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第1章 施設の設置に関する計画等 

1-1 事業者の氏名及び住所 

事業者の名称：高座清掃施設組合 

代表者の氏名：組合長 内野 優 

事業者の住所：神奈川県海老名市本郷１番地の１ 

1-2 事業の目的 

高座清掃施設組合（以下「組合」という。）は、海老名市、座間市及び綾瀬市（以下「三

市」という。）で構成する一部事務組合である。 

組合では、三市から排出される一般廃棄物の処理を、昭和 59 年３月に竣工した処理能力

150 t/日の焼却施設と平成４年３月に竣工した処理能力 200 t/日の焼却施設、及び昭和 49

年３月に竣工した処理能力 50 t/5h の粗大ごみ処理施設で行っている。 

それぞれの施設は、20年以上稼働していることから老朽化が著しい状況となっており、新

たな施設の更新を行うものである。 

1-3 対象事業実施区域の位置 

対象事業実施区域の位置：神奈川県海老名市本郷１番地の１（図 1-1 及び図 1-2 参照） 

（対象事業実施区域約６ha のうち、約 1.59 ha を事業用地（更新施設敷地面積）とする。） 

1-4 設置する施設の種類 

一般廃棄物（ごみ）焼却施設（高効率ごみ発電施設） 

マテリアルリサイクル施設 
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凡 例 

：対象事業実施区域 

Ｎ

図 1-1 対象事業実施区域の位置 
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図 1-2 事業用地位置図

50m250

対象事業実施区域敷地境界 

事業用地（面積 約 1.59ha） 
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1-5 施設整備の基本コンセプト 

本施設整備では、以下に示す７項目を基本コンセプトとする。 

・ 地元住民に安心してもらえる施設 

・ 循環型社会に配慮した施設 

・ 周辺環境と調和した施設 

・ 環境に十分配慮した施設（処理性能に優れた施設） 

・ 地域に開かれた施設 

・ 経済性に優れた施設 

・ 防災の拠点となる施設 

1-6 施設整備の基本方針 

基本コンセプトを遵守するため、本施設整備の基本方針は次に示すとおりとする。 

・ 国内最高水準の安全・安心な施設づくり 

・ 資源循環型社会の拠点となる施設づくり 

・ 国民の生活・活動をサポートし、利用したいと思われるような施設づくり 

・ 地域の生活環境に融け込んだ環境調和型の施設づくり 

1-7 設置する施設の概要 

設置する施設の概要を表 1-1 に示す。 

表 1-1 設置する施設の概要 

項 目 高効率ごみ発電施設 マテリアルリサイクル施設 

計画地 神奈川県海老名市本郷１番地の１ 同左 

処理能力 122.5t/24h×２炉＝245t/日 

14 t/5h 

（うち、4t/5h 分は、高効率ごみ発

電施設の可燃性粗大ごみ処理装置

による） 

処理方式 ストーカ炉＋灰資源化方式 

受入＋破砕＋磁気選別＋ 

アルミ選別＋可燃物選別＋不燃物

選別＋貯留・保管 

受け入れ 

廃棄物 

可燃ごみ,マテリアルリサイクル施

設からの残さ,し尿処理施設からの

し渣,脱水汚泥 

不燃ごみ，粗大ごみ 

供用開始 平成 31 年４月（予定） 同左 
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1-8 主要設備方式 

主要設備方式を表 1-2 及び表 1-3 に示す。 

表 1-2 高効率ごみ発電施設

受入供給設備 ピットアンドクレーン方式 

燃焼設備 ストーカ方式 

燃焼ガス冷却設備 廃熱全量ボイラ方式 

排ガス処理設備 
乾式有害ガス除去＋ハイブリッドバグフィルタ（ＨＢＦ）， 

高度自動燃焼制御システム＋無触媒脱硝 

余熱利用設備 蒸気タービン発電，場内及び場外余熱利用 

通風設備 
平衡通風方式 

煙突 内外二重筒身方式（建屋と一体構造） 

給水設備 
生活用水 (上水) 

プラント用水（井水及び再利用水） 

排水処理設備 
ごみピット汚水：ピット循環並びに炉内噴霧方式 

プラント排水 ：凝集沈殿及び砂ろ過方式 

灰出設備 ピットアンドクレーン方式，飛灰は薬剤処理 

表 1-3 マテリアルリサイクル施設 

受入供給設備 ヤード受入方式（屋内） 

破砕設備 低速回転破砕（粗破砕）＋高速回転破砕 

搬送設備 エプロンコンベヤ，ベルトコンベヤ 

選別設備 磁選機，アルミ選別機，粒形選別機 

貯留・搬出設備 貯留ヤード方式 

集じん・脱臭設備 サイクロン＋バグフィルタ 

給水設備 高効率ごみ発電施設の給水設備より受水 

排水処理設備 高効率ごみ発電施設の排水処理設備へ送水 

1-9 余熱利用計画 

余熱利用は、発電を主とし、高効率ごみ発電施設、マテリアルリサイクル施設、既存

し尿処理施設及びプラザ棟のプラント動力、建築関係並びに外構等に使用するほか、既

存温水プールと将来計画である温浴施設等へ熱供給し、既存老人福祉センター及び将来

の余熱利用施設の計画分を含めて 5,000 MJ/h を場外へ供給できるものとする。
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1-10 都市計画事項 

対象事業実施区域に係る都市計画事項を表 1-4 に示す。 

表 1-4 都市計画事項 

1-11 排水計画 

プラント排水及び生活排水ともに下水道放流とする。ただし、災害時等において下水

道放流が不可能となった場合を想定し、クローズドシステムによる処理を可能とする。

なお、廃棄物は雨水に触れないため、汚水は発生しない。 

1-12 公害防止等の基準 

1-12-1 排ガス 

高効率ごみ発電施設の排ガスに係る基準を表 1-5 に示す。

表 1-5 排ガスに係る基準値 

項 目 基準値 備 考 

ばいじん   0.005  g/m3
N以下 

乾きガス 

酸素濃度 12 ％換算値

硫黄酸化物  10    ppm 以下 

塩化水素  10    ppm 以下（約 16 mg/m3
N以下） 

窒素酸化物  50    ppm 以下 

ダイオキシン類   0.05    ng-TEQ/m3
N以下 

1-12-2 排 水 

対象事業実施区域で発生するプラント排水及び生活排水は、表 1-6 に示す排除基準

以下の水質まで処理を行い、公共下水道に放流する。 

都市計画区域 海老名市都市計画区域内 

用途地域 指定なし 

その他の都市施設 汚物処理場・ごみ処理場 

防火地区 なし 

高度地区 なし 

日影規制 なし 

建ぺい率 事業用地面積に対して  50％以下 

容積率 事業用地面積に対して 100％以下 

緑化率 事業用地面積に対して 20％以上 

文化財 事業用地の一部に埋蔵文化財包蔵地を有する。 
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表 1-6 下水道法に基づく排除基準 

項    目 基準値 

有
害
物
質
及
び
処
理
困
難
物
質

カドミウム及びその化合物 0.03  mg/L 以下

シアン化合物 1  mg/L 以下

有機燐化合物 0.2  mg/L 以下

鉛及びその化合物 0.1  mg/L 以下

六価クロム化合物 0.5  mg/L 以下

ひ素及びその化合物 0.1  mg/L 以下

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005  mg/L 以下

アルキル水銀化合物 検出されないこと

ポリ塩化ビフェニル（PCB） 0.003  mg/L 以下

トリクロロエチレン 0.3  mg/L 以下

テトラクロロエチレン 0.1  mg/L 以下

ジクロロメタン 0.2  mg/L 以下

四塩化炭素 0.02  mg/L 以下

1,2-ジクロロエタン 0.04  mg/L 以下

1,1-ジクロロエチレン 1  mg/L 以下

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4  mg/L 以下

1,1,1-トリクロロエタン 3  mg/L 以下

1,1,2-トリクロロエタン 0.06  mg/L 以下

1,3-ジクロロプロペン 0.02  mg/L 以下

チウラム 0.06  mg/L 以下

シマジン 0.03  mg/L 以下

チオベンカルブ 0.2  mg/L 以下

ベンゼン 0.1  mg/L 以下

セレン及びその化合物 0.1  mg/L 以下

ほう素及びその化合物 230 mg/L 以下

ふっ素及びその化合物 15 mg/L 以下

1,4-ジオキサン 0.5 mg/L 以下

フェノール類 0.5  mg/L 以下

銅及びその化合物 1  mg/L 以下

亜鉛及びその化合物 1  mg/L 以下

鉄及びその化合物(溶解性) 3  mg/L 以下

マンガン及びその化合物(溶解性) 1  mg/L 以下

クロム及びその化合物 2  mg/L 以下

ダイオキシン類 10 pg-TEQ/L 以下

条
例
で
定
め
る
基
準
の
項
目

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 380  mg/L 未満

水素イオン濃度（pH） 5 を超え 9 未満

生物化学的酸素要求量（BOD） 600 mg/L 未満(5 日間)

浮遊物質（SS） 600  mg/L 未満

ノルマルヘキサン抽出物質 
鉱油 5 mg/L 以下

動植物油 30 mg/L 以下

温度 45 ℃未満

沃素消費量 220 mg/L 以下

ニッケル及びその化合物 1 mg/L 以下
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1-12-3 騒音、振動 

