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高座清掃施設組合 第２回技術検討委員会 

議事概要 

 

【日 時】 平成 25 年 1 月 10 日(木) 9:30～13:00 

【場 所】 （公財）東京都環境公社 会議室 

【出席者】 〔学識経験者〕寺嶋均委員長、荒井喜久雄委員、谷川哲男委員、柿沼潤一委員 

      〔事 務 局〕中村参事、山﨑室長、秦副主幹、中島主査、山田主事 

      〔事務局/日本環境衛生センター〕池本 

      〔事務局/エックス都市研究所〕長谷川、鈴木、藤田 

 

【配布資料】 

資料 1 高座清掃施設組合 第 1 回技術検討委員会（単独）議事概要 

資料 2-1 ごみ処理施設更新に伴う生活環境影響調査業務 実施計画書 要約書 

資料 2-2 ごみ処理施設更新に伴う生活環境影響調査業務 実施計画書（概要版） 

資料 2-3 生活環境影響調査に関する地元説明会での地元要望 

     上層気象調査内容（当日配布資料） 

資料 3 地元の要望と具体的内容及び具体的内容のメリット・デメリットと事務局案 

別添資料 1 建設予定地の地質・地下水位について 

別添資料 2 目久尻川想定浸水洪水区域図（抜粋） 

別添資料 3 佐賀市における白煙防止装置の運用停止事例 

別添資料 4 一般的なバグフィルターの構造 

別添資料 5 終処分場の掘起し処理について 

資料 4-1 施設規模と炉構成設定根拠 

資料 4-2 計画ごみ質について 

資料 4-3 排ガスに係る公害防止基準について 

資料 5 参考仕様書について 

  別添資料 1 計画実施予定地の地質の状況 

  別添資料 2 プラントメーカー回答様式 

資料 6 技術提案依頼先プラントメーカー（案） 

 

【議 題】 

1) 第 1 回委員会の議事録について 

2) 生活環境影響調査の実施計画（案）について 

3) 地元要望事項への対応について 

4) 計画ごみ処理量、計画ごみ質及び公害防止基準について 

5) 技術提案依頼内容について 

6) 技術提案依頼先について 

7) その他 
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≪第２回技術検討委員会の様子≫ 

    

 

 

【開 会】 

・事務局より挨拶があった。 

・委員長より開会の挨拶があった。 

・当委員会の公開について審議。「議題 3) 地元要望事項への対応について」ついては、地元に

検討結果の提示を行う前に検討を公開するのは不適切という理由により非公開。その他議題

は公開となった。また、「議題 1) 第 1 回委員会の議事録について」については、本日の確認

及び検討後に公開とすることから、傍聴は不適切となった。 

傍聴人として 1 名の申し込みがあり、それに伴い、「議題 3) 地元要望事項への対応につい

て」に関しては、「議題 6)技術提案依頼先について」が終了後、傍聴人が退席した後に行う

こととなった。 

 

【議 題】 

===================================================================================== 

１）第１回委員会の議事録について 

・議事録の内容について、公開時にはフリートーキング部分を外すこと、発言者名を伏せること

が確認された。 

（傍聴人入室） 

===================================================================================== 

２）生活環境影響調査の実施計画（案）について 

・事務局より、資料 2-1「ごみ処理施設更新に伴う生活環境影響調査業務実施計画書要約書」、

資料 2-2「ごみ処理施設更新に伴う生活環境影響調査業務実施計画書（概要版）」、資料 2-3

「生活環境影響調査に関する地元説明会での地元要望」について説明があった。 

 

≪ごみ処理施設更新に伴う生活環境影響調査業務実施計画書について≫ 

〔Ｄ委員〕 

・条例では『評価』というものを、実施計画書では『影響の分析』としているなど、条例アセス

で用いる用語と生活環境影響調査で用いる用語が混在しているので統一すべき。また、P3 の

（2）の文言では、「調査項目の選定は、条例を加味してこれも入れた」というニュアンスの

表現にする必要がある。 
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・大気の評価項目で PM2.5 を対象としているが、これは廃掃法側ではなくて条例サイドの発想か

