から提案をしてきた。今回の検討会では

熱を主に電気として利用することに異論はないが、先駆的で積極的なエネルギーをつくるとい

う立場から検討していきたい。もう一歩進んだ検討をするという視点で、コージェネレーショ

ンについても検討したいと考えている。防災機能の検討資料でも、防災拠点としてだけではな

く、自営線や自己託送を活用して、地域にエネルギーを供給できることが望ましいとされてい

る。電気を主軸と位置付けつつ、コージェネレーションを活用して、温水、蒸気といったエネ

ルギーを、秋水園ふれあいセンターや本庁舎などに供給できれば、身近な秋津町でのモデルケ

ースになるのではと考えている。 

〇事務局 コージェネレーションを含む地域発電については、市全体のエネルギー政策として

は取組まなくてはいけないところであると考えるが、本検討会の目的は、焼却炉の更新であ

る。例えば、秋水園にガスタービン施設などを設け、焼却炉の発電機と併せて発電し、さらに

地域展開すべきであるという意見もあるかと思うが、今回検討すべき内容よりも広がりすぎて

しまう。まずは、ごみが出るので処理しなければいけない、処理するときには熱が出る、この

熱をどのように活用するのが一番いいかという、ごみ焼却で発生する熱利用の検討をお願いす

る。 

〇委員 7 ページに「近年の廃棄物エネルギー利活用の事例」として、武蔵野クリーンセンタ

ーが紹介されているが、当該施設の 1 つのトピックスはコージェネレーション設備だと思う。

市役所の目の前に立地する焼却炉で、ごみ処理の発電、熱回収をして、コージョネレーション

の設備もあわせて整備している実例があり、ごみ焼却施設だからこそ実現可能であると考え

る。検討すべき内容からそこまで外れていないように思う。 

〇事務局 大きく外れているわけではないが、まず性能発注するために焼却炉のスペックを決

めていただくことが前提になるので、基本計画を検討する段階でコージェネレーションの議論

まで入るのは難しいと考える。 

〇会長 今のご意見を整理すると、1 つ目はエネルギーセンターとして整備すべきという議

論。防災拠点にすべきということについては、検討会ですでに方向性が示されている。2 つ目

は、電気、温水、蒸気を組み合わせて熱供給、エネルギー供給をすることで、地域にとって望

ましい施設になるのではないかという議論、3 つ目はガスタービンを整備するかどうかという

議論になると思うが、ガスタービンについては経済性なども考えなければいけないので、整備
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するということを決めないまでも、1 つの手法としてあるということを記載するのはどうか。 