対象事業実施区域から発生する騒音、振動については、表 1-7 及び表 1-8 に示すとお

り、騒音規制法、振動規制法等で定められた規制基準を遵守する。 

表 1-7 騒音に係る基準値（敷地境界） 

表 1-8 振動に係る基準値（敷地境界） 

1-12-4 悪 臭 

対象事業実施区域から発生する悪臭物質については、表 1-9 に示すとおり、悪臭防止

法で定められた規制基準を遵守する。臭気指数については、敷地境界において 10 以下と

する。また、排出口における基準値は、悪臭防止法施行規則第６条の２に定める方法に

より算出した臭気指数（高さ 15ｍ未満）又は臭気排出強度（高さ 15ｍ以上）とする。 

時間区分 基準値 

朝 （６時から８時まで） 50 デシベル以下 

昼 間（８時から 18 時まで） 55 デシベル以下 

夕 （18 時から 23 時まで） 50 デシベル以下 

夜 間（23 時から翌６時まで） 45 デシベル以下 

時間区分 基準値 

昼 間（８時から 19 時まで） 65 デシベル以下 

夜 間（19 時から翌８時まで） 55 デシベル以下 
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表 1-9 悪臭に係る基準値 

悪臭物質 基準値 

アンモニア 1.0 ppm 以下 

メチルメルカプタン 0.002 ppm 以下 

硫化水素 0.02 ppm 以下 

硫化メチル 0.01 ppm 以下 

二硫化メチル 0.009 ppm 以下 

トリメチルアミン 0.005 ppm 以下 

アセトアルデヒド 0.05 ppm 以下 

スチレン 0.4 ppm 以下 

プロピオン酸 0.03 ppm 以下 

ノルマル酪酸 0.001 ppm 以下 

ノルマル吉草酸 0.0009 ppm 以下 

イソ吉草酸 0.001 ppm 以下 

プロピオンアルデヒド 0.05 ppm 以下 

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 ppm 以下 

イソブチルアルデヒド 0.02 ppm 以下 

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 ppm 以下 

イソバレルアルデヒド 0.003 ppm 以下 

イソブタノール 0.9 ppm 以下 

酢酸エチル 3.0 ppm 以下 

メチルイソブチルケトン 1.0 ppm 以下 

トルエン 10.0 ppm 以下 

キシレン 1.0 ppm 以下 

1-12-5 粉じん 

計画施設からの排気中の粉じん濃度は 0.02 g/m3
N以下とする。 

1-12-6 飛灰処理物 

(1) 飛灰処理を行う場合の溶出基準 

飛灰処理をする場合の溶出基準は、表 1-10 に示す基準値以下とする。 
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表1-10 飛灰処理物の溶出基準 

項 目 基準値 

アルキル水銀 検出されないこと

総水銀 0.005 mg/L 以下

カドミウム 0.3   mg/L 以下

鉛 0.3   mg/L 以下

六価クロム 1.5   mg/L 以下

ひ素 0.3   mg/L 以下

セレン 0.3   mg/L 以下

(2) 焼却灰及び飛灰中のダイオキシン類の含有基準 

焼却灰及び飛灰中のダイオキシン類の含有基準は、３ng-TEQ/g 以下とする。 

1-13 配置計画 

概略配置図（案）を図 1-3 に示す。 



1
-
1
1 

図 1-3 概略配置図（案）

50m250
対象事業実施区域敷地境界 

計画施設 

煙突 
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1-14 ごみ搬入計画 

ごみ搬入・搬出車両の条件計画を表 1-11 に、ごみ収集車等の主要走行ルートを図 1-4

に示す。 

表 1-11 ごみ搬入計画（搬入・搬出車両） 

種 別 最大積載量 年間搬入・搬出台数 主な車種 

可燃ごみ収集車両 10ｔ車 
約50,140台 

(２回計量含む) 

パッカー車、ダンプ車

不燃ごみ・粗大ごみ収集車両 4ｔ車 約3,874台 パッカー車、平ボディ車

乾電池、蛍光灯及び電球 

（水銀入りに限る。） 
10ｔ車 約380台 

平ボディ車、ダンプ車

し尿・浄化槽汚泥収集車両 10ｔ車 約5,030台 バキューム車 

し尿処理施設からの汚泥・し

渣収集車両 
4ｔ車 約600台 

アームロール車 
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凡 例 

：対象事業実施区域 

  ：ごみ収集車等の主要走行ルート

Ｎ

図 1-4 ごみ収集車等の主要走行ルート 

1：10,000

4000 200
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1-15 工事計画 

工事スケジュール（案）を表 1-12 に示す。 

表 1-12 工事スケジュール（案） 

※現焼却施設は平成 30 年度以降に廃止する。 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

実施設計

詳細設計

土木建築工事

プラント工事

試運転

外構工事

工事内容
工事工程
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第2章 地域の概況 

2-1 地域の概要 

2-1-1 高座清掃施設組合の概要 

組合圏域を図 2-1-1 に示す。本地域は、神奈川県のほぼ中央に位置し、温和な気候

と豊かな自然に囲まれ、古来より農業が盛んであったが、首都近郊という地理的条件

から、戦後の高度経済成長期以降、東京や横浜へのベッドタウンとして人口の増加が

急増し、都市化が進展した。 

図 2-1-1 高座清掃施設組合圏域

高座清掃施設組合圏域 
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2-2 社会環境 

2-2-1 人口及び世帯数 

三市の人口及び世帯数の推移を表 2-2-1 に示す。平成 27 年４月１日現在、三市合計

の人口は 342,153 人、世帯数は 141,971 世帯となっている。平成 23 年度と平成 27 年

度を比較すると、人口は海老名市及び綾瀬市が増加している一方、座間市は減少して

おり、世帯数は三市とも増加している。 

表 2-2-1 人口及び世帯数の推移 

      年 度 

項 目 
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

人 口 

（人）

海老名市 127,797 128,157 128,531 129,193 129,397 

座 間 市 129,314 129,370 129,807 129,120 128,874 

綾 瀬 市 83,349 83,366 83,681 83,893 83,882 

合 計 340,460 340,893 342,019 342,206 342,153 

世帯数 

（世帯）

海老名市 50,790 51,315 51,835 52,494 52,988 

座 間 市 54,118 54,719 55,353 55,477 55,833 

綾 瀬 市 31,708 32,114 32,556 32,901 33,150 

合 計 136,616 138,148 139,744 140,872 141,971 

 ※:各年４月１日現在 

 資料:神奈川県人口統計調査結果「神奈川県の人口と世帯」 
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2-2-2 産 業 

(1) 産業分類別事業所数 

三市の産業分類別事業所数を表 2-2-2 に示す。平成 24 年２月１日現在の産業分類別

事業所数の総数は、海老名市 4,055 所、座間市 3,251 所、綾瀬市 3,044 所となってい

る。三市とも三次産業の事業所数が最も多いが、綾瀬市は第二次産業の事業所数が約

36％を占めており、海老名市及び座間市より高い比率となっている。 

表 2-2-2 産業分類別事業所数 

                                     単位：所 

産業分類 
事業所数

海老名市 座間市 綾瀬市 合 計 

第一次産業 農業、林業、漁業 11 6 8 25

第二次産業 

建設業 395 400 403 1,198 

製造業 250 252 698 1,200 

鉱業・採石業・砂利採取業 － － － －

小 計 645 652 1,101 2,398 

第三次産業 

電気・ガス・熱供給・水道業  -  - 2 2 

情報通信業 37 30 10 77 

運輸業、郵便業 151 93 101 345 

卸売業、小売業 906 685 499 2,090 

金融業、保険業 50 37 14 101 

不動産業、物品賃貸業 534 402 451 1,387 

学術研究、専門・技術サービス業 157 129 63 349 

宿泊業、飲食サービス業 522 382 235 1,139 

生活関連サービス業、娯楽業 345 331 190 866 

教育、学習支援業 144 119 80 343 

医療、福祉 292 217 120 629 

複合サービス事業 15 11 11 37 

サービス業（他に分類されないもの） 246 157 159 562 

小 計 3,399 2,593 1,935   7,927 

合 計 4,055 3,251 3,044 10,350 

 ※平成 24 年２月１日現在 

資料:県勢要覧 2014（平成 26 年度版） 
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(2) 産業分類別従業員数 

三市の産業分類別従業員数を表 2-2-3 に示す。平成 24 年２月１日現在の産業分類別

従業員数の総数は、海老名市 53,916 人、座間市 34,277 人、綾瀬市 33,927 人となって

いる。三市とも三次産業の従業員数が最も多いが、綾瀬市は第二次産業の従業員数が

約 47％を占めており、海老名市及び座間市より高い比率となっている。 

表 2-2-3 産業分類別従業員数 

                                     単位：人 

産業分類 
従業員数

海老名市 座間市 綾瀬市 合 計 

第一次産業 農業、林業、漁業 45 24 47 116 

第二次産業 

建設業 2,515 2,158 2,271 6,944 

製造業 13,188 7,556 13,774 34,518 

鉱業・採石業・砂利採取業 － － － －

小 計 15,703 9,714 16,045 41,462 

第三次産業 

電気・ガス・熱供給・水道業  -  - 52 52 

情報通信業 207 461 24 692 

運輸業、郵便業 4,781 2,934 3,558 11,273 

卸売業、小売業 12,583 7,232 5,409 25,224 

金融業、保険業 871 433 64 1,368 

不動産業、物品賃貸業 1,340 911 909 3,160 

学術研究、専門・技術サービス業 744 764 553 2,061 

宿泊業、飲食サービス業 5,160 3,412 1,929 10,501 

生活関連サービス業、娯楽業 2,465 1,815 1,196 5,476 

教育、学習支援業 829 707 452 1,988 

医療、福祉 5,520 3,706 1,907 11,133 

複合サービス事業 182 153 148 483 

サービス業（他に分類されないもの） 3,486 2,011 1,634 7,131 

小 計 38,168 24,539 17,835 80,542

合 計 53,916 34,277 33,927 122,120 

 ※平成 24 年２月１日現在 

資料:県勢要覧 2014（平成 26 年度版） 
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(3) 農林業 