と思う。PM2.5 は現状で環境基準を超えているところが多いが、県の測定ではどのようになっ

ているか。 

〔事務局〕 

・県より PM2.5 の要望があり、県条例アセスでやるかどうかについて調整して実施を決めたもの

です。前年度に廃掃法によるし尿処理施設の生活環境影響調査を行いましたが、こちらにつ

いては単純に 5 項目で行っています。その時点で県より PM2.5 を実施しないのかとの要望が

ありましたが、評価方法が定まっていない等の理由から行わなかった経緯があります。今回、

再度要望があり、実施することとなりました。 

〔Ｄ委員〕 

・予測方法はまだ明確になっていない。環境省でもマニュアルの検討を行っているがまだできて

いない。方法論と結果として SPM はクリアされてきているが、PM2.5 は基準が低い値となって

おり、厳しいところがある。県の強い要望があるということであれば、予測手法についてど

のようなものがあるか確認した方が良い。 

・悪臭の件についてだが、物質規制と指数規制の両方を行う必要があるのか。法律上はどちらか

を選択することになっていると思う。神奈川県では厚木市だけが物質規制を選択しているが、

その影響とするには離れ過ぎているように感じる。念のためやってみるということか。 

〔事務局〕 

・仕様をそのように出しているため、両方を行う形となっています。場所的に市街地から離れて

いるため、周辺に養豚場や藤沢市の堆肥化センターがあり、臭気に対しては住民がナーバス

になっているということがあります。こういったことから何に起因する臭気であるかを判断

する材料としたいと考えています。 

〔Ｄ委員〕 

・PM2.5 の予測がなぜ困難かということについてだが、煙突のばいじんの影響よりも二次生成粒

子(ガス状のものが排出されて大気中で移流しながら粒子となる)の寄与のほうが圧倒的に多

いことがある。煙突から出たばいじんの排出量を想定して拡散しても、必ずしも正確とは言

えない。現況調査を測定するのであれば一次と二次を分けると言う意味で、県が行っている

程度の成分調査(6 種類ほど)も併せて行った方が良いのではないか。神奈川県がデータを保有

しているかも知れないので、それを使用しても良い。 

・アセスの土壌汚染は何を見ようとしているかが難しい。かなり離れた場所を現況調査地点とし

ており、予測もここで行うと思うが、ダイオキシンが空中を飛んで降りてくるということを

想定すると、一般的に工事中の土壌汚染の影響といった場合、P4 に土地の造成等とあるが、

造成によって仮に土壌汚染があった場合、それが飛散していくとか、造成行為で汚染が含ま

れた土壌を掘削、運搬することにより、広がるという認識で良いか。 

〔事務局〕 

・そのとおりです。 

〔Ｄ委員〕 

・畜産センターなど二箇所で現況測定をすることになっているが、そこは土を持って行く場所と

いうことか。 

〔事務局〕 

・畜産センターについては、排ガスの影響を想定しています。 
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〔Ｄ委員〕 