〇事務局 ガスタービン機能を整備するということになると、周辺住民の方々へ説明し、理解

していただく必要があるなど、単純に整備するということにはならない。まずは焼却熱の利用

方法について、資料に示している優先順位を含めた方向性を固め、付帯意見として、ごみ焼却

の熱利用だけではなく、将来的にエネルギーセンターなどへの展開を検討する旨を、委員の意

見として、基本計画に記載することは可能である。 

〇会長 私は武蔵野クリーンセンターの基本計画や事業者選定の委員だったが、コージェネレ

ーションを整備するということは基本計画の中にはなかった。東村山市においても、現段階で

は整備するかどうかは決められないと考える。 

〇委員 焼却施設でできる電気や熱の利用に関しては、利用先の確保が必要であり、近くにあ

るというのが 1 つの大きな条件である。これはコストに係わる部分があるので、なるべく近く

に利用先がないと、つくってもコストだけかかり、あまり効果的ではない。武蔵野市の場合に

は、コージェネレーションを設けたが、市役所が隣にあり、熱も電気もすぐ送れるという条件

だから実現できたと思う。東村山市の場合は市役所からかなり離れているので、蒸気を送る蒸

気管は、敷設するだけで数億円かかるうえ、管理も難しい。さらに、一定量の需要がないと無

駄になるので、需要とコストを含めて議論する必要があるので、今の段階で決定するのは無理

だと思う。内容を広げ過ぎると議論も拡散するので、実現には利用先との距離の関係が重要で

あることをふまえて議論していきたい。 

〇会長 現在、環境省が地域循環共生圏という焼却施設から出る熱などの資源循環できるもの

を使って地域経済が豊かで元気になるようにする構想を進めているが、実際には立地との関係

があり、熱の利用、資源の利用に適した利用先は少なく、武蔵野市や三鷹市は全国的には非常

に稀有な例である。施設特性や立地特性に合わせた形で進める必要があるが、東村山市は都市

部であるため、電気の利用や足湯の利用などについては、十分取り組むことができると思う。

大々的な議論は難しいので、将来的な可能性として残しておくことが望ましいと考える。 

〇委員 承知した。 

〇会長 事務局側もそれでよろしいか。 

〇事務局 承知した。 

〇委員 前回の検討会で施設見学ができなかったので、もし、武蔵野市などの最新事例を見る

ことができれば、地域によって違うことも分かってくるのではないかと感じた。可能性を広げ

ることは大事であるが、東村山市としては、6 ページにあるとおり、ごみ処理施設は処理を安
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定して維持することが最優先であり、そこに関連することを考えるのが望ましいと思う。熱利

用については検討するために、できればいろいろなところを見学したいが、現在は難しいとも

思うため、国の施策の方向性に従いながら、（5）にある新しいごみ焼却施設の熱利用優先順位

が示すようにするのがいいと思う。また、施設をつくった後の供用年数が一番の懸念事項であ

り、供用開始後 4～5 年で不具合が生じ停止するといった事態は避けなくてはならないと思う。

いつまでも維持管理していける施設でなければ、今の時代につくってはいけないと思う。 

〇会長 ごみ処理の安定性というご意見があったが、感染症が大流行したことから 1900 年に汚

物掃除法ができ、衛生状態を改善するために焼却という方法がとられた。今も、新型コロナウ

ィルス感染症が流行しているが、100 年以上前の役割は今も続いていると思う。したがって、

安定性を確保すること、衛生状態を維持することは絶対的な条件であると思う。また、ご意見

の中にもあったとおり、施設見学することで、分かることもあるので、ぜひ計画していただき

たいと思う。 

〇事務局 ごみ焼却に伴う熱利用の議題は、施設見学した後に議論するスケジュールと当初予

定していたが、新型コロナウィルス緊急事態宣言により、前後してしまった。施設見学につい

ては今後の実施を考えているが、依然として、コロナ禍の先行きが見通せない中で、現時点で

も開催日程を決めることができないでいるため、この議論を先行して実施していただいている

ことは申し訳ないと思う。 

〇委員 4 ページに秋津町市民のアンケート調査結果があり、熱利用に関する主な回答結果と

して、防災機能の維持などが記載されている。プールの要望が多かったと思うが、反映されて

いないのはなぜか。 

〇事務局 プールの要望については、アンケートの自由記述での記載のことだと思う。問 10 の

自由記述の欄で熱利用に関することが約 70 件あり、温水プール、温浴施設などがあったが、資

料に記載しているのは、余熱利用方法についての設問における選択肢の部分を整理したもので

ある。 

〇委員 参考－1 ページの他施設の熱利用状況で、温水、蒸気の欄に空調、プールなどが多く

記載されている。近隣地域にお住まいの方のための熱利用のお考えはあるか。 

〇事務局 資料での熱利用の方向性は、事務局側の提案である。他の利用方法の意見があれば

ご発言いただいて、委員間でご議論いただきたいと思っている。温水プールや温浴施設を整備

した場合、発生する熱の量としては実現可能であるが、将来、仮にごみ量の減少により発生す

る熱量が小さくなり、お湯を沸かすことを継続できないことになると、別の方法でお湯を沸か
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さなければならないという懸念もある。 