三市の農林業経営体数を表 2-2-4 に示す。平成 22 年２月１日現在における三市の農

林業経営体数、農業経営体数及び林業経営体数はそれぞれ、832 経営体、832 経営体、

２経営体であり、県全体に占める割合はそれぞれ、約 5.3％、約 5.3％、約 0.5％であ

る。 

表 2-2-4 農林業経営体数 

単位：経営体 

項 目 農林業経営体 農業経営体 林業経営体 

県合計 15,832 15,612 421

海老名市 415 415 -

座間市 178 178 2

綾瀬市 239 239 -

三市合計 832 832 2

県合計に占める 

三市合計の割合（％） 
5.3 5.3 0.5

※平成 22 年２月１日現在 

資料：2010 世界農林業センサス（農林業経営体調査）結果報告（確定値） 

(4) 製造業 

三市の製造業の状況を表 2-2-5 に示す。平成 25 年 12 月 31 日現在における三市の事

業所数、従業者数、製造品出荷額等はそれぞれ、670 所、26,489 人、約 9,225 億円で

あり、県全体に占める割合はそれぞれ、約 7.9％、約 7.5％、約 5.4％である。 

表 2-2-5 製造業の状況 

項 目 
事業所数 

（所） 

従業者数 

（人） 

製造品出荷額等 

（百万円） 

県合計 8,433 355,292 17,226,142

海老名市 132 6,702 289,593

座間市 141 7,789 239,885

綾瀬市 397 11,998 393,039

三市合計 670 26,489 922,517

県合計に占める 

三市の割合（％） 
7.9 7.5 5.4

※平成 25 年 12 月 31 日現在 

資料：平成 25年度神奈川県工業統計調査結果報告（平成 27年２月神奈川県統計センター）
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(5) 商 業 

三市の商業の推移を表 2-2-6 に示す。卸売業及び小売業の合計についてみると、平

成 24 年２月１日現在における三市の事業所数、従業者数、製造品出荷額等はそれぞれ、

1,489 所、15,135 人、約 5,380 億円であり、県全体に占める割合はそれぞれ、約 3.1％、

約 3.5％、約 3.2％である。卸売業と小売業についてみると、三市とも事業所数及び従

業者数は小売業の方が多く、年間商品販売額は卸売業の方が多い。 

表 2-2-6 商業の状況 

項目 

卸売業計 小売業計 合 計 

事業所数

(所) 

従業者数

（人）

年間商品

販売額

(百万円)

事業所数

(所) 

従業者数

（人）

年間商品

販売額

(百万円)

事業所数

(所) 

従業者数

（人）

年間商品

販売額

(百万円)

県合計 10,676 105,252 9,668,103 36,926 332,700 6,969,920 47,602 437,952 16,638,023

海老名市 145 1,649 106,276 486 4,726 105,295 631 6,375 211,572

座間市 110 1,285 137,368 397 3,892 61,449 507 5,177 198,817

綾瀬市 96 959 73,099 255 2,624 54,553 351 3,583 127,651

三市合計 351 3,893 316,743 1,138 11,242 221,297 1,489 15,135 538,040

県合計に占

める三市の

割合（％） 

3.3 3.7 3.3 3.1 3.4 3.2 3.1 3.5 3.2

※平成 24 年２月 1 日現在 

資料：総務省・経済産業省「平成 24 年経済センサス‐活動調査結果」

（http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001051403&cycode=0） 

2-2-3 交 通 

対象事業実施区域周辺の主要道路は、県道 22 号横浜伊勢原線、一般県道 406 号吉岡

海老名線、県道 43 号藤沢厚木線等があり、これらの道路における交通量を表 2-2-7

に、また、周辺道路の状況及び調査地点を図 2-2-1 に示す。 
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表 2-2-7 対象事業実施区域周辺の主要道路における道路交通状況（平成 22 年度） 

単位:台 

調査単位 

区間番号 
路線名 観測地点地名 

動力付き

二輪車類

自動車類 
自動車

類合計 

大型

車混

入率 

（％）
小型車 大型車

Q40090 横浜伊勢原 藤沢市用田 655 348 3,670 1,075 4,745 22.7 

Q40480 藤沢厚木 藤沢市用田 584 633 9,605 3,354 12,959 25.9 

Q40490 藤沢厚木 海老名市本郷 3444 － 10,084 4,109 14,193 29.0 

Q40640 丸子中山茅ケ崎 綾瀬市吉岡 825 414 7,081 2,329 9,410 24.8 

Q40700 相模原茅ヶ崎 海老名市社家 341 424 8,140 2,504 10,644 23.5 

Q40710 相模原茅ヶ崎 海老名市門沢橋 6-8 505 10,069 3,147 13,216 23.8 

Q60460 社家停車場 海老名市上河内 33 182 4,012 1,258 5,270 23.9 

※調査時間は７時から 19 時までの 12 時間 

資料:平成 22 年度道路交通情勢調査（道路交通センサス）等結果(神奈川県）
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凡 例 

     : 対象事業実施区域 

   : 高速自動車国道 

   : 県道（主要地方道） 

   : 県道（一般県道） 

○  : 12 時間観測地点 

Q10010 : 区間番号（表 2-2-7 に対応） 

Ｎ

図 2-2-1 道路交通量地点 

資料:平成 22 年度道路交通情勢調査平日一般交通図神奈川県

500 1,000

1：25,000

0

対象事業実施区域

Q60460 

Q40700 

Q40710 

Q40490 

Q40480 

Q40090 

Q40640 
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2-2-4 土地利用 

(1) 土地利用状況 

対象事業実施区域が所在する海老名市の地目別土地利用状況の推移を表 2-2-8 に示す。

平成 26 年についてみると、総面積は 26.48 km2であり、宅地 9.63 km2が最も多く、次いで

畑 2.96 km2、田 2.59 km2の順となっている。 

表 2-2-8 地目別土地利用状況の推移（海老名市） 

単位：km2

年  次 総面積 田 畑 宅地 山林 原野 雑種他 その他

平成 22 年 26.48 2.62 3.07 9.53 0.58 0.26 2.04 8.38

平成 23 年 26.48 2.60 3.07 9.55 0.58 0.26 2.02 8.40

平成 24 年 26.48 2.59 3.02 9.57 0.57 0.26 2.00 8.47

平成 25 年 26.48 2.59 2.99 9.59 0.57 0.26 2.01 8.47

平成 26 年 26.48 2.59 2.96 9.63 0.56 0.26 2.01 8.47

資料：統計えびな平成 26 年版 

(2) 用途地域 

対象事業実施区域が所在する海老名市の用途地域等の状況を表 2-2-9 に、対象事業実施

区域周辺の用途地域の指定状況を図 2-2-2 に示す。平成 26 年４月１日現在、市街化区域

は 14.09 km2、市街化調整区域は 12.39 km2となっている。用途地域では、第一種住居地域

が 6.59 km2 と最も多く、次いで第一種低層住居専用地域 1.78 km2、準工業地域 1.65 km2

の順となっている。 
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表 2-2-9 用途地域別面積（海老名市） 

