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◆調査の目的◆ 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）に基づき、建設計画を進めている新たなご

み処理施設が、環境にどのような影響を及ぼすかについて、事前に調査・予測・評価を行い、その結果

を基に、周辺環境に配慮した、きめ細かな対策が講じられるように検討した上で、施設整備の計画を作

りあげていくための調査です。 

◆調査の項目◆ 

生活環境影響調査の項目は、「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針（平成１８年９月、環境省 

大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部）」では、計画施設の存在、供用時を対象として、大気質、騒音、

振動、悪臭、水質の中から選ぶこととなっています。本調査では、より多様な環境影響を対象とする神

奈川県環境影響評価条例を参考に、工事中の影響も含め、水質汚濁、低周波音、土壌汚染、廃棄

物・発生土、電波障害、レクリエーション資源、景観、温室効果ガス及び安全についても自主調査項目

として調査を行いました。 

◆事業の目的◆ 

組合では、構成三市（海老名市、座間市及び綾瀬市）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 トン/日の焼却施設と平成４年３月に竣工した処理能力２００ トン/日

の焼却施設、及び昭和４９年３月に竣工した処理能力５０ トン/５時間の粗大ごみ処理施設で行ってい

ます。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す。 

◆事業計画の概要◆

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（対象事業実施区域約６ヘクタールの

うち、約１．５９ヘクタールを事業用地（更新施設敷地面積）とします。図１

参照） 

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

設置 する施 設 の概 要：（計画施設のイメージは図２参照） 

項 目 
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 

処理能力 １２２.５ｔ/２４ｈ×２炉＝２４５ｔ/日 

１４ｔ/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 

生活環境影響調査について 

施設の設置に関する計画等 
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余熱利用計画：余熱利用は発電を主とし、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、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 

メガジュール/時間を場外へ供給できるものとします。 

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します。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しま

す。

図１ 対象事業実施区域の位置及び事業用地位置図 

図２ 計画施設のイメージ図 

対象事業実施区域

事業用地
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◆現地調査◆ 

現地調査は図３に示す地点で実施し、その結果を踏まえて計画施設の建設に係る影響を予測しま

した。 

凡 例 

：対象事業実施区域 

●：調査地点 

図３に示した地点の他に、対象事業実

施区域周辺において電波障害（テレビ電

波受信状況）、レクリエーション資源（目

久尻川沿いの利用者に対するアンケー

ト）及び景観（眺望点からの写真撮影）の

調査を行いました。 

Ｎ

図３ 現地調査地点 

生活環境影響調査の概要 

一般環境大気（南側）

土壌（南側） 

一般環境大気（北側）

土壌（北側） 

道路沿道大気、 

交通騒音・振動、

交通量 

対象事業実施区域 

地上気象、上層気象、

一般環境大気、 

環境騒音・振動、 

低周波音、悪臭 

環境騒音・振動（北側）

臭気（北側） 

環境騒音・振動（東側）

臭気（南側）

河川水質（目久尻川）
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計画施設（一般廃棄物（ごみ）焼却施設（高効率ごみ発電施設））の煙突からの排出ガスによ

る影響 

長期平均濃度予測結果（日平均値の年間９８％値（２％除外値））と目標値との比較（表１）、短期濃度予

測結果（将来濃度）と目標値との比較（表２）とも、全ての項目で目標値を下回り、生活環境の保全上の目標

と整合するものと評価しました。 

表１ 煙突からの排出ガスに係る予測と生活環境の保全上の目標との比較（長期平均濃度予測） 

予測項目

年平均値 日平均値の

年間９８％値

(２％除外値)