・工事中の予測というのは何をやるのか。 

〔事務局〕 

・飛散までは考えておらず、持込み、もしくは土量バランスの中で持込み、排出がある場合に現

状を把握し、必要に応じて土壌の対策をして排出するなどを想定しています。 

〔Ｄ委員〕 

・現況を排出する場所ということは工事の予定区域ということか。 

〔事務局〕 

・敷地内の土壌については、現在実施している既存資料をもとに検討したいと考えています。 

〔Ｃ委員〕 

・P4 の表の作り方についてだが、影響するものとしないものを網掛けするなど、その中で調査

を行うものについては丸で、選定しないものをハイフンで示すなど工夫すべき。 

・P8 の調査項目にある NOx 及び P11 の NO、NO2 という表記については、矛盾しているため、統一

した表記とすべき。調査項目では NO と NO2 が正しい。 

・P13 の環境測定が一般的に 4 方向で行うところを 2 方向で行うことになっている。南北に風が

卓越していることを前段で断る必要がある。これに関する資料が既にあり、それを絞り込ん

で行うという表記にしないと、疑問を持つ人が出てくる。 

・処理場からの距離については、指針でいくと 大着地濃度地点の予想される、1 ㎞弱か 1 ㎞前

後ぐらいの地点で行っているということか。 

〔事務局〕 

・そのとおりです。 

〔委員長〕 

・広域汚染という意味で考えると、着地濃度や滞在地点が影響範囲としての限界という形で設定

していると思う。通常であれば生活環境アセスのベースで P4 に示されている項目でいいが、

もっときちんとした形で影響評価しておきたいということで、条例アセスも行う。かなり費

用が余分にかかるのではないかと思うが、そのような姿勢で工場の計画建設を進めたいとい

う、組合の前向きな姿勢を示しているのではないかと思う。 

〔委員長〕 

・地元説明は、組合が主催して行ったのか。 

〔事務局〕 

・組合から地元の自治会にお願いして、「こういうご説明をしたい」という会を開き、その時の

要望がこの 3 点ということです。ちなみに、行政区は違いますが藤沢市の宮原地区について

は、今週末に行う予定です。地元の要望については組合で検討させて頂き、行う方向で考え

ていきたいと思っていますが、騒音振動については粗大ごみの破砕音がするという指摘があ

るという点と、悪臭については住民がナーバスになっているという問題がありますので、モ

デル起因となっているといわれている藤沢市側の施設の関係もあり、藤沢市側でやった方が

いいのでは、という話もあります。また、生態系についてはレクレーション施設として目久

尻川沿いを想定しています。ここは、カワセミなど、バードウォッチングに来られる方もあ

る場所で、遊歩道のようなものもありますので、今検討しているところです。 

・また、補足として、上層気象の考え方については如何でしょうか。発注仕様書上は 7 日間連続

で 77 回として揃える形としています。 
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〔Ｄ委員〕 

・何ｍぐらいあるのか？ 

〔事務局〕 

・2,000ｍ程度です。これについては、費用もかかるということで、厚木基地側の判断によって

は、生態系などにするか考えているところです。 

〔Ｄ委員〕 

・接地逆転の頻度のようなものを把握できれば良いのではないか。大気の安定度については出さ

なくてもいいと思う。短期的な高濃度の出現の可能性を見ようということなので、その頻度

は把握できる範囲でいいはずである。 

〔事務局〕 

・航空規制がかかる網が 1 ㎞ちょっとずれると外れますので、外れた場所で行うことについて検

討したこともあります。 

〔委員長〕 

・飛行場からこういう要望が出ると、ある面では絶対的な条件として受け入れざるを得ない。代

替的に推定できるような方法論を検討して頂くことしかないのではないか。 

〔Ｂ委員〕 

・大気濃度について、既存調査と実際の調査とを比べてみて、既存調査にもっと悪いデータがあ

れば、それを使用して予測評価する方法でもいいということではないか。 

〔Ｃ委員〕 

・計測しなければいけないとか、計測することを推奨する、ということを、文献上あるいは指針

上で示しているものがあるのか。現実は測っても、逆転層が出るか出ないかについては、状

況によってわからない。 

〔事務局〕 

・生活影響環境調査指針が環境省の方から出ており、その中で、上層気象調査も内容としては記

載されています。 

〔Ｂ委員〕 

・景観の評価についてだが、これは建設物をある程度想定するのか。それとも資料である程度抜

くということか。 

〔事務局〕 

・その時の事業計画の進捗にもよりますが、可能な限り想定したいと考えています。 

〔Ｂ委員〕 

・計画の進行度合いによっては、「建物のデザインが決まっていないから景観の評価が非常に難

しい」というケースも出てくるので、計画の進行と併せて精度を上げていくといいのではな

いかと思う。 

〔委員長〕 

・選定しなかった理由については、例えば地盤沈下の場合など、地元の人に、周辺に地盤沈下を

起こさないような工法を採用するから問題ない、というようなことまで書く必要があるので

はないか。地下水などについても井戸への影響がないかどうかといったことに関して、現実

的には問題ないという形にする必要がある。 

・手順的にはこの計画が確定した段階で、地元に対する説明を行うことになるのか。 

〔事務局〕 
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・地元には打診致します。 

〔委員長〕 

・さきほどの写真にあるような測定計器などを据え付けた場合、これは何かと疑問に思われるこ

とが想定されるため、やはり地元には説明した方がよろしいと思う。 

===================================================================================== 

４）計画ごみ処理量、計画ごみ質及び公害防止基準について 

・事務局より、「資料 4-1 施設規模と炉構成設定根拠」、「資料 4-2 計画ごみ質について」、

「資料 4-3 排ガスに係る公害防止基準について」に関する説明があった。 

 

≪施設規模、炉構成設定について≫ 

〔Ｃ委員〕 

・計画の処理量、施設規模 245 トンというのは、設計要領に基づいてなされていると思うが、年

間の概ねの計画値と施設規模でかなり開きがある。炉数の評価の仕方、 終的には恐らく 2

炉構成でいいという感覚は持っているが、表題の中で「高効率ごみ発電施設の炉数の設定」

というように標記してあることもあり、「高効率の観点の評価」ということを入れるべきで

はないかと思う。2 炉構成の他、3 炉構成、1 炉構成などがあると思うが、1 炉構成では止め

たり、年間フルに動かすことができなかったりということがある。そうすると 2 炉構成で 1

炉常時運転し、残りの 1 炉を動かしたり止めたりということになる。そういう時の発電効率

ということを評価に入れながら炉構成を考えるべきではないかと思う。 

〔委員長〕 

・確かに高効率で1炉になった時、どのくらい発電量となり、場内の他の施設の電力を含めてど

の程度をカバーできるのかということはある。望ましいのは、1炉運転で、他は全部自給運転

できるということになると非常に経済的にはいいと思うが、そこまでの計算というもの自体、

なかなか難しい。 

〔Ｃ委員〕 

・ごみピット量も恐らく同様の考え方であり、ピット量をできるだけ大きくし、2炉運転時を長

くして、1炉運転時を短くするなどを考えていくと、効率的には良くなってくると思う。 

〔Ｂ委員〕 

・1炉構成の場合は、全炉停止のときに全くごみの処理ができなくなるため、その分だけのごみ

ピットを持つ必要が出てくるので、あまり現実的ではないように思う。2炉か3炉かという話

になると、イニシャルコスト、ランニングコストを考慮すると、やはり2炉の方が有利である。

その代わりに2炉にした分だけピットを大きくするという考え方になる。ピットの余裕も単位

体積重量を0.3トンで計算しているが、場合によってはもっと大きくとっている自治体もある。

また、総炉計画を想定して、2炉が良いとの結論を導き出している自治体もある。 

〔委員長〕 

・建設費は、概算では2炉と3炉とのケースで出しうるかもしれないが、やはり、3炉にすると大

きくコストが上がると思われる。機器点数も増えるため、維持費も上がってしまう。だから2

炉に落ち着かざるを得ないということになろうかと思うが、その理由を出来るだけわかりや

すく整理するということかと思う。他でも経験したが、粗大ごみの処理施設を持つ施設で、1

炉運転で、高効率で、1週間で頑張って、全施設の電力を自給するということを条件に計画し

ているようなところもある。当組合の場合、し尿処理が入っているのでさらに付加的な面で、
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そこまで頑張れるかどうか、いろいろ計算してみないとわからないと思う。 