 単位：km2

地 域 別 面 積 
市街化区域内 

での割合（％）

市全体での 

割合（％） 

総面積 26.48 － 100.0 

市街化区域 14.09 － 53.2 

第一種低層住居専用地域 1.78 12.6 6.7 

第一種中高層住居専用地域 1.21 8.6 4.6 

第二種中高層住居専用地域 0.20 1.4 0.8 

第一種住居地域 6.59 46.8 24.9 

第二種住居地域 0.24 1.7 0.9 

近隣商業地域 0.28 2.0 1.1 

商業地域 0.36 2.6 1.4 

準工業地域 1.65 11.7 6.2 

工業地域 1.16 8.2 4.4 

工業専用地域 0.62 4.4 2.3 

市街化調整区域 12.39 － 46.8 

 ※平成 26 年４月１日現在 

資料：統計えびな平成 26 年版 
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凡 例 

  :対象事業実施区域 

  :第一種住居地域 

  :準住居地域       

  :道 路 

  :市街化区域

Ｎ

 図 2-2-2 対象事業実施区域周辺の 

用途地域の指定状況  

1：10,000

4000 200

対象事業実施区域 
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2-2-5 文教、医療、福祉施設 

対象事業実施区域周辺における文教、医療、福祉施設の状況を表 2-2-10 及び図 2-2-3

に示す。 

表 2-2-10 周辺の文教、医療及び福祉施設の状況 

区 分 名 称

文教施設

海老名市立有馬小学校

海老名市立有馬中学校

相模みのり幼稚園

医療機関 海老名あおばクリニック

福祉施設 本郷老人福祉センター 
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 例 

  :対象事業実施区域 

▲ :文教施設 

□ :医療施設 

■ :福祉施設 

Ｎ

図 2-2-3 対象事業実施区域周辺の 

文教、医療、福祉施設の状況 

1：10,000

4000 200

対象事業実施区域
本郷老人福祉センター 

相模みのり幼稚園 

海老名市立有馬小学校 

海老名市立有馬中学校 

海老名あおばクリニック 
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2-3 自然環境 

2-3-1 気 象 

対象事業実施区域周辺の気象観測所としては、海老名地域気象観測所（アメダス、所在

地：海老名市中新田）がある。また、大気常時監視局である御所見小学校測定局（所在地：

藤沢市打戻 1902）においても風向、風速、温度及び湿度が測定されている。気象観測所の

位置を図 2-3-1 に示す。 

海老名地域気象観測所における平成22年から平成26年の気象の状況を表2-3-1に示す。

降水量は年間 1,660.0 mm～2,067.0 mm であり、日平均気温は 15.1 ℃～15.9 ℃、平均風

速は 2.2 m/s～2.3 m/s である。 

平成21年から平成25年*の海老名地域気象観測所における風配図及び風速階級出現率を

図 2-3-2 に、御所見小学校測定局における風配図及び風速階級出現率を図 2-3-3 に示す。 

風向について見ると、両地点とも北及び南からの風が多く出現しており、風速について

見ると、海老名地域気象観測所では 1.0m/s～1.9m/s の風が最も多く出現し、次いで 2.0m/s

～2.9m/s の風が多くなっており、御所見小学校測定局では 2.0m/s～2.9m/s の風が最も多

く出現し、次いで 1.0m/s～1.9m/s の風が多くなっていた。 

*：海老名地域気象観測所は年次で整理されており、また、本書作成時において御所見小学校測定

局の速報値の報告が平成 26 年 11 月分までであることから、両地点の調査結果を比較すること

を考慮し、平成 21 年から平成 25年をまとめた。 

表 2-3-1 気象の状況（海老名地域気象観測所） 

年 次 

降水量（mm） 気温（℃） 風向・風速（m/s） 

合 計 日最大 日平均 最 高 最 低 
平 均 

風 速 

最大風速 

風 速 風 向

平成 22 年 2,067.0 144.0 15.9 20.9 11.5 2.3 15.8 南南西

平成 23 年 1,660.0 112.0 15.6 20.6 11.0 2.3 16.7 南南東

平成 24 年 1,961.0 118.0 15.1 20.1 10.7 2.2 12.6 南

平成 25 年 1,865.0 223.0 15.8 20.9 11.2 2.3 11.2 南

平成 26 年 2,024.5 187.5 15.3 20.5 10.8 2.2 11.3 北北西

資料：「気象統計情報」気象庁ホームページ 
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凡 例 

  ：対象事業実施区域 

● ：気象観測所 

Ｎ

図 2-3-1 対象事業実施区域周辺の 

気象観測所 

1,000m5000

対象事業実施区域

御所見小学校測定局 

海老名地域気象観測所 
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図 2-3-2 海老名地域気象観測所における風配図（左）及び風速階級出現率（右）

図 2-3-3 御所見小学校測定局における風配図（左）及び風速階級出現率（右） 
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2-3-2 地 象 

(1) 地 形 

対象事業実施区域周辺の地形分類図を図 2-3-4 に示す。対象事業実施区域は三角洲性低

地及び砂礫台地・段丘（中位面）からなる砂礫層に分類され、目久尻川沿いに段丘と狭長

な谷底平野が形成される。 

(2) 地 質 

対象事業実施区域周辺の表層地質図を図 2-3-5 に示す。対象事業実施区域は武蔵野ロー

ム層と泥層からなる。関東ロ－ム層で地表が覆われロ－ム層の下部には、高座丘陵砂礫層

と呼ばれる砂礫層が堆積している。武蔵野ローム層は相模原市付近から寒川市に至る広い

地域に分布している。 
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凡 例 

  ：対象事業実施区域 

武蔵野段丘面群  旧河道 

下末吉段丘面群  山麓緩斜面 

平坦化地     多摩段丘面群 

盛土地 

自然堤防 

軽石流面 

氾濫平野 

Ｎ

図 2-3-4 地形分類図 

資料：土地分類基本調査「藤沢・平塚」 

2,000m

1：50,000

0 1,000
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凡 例 

 ：対象事業実施区域 

 埋め立て土 

 泥を主とし砂を含む 

 砂、礫を主とし泥を含む 

 火山灰層(スコリアを含む)  

 火山灰層(軽石・スコリア層を含む) 

 火山灰層(軽石・スコリア層を含む)

Ｎ

図 2-3-5 表層地質図 

資料：土地分類基本調査「藤沢・平塚」

2,000m

1：50,000

0 1,000
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2-3-3 水 象 

対象事業実施区域近傍には目久尻川が流下し、目久尻川は相模川に続いている。対象事

業実施区域が所在する海老名市の河川の状況を表 2-3-2 に示す。 

表 2-3-2 河川の状況（海老名市） 

河川名 水 源 区 分 
流域面積 延 長 川 幅 

最少流下

能力 

km2 km ｍ m3/s 

相模川 山梨県 

（全川） 1,680.0 113.0 － － 

（海老名市） 24.4  8.2 290～540 4,764 

永池川 海老名市

（全川） 12.3  5.8 9.5～19 3 

（海老名市） 12.3  5.4 9.5～19 3 

鳩 川 相模原市
（全川） 54.2 14.3 － － 

（海老名市）  4.8  1.8 9～17 20 

目久尻川 相模原市
（全川） 34.3 19.9 － － 

（海老名市）  5.4  3.3 8～27 20 

※平成 26 年４月１日現在 

資料：統計えびな平成 26 年版 
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2-4 関係法令等の規制・指定の状況 

環境基準は、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染及び騒音に関する環境上の条件について、

「人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準」

として定められている。また、ダイオキシン類については別途、大気、水質及び土壌に

ついて環境基準が定められている。 

規制基準は、工場、事業場等からの大気、水質、騒音、振動及び悪臭などの排出に対

して規制したものである。 

以下に対象事業実施区域周辺及び本計画に関係する大気汚染、騒音、振動、水質、悪

臭及び土壌の法規制状況を示す。 

2-4-1 大気汚染に係る基準 

(1) 環境基準 

   大気の汚染に係る環境基準を表 2-4-1 に示す。 

表 2-4-1 大気汚染に係る環境基準 

項 目 基 準 値 

二酸化硫黄（SO2） 
１時間値の１日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、１時間値が

0.1ppm 以下であること。 

一酸化炭素（CO） 
１時間値の１日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、１時間値の８時

間平均値が 20ppm 以下であること。 

浮遊粒子状物質（SPM） 
１時間値の１日平均値が 0.10mg/m3 以下であり、かつ、１時間値が

0.20mg/m3以下であること。 

二酸化窒素（NO2） 
１時間値の１日平均値が 0.04ppm から 0.06ppmまでのゾーン内又は

それ以下であること。 

光化学オキシダント（Ox） １時間値が 0.06ppm 以下であること。 

ベンゼン １年平均値が 0.003mg/m3であること。 

トリクロロエチレン １年平均値が 0.2mg/m3以下であること。 

テトラクロロエチレン １年平均値が 0.2mg/m3以下であること。 

ジクロロメタン １年平均値が 0.15mg/m3以下であること。 

ダイオキシン類 １年平均値が 0.6pg-TEQ/m3以下であること。 

微小粒子状物質 
１年平均値が 15μg/m3 以下であり、かつ、１日平均値が 35μg/m3

以下であること。 

 昭和 48 年５月８日環境庁告示第 25 号、昭和 48 年５月 16 日環境庁告示第 35 号、昭和 53 年７月 11

日環境庁告示第 38号平成９年２月４日環境庁告示第４号、平成 11 年 12 月 27 日 環境庁告示第 68号、

平成 21 年９月９日環境省告示第 33 号
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(2) 指針等 

① 二酸化窒素 

「二酸化窒素の人の健康影響に係る判定条件等について（答申）」（昭和 53 年３月 22

日付、中公審 163 号）の中で「短期暴露については１時間値暴露として 0.1 ～0.2 ppm」を

指針値として提示している。 

② 塩化水素 

「大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の改訂等について」（昭和 52 年６

月 16 日付、環大規 136 号）の中で「塩化水素の 1 時間値の目標環境濃度 0.02 ppm」

と提示している。 

(3) 排出基準 

工場、事業場に設置されるばい煙発生施設から排出されるばい煙は、大気汚染防止

法及びダイオキシン類対策特別措置法により排出基準が定められている。「廃棄物焼

却炉」における排出基準を表 2-4-2 及び表 2-4-3 に示す。 
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表 2-4-2 廃棄物焼却炉における排出基準の概要