〇委員 将来的に発電もできなくなる可能性があるのか。 

〇事務局 発電ができなくなるということはないが、お湯を沸かすことが施設の維持に必須と

なると、施設を維持するために、発電電力を消費したり、別の燃料でお湯を沸かしたりするな

どの事態が考えられる。 

〇委員 ごみが減って将来的に熱利用が厳しくなる可能性があるのか。 

〇事務局 この検討会における熱利用の検討の目的は、何かの目的のためにエネルギーをつく

って、その利用を考えることでなく、最も大事なのは、市民の方が生活する上でやむを得ず出

るごみを焼却する際に発生する熱をどのように有効に使えるかを議論することであると考えて

いる。 

〇委員 確かに、ごみが減って、処理すべきものがなくなることが一番望ましい形だと私も思

う。 

〇会長 基本計画をつくった後、発注に向けて、新たに要求水準書、仕様書作成を行う段階が

あるので、そこでまた検討したいと思う。現段階では、市の方針が整理され、委員の意見につ

いては将来的な可能性を残すということにし、施設見学を行った後にも議論をさせていただき

たいと思う。 

〇委員 3 ページの「熱の利用形態の整理」で、電気については、余剰が出るという前提でい

くと、自家消費、自己託送ともに地域に還元する可能性はすごく広がっていくと思うし、この

余剰をどのように配分していくか、地域に還元するか、そういう議論だと思う。仮説でかまわ

ないので、大体の余剰発生量が数字上で分かれば、何に利用しようかという議論に進むと思う

が、これまでの議論だと少し具体的なイメージとして捉えづらい。例えば、月に約 2 万円の電

気代がかかる家族約 3,000 世帯に対して、自己託送による電気供給をすれば、約 6,000 万円の

地域還元となる。仮に、このような還元があれば周辺地域の方々からも協力が得られやすいと

思う。周辺地域の住民に対するメリットについても考えていきたいと思う。ただこれは、東村

山市の財政の問題で、余剰が出ることが前提での話である。 

〇事務局 各家庭の生活状態や消費電力量も異なるので、個々の家庭ではなく、例えば、周辺

対策区域の防犯街路灯の分だけでも還元できないかということもあるが、街路灯へ直営線が引

かれているわけでもなく、現状の各電力会社との契約の中で、焼却炉から出た電力を配るの

は、現実的にはかなり難しいという判断をしている。そのため、地域への還元と考えると、温

浴施設、プールといったご意見や、そこまでの規模でなくても足湯くらいは欲しいといった意
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見もあろうかと思う。ここでは、皆さんからのご意見をいただいて、地域還元としてどのよう

な希望があり、それが望ましいのかどうかといったことを今後検討していく必要があると考え

ている。 

〇委員 今の説明は、3 ページの「②自営線による周辺施設への電気供給」に対する設備でコ

ストがかかるという内容だと思うが、自己託送については、電力会社との契約ができれば、ど

この地域にも送れるということになるのではないか。 

〇事務局 自己託送については、基本的には市内の公共施設に送ることはほかの自治体でも実

施しているが、個々の家庭に電力会社の電線網を利用して送る場合には、電力会社との協議も

あり、実現が難しいと考えている。そのため、今回の提案については、市の公共施設へ電力を

供給することで、地域の地産地消に貢献できるという趣旨の提案をした資料になっている。 

〇委員 難しいというのは、条件面、折衝においての判断であって、交渉によってはできると

いうことだと思う。 

〇事務局 例えば、秋水園で発電したものを地域新電力を経由して、その契約者に送電するこ

とは仕組みの上では考えられると思うが、現状の市の電力契約の状況などから難しいと考えて

いる。そのため、現時点では、東村山市が焼却炉で発電した電気を市役所に送ることや、電力

会社との契約が東村山市名義のところに送ることは可能であるが、直接の契約関係がない多数

の個人に送るというのは、電力会社との仕組み上できないという回答を頂いている。 

 

 

（2） その他 

 

〇会長 先ほど委員から意見のあった、ハザードマップに関する東京都建設局への問い合わせ

結果をご報告いただき、ご意見があれば伺いたい。 

〇委員 ハザードマップの件を市や東京都の河川部計画課に確認した。以前のハザードマップ

では、50m 四方のメッシュを採用しており、ハザードマップの更新により、10m 四方のメッシュ

を採用したという説明を受けた。また、マンホール高さはレーザー測量と異なるため、それに

より浸水深さが異なっているとのことだったが、差はわずかであるとの説明を受けた。結果、

秋水園の焼却施設の範囲が浸水深さ 5m 以上となっていたものが、1～2ｍになったとのことだ

が、私には理解できなかった。 

〇事務局 委員が仰る通り、以前のハザードマップでは秋水園の地域は浸水深さ 5m となってい
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たが、改めて東京都がデータを精査して、メッシュを細かくしたり、東海豪雨等もふまえた中