生活環境の保全上の

目標（目標値）
評価バックグ

ラウンド 
予測結果 将来濃度

二酸化硫黄 

（ppm） 
0.005 0.00023 0.00523 0.0096* 日平均値 0.04 以下 ○

二酸化窒素 

（ppm） 
0.024 0.0017 0.0257 0.050* 日平均値 0.04～0.06 以下 ○

浮遊粒子状物質

（mg/m3） 
0.029 0.00011 0.02911 0.065* 日平均値 0.10 以下 ○

ダイオキシン類 

（pg-TEQ/m3） 
0.032 0.0011 0.0331 － 年平均値 0.6 以下 ○

*：平成21年度から平成25年度の神奈川県内における全ての大気常時監視局の調査結果から求めた関係式に

よって算出しました。 

表２ 煙突からの排出ガスに係る予測と生活環境の保全上の目標との比較（短期濃度予測） 

予測項目 
バックグ 

ラウンド 

予測結果 

（１時間値） 
将来濃度 

生活環境の保全上の

目標（目標値） 
評価

二酸化硫黄 

（ppm） 
0.018 0.010 0.028 １時間値 0.1 以下 ○

二酸化窒素 

（ppm） 
0.081 0.029 0.11 １時間値 0.1～0.2 以下 ○

浮遊粒子状物質

（mg/m3） 
0.129 0.0052 0.1342 １時間値 0.2 以下 ○

塩化水素 

（ppm） 
0.004 0.010 0.014 １時間値 0.02 以下 ○

計画施設（マテリアルリサイクル施設）の稼働に伴う粉じんの影響 

対象事業実施区域において１年間（平成２４年１２月

１日～平成２５年１１月３０日）測定した気象調査結果

をもとに、砂ぼこりが立ち、粉じんが飛散し始める風速

（風速 5.5 m/s）を上回る風の出現状況を確認しまし

た。マテリアルリサイクル施設が稼働する８時台から１７

時台までの降雨時を除く条件における出現頻度は１.

１ ％を占めていました。また、その場合の風向別出現

頻度は図４に示すとおり、南西の風の出現が卓越して

いました。集じん機の設置や粉じん発生作業を建屋内

で行う等、環境保全対策を実施することで影響は実行

可能な範囲で低減されるものと評価しました。 

大気質 
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図４ 現地調査（平成 24年 12 月１日～平成