分 類 大気汚染防止法 

設置または許可を要す

る規模または能力 

火格子面積が２ｍ2 以上であるか、又は焼却能力が１

時間あたり 200kg 以上であること（法施行令別表第１）

硫黄酸化物（K 値規制） 

硫黄酸化物の排出基準は次式により算出した量とする。

ｑ＝Ｋ×10-3×He2

ｑ：硫黄酸化物の量（m3
N/h） 

Ｋ：大気汚染防止法第３条第２項第１号の政令で定

める地域ごとの値（海老名市は 11.5） 

He：補正された排出口高さ（大気汚染防止法施行規

則第３条第２項の規定による）（ｍ） 

（法施行令別表第１、施行規則別表第１） 

ばいじん 

焼却能力 基準値 

4,000 kg/h 以上 0.04 g/m3
N

2,000 kg/h 以上 4,000 kg/h 未満 0.08 g/m3
N

2,000 kg/h 未満 0.15 g/m3
N

塩化水素 700 mg/m3
N

窒素酸化物 *1

450 ppm *2

700 ppm *3

250 ppm *4

*１： 次の式により算出された窒素酸化物の量 

C=（21-On）･Cs 

（21-Os）

C:窒素酸化物の量 (ｍ3) 

On：12（廃棄物焼却炉） 

Os：排出ガス中の酸素の濃度（%） 

Cs：規格 K0104 に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が０℃であっ

て圧力が１気圧の状態における排出ガス１ｍ3 中の量に換算したもの（ｍ3） 

*２：浮遊回転燃焼方式により焼却を行うもの（連続炉に限る。） 

*３：ニトロ化合物、アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの誘導体を製造し、

若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃

棄物を焼却するもの（排出ガス量が四万立方メートル未満の連続炉に限る。） 

*４：それ以外のもの（連続炉以外のものにあっては、排出ガス量が四万立方メートル以上の

ものに限る。） 
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表 2-4-3 廃棄物焼却炉における排出基準の概要 

分 類 ダイオキシン類対策特別措置法 

設置または許可を要

する規模または

分類

項 目 

火床面積（廃棄物の焼却施設に２以上の廃棄物焼却炉が

設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計）

が 0.5 ｍ2 以上であるか、又は焼却能力（廃棄物の焼却施

設に２以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあって

は、それらの焼却能力の合計）が１時間当たり 50 kg 以上

であるもの。 

ダイオキシン類 

焼却能力 基準値 

4,000 kg/h 以上 0.1 ng-TEQ/m3
N

2,000 kg/h 以上 4000 kg/h 未満   １ng-TEQ/m3
N

2,000 kg/h 未満   ５ng-TEQ/m3
N

*：排出ガスの測定値は酸素濃度 12％換算値 

(4) 神奈川県生活環境の保全等に関する条例による規制基準 

① 指定施設 

神奈川県生活環境の保全等に関する条例（平成９年 10月 17 日神奈川県条例第 35号）

では、指定施設及び指定事業所に対して規制基準を定めている。計画施設は表 2-4-4

に示すとおり、指定施設に指定される（表 2-4-4 参照）。 

表 2-4-4 指定施設（抜粋） 

指定作業 作業の内容 施 設 

資源の再生又は

廃棄物の処理の

作業 

廃棄物の処理の作業の

うち右欄の(１)から

(16)まで及び(20)に掲

げる施設のいずれかを

用いる作業*

(８) 破砕施設（原動機の定格出力が 7.5 kW

（合成樹脂用破砕施設にあっては、0.75 kW）

以上であるものに限る。） 

(15)  廃棄物焼却炉（火格子面積又は火床面

積が 0.5ｍ2 以上であるもの、焼却能力が１

時間当たり 50kg 以上であるもの及び一次燃

焼室（燃焼室が一の廃棄物焼却炉にあって

は、当該燃焼室）の容積が 0.8ｍ3 以上であ

るものに限る。） 

 *：ここでは、計画施設に関係する（８）及び（15）のみを記載する。 

（参考）指定事業所 

指定事業所 排煙、粉じん、悪臭、排水、騒音又は振動を発生することにより公害を生

じさせるおそれがある事業所で指定作業を行うもの（当該指定作業の期間

が継続して６月を超えない事業所を除く。）をいう。

指定外事業所 事業所のうち、指定事業所以外の事業所をいう。
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② 規制基準 

指定施設に対する規制基準を表 2-4-5(1)、(2)に示す。 

表 2-4-5(1) 排煙の規制基準（概要） 

分 類 規制基準 

硫黄酸化物 

Ｑ＝4.0Ｗ0.926＋2.0｛（Ｗ＋Ｗi）0.926－Ｗ0.926｝ 

 Ｑ：排出することができる硫黄酸化物の量（m3
N/h） 

 Ｗ：昭和 62 年９月 10 日前から設置されている全ての指定施設及び法許

可浄化等処理施設において使用される原料及び燃料の量を重油の量

に換算した量（kL/h）（計画施設では０） 

 Ｗi：次の(1)に掲げる量と(2)に掲げる量とを合計した量（kL/h） 

  (1) 昭和 62 年９月 10 日以後新たに設置された全ての指定施設及び法

許可浄化等処理施設において使用される原料及び燃料の量を重油の

量に換算した量の合計量（kL/h）（計画施設：245（t/24h）/24（h）

*10（kL）/60*（kg）≒1.702） *：廃棄物の重油の量への換算

  (2) 事業所に設置されている指定施設及び法許可浄化等処理施設の

うち、昭和 62 年９月 10 日以後に構造等の変更がされた全ての指定施

設及び法許可浄化等処理施設において使用される原料及び燃料の量

のうち、当該構造等の変更により増加した部分の原料及び燃料の量を

重油の量に換算した量（kL/h）（計画施設では０） 

窒素酸化物 

Ｑ＝1.50Ｗ0.95＋1.05（（Ｗ＋Ｗi）0.95－Ｗ0.95） 

 Ｑ：排出することができる窒素酸化物の量（m3
N/h） 

 Ｗ：昭和 57 年４月１日前から設置されている排煙発生施設において使用

される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものの常用最大の量

の合計（kL/h）（計画施設では０） 

 Ｗi：次の(1)に掲げる量と(2)に掲げる量とを合計した量の常用最大の量

（kL/h） 

  (1) 昭和 57 年４月１日以後新たに設置された全ての排煙発生施設に

おいて使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算した量の合計

（kL/h）（計画施設：245（t/24h）/24（h）*0.55（L/kg）*≒5.6） 
*：廃棄物焼却炉において焼却される一般廃棄物の値

  (2) 昭和 57 年４月１日以後に構造等の変更がされた全ての排煙発生

施設において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算した量

の合計（kL/h）（計画施設では０） 

炭化水素 

系物質 

炭化水素系特定物質 

の種類 

排出することができる炭

化水素系特定物質の濃度 

ベンゼン 10 ppm 

トルエン 100 ppm

キシレン 150 ppm

トリクロロエチレン 50 ppm

テトラクロロエチレン 50 ppm

ジクロロメタン 50 ppm 

ホルムアルデヒド ５ ppm

フェノール ５ ppm

※この規制基準の数値は、希釈しない状態において測定する場合のものである。 
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表 2-4-5(2) 排煙の規制基準（概要）（つづき） 

分 類 規制基準

ばいじん 

Ｑi＝Ci×Ｖ 

 Ｑi：廃棄物焼却炉において排出することができるばいじんの量の許容限

度（g/h） 

 Ｃi：施設の規模に応じ次に定める係数（0.04*） 
*：平成 10 年７月１日以後に設置された廃棄物焼却炉の計画施設の規模に適用さ

れる値 

 Ｖ：乾きガス量（m3
N/h）（＝（（21-Oi）/9）×Ｖi） 

Ｏi：廃棄物焼却炉を定格で運転する場合の乾き排出ガス中酸素濃度（ppm）

  Ｖi：廃棄物焼却炉を定格で運転する場合の乾きガス排出量（m3
N/h） 

排煙指定

物質

物質の種類 排出することが出来る物質の濃度 

カドミウム及びその化合物 カドミウムとして 0.5mg/m3
N

塩 素 １ppm（3.17 mg/m3
N） 

塩化水素（廃棄物焼却炉） 700 mg/m3
N

ふっ素、ふっ化水素及びふっ化珪素 ふっ素として 2.5 mg/m3
N

鉛及びその化合物 鉛として 10 mg/m3
N

アンモニア 50ppm 

シアン化合物 10ppm またはシアンとして 11.6 mg/m3
N

窒素酸化物（二酸化窒素） 100ppm 

窒素酸化物（全窒素酸化物） 200ppm 

二酸化硫黄 ５ppm 

硫化水素 10ppm 

※1 この規制基準の数値は、希釈しない状態において測定する場合のものである。 

※2 この規制基準は、条例第２条第３号アに定める硫黄酸化物及び同号イに定め

る窒素酸化物については、適用しない。 

※3 塩化水素の濃度（廃棄物焼却炉に係るものに限る。）は、次の式により算出

されたものとする。 

 Ｃ＝（9/（21－Ｏs））×Ｃs 

  Ｃ：塩化水素の濃度（mg/m3
N） 

  Ｏs：排出ガス中の酸素濃度（ppm） 

  Ｃs：JIS K 0107 に定める方法により測定された塩化水素濃度（mg/m3
N） 

2-4-2 騒音に係る基準 

(1) 環境基準 

騒音に係る環境基準については、平成 10 年９月 30 日環境庁告示第 64号において、地域

の類型及び時間の区分ごとに基準値を規定している。類型を当てはめる地域は都道府県知

事等が指定することとしている。騒音に係る環境基準を表 2-4-6 及び表 2-4-7 に示す。対

象事業実施区域及び周辺は用途地域の定めのない地域であり、その他の地域の基準（Ｂ

地域）が適用される。 
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表 2-4-6 騒音に係る環境基準 