で最大規模降雨を考慮したりして浸水深さが低くなった。この作業により、新たに浸水予想区

域に含まれるようになった場所もある。防災所管課に確認したところ、河川改修や雨水管工事

の進捗等があり、浸水深さを見直した結果、秋水園区域をはじめ、秋津町区域、市内全域で変

わる場所が生じたという説明を受けた。このように、更新されたハザードマップの浸水深さを

基に防災機能のご提案をさせていただいたものである。設計の際の高さについては、ハザード

マップを考慮した上で、委員の皆様のご意見をふまえて検討していきたいと考えている。 

〇会長 想定浸水区域のメッシュを細かくして、精度が上がった結果、浸水深さが低くなった

ということである。それに対応した水害対策をとるというのが、市の考え方である。例えばハ

ザードマップ上の浸水深さが 3m である場合、対策として 3.5m 高くすれば十分であるところ、

10m 高くするというように余裕を持たせすぎては経済的ではない。そのため、ハザードマップ

をふまえた上で、安全性を考慮し、水害対策をとるということである。 

〇委員 ハザードマップの浸水深さであるが、50m メッシュを 10m メッシュにしたことで、浸

水深さが 5m から 1～2m になる理由がわからない。 

〇事務局 メッシュの変更により浸水深さが変わるという東京都建設局の説明がわからないと

のことだが、事務局としては、秋水園の裏を流れている柳瀬川下流域における湾曲した部分の

改修工事などの治水対策が進んでいることによって想定浸水区域が変わり、以前想定していた

よりも溢水しにくくなったという説明を所管課から受けている。 

〇委員 マンホールの高さについても理解できない。以前はマンホール高さを基準にしていた

が、レーザー測量にしたので変わったという説明を受けた。 

〇事務局 その点についても精度を上げたという説明を受けているが、あくまでも河川改修に

よる影響が大きいと考えている。 

〇委員 秋津町の川幅を広げる改修や、湾曲した箇所を改修するなどしていれば理解できる

が、河川改修も秋津町周辺は行われていない。 

〇会長 この場では、官公庁が出している基準に則り施設の防災対策をとるという議論をして

いるが、その範疇を超え、ハザードマップが間違っている、河川改修工事が間違っているなど

という議論をしても何も決まらない。 

〇事務局 事務局が前回提案した防災対策に対し、より強化すべきとのご意見を委員の皆様が

持っていて、仮に旧ハザードマップの浸水深さで対策した方がいいと議論することを妨げるも

のではない。現時点では、事務局として、東京都や市の防災所管課の説明を受け、最新のハザ
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ードマップを基に提案させて頂いている。 

〇会長 今後ハザードマップが見直され、浸水深さが深くなったらそれに合わせて対策をとる

ということか。 

〇事務局 その通りである。 

〇委員 その考え方で防災拠点といえるのか。 

〇事務局 委員の皆様から事務局提案では不十分というご意見があれば再検討する必要がある

と考える。 

〇会長 本検討会では、防災拠点にするため、浸水深さを考慮した高さを確保するなどの対策

についての議論をしている。この場では、浸水深さが変更された場合も、対応して対策してい

くという確認ができていればいいと思う。 

 

３．その他 

 

○事務局 当日配布資料のごみ焼却施設整備基本計画検討会のスケジュール変更について説

明。 

 

〇事務局 検討会スケジュール等について、ご意見があれば伺いたい。 

〇委員 施設見学会関連の情報提供だが、「廃棄物資源循環学会」という学会で武蔵野クリー

ンセンターを対象としたバーチャル施設見学会を 10 月 5 日に行う。追って事務局に連絡するの

で、メール等で委員にも共有いただきたい。参加費は無料で、事前登録制となっており、ホー

ムページで募集中である。 

〇事務局 情報提供感謝申し上げる。本検討会の皆さんにも情報を共有させていただき、ご参

加いただけるようにする。 

〇委員 熱利用に関係ないため、発言を控えていたが、秋津町の公園が１つなくなっているこ

とや、沢の堀の工事が進んでいないことによる、秋津町の子供たちの遊び場の減少や通学環境

の影響などを心配している。そのような点から最近秋津町の整備等についてあまりいいところ

がないと感じている。秋津町における市の事業等をきちんとやっていただくとともに、焼却施

設が整備される秋津町にメリットがあってもいいと思う。 

〇事務局 市の政策等についてもご意見をいただいたが、ここでは、スケジュールと施設見学

のご報告をさせていただいているため、また、関連する議題の議論の時にご発言をいただきた
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く、お願いする。 

〇事務局 続いて、次回の開催予定についてご連絡させていただく。次回の第 7 回検討会の開

催については、11 月上旬を予定している。開催 1 か月前を目安に開催通知を送付してお知らせ

する。 

 

４．閉会 

 