〔Ｃ委員〕 

・ピット容量の大きさも維持管理上、非常に重要な部分だと思う。ピット容量が少ないと、停止

時やオーバーホール時、また突発の事故の時などの対応が困難になる。あるいは平常時でも、

ごみは当日分より少し寝かしたごみの方が安定して燃えるということもあり、また、効率的

な発電を課する時のこともあるため、単位体積重量をどう設定するかというのは重要なポイ

ントではないかと思う。 

〔委員長〕 

・ピット容量の計算自体は計画設計要領に準拠しているということは、ピット容積自体、プラッ

トホームの床面レベル以下で計算しているのか。積み上げ分は、それよりも積み上げればさ

らに実質的に余裕が出る。それをどうカウントするかということになる。それにはピットの

奥行きが関連してくるかも知れない。 

〔Ｂ委員〕 

・構造基準があった時代はピットの容量は決められていたが、今は交付金になり、その辺りを弾

力的に見てくれるため容量を大きく出来る。しかし、やたらと大きくすると、今度は匂いの

問題が出てくる。別途活性炭の脱臭装置を設けることになるなど、いろいろな問題が出てく

るので、バランスからいうと、この辺はいいところかと思う。 

〔事務局〕 

・現状の炉のピットは2.5日分しかないので、停電時や全炉停止の場合は、今言われたようにか

なり山積みになるような状態になっています。そのような苦労をしたくないということはあ

ります。 

〔委員長〕 

・組合の今の施設運営上の苦労から、ある面では組合の主体的判断があるところかと思う。敷地

の面積上の制約もありうるかもしれないが、その範囲内で出来るだけ大きくとっておくとい

うことかと思う。 

〔事務局〕 

・敷地があまり広くないため、奥行きを大きくとるというのは難しいかと思いますが、深くする

ことによるデメリットということはあるのでしょうか。 

〔Ｂ委員〕 

・費用がかかること、それから地下水の関係があるので地下水が水脈までいくと、面倒というこ

とがある。 

〔事務局〕 

・クレーンなどへの負荷はかかるでしょうか。 

〔Ｂ委員〕 

・それはない。今、奥行きが大体クレーンバケットの3杯分ということがひとつある。3杯分ぐら

いにすると、積み上げも比較的容易であるとされている。これを決めてから深さを決める。

なるべく深くしない方が費用もかからない。9日分という前提のもとであれば、おのずと決ま

ると思う。 

〔委員長〕 

・積み上げの部分だけでも2日分や3日分ぐらいまで余裕分が出てくるかと思う。P6の部分の施設

規模ベースで9日分という取り方と、毎日の焼却量ベースで出した5,400㎥のどちらを選択す
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るかというのは、組合がこれまで工場運営上で苦労された経験の中から決めて頂いていいか

と思う。 

〔Ｂ委員〕 

・いろいろ見てみると、搬入量ベースよりも施設規模ベースの方が多く見られる。99%は施設規

模ベースだと思われる。 

 