時間

地域 

基準値 

昼 間 

（６時～22 時） 

夜 間 

（22 時～翌６時） 

ＡＡ （適用なし） 50 デシベル以下 40 デシベル以下 

Ａ

第一種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

55 デシベル以下 45 デシベル以下 

Ｂ 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

その他の地域(市街化調整区域) 

55 デシベル以下 45 デシベル以下 

Ｃ 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

60 デシベル以下 50 デシベル以下 

表 2-4-7 道路に面する地域の騒音に係る環境基準 

時間

地域 

昼 間 

（６時～22 時） 

夜 間 

（22 時～翌６時） 

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路

に面する地域 
60 デシベル以下 55 デシベル以下 

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する 

道路に面する地域 
65 デシベル以下 60 デシベル以下 

Ｃ地域のうち車線を有する道路に面する地域 65 デシベル以下 60 デシベル以下 

備考：車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯

状の車道部分をいう。

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわ

らず、特例として表 2-4-8 に示す基準値が適用される。 
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表 2-4-8 幹線交通を担う道路に近接する区域の環境基準 

基 準 値

昼 間 

（６時～22 時） 

夜 間 

（22 時～翌６時） 

70 デシベル 65 デシベル

備考：個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認

められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45 デシベル以下、夜間にあ

っては 40 デシベル以下）によることができる。 

注：１．「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいうものとする。 

① 道路法（昭和 27年法律第 180 号）第３条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道

及び市町村道（市町村道にあっては４車線以上の区間に限る）。 

② ①に掲げる道路を除くほか、道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第２条第９項に規定する

一般自動車道であって都市計画法施行規則（昭和 44 年建設省令第 49 号）第７条第１号に掲

げる自動車専用道路 

２．「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離に

よりその範囲を特定するものとする。 

① ２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路   15 メートル 

② ２車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20 メートル 

(2) 規制基準 

① 騒音規制法による工場及び事業場等の規制基準 

海老名市では、騒音規制法第３条第１項に基づき、特定工場等及び特定建設作業に

伴って発生する騒音から生活環境を保全する必要がある地域を指定地域として定めて

いる。また、海老名市は神奈川県生活環境の保全等に関する条例第 32 条第１項による

騒音の規制地域であり、法律においては指定地域外であった工業専用地域に関しても

規制基準が設けられている。当該条例による規制は全ての事業場に対するものであり、

海老名市内の全ての地域にある全ての事業場に対して条例の規制基準が適用される。

なお、神奈川県生活環境の保全等に関する条例による規制基準値は騒音規制法と同じ

である。 

工場、事業所から発生する騒音の規制基準を表 2-4-9 に示す。対象事業実施区域は

用途地域の定めのない地域であり、その他の地域の基準が適用される。 

また、特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準は表 2-4-10 に示すとおりであ

る。 
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表 2-4-9 工場、事業所から発生する騒音の規制基準*

時間

地域 

朝 

６時～８時 

昼 間 

８時～18 時 

夕 

18 時～23 時 

夜 間 

23 時～翌６時

第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

45 デシベル 50 デシベル 45 デシベル 40 デシベル 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

その他の地域 

50 デシベル 55 デシベル 50 デシベル 45 デシベル 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

60 デシベル 65 デシベル 60 デシベル 50 デシベル 

工業地域 65 デシベル 70 デシベル 65 デシベル 55 デシベル 

工業専用地域 75 デシベル 75 デシベル 75 デシベル 65 デシベル 

表に掲げる第二種、第三種又は第四種区域内に所在する、次の施設の敷地の周囲のおおむね 50ｍ

の区域内における基準は、表に掲げるそれぞれの値から５デシベルを減じた値とする。 

・ 学校教育法（昭和 22年法律第 26 号）第１条に規定する学校 

・ 児童福祉法（昭和 22年法律第 164 号）第７条第１項に規定する保育所 

・ 医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第１条の５第１項に規定する病院及び同条第２項に規定する

診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの 

・ 図書館法（昭和 25年法律第 118 号）第２条第１項に規定する図書館 

・ 老人福祉法（昭和 38年法律第 133 号）第５条の３に規定する特別養護老人ホーム 

＊：工業専用地域の基準は神奈川県生活環境の保全等に関する条例においてのみ定められており、

その他の基準値は騒音規制法と神奈川県生活環境の保全等に関する条例とで同じ値である。 

資料：海老名市ホームページ 
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表 2-4-10  特定建設作業に係る騒音の規制基準 

建設作業

の分類 
規制基準が適用される事業 

敷地境界

における

騒音の 

基準値 

作業時間

１日に

おける

延べ作

業時間 

同一場所

における

連続作業

日数 

日曜・休

日におけ

る作業

くい打機、く

い抜機又は

くい打ちく

い抜き機を

使用する作業

くい打機（もんけんを除

く。）、くい抜機又はくい打く

い抜機（圧入式くい打くい抜

機を除く。）を使用する作業

（くい打機をアースオーガ

ーと併用する作業を除く。）

85 

デシベル

1 号区域 

7 時～19 時

2 号区域 

6 時～22 時

１号区域

10 時間 

以 内 

２号区域

14 時間 

以 内 

１号区域

６日以内

２号区域

６日以内

禁 止

びょう打機

を使用する

作業 

びょう打機を使用する作業 

さく岩機、ブ

レーカーを

使用する作業

さく岩機を使用する作業*1

空気圧縮機

を使用する

作業 

空気圧縮機（電動機以外の

原動機を用いるものであっ

て、その原動機の定格出力

が 15kW 以上のものに限

る。）を使用する作業（さく

岩機の動力として使用する

作業を除く。） 

コンクリー

トプラント

又はアスフ

ァルトプラ

ントを設け

て行う作業

コンクリートプラント（混練

機の混練容量が 0.45ｍ3以上

のものに限る。）又はアスフ

ァルトプラント（混練機の混

練重量が 200kg 以上のもの

に限る。）を設けて行う作業

（モルタルを製造するため

にコンクリートプラントを

設けて行う作業を除く。） 

バックホウ

を使用する

作業 

バックホウ（原動機の定格

出力が 80kW 以上のものに

限る*2。）を使用する作業 

トラクター

ショベルを

使用する作業

トラクターショベル（原動

機の定格出力が 70kW 以上

のものに限る*2。）を使用す

る作業

ブルドーザ

ーを使用す

る作業

ブルドーザー（原動機の原

動機の定格出力が 40kW 以

上のものに限る*2。）を使用

する作業

*1：作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大

距離が 50ｍを超えない作業に限る。 

*2：一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く。 

１号区域 第一種低層住居専用区域、第二種住居専用区域、第一種中高層住居専用区域、第二種

中高層住居専用区域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、

商業地域、準工業地域、用途地域として定められていない地域（海老名市においては市

街化調整区域）、工業地域のうち学校・病院等の周囲おおむね 80ｍ以内の地域 

２号区域 工業地域のうち学校・病院等の周囲おおむね 80ｍ以外の区域 

資料：海老名市ホームページ 
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② 道路交通騒音に係る要請限度 

道路交通騒音に係る要請限度とは、道路交通騒音により周辺の生活環境が著しく損

なわれると認められるときに、市町村長が都道府県公安委員会に対して道路交通法の

規定による措置を執るよう要請し、道路構造の改善等に関して道路管理者または関係

行政機関の長に意見を述べることができる限度である。道路交通騒音に係る要請限度

を表 2-4-11 に示す。 

表 2-4-11 道路交通騒音に係る要請限度 

地域類型 

道路に面する地域 
幹線交通を担う道路に

近接する区域

昼 間 

６時～22 時

夜 間 

22 時～翌６時

昼 間 

６時～22 時

夜 間 

22 時～翌６時

ａ*

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

１車線 65 デシベル 55 デシベル

75 デシベル

以 下 

（全地域共通）

70 デシベル

以 下 

（全地域共通）

２車線

以 上 
70 デシベル 65 デシベル

ｂ 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

その他の地域 

１車線 65 デシベル 55 デシベル

２車線

以 上 
75 デシベル 70 デシベル

ｃ 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

車線を

有する 

道路に

面する 

地 域 

75 デシベル 70 デシベル

＊：環境基準のＡ類型に対応する区分を a区域、Ｂ類型に対応する区分をｂ区域、Ｃ類型に対応する区分

をｃ区域とする。 

資料：海老名市ホームページ 

2-4-3 振動に係る基準 

(1) 規制基準 

① 振動規制法による工場及び事業場の規制基準 

 海老名市では、振動規制法第３条第１項に基づき、特定工場等及び特定建設作業に

伴って発生する振動から生活環境を保全する必要がある地域を指定地域として定めて

いる。また、海老名市は神奈川県生活環境の保全等に関する条例第 32 条第１項による

振動の規制地域であり、法律においては指定地域外であった工業専用地域に関しても

規制基準が設けられている。当該条例による規制は全ての事業場に対するものであり、
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海老名市内の全ての地域にある全ての事業場に対して条例の規制基準が適用される。 

