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会  議  経  過  

1．開  会 

 

2．協議事項 

 

（1） 煙突高さについて 

 

○事務局 資料１の煙突高さについて説明。 

 

○会長 前回の第３回検討会からの主な変更点について説明いただいた。1 つ目は、煙突高さ

と生活環境への影響について、煙突高さ 45m を加え、59m と 100m を比べた結果、付加率に

ついては数値が多少異なるが、全体に与える影響は大きく変わらないということである。2 つ

目は、煙突高さ 45m の仮想写真を加えたということである。3 つ目は、煙突の経済性につい

て、煙突高さ 45m を加え、59m と 100m と比べた結果、100m については３つの中で最も高

額となり、45m と 59ｍは若干の差があるということである。4 つ目は、新施設の煙突高さの考

察について、景観や圧迫感を考慮すると、できるだけ低い方が望ましいものの、ダウンドラフ

ト現象を防ぐ観点から、煙突高さは 45m 以上が必要となる。さらに風速や風向といった気象条

件や運転条件による一時的な影響を受けた場合に対して、一定の余裕を持つことが望ましく、

それらを考慮すると航空法の対応が不要になる 60m 未満の高さとすることが適切であり、結

果、煙突高さを 59m としている。煙突高さ 60m 未満の場合は、航空法において、幅や塗色に

規定はなく、また、航空障害灯等も設置する必要がないため、景観上もよく、さらに光による

公害も回避できるということが、事務局の考えである。ご意見、ご質問を伺いたい。 

〇委員 他自治体の資料では、煙突高さ 59m と 100m を比較検討した結果、排ガス濃度は

59m の方が 100m と比較して 3 倍程度高く、最大着地濃度出現地点は 59m の場合が約

2.3km、100m の場合が約 4.0km となっているものがある。煙突高さの低い方が、排ガス濃度

が高くなるので私はかなりの嫌悪感があり、煙突高さを高くすることによるコストの上昇とい

う理由のみで決定してほしくない。航空障害灯等の照明設備についてはどの程度のコストがか

かるのか。航空障害灯が設置されている他自治体のごみ処理施設もあるが、そのことに苦情を

言う人がいるのだろうかと考えている。 
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〇事務局 煙突高さによる生活環境への影響については、資料の 3 ページにて、煙突高さ別の