≪ごみ質について≫ 

〔委員長〕 

・分別の影響かとは思うが、案外カロリーが低い。 

〔Ｃ委員〕 

・値的にはこのようなものだと思う。ただ、構成市がこれからどのような分別をしていくのかに

よって大きく変わってくる。 

〔Ｂ委員〕 

・統計的な数値は、年度毎に出たデータなので母集団が同じではない。そのような意味で、統計

の精度はそう高くない。将来の分別動向を考慮しつつ、ごみ質に関わらず燃やせるような施

設を作るということから考えると、計画設計要領に低質ごみと高質ごみの比を2ないし2.5に

するようにとの記述がある。2にするのか2.5にするのかによって大きさがだいぶ違ってくる。

近は、約2.2や2.3にしているケースが多いが、2.5にすると上と下で助燃が必要になってく

るケースが出てくる。DBOでは、費用がかかるためごみ質が非常に問題になるが、直営で行う

分には、いろいろな広い範囲で動いた方が、費用はかかるかもしれないが有利であるという

ふうに考えているケースが多い。 

〔委員長〕 

・高効率発電というので、 近負担金による補助率が高くなるということもあり、 近、2、3の

市で、今までプラスチックを容器包装プラスチックとして分別収集していたものをやめて、

焼却に回すケースが出てきている。焼却しても公害防止施設のレベルが高いものになってい

るから問題ない、というような形で言い切っている都市も出てきている。極力発電して売却

し、その収益で施設の維持管理費を賄い、税金を節約するというような形かと思う。 

〔Ｂ委員〕 

・東京では、容リプラ、その他プラなども100%リサイクルという方向を振っているところがある

が、コスト的には収集費用と委託費用を合わせて10万、15万とかけている。それだけの費用

をかけて処理するよりも焼却した方が安上がりであり、また、もともと燃やす場合は燃料と

して使っているわけで、敢えてリサイクルして多大な費用をかけるのはいかがなものかと言

っている先生もいる。公害防止上も全く問題ないレベルまで処理可能な公害防止設備がある

ので、非常に金になるリサイクルであれば、それはいわゆるマテリアルリサイクル等を行っ

た方が有利であるけれども、場合によっては、サーマルリサイクルが有利であるという考え

方になっているところも多い。こちらは245トンなので、発電効率とすれば、概ね17、18%程

度にはなり、費用の軽減を図れるということになる。 

〔委員長〕 

・新エネルギー、再生可能エネルギーという形で高く買ってもらえるようになったということも

あり、今まで税金で賄っていたものを、余剰電力の売却で補うことができると言う点でも、

全体としてのメリットになる。そのような考えからプラスチックも燃やすようになった。そ
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の方が環境全体に対してもプラスであるというようなことまで検討している市町村がある。 

〔Ｃ委員〕 

・23区では、廃プラスチックを焼却してきたが、そもそもベースとなる清掃工場は廃プラスチッ

クを焼却しないという条件で基準ごみの設定をして作られている。要はごみの分別方法を変

えても、高質ごみの中の高質、低質の間の中で処理をしてきたという実態がある。一方、そ

の基準のごみをどうするかということと、焼却容量として、どの程度の余裕をとるかが非常

に関連していることだと思う。焼却量が少なくなったときに、炉の余裕量があればそれでク

リアできてしまう。これについてはその辺のバランスが重要かと思う。あとは建設コストで、

規模を大きくすれば煙道系からファンが大きくなるので、バランスをどうとるかというのが

重要だと思う。 

〔Ｂ委員〕 

・低質ごみと高質ごみの比を2にするか、2.2にするか、2.5にするかというところの判断だと思

う。2.2ぐらいがいいのではないかと思うが、余裕をつけておくということで、将来的な収集

方法の変更に対して弾力的に対応できるという点で有利ではないかと思う。 

・東京の 終の工場が2,700kcal、その前の工場が2,900kcalで設計した。今はプラスチックを焼

却するようになり、平均的な熱量が2,500kcal程度になってきているので、変動を考えると設

計範囲を超えるごみが入ってきている状況だというように聞いている。 

〔事務局〕 

・今後のことについては、構成市が 3 市ありますので、それぞれの市の政策的なものの足並みが

なかなかそろわないところがあり、組合としても把握しきれない部分がある。今、一般廃棄

物処理基本計画を作っており、パブリックコメントを行っている 中だが、施策の把握はな

かなか難しいものがあります。 

〔Ｃ委員〕 

・独自で運営していくのか、DBOにするのかということもある。例えばDBOだと何十年という契約

となり、ごみ質の範囲も決められることになるので、その辺の調整についても考えて設定し

た方がいいのではないかと思う。 

〔Ｂ委員〕 

・DBOの件だが、一番進んだ考え方を採用しているところの例では、2炉運転で8割ぐらいの低負

荷運転を行うというのがある。これまではオンオフという考え方で、ごみがなくなったら1炉、

ごみが溜まってきたら2炉という形だったが、そうではなく、年間を通して80%の負荷に落と

して2炉運転を継続する。それによって発電量を 大にしようという方法でやっているケース

が非常に増えてきている。実際に東京などもそれに近いような方法をとっている。 

〔Ｃ委員〕 

・やはり、下は 8 割というところが考え方としてはいい線だと思う。車のようにゼロから百何十

キロ出るような施設ではなく、定格を決めたらその範囲で幅が決められ、その中での運転し

かできない。その状況で、できるだけ低負荷運転が可能となるような方法にする。あるいは

発電を考えた時に、例えば、昼間の売電の単価が違うので、昼間の時間帯で多く燃やすなど

といった方法もとっている。いろいろやっているが、8 割運転がいいところだと思う。 

〔Ｂ委員〕 

・年間ベースで考えると、お正月の時期に量が大きく増え、2 月、3 月で減ってきて、連休明け

が 低になる。そこからごみを溜め始め、夏場、8 月の昼間に発電量を大きくするような運転
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をする、それによって電力料金が 大になるというようなこともやっている。 