25年 11 月 30 日）における風速 5.5 m/s 以上

の風の状況（降雨時を除く８時台～17時台）



5 

ごみ収集車等の走行に伴う排出ガスの影響 

ごみ収集車等の走行に伴う排出ガスの影響は、二酸化窒素（日平均値の年間９８％値）、浮遊粒子状

物質（２％除外値）とも目標値を下回り、生活環境の保全上の目標と整合するものと評価しました。 

表３ ごみ収集車等の走行に伴う排出ガスに係る生活環境の保全上の目標との比較 

予測項目

年平均値 日平均値の

年間９８％値

（２％除外値）

生活環境の保全上の 

目標（目標値）
評価バックグ

ラウンド 
予測結果 将来濃度

二酸化窒素 

（ppm） 
0.024 0.0010 0.025 0.044* 日平均値 0.04～0.06 以下 ○

浮遊粒子状物質

（mg/m3） 
0.029 0.0005 0.0295 0.069* 日平均値 0.10 以下 ○

*：「道路環境影響評価の技術手法(平成24年度版)」（平成25年、国土交通省国土技術政策総合研究所）に示さ

れる、全国の測定局におけるデータを用いた関係式によって算出しました。 

建設機械の稼働に伴う排出ガスの影響 

建設機械の稼働に伴う排出ガスの影響は、二酸化窒素（日平均値の年間９８％値）、浮遊粒子状物

質（２％除外値）とも目標値を下回り、生活環境の保全上の目標と整合するものと評価しました。 

表４ 建設機械の稼働に伴う排出ガスに係る生活環境の保全上の目標との比較 

予測項目

年平均値 日平均値の

年間９８％値

（２％除外値）

生活環境の保全上の 

目標（目標値）
評価バックグ

ラウンド 
予測結果 将来濃度

二酸化窒素 

（ppm） 
0.024 0.007 0.031 0.058* 日平均値 0.04～0.06 以下 ○

浮遊粒子状物質

（mg/m3） 
0.029 0.0026 0.0316 0.069* 日平均値 0.10 以下 ○

*：平成21年度から平成25年度の神奈川県内における全ての大気常時監視局の調査結果から求めた関係式によ

って算出しました。 

工事車両の走行に伴う排出ガスの影響 

工事車両の走行に伴う排出ガスの影響は、二酸化窒素（日平均値の年間９８％値）、浮遊粒子状物

質（２％除外値）とも目標値を下回り、生活環境の保全上の目標と整合するものと評価しました。 

表５ 工事車両の走行に伴う排出ガスに係る生活環境の保全上の目標との比較 

予測項目

年平均値 日平均値の

年間９８％値

（２％除外値）

生活環境の保全上の 

目標（目標値）
評価バックグ

ラウンド 
予測結果 将来濃度

二酸化窒素 

（ppm） 
0.024 0.0010 0.025 0.044* 日平均値 0.04～0.06 以下 ○

浮遊粒子状物質

（mg/m3） 
0.029 0.0005 0.0295 0.069* 日平均値 0.10 以下 ○

*：「道路環境影響評価の技術手法(平成24年度版)」（平成25年、国土交通省国土技術政策総合研究所）に示さ

れる、全国の測定局におけるデータを用いた関係式によって算出しました。 
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計画施設の稼働に伴う騒音及び振動の影響 