 なお、神奈川県生活環境の保全等に関する条例による規制基準値は振動規制法と同

じである。 

 工場、事業所から発生する振動の規制基準を表 2-4-12 に示す。対象事業実施区域は

用途地域の定めのない地域であり、その他の地域の基準が適用される。 

 また、特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準は表 2-4-13 に示すとおりであ

る。 

表 2-4-12 振動に係る規制基準*

時間

地域 

昼 間 

８時から 19 時まで 

夜 間 

19 時から翌８時まで

第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

60 デシベル 55 デシベル 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

その他の地域（市街化調整区域）

65 デシベル 55 デシベル 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

65 デシベル 60 デシベル 

工業地域 70 デシベル 60 デシベル 

工業専用地域 70 デシベル 65 デシベル 

＊：工業専用地域の基準は神奈川県生活環境の保全等に関する条例においてのみ定めら

れており、その他の基準値は振動規制法と神奈川県生活環境の保全等に関する条例

とで同じ値である。 

資料：海老名市ホームページ 
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表 2-4-13 特定建設作業振動に係る規制基準 

建設作業

の分類 
規制基準が適用される事業 

敷地境界

における

振動の 

基準値 

作業時間

１日に

おける

延べ作

業時間 

同一場所

における

連続作業

日数 

日曜・休

日におけ

る作業

くい打機、く

い抜機又は

くい打ちく

い抜き機を

使用する作業

くい打機（もんけん及び圧入

式くい打機を除く。）、くい抜

機（油圧式くい抜機を除く。）

又はくい打くい抜機（圧入式

くい打くい抜機を除く。）を

使用する作業 

75 

デシベル

1 号区域 

7 時～19 時

2 号区域 

6 時～22 時

１号区域

10 時間 

以 内 

２号区域

14 時間 

以 内 

１号区域

６日以内

２号区域

６日以内

禁 止

さく岩機、ブ

レーカーを

使用する作業

ブレーカー（手持式のもの

を除く。）を使用する作業*

鋼球を使用

して建築物

その他の工

作物を破壊

する作業 

鋼球を使用して建築物その

他の工作物を破壊する作業 

舗装版破砕

機を使用す

る作業 

舗装版破砕機を使用する作業*

*：作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距

離が 50ｍを超えない作業に限る。 

１号区域 第一種低層住居専用区域、第二種住居専用区域、第一種中高層住居専用区域、第二種

中高層住居専用区域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、

商業地域、準工業地域、用途地域として定められていない地域（海老名市においては市

街化調整区域）、工業地域のうち学校・病院等の周囲おおむね 80ｍ以内の地域 

２号区域 工業地域のうち学校・病院等の周囲おおむね 80ｍ以外の区域 

資料：海老名市ホームページ 

② 道路交通振動に係る要請限度 

道路交通振動に係る要請限度とは、道路交通振動により周辺の生活環境が著しく損

なわれると認められるときに、市町村長が道路管理者に対して当該道路の部分につき

道路交通振動の防止のための舗装、維持または修繕の措置を執るべきことを要請し、

または都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置を執るよう要請する

ことができる限度である。道路交通振動に係る要請限度を表 2-4-14 に示す。 
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表 2-4-14 道路交通振動に係る要請限度 

時間

地域 

昼 間 

８時から 19 時まで 

夜 間 

19 時から翌８時まで 

第一種区域 

第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

65 デシベル 60 デシベル 

第二種区域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

70 デシベル 65 デシベル 

資料：海老名市ホームページ 

2-4-4 悪臭に係る基準 

(1) 悪臭防止法による規制基準 

生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、工場その他の事業

場における事業活動に伴って発生する悪臭については悪臭防止法により規制されてい

る。 

悪臭防止法第３条では、都道府県知事等が工場等による悪臭原因物質の排出を規制

する地域を指定することとしている。また、悪臭防止法第４条では、都道府県知事等

が悪臭規制基準を定めることとしている。海老名市では、悪臭防止法第３条及び第４

条第２項の規定に基づき、市の区域のうち、農業振興地域を除いた区域を規制地域と

して指定し、それぞれの区域ごとに臭気指数による規制基準を規定する。悪臭に係る

規制基準を表 2-4-15 に示す。対象事業実施区域は用途地域の定めのない地域であり、

その他の地域の基準が適用される。 
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表 2-4-15 悪臭に係る規制基準 

区域の区分 用途地域等 
敷地境界線上

（１号基準）

気体排出口 

（２号基準） 

排出水 

（３号基準） 

一種地域 

第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

臭気指数 10 

悪臭防止法施 

規則第６条の

２に定める方

法より算出し

た臭気指数 

臭気指数 26 

二種地域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

工業専用地域 

その他 

臭気指数 15 臭気指数 31 

資料：海老名市ホームページ 

2-4-5 水質汚濁に係る基準 

(1) 環境基準 

水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護に関する 環境基準及び生活環境の保全

に関する環境基準として定められており、人の健康の保護に関する環境基準は全公共

用水域に適用され、生活環境の保全に関する環境基準は公共用水域ごとに水域類型が

指定されている。河川についての水質汚濁に係る環境基準を表 2-4-16 及び表 2-4-17

に示す。対象事業実施区域近傍を流下する目久尻川はＢ類型が指定されている。 
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表 2-4-16 人の健康の保護に関する環境基準 

項 目 基準値 項 目 基準値 

カドミウム 0.003  mg/L 以下 1,1,2-トリクロロエタン 0.006  mg/L 以下

全シアン 検出されないこと トリクロロエチレン 0.01  mg/L 以下

鉛 0.01  mg/L 以下 テトラクロロエチレン 0.01  mg/L 以下

六価クロム 0.05  mg/L 以下 1,3-ジクロロプロペン 0.002  mg/L 以下

ひ素 0.01  mg/L 以下 チウラム 0.006  mg/L 以下

総水銀 0.0005 mg/L 以下 シマジン 0.003  mg/L 以下

アルキル水銀 検出されないこと チオベンカルブ 0.02  mg/L 以下

PCB 検出されないこと ベンゼン 0.01  mg/L 以下

ジクロロメタン 0.02  mg/L 以下 セレン 0.01  mg/L 以下

四塩化炭素 0.002  mg/L 以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10  mg/L 以下

1,2-ジクロロエタン 0.004  mg/L 以下 ふっ素 0.8  mg/L 以下

1,1-ジクロロエチレン 0.1  mg/L 以下 ほう素 1  mg/L 以下

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04  mg/L 以下 1,4-ジオキサン 0.05  mg/L 以下

1,1,1-トリクロロエタン 1  mg/L 以下 ダイオキシン類 1 pg-TEQ/L 以下

備考 １.基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする｡ 

２.「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果

が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

３.海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 

４.硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定さ

れた硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸イオ

ンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 

５．昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第 59号「水質汚濁に係る環境基準 別表」 

６．平成 11 年 12 月 27 日環境庁告示第 68 号「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水

底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準」 
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表 2-4-17 生活環境の保全に関する環境基準（河川） 

項

目

類

型

利用目的の適応性 

基 準 値  

水素イオン

濃 度 

(PH) 

生物化学的

酸素要求量

(BOD) 

浮遊物質量 

(SS) 

溶存酸素量 

(DO) 
大腸菌群数 

Ａ

Ａ

水道１級自然環境

保全及びＡ以下の

欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

１ mg/L 

以下 

25mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

50 

MPN/100ml

以下 

Ａ

水道２級・水産１級

水浴及びＢ以下欄

に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

２ mg/L 

以下 

25mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

1,000 

MPN /100ml

以下 

Ｂ

水道３級水産２級

及びＣ以下の欄に

掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

３ mg/L 

以下 

25mg/L 

以下 

５ mg/L 

以上 

5,000 

MPN /100ml

以下 

Ｃ

水産３級工業用水

１級及びＤ以下の

欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

５ mg/L 

以下 

50mg/L 

以下 

５ mg/L 

以上 
－ 

Ｄ

工業用水２級農業

用水及びＥの欄に

掲げるもの 

6.0 以上 

8.5 以下 

８ mg/L 

以下 

100mg/L 

以下 

２ mg/L 

以上 
－ 

Ｅ

工業用水３級環境

保全 
6.0 以上 

8.5 以下 

10mg/L 

以下 

ごみ等の浮

遊が認めら

れないこと 

２ mg/L 

以上 
－ 

備考１基準値は、日間平均値とする。 

    ２農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量５mg/L 以上とする。 

（注）１自然環境保全 ：自然探勝等の環境保全 

     ２水道１級  ：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

     水道２級  ：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

     水道３級  ：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

       ３水産１級  ：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水

産生物用 

         水産２級  ：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物 

         水産３級  ：コイ、フナ等、β 中腐水性水域の水産生物用 

       ４工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

     工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

     工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの 

       ５環境保全   ：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 
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2-4-6 土壌の汚染に係る基準 

(1) 環境基準 

   土壌の汚染に係る環境基準を表 2-4-18 に示す。 

表 2-4-18 土壌の汚染に係る環境基準 

項目 環境上の条件 

カドミウム 
検液 1L につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地においては、

米 1kg につき 0.4mg 以下であること 

全シアン 検液中に検出されないこと 

有機燐 検液中に検出されないこと 

鉛 検液 1L につき 0.01mg 以下であること 

六価クロム 検液 1L につき 0.05mg 以下であること 

ひ素 
検液 1L につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地(田に限 

る)においては、土壌 1kg につき 15mg 未満であること 

総水銀 検液 1L につき 0.0005mg 以下であること 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと 