〔Ｃ委員〕 

・運転状況が非常に分散されている。昼夜、平日休日、四季を通じた金額が違う。また、電力の

売電単価の高い時に合わせた焼却の考え方ということを考えると、非常に売りに対してプラ

スになる。 

〔Ｂ委員〕 

・お金の問題もあるが、冗長性の高い施設にしておき、ごみ質の変動に対して強い施設を作るの

か、あるいはピンポイントで作るのかということになると思う。ピンポイントでやるともう

それ以上のごみが入ってくると対応ができなくなるので、やはり少しは冗長性を持たせた方

がいいと思われる。そうすると 2 にするのか 2.2 にするのか、2.5 にするかというところの選

択になろうかと思う。まとめの部分にいくつか特徴的なことが書いてあるが、プラスチック

は現状より増えることはないであろう、また、ごみピットに散水しているから実際のごみ質

は調査結果より高質であることが考えられる、それから横須賀市の計画の設定では容器包装

外プラスチックを焼却した場合を想定して補正しているといった観点、材料を総合的に判断

して 2、2.2、あるいは 2.3、2.4 などにすればいいのではないかと思う。あとはどれだけの余

裕を持たせた施設にするかしないかというところの判断だと思う。 

〔委員長〕 

・確かに下の方は 10,000kJ で、これ以上、下に下げる必要はないと思うが、上の方で余裕を持

たせたときに、安定して動くような形で炉の設計をしていってもらう必要がある。 

〔Ｂ委員〕 

・2 とか 2.2 ぐらいだと、例えば低質ごみで助燃を使わない計画で大体持ってきている。2.5 に

なるとメーカーによっては低質ごみの段階では助燃をしないと燃えないという計画になる。

そういう大きな箱を作って、その中に小さいガスを入れれば温度は下がる。高質ごみが多い

ということは、その中に一定の熱量が入ってくるわけだから大きな箱を作らざるを得ない。

熱量が大きい時は例えば 900 度になるが、入ってくる熱量が小さければ 800 度になる、その

場合には 50 度分は助燃しないといけないという設計になっている。 

〔委員長〕 

・下が大体 1,200kcal ぐらい、上が 2,500～2,600kcal 程度として、これを 2.2 とすると、

11,000kJ、あともう 500 程度、上を上げておくかというところか。 

〔Ｃ委員〕 

・DBO をやったときのごみの搬入は、これとはまた違った考え方を出すなどがいいかも知れない。

そのままでは、やはり補助燃料を計算されてしまう。 

〔委員長〕 

・要求水準書の方に、炉の設計上、ごみカロリーの設定と合わせるような形でいろいろ記入して

おくということはある。 

〔Ｂ委員〕 

・提示したごみ質の範囲で助燃を使わないこと、という形で書けばいい。 

〔委員長〕 

・低質ごみと高質ごみとの比率を 2.2 になるような形で検討頂くということでお願いしたい。 

 