対象事業実施区域の敷地境界、周辺地域ともに生活環境の保全上の目標と整合するものと評価しました。

表６ 計画施設の稼働に伴う騒音、振動の生活環境の保全上の目標との比較(敷地境界) 
単位：デシベル 

項 目 時間区分 予測結果 生活環境の保全上の目標 評価 

騒 音 

朝（６時～８時） 45 50 以下 ○ 

昼間（８時～18 時） 55 55 以下 ○

夕（18 時～23 時） 45 50 以下 ○

夜間（23 時～翌６時） 45 45 以下 ○

振 動 
昼間（８時～19 時） 51 65 以下 ○ 

夜間（19 時～翌８時） 51 55 以下 ○ 

表７ 計画施設の稼働に伴う騒音、振動の生活環境の保全上の目標との比較(周辺地域) 
単位：デシベル 

項 目 時間区分 
バックグ

ラウンド 
予測結果

合成後の 

騒音レベル

振動レベル

生活環境の 

保全上の目標 
評価

騒 音
昼間（６時～22 時） 57 42 57 現状を著しく 

悪化させないこと

○ 

夜間（22 時～翌６時） 52 37 52 ○ 

振 動
昼間（８時～19 時） 44 38 45 

55 以下 
○ 

夜間（19 時～翌８時） 44 30 未満 44 ○ 

ごみ収集車等の走行に伴う騒音、振動の影響 

現況に対する騒音レベルの増加は最大でも０.２デシベル程度、振動レベルの増加は最大でも０.３デシ

ベル程度であり、現況の騒音、振動を著しく悪化させることはなく、生活環境の保全上の目標と整合するも

のと評価しました。 

建設機械の稼働に伴う騒音、振動の影響 

建設機械の稼働に伴う騒音、振動ともに目標値を下回り、生活環境の保全上の目標と整合するものと

評価しました。 

表８ 建設機械の稼働に伴う騒音、振動の生活環境の保全上の目標との比較（敷地境界） 
単位：デシベル 

項 目 予測結果 生活環境の保全上の目標 評 価 

騒 音 58.5 85 ○ 

振 動 74.1 75 ○ 

工事車両の走行に伴う騒音、振動の影響 

現況に対する騒音レベルの増加は最大でも０.２デシベル程度、振動レベルの増加は最大でも０.３デシ

ベル程度であり、現況の騒音、振動を著しく悪化させることはなく、生活環境の保全上の目標と整合するも

のと評価しました。 

騒音、振動 
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計画施設の稼働に伴う低周波音の影響 

計画施設の稼働に伴う低周波音の影響については、処理能力が小さくなることから、現在と同程度か

それ以下になると予測されました。低周波音の発生源となる可能性のある機器に対して必要に応じて吸

音処理、防振対策を実施する等の環境保全対策を実施することから、実行可能な範囲で低減されるもの

と評価しました。 

計画施設からの悪臭の漏洩による影響 

既存施設における臭気調査結果及び計画施設における悪臭対策から類推的に予測し、悪臭防止法

に基づく規制基準を上回ることはないものと考えられ、生活環境の保全上の目標と整合するものと評価し

ました。 

煙突からの悪臭物質による影響 

予測結果は目標値を下回り、生活環境の保全上の目標と整合するものと評価しました。 

表９ 煙突排出ガスに係る生活環境の保全上の目標との比較 

予測項目 予測結果 生活環境の保全上の目標 評価

臭気指数 8.8 臭気指数 10 以下 ○

工事排水の排出の影響 

防災調整池の設置計画及びアルカリ排水対策から類推的に予測し、現況の水質を著しく悪化させるこ

とはないと考えられ、生活環境の保全上の目標と整合するものと評価しました。 

土地造成に伴って生じる土壌汚染の影響 

対象事業実施区域内の汚染土壌対策及び埋設物対策から類推的に予測しました。また、土地造成の

ために土壌を持ち込む場合は事前の土質の確認によって有害物質等の混入を回避できることを考慮し

て、実行可能な範囲内で影響は回避できるものと評価しました。 

煙突からの排出ガスによる土壌汚染の影響 

既存施設の稼働状況及び大気質における煙突からの排出ガスによる予測結果から類推的に予測し、

生活環境の保全上の目標と整合するものと評価しました。 

悪 臭 

水質汚濁 

土壌汚染 

低周波音 



8 

工事中の建築副産物等の廃棄物による影響 

分別の徹底及び廃棄物処理法を遵守した処分等の環境保全対策を実施することから、実行可能な範

囲内で影響は回避できるものと評価しました。 

存在・供用時の廃棄物の搬出・処理による影響 

飛灰処理物の溶出基準、焼却灰及び飛灰中のダイオキシン類の含有基準、マテリアルリサイクル施設

における選別性能基準及び破砕性能基準を定めることから、実行可能な範囲内で影響は回避できるもの

と評価しました。 

施設の存在によるテレビ電波障害への影響 

計画施設に起因するテレビ電波障害が確認された場合は障害の状況に応じて適切な対策を実施しま

す。このことにより、周辺地域におけるテレビの視聴に影響を及ぼすことはなく、生活環境の保全上の目標

と整合するものと評価しました。 

計画施設の稼働による利用環境の変化に関する影響 

大気質、騒音、振動、悪臭、景観の各環境項目における予測結果より、触れ合い活動の快適性への

影響はほとんどないものと考えられます。また、交通アクセスの変化による利用性への影響もないため、利

用環境への影響はほとんどないと予測され、レクリエーション資源の利用環境を著しく変化させることはな

く、生活環境の保全上の目標と整合するものと評価しました。 

計画施設の存在に伴う都市景観等の変化に関する影響 

周辺環境と調和のとれた建物色彩や形状を検討する等の環境保全対策を講じることにより景観への影

響を低減させるため、実行可能な範囲内で影響は回避できるものと評価しました。 

戸中橋からの眺望景観予測結果           本郷地区からの眺望景観予測結果 

廃棄物・発生土 

電波障害 

レクリエーション資源

景 観 
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計画施設の稼働に伴い発生する温室効果ガスの影響 