PCB 検液中に検出されないこと 

銅 
農用地(田に限る)において、土壌 1kg につき 125mg 未満である

こと 

ジクロロメタン 検液 1L につき 0.02mg 以下であること 

四塩化炭素 検液 1L につき 0.002mg 以下であること 

1,2-ジクロロエタン 検液 1L につき 0.004mg 以下であること 

1,1-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.1mg 以下であること 

シス-1,2-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.04mg 以下であること 

1,1,1-トリクロロエタン 検液 1L につき 1mg 以下であること 

1,1,2-トリクロロエタン 検液 1L につき 0.006mg 以下であること 

トリクロロエチレン 検液 1L につき 0.03mg 以下であること 

テトラクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること 

1,3-ジクロロプロペン 検液 1L につき 0.002mg 以下であること 

チウラム 検液 1L につき 0.006mg 以下であること 

シマジン 検液 1L につき 0.003mg 以下であること 

チオベンカルブ 検液 1L につき 0.02mg 以下であること 

ベンゼン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること 

セレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること 

ふっ素 検液 1L につき 0.8mg 以下であること 

ほう素 検液 1L につき 1mg 以下であること 

ダイオキシン類 1,000pg-TEQ／ｇ以下であること 

備考 1.カドミウム、鉛、六価クロム、ひ素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の

条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原

状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水 1Lにつき 0.01mg、0.01mg、

0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg 及び 1mg を超えていない場合には、それぞれ検

液 1L につき 0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg 及び 3mg とする。 

     2. 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合にお

いて、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

     3. 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN をいう。 
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第3章 生活環境影響調査項目の選定 

3-1 環境影響要因 

本施設整備は、現在ごみ処理施設が稼働している既存の敷地内においてごみ焼却施設

及びマテリアルリサイクル施設の建設を行うものである。本事業に伴い、表 3-1-1 に示

す環境影響要因が想定される。 

表 3-1-1 環境影響要因 

区 分 影響要因の内容 

工事の実施 
工事用車両の走行 

施設の建設工事 

施設の存在及び供用 

施設の存在 

施設の稼働 

ごみ収集車等の走行 

3-2 環境影響評価の項目の抽出 

環境影響評価項目の選定は「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針（平成 18 年９月）」

に加え、「神奈川県環境影響評価条例施行規則（昭和 56 年１月 31 日、神奈川県規則第

11 号）」に示す項目についても参考とし、ごみ処理施設に関する環境影響要因と環境影

響評価項目との関係を整理して行う。 

本調査では、表 3-2-1 の中で「○」及び「●」とした項目について調査を行う。また、

調査項目に選定した項目及びその理由を表 3-2-2 に、選定しなかった項目及びその理由

を表 3-2-3 に示す。 
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表 3-2-1 生活環境影響調査項目の設定（●は廃棄物処理法、○は県条例） 

区 分 工事の実施 土地または工作物の存在及び供用 

環境要因の区分

評価項目   評価細目 

工

事

車

両

の

走

行 

建

設

機

械

の

稼

働 

工

事

排

水

の

排

出 

土

地

の

造

成

等 

廃

棄

物

の

処

理 

土

地

の

利

用 

煙

突

排

ガ

ス

の

排

出 

施

設

の

稼

働 

施

設

か

ら

の

悪

臭

の

漏

洩 

廃

棄

物

運

搬

車

両

の

走

行 

廃

棄

物

の

処

理 

施

設

の

存

在 

廃

棄

物

の

焼

却 

大気汚染 大気汚染 ○ ○     ● ●  ●    

水質汚濁 水質汚濁   ○           

土壌汚染 土壌汚染    ○   ○       

騒音・低周

波音 

騒音 ○ ○      ●  ●    

低周波音        ○      

振動 振動 ○ ○      ●  ●    

地盤沈下 地盤沈下              

悪臭 悪臭       ●  ●     

廃棄物 廃棄物     ○      ○   

発生土    ○          

電波障害 ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ電波障害            ○  

日照阻害 日照阻害              

気象 気象              

水象 河川              

地下水              

地象 傾斜地              

地形・地質              

植 物 ・ 動

物・生態系 

植物              

動物              

水生生物              

生態系              

文化財 文化財              

景観 景観            ○  

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ資源 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ資源      ○        

温室効果ｶﾞｽ 温室効果ｶﾞｽ ○ ○  ○      ○   ○

地域分断 地域分断              

安全 危険物等              

交通 ○         ○    
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表 3-2-2 選定した項目及びその理由

環境要因の区分
影響要因 選定理由 

評価項目 評価細目 

大気汚染 大気汚染 煙突排ガスの排出 

(SO2,NOx,SPM,HCl,DXN,PM2.5) 

焼却施設の煙突排ガスによる影

響が考えられるため。 

施設の稼働 

（粉じん） 

マテリアルリサイクル施設の稼

働に伴い、粉じん飛散の影響が考

えられるため。 

工事車両の走行 

廃棄物運搬車両の走行 

（NOx,SPM） 

工事車両及び廃棄物運搬車両の

走行に伴い自動車排ガスによる

影響が考えられるため。 

建設機械の稼働 

（NOx,SPM） 

建設機械の排ガスによる影響が

考えられるため。 

水質汚濁 水質汚濁 工事排水の排出 

（pH,SS 等） 

工事中における造成等の工事に

伴う濁水及びアルカリ排水の影

響が考えられるため。 

土壌汚染 土壌汚染 土地の造成等 土地の造成に伴って発生する土

壌の汚染について確認するため。

煙突排ガスの排出 

（DXN） 

焼却施設の煙突排ガスによる影

響が考えられるため。 

騒音・低周波音 騒 音 工事車両の走行 

建設機械の稼働 

施設の稼働 

廃棄物運搬車両の走行 

車両の走行及び建設機械、施設の

稼働に伴う騒音の影響が考えら

れるため。 

低周波音 施設の稼働 施設の稼働に伴う低周波音の影

響が考えられるため。 

振 動 振 動 工事車両の走行 

建設機械の稼働 

施設の稼働 

廃棄物運搬車両の走行 

車両の走行及び建設機械、施設の

稼働に伴う振動の影響が考えら

れるため。 
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悪 臭 悪 臭 煙突排ガスの排出 

施設からの悪臭の漏洩 

施設の稼働に伴って発生する悪

臭により、周辺地域が影響を受け

る可能性があるため。 

廃棄物 廃棄物 廃棄物の処理（工事中、供用後） 工事中には建築副産物等の廃棄

物の発生が考えられ、存在･供用

時においては施設の稼働に伴う

廃棄物の発生が考えられるため。

発生土 土地の造成等 土地の造成により残土の発生が

考えられるため。 

電波障害 ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ

電波障害 

施設の存在 施設の存在により電波障害の可

能性が考えられたため。 

景 観 景 観 施設の存在 新たに建築物が建設され、景観の

変化が考えられるため。 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ資源 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

資 源 

土地の利用 対象事業実施区域周辺において

自然との触れ合いが可能な箇所

が存在するため。 

温室効果ｶﾞｽ 温室効果

ガ ス 

工事車両の走行 

建設機械の稼働 

土地の造成等 

廃棄物運搬車両の走行 

廃棄物の焼却 

工事中においては、工事車両の走

行及び建設機械の稼働、土地の造

成等に伴う温室効果ガスの発生

が考えられる。また、存在・供用

時においては、廃棄物運搬車両の

走行及び廃棄物の焼却に伴う温

室効果ガスの発生が考えられる

ため。 

安 全 交 通 工事車両の走行 

廃棄物運搬車両の走行 

車両の走行に伴い、交通安全・混

雑による影響が考えられるため。
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表 3-2-3 選定しなかった項目及びその理由

環境要因の区分
影響要因 選定しなかった理由 

評価項目 評価細目 

水質汚濁 水質汚濁 施設排水の排出 処理水は施設内で循環再利用の上、公

共下水道へ接続、排出することから公

共用水域に直接影響を及ぼさないた

め。雨水排水は、廃棄物が雨水（既設

の灰貯留施設はクローズドシステム

で汚水を発生しない）に触れないこと

から、汚水が発生しないため。また平

成 30 年度以降に現焼却炉廃止に併せ

て既設の灰貯留施設は廃止する。 

地盤沈下 地盤沈下  稼働後の新たな地下水揚水の増加は

なく、また、工事中の地下水揚水はな

いため。 

日照阻害 日照阻害  対象事業実施区域の北側に住居がな

いため。 

気 象 気 象  局地的気象に大きな変化をもたらす

地形改変、高層物の建築はないため。

水 象 河 川  河川、湖沼に影響をもたらす行為はな

いため。 地下水  

地 象 傾斜地  新たに大きな地形改変を行わないた

め。 地形・地質  

植物・動物・

生態系 

植 物  本計画は既存の敷地内における建替

え工事であることから、周辺の自然の

直接的改変はなく、動物・植物・生態

系に影響を及ぼす要素はないため。 

動 物  

水生生物  

生態系  

文化財 文化財  対象事業実施区域の一部が埋蔵文化

財包蔵地に該当するが、県教育委員会

の検討により調査が不要な場所であ

ると判断されたため。 

地域分断 地域分断  本計画は既存の敷地内において行う

ものであるため。 

安 全 危険物等  計画施設の処理方式は最も実績が多

いストーカ方式であり、対策の知見が

十分備わっているため。また、事業用

地の地盤の高さを最低標高 13.0ｍま

で造成して冠水対策を行い、安全性を

確保するため。 