≪排ガスに係る公害防止基準について≫ 



 11

〔Ｃ委員〕 

・値そのものは妥当なところかと思う。ただ、「運転管理目標値」という名称が非常に曖昧に感

じる。この「運転管理目標値」をアセスや維持管理に入れると、当然法規制値になってくる

ので、この辺をしっかり押さえた方がいい。値の設定の仕方については、地元に対してもっ

と厳しくやりますよ、というようなものがもしあれば、別途考える。それを明確にしておい

た方がいいと思う。 

〔事務局〕 

・届け出関係の数字と、実施目標値との区分けということでしょうか。 

〔Ｂ委員〕 

・そのとおり。ただ、実施基準値を決めると、いわゆる維持管理計画をたてるときに、実施基準

値を提出するので、それが事実上の法規制値となる。 

〔Ｃ委員〕 

・それをアセスに出すとそれが法規制値となるので、それよりまだ地元との関係で厳しくやろう

とすれば、地元との協定を別途また結ぶなどをした方がいいと思う。全部一律法規制値のよ

うにして厳しくすると、いろいろ支障が出ることがあるので、その使い方を明確にきちんと

しておく必要がある。 

〔委員長〕 

・大都市などでは、非常に低い数値を設定をしているところもあるが、組合としては、こういう

数値であっても環境影響上問題ないという形の結果を得ておけば、住民から「さらに低く」

との要請があった場合でも説明ができる。それでも納得ができないという時には、さらに厳

しい設定値を組合と住民との間で協議していくというやり方もある。しかし、厳しくすれば

するほど、運営費が高くなる。本来は住民に対して、「数値を低くした場合はこれだけ費用

が余計にかかる、今、数値としては少し高めであっても健康影響上全く問題ないというベー

スだが、さらに削るかどうか。税金を余分に払って頂けますか」というところまでいくべき。

ドイツやアメリカなどでは、そのようなセッションの仕方でやっているが、日本の場合、デ

ータ整理が十分ではないこともあり、そこまでやっていないという状況である。 

〔Ｂ委員〕 

・「運転管理目標値」については、どのような言い方をするかは別として、この濃度で出したと

しても例えば環境基準の濃度に対してどれだけ押し上げるかという寄与濃度は 0.数%というこ

とだと思う。例えばばいじんが 0.01 から 0.005 というように半分にしたとしても、0.05 の半

分、つまり 0.75 ぐらいを押し上げる程度の影響しか持っていないと思う。そのかわり、費用

的にはそれなりに上昇するということで、この基準値というのは非常に適正なところなので

はないかと思う。今、DBO などで、いわゆる守るべき基準値、公害防止基準値があって、運転

管理目標値というのをその下に設定し、それから要監視基準値というのも設けている。それ

はどういうことかというと、とにかく実施基準値は絶対超えない、そのために運転のときは

このくらいで運転している。これを超えたらこの差が少なくなっているから、もっと運転管

理の精度を徹底して下げる努力をする。そういうやり方をしているケースが多く、このまま

では混乱する可能性があるため、言い方については直した方がいいのではないかと思う。 

〔委員長〕 

・目標値という表現ではなく、基準値でもいいのではないか。 

〔Ｂ委員〕 
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・例えば窒素酸化物が 50ppm ということになっているが、一般的に言われているのはいわゆる無

触媒脱硝が 100ppm まで、100ppm を切っているのは触媒脱硝を使わなくてはいけない。この

50ppm というのは触媒脱硝の範囲に入ってきているから、設備的にも十分な対応をする、とい

う意志だと思う。 

〔Ｃ委員〕 

・アセスで出したものを守ります、そうするとその結果として環境上こんな影響が出ますよ、と

いう形でアセスを出すわけだから、アセスで出した値は必ず守らなくてはいけない。守るた

めには、例えば窒素酸化物が 50ppm としているところが多いが、通常、35～40ppm ぐらいで常

時コントロールするということになり、環境上は問題ないといえる。また、近隣の他都市と

のバランスを見ながら設定していくのが一般的なところではないかと思う。 

〔Ｄ委員〕 

・アセスの前提にするのは、管理目標値ではなく、公害防止基準値か。 

〔Ｃ委員〕 

・管理目標値を出しているところは多い。 

〔Ｄ委員〕 

・例えば予測条件で排出量を出すときには管理目標値から排出量を求めるのか。そうであれば管

理目標という言葉はおかしい。本来、公害防止基準値レベルを担保するための実際の運転目

標であるべきではないか。 

〔Ｃ委員〕 

・「運転管理目標値」という言葉がおかしい。 

〔Ｄ委員〕 

・運転管理目標という言葉は現場サイドではよく使うが、それは外に対して約束している話では

ない。公害防止基準値なるものの意味は全くない。 

〔Ｃ委員〕 

・作り込み方が、法令の基準値、自主基準値という二つの作り込みになるのではないか。それで

自主基準値を守ってやります。だからアセスもこれでやります。ということ。 

〔Ｂ委員〕 

・そういう意味で、住民と約束する目標値という意味ではない。だからこの言葉はもう少し正確

な表現にする必要がある。 

〔Ｃ委員〕 

・基準値とすると、いかなる場合も守る、という意味になるのではないか。 

〔Ｂ委員〕 

・目標値ではなく、自主基準値としないと住民の方々は納得しないと思う。 

〔Ｄ委員〕 

・説明の中では、これは 大限の数字なので、これを守るためには、当然バラつきがあり、低い

所に目標を置いていますとの説明になる。 

〔委員長〕 

・排ガスに係る公害防止基準について、調査を実施するような条件になるとは思うが、一応「運

転管理目標値」の数値はこの数値ベースとし、名称については「自主基準値」という表現が

よろしければそれで直すこととしたい。 

〔Ｂ委員〕 
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・硫黄酸化物の K 値の 11.5 についてだが、もしこの資料を出すのであれば、この値についての

説明を、下に注意書きで書いておいた方がいいと思う。 

〔事務局〕 

・この基準値等につきましても、住民ともう少し丁寧にお話をしながら決めなければならないと

思います。 

〔委員長〕 

・これについては、検討した上で直して頂くということでお願いしたいと思う。 

〔Ｃ委員〕 

・P2 の 後の※印のところに 3、4、5 と水銀の濃度が入っているが、これはどのように考えら

れるのか。これから水銀については結構いろいろ話題が出てくると思うが、かといって清掃

工場で水銀を除去する装置というのは現状ではない。これを設定するかしないかについての

考え方はまとまっていないのか。 

〔事務局〕 

・そのとおりです。 

〔Ｃ委員〕 

・水銀規制が出てくると、連続測定で数値が上がる可能性がある。上がったとしても清掃工場で

除去設備を付けているわけではないので、どうするかという問題がある。しかし、水銀につ

いては結構関心があり、そういう値を設定するところが結構多いので、その辺の考え方を整

理する必要があるのではないか。 

〔Ｂ委員〕 

・自主規制値を設定している事業者と、連続測定計器だけは設けるという事業者、あとは何もし

ないという事業者に分かれるかと思う。アセスはとりあえずこのまま進め、発注仕様書をつ

くる段階でどうするか考えればいいのではないか。 

〔委員長〕 

・今のところ法的な規制がかかってないという中で、要求水準書の段階で水銀連続測定計器を設

置するかどうかというような問題。実際は法律で新たに水銀の規制が出れば対応せざるを得

ないと思うが、実際には、意図的に水銀をたくさん含んだようなものをごみの中に放り込ん

だ時に出ることになるので、そういうものをどのように取り扱ったらいいかという問題であ

り、これは行政判断である。アセスはこのベースで、水銀はどのような施設を作るかという

ところで議論することとする。 

 