計画施設の温室効果ガス排出量は既存施設の温室効果ガス排出量に比べて年間 3,230 tCO2削減

されると予測されました。また、計画施設の稼働に伴い発生する温室効果ガスの影響については、ごみの

焼却時に発生する熱を利用して発電し、再生可能エネルギーを活用する等の環境保全対策を実施する

ことから、実行可能な範囲内で低減できるものと評価しました。 

ごみ収集車等の走行による交通安全への影響 

ごみ収集車等の走行によって交通量が増大することはないと予測されますが、危険箇所では注意が必

要です。主要ルートにおける交通危険箇所の周知や車両運転者に対する交通安全への啓蒙等の環境保

全対策を実施することから、実行可能な範囲内で低減できるものと評価しました。 

◆総合評価◆ 

計画施設の工事及び稼働による影響は、環境保全対策を適切に実施することにより生活環境への影

響を回避または低減でき、また、生活環境の保全上の目標を達成するものと評価しました。 

事業の実施に当たっては、周辺環境への負荷を可能な限り抑えることが重要であり、以下に述べるよう

な点に配慮して事業を実施して参ります。 

施設の設置に関する計画における環境保全対策

環境項目 影響要因 環境保全対策 

大気質 

煙突からの排出ガ

スによる影響 

・ 法基準値よりも低い値を設計値として定め、設計値を

十分に満たす装置（適切な集じん装置や有害ガス除

去設備等）を設置します。 

・ 高濃度の排ガスが着地しないように、煙突の高さや口

径、排ガスの排出速度等を設定します。 

マテリアルリサイクル

施設の稼働に伴う

粉じんの影響 

・ 施設内で発生した粉じんは外部に出さず、吸じん装置

（吸じんフード等）で除去後、清浄して排気します。 

・ 施設からの排気中の粉じん濃度は、0.02g/m3N 以下と

します。 

・ 建屋は可能な限り密閉構造とし、受入ヤード、処理設

備は建屋内に配置します。 

・ 粉じんの発生する設備、機器には、十分な能力を有す

る集じん設備や散水設備を設けます。 

騒 音 
計画施設の稼働に

よる騒音の影響 

・ 機器設備類は原則として建屋内に配置します。 

・ 騒音が著しい機器設備類については、できるだけ低騒

音型の機器を採用するとともに、吸音材や消音装置等

を設置します。 

振 動 
計画施設の稼働に

よる振動の影響 

・ 主要な振動発生設備機器については、基礎部に防振

対策を施工します。 

温室効果ガス 

安 全 

環境保全対策 
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土壌汚染 

煙突からの排出ガ

スによる土壌汚染

の影響 

（大気質の「煙突からの排出ガスによる影響」における対

策を実施します。） 

温室効果ガス

計画施設の稼働に

伴い発生する温室

効果ガスの影響 

・ ごみの焼却時に発生する熱を利用して発電し、再生可

能エネルギーを活用します。 

・ 太陽光パネル、ハイブリッド街路灯（太陽光＋風力発

電）を設置し、事務室の照明に利用するなど自然エネ

ルギーを活用します。 

運転・維持管理に関する計画における環境保全対策

環境項目 影響要因 環境保全対策 

大気質 

煙突からの排出

ガスによる影響 

・ 環境への影響を極力少なくするために計画施設の合

理的な運転管理に留意します。 

・ 排出規制物質を定期的に測定し、維持管理に努めます。

・ 炉の立上げ、立下げ時には運転方法によって大気 

質濃度が高くなることがあるので運転には十分注意します。

マテリアルリサイク

ル施設の稼働に

伴う粉じんの影響

・ 粉じん発生作業はすべて建屋内で行います。 

ごみ収集車等の

走行に伴う排出

ガスの影響 

・ 車両運行にあたっては、過積載の防止、制限速度の

遵守を徹底し、アイドリングストップ、スムーズな加速・減

速を行うなどのエコドライブについて指導を行います。 

・ ごみ収集車等について、低公害車の導入を促進します。

騒音・振動 

計画施設の稼働

による騒音・振動

の影響 

・ 設備機器の使用にあたっては、点検・補修等の維持

管理を適切に行います。 

ごみ収集車等の

走行に伴う騒音・

振動の影響

・ 車両運行にあたっては、過積載の防止及び制限速度

の遵守を徹底し、アイドリングストップ、スムーズな加速・

減速を行うなどのエコドライブについて指導を行います。

低周波音 

計画施設の稼働

に伴う低周波音

の影響 

・ 低周波音の発生源となる可能性がある送風機、ポンプ

類、圧縮機、発電機及びタービン等については、建屋

内に収納するとともに、必要に応じて吸音処理や防振

対策を実施する。 

・ 設備機器の使用にあたっては、点検・補修等の維持

管理を適切に行う。 

悪 臭 

煙突排出ガス中

の悪臭物質によ

る影響 

・ 悪臭原因物質は高温で熱分解されるため、炉内温度

を適切に管理します。 

・ 煙突排出ガス及び敷地境界における悪臭物質濃度を

定期的に測定し、運転管理を適切に行います。 

計画施設の稼働

に伴う悪臭の漏洩

・ ごみピット内の空気を燃焼用空気として吸引し、ごみピ

ット内を負圧の状態に保持する。 

・ プラットホームには自動扉等を設ける。 

・ 全炉停止時においても脱臭対策を講じる。 

土壌汚染 

煙突からの排出

ガスによる土壌

汚染の影響 

（大気質の「煙突からの排出ガスにおける影響」における

対策を実施します。） 

電波障害 
計画施設の存在

によるテレビ電波

・ 計画施設に起因するテレビ電波障害が確認された場

合は、障害の状況に応じて適切な対策を実施します。 
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への影響 

温室効果ガス 

計画施設の稼働

に伴い発生する

温室効果ガスの

影響 

・ 使用する燃料を温室効果ガスが低減できるものにします。

・ 壁面緑化、屋上緑化等に積極的に取り組みます。 

・ 市民・事業者に対する情報提供や意識啓発を充実さ

せます。 

安 全 

ごみ収集車等の

走行による交通

安全への影響 

・ 主要ルートにおける交通危険箇所を周知し、車両運転

者に対して交通安全に関する啓蒙を行います。特に、

次の点について指導、励行を行います。 

ゆずり合い運転を意識する。交差点への無理な侵入を

行わない。交差点侵入時は十分な安全確認を行う。 

工事に関する計画における環境保全対策

環境項目 影響要因 環境保全対策 

大気質 

建設機械の稼働

に伴う排出ガスの

影響 

・ 建設機械のアイドリングストップを励行します。 

・ 建設機械は十分な点検、整備を行い、性能の維持に

努めます。 

・ 工事工程の管理を行い、建設機械が過密に稼働する

ことのないよう努めます。 

工事車両の走行

に伴う排出ガスの

影響 

・ 車両運行にあたっては、過積載の防止及び制限速度

の遵守を徹底し、アイドリングストップ、スムーズな加速・

減速を行うなどのエコドライブについて指導を行います。

騒音・振動 

建設機械の稼働

に伴う騒音・振動

・ 防音パネルを設置します。 

・ 低騒音型機械を積極的に使用します。 

・ 低振動型機械、低振動工法を積極的に採用します。 

・ 建設機械のアイドリングストップを励行します。 

・ 建設機械は十分な点検、整備を行い、性能の維持に

努めます。 

・ 工事工程の管理を行い、建設機械が過密に稼働する

ことのないよう努めます。 

工事車両の走行

に伴う騒音・振動

・ 車両運行にあたっては、過積載の防止及び制限速度

の遵守を徹底し、アイドリングストップ、スムーズな加速・

減速を行うなどのエコドライブについて指導を行います。

水質汚濁 

工事排水の排出

による目久尻川

の水質への影響

・ 最終放流枡において適宜、排水の水質を測定し、水

質が環境基準を著しく超過する場合は排水を停止し、

対策を講じます。 
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ごみ処理施設更新に伴う生活環境影響調査書 概要版 
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