===================================================================================== 

５）技術提案依頼内容について、６）技術提案依頼先について 

・事務局より、「資料 5 参考仕様書について」、「資料 6 技術提案依頼先プラントメーカー

（案）」に関する説明があった。 

 

〔Ｂ委員〕 

・Ｂ社は、今やっていない。これは東京都での実績だと思う。一方、Ｃ社が 3 件となっているが、

これは全部ガス化溶融の流動床の実績だと思う。 

・今、「ストーカ＋資源化」、「ストーカ＋溶融炉」、「ガス化溶融炉」の 3 つのシステムがあ

るというように考えられている。その「3 つのうちどれを提案しても結構ですよ」という書き
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方をするのか、実績を持っていた方がいいのか。資源化溶融炉、ガス化溶融炉というのは全

部 終的な処分までいったシステムとなっている。だから民間資源化施設にセメント化があ

り、それから焼成があり、溶融そのものをやる施設もある。その 3 つと、あとは飛灰の山元

還元という方法がある。それを総称して民間資源化施設といって呼んでいるというように思

う。 

〔委員長〕 

・このままでは企業の受け取り方によって、すれ違いが出てくる可能性がある。 

〔事務局／コンサルタント〕 

・主旨としてはトータルで出てきたものを、責任を持って処理して頂くという前提でシステムを

考えて下さいということです。 

〔委員長〕 

・想定されるシステムを例示しておき、メーカーが組合に対して、どのシステムを推奨するのか

ということもある。 

〔Ｂ委員〕 

・例えばＥ社などは、ガス化溶融炉、ストーカ＋溶融炉、ストーカ＋資源化もやっている。ただ、

各社の営業戦略としてどれを高座の組合に持ってくるかについては経営資源をどのような配

分にしようかということで決めており、 終的にはそれで提案してくるということになると

思う。 

〔委員長〕 

・今回の民間 終処分場ということで考えた場合、焼却残渣を埋立処分地へということで、PFI

で 20 年間なら 20 年間というケースが考えられるかどうかだと思う。 

〔Ｂ委員〕 

・飛灰だけを前処理して民間の埋立処分場に持って行くという考えもある。九州地域などは山元

還元を行うところがある。ここだと秋田県に持って行くか、九州に持って行くかによって運

送費がかかるため、あまり目立った動きは見られない。 

〔委員長〕 

・出して頂く資料としては、この後に続く処理方式の選定に役立つような形として頂く必要があ

るのではないか。また、企業も資料を出す手間があるため、なかなか応じないような状況に

あるらしいので、応じやすくという配慮は必要かも知れない。 

〔事務局／コンサルタント〕 

・組合との話では、間口を広くして、実績のある企業に声を掛け、実績の種類については、今の

ところは問わない方向で進めさせて頂こうかというように考えています。辞退される会社に

ついても、その場合は仕方ないということです。 

〔Ｂ委員〕 

・200 トン以上という規模は、大手メーカーのどこが来ても、それなりの施設を作ってくれると

思う。大手でないと 200 トン以上の実績を持っていないので提案してこない。ダイオキシン

対策特別措置法が施行されたのが平成 12 年であるから、それ以降というふうにやるケースが

多い。 

〔事務局／コンサルタント〕 

・今後は、1 月 30 日の施設整備検討委員会に諮ってから、プラントメーカーに声を掛ける予定

ですので、今月 18 日頃までに、仕様の内容、回答の様式等について別途メール等にてご意見
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をご指摘頂ければと思っております。 

（傍聴者退室） 

===================================================================================== 

３）地元要望事項への対応について 

   （非公開） 

===================================================================================== 

７）その他 

・事務局より、次の点について確認があった。 

→今後、予定しているプラントメーカーとのヒアリング内容やその後に開催する委員会の会議

資料はメーカーからの技術提案の内容が主な資料になることが予想され、メーカーの情報を

公開していくことについて確認があった。その結果、メーカーの技術提案に関する内容につ

いては、傍聴及び公開することは不適切となった。 

・事務局より、以下 2 点に関する報告があった。 

 →次回の委員会の日程については、30 日の施設整備検討委員会にお諮りした後、後日、2 月末

あたりで次回の日程調整をさせて頂きたい。 

 →地元の方を含めた施設の見学を予定しているので、よろしければ先生方にご参加頂きたい。 

(閉 会) 