環境影響予測を行っている。煙突高さ 45m・59m・100m で、バックグラウンド濃度に対し

て、本施設による最大の付加濃度を検討した結果、付加濃度の数値は、煙突高さが低くなるに

つれて、わずかに大きくなるが、生活環境への影響はないということで整理している。 

〇委員 コストが高いという論点ではなく、排ガス濃度はできるだけ低い方がよいのではない

か。 

〇事務局 例えば、二酸化硫黄のバックグラウンド濃度は、0.001ppm であるが、煙突高さ

45m の場合の付加濃度は 0.000041ppm であり、バックグラウンド濃度に対して桁違いに小さ

く、生活環境への懸念するような影響はないことを確認し、前回の第３回検討会で検討委員の

皆様にご協議頂いている。 

〇委員 他自治体では、煙突高さを高くして排ガス濃度を減らすことを目標としているところ

もある。本検討会では、煙突高さによって付加濃度による大きな差がないため、59m としてい

る。私は近隣に住んでいるため、できるだけ排ガス濃度を低くしてほしいと考えている。 

〇事務局 例えば、本施設による二酸化硫黄の付加濃度は 45m で 0.000041ppm、100m で

0.000025ppm であり、1.6 倍程度は大きくなる。ただし、バックグラウンド濃度が 0.001ppm

であるため、付加濃度を加えても、ほぼ年平均の差はみられないとして資料を提示した。ま

た、航空法に関する内容や、煙突高さごとの概算工事費などの検討会資料を参考に、検討委員

の皆様に煙突高さについてご検討していただきたいと考えている。 

〇委員 本施設のデータや資料によると、自主規制値は、国の排出基準の 10 分の 1、20 分の

1、40 分の 1、さらには 100 分の 1 の排出濃度としており、現在のごみ焼却施設の排ガスの影

響よりも極端に影響が小さい施設になると考える。さらに、煙突高さ 45m でも十分な環境負荷

低減が確認できるため、煙突高さ 45m でも十分であると考えている。ただし、結論として煙突

45m がよいと言っているわけではなく、景観上の問題も含めて、周辺住民が煙突高さについて

どのように考えるかが重要だと考えている。 

〇委員 ダウンドラフトの影響を防止するためには、59m が最適というわけではないと思う

が、航空障害灯などの景観に与える影響や高さによる威圧感を感じる方もいると思うので、私

は 59ｍが適切と考えている。ただ本検討会の委員の中でも高さについて意見が２つに分かれて

いるので合意形成を図っていくことが重要だと思う。 

〇委員 極端な例で言えば、煙突高さを 1km にすれば、有害ガス濃度は限りなく 0 に近づく
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だろうが、費用対効果等もふまえて、高さを決定すべきと考える。また、表 5 の概算費用につ

いて、煙突高さ 45m、59m がそれぞれ、2 億円、2 億 7,000 万円の金額で評価を◎とし、煙突

高さ 100m が 5 億円の金額で、評価を〇としているが、5 億円の費用がかかる煙突高さ 100m

を採用してもコスト的には問題ないのだと思われてしまうのではないか。ある程度、国の環境

基準等に準拠しているのであれば、59m が妥当と考える。 

〇会長 煙突高さごとの費用に対する評価について、事務局の意図を伺いたい。 

〇事務局 資料 8 ページ表 5 の◎、◯、△の表記は、比較にあたって、分かりやすさを重視し

たものであり、金額的な適正を評価したものではない。ご指摘の表記については、削除等の修

正を行いたいがいかがか。 

◯委員 ◎、◯、△の表記が誤解を招くのであれば、削除してもよいのではないか。もしく

は、表記する場合は、◯、△、×等簡素な表記にした方がよいと思う。 

◯会長 事務局で表記の方針を検討いただきたい。 

◯委員 他自治体の資料では、煙突高さを低くする利点はあるが、焼却施設の北側に団地があ

り、標高差約 13m を考慮すると煙突を低くすることは難しく、煙突高さ 100m の方が排ガスを

より拡散できることから、現状の高さの 100m が望ましいとされている。秋水園より、所沢側

は、地形的に高くなっているので、同様の懸念があると考える。 

◯会長 前回の第３回検討会でも議論があったが、所沢側の地形に関する質問について、事務

局より説明されたい。 

◯事務局 資料 3 ページの煙突高さと生活環境への影響の検討での、煙突高さの違いによる付

加濃度はいずれもわずかであり、心配するような生活環境への影響はないと考えている。ご指

摘のような地盤面の高さの違いについても同様に心配はないと考えている。 

◯会長 3 ページの表 1 にあるように人が健康に暮らすための望ましい基準として、それぞれ

の物質ごとに環境基準があるが、その値はどのくらいか。 

◯事務局 環境基準は、参考資料 5 に記載の通り、二酸化硫黄が 0.04ppm 以下、二酸化窒素が

0.04ppm から 0.06ppm 以下、浮遊粒子状物質が 0.1mg/m3 以下、ダイオキシン類が 0.6pg-

TEQ/m3以下、塩化水素が 0.02ppm 以下である。 

◯会長 この図の見方について、例えば二酸化硫黄は、環境基準が 0.04ppm 以下で、棒グラフ

の緑部分が大気中の二酸化硫黄の濃度であるバックグラウンド濃度だと思う。煙突高さ 45m、

59m、100m いずれの場合であっても、濃度は同じで環境基準 0.04ppm に対して、皆様がお住
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まいの地域のバックグラウンド濃度が 0.001ppm であり、環境基準を十分満足しているという

状況である。このバックグラウンド濃度に対して、施設ができることにより、煙突高さ 45m の

場合は 0.000041ppm 増え、59m の場合は 0.000040ppm 増え、100m の場合は 0.000025ppm

増えるという想定だが、この結果を事務局としては、どうとらえているか。 

◯事務局 二酸化硫黄の図で説明すると、0.04ppm の環境基準に対して、新しい施設により付

加される濃度は 45m で 0.000041ppm、59m で 0.000040ppm、100m で 0.000025ppm と極端

に小さい。環境基準に対する付加はそれだけ小さいということを示しています。 

◯会長 バックグランド濃度自体が環境基準を下回っており、本施設ができることによる付加

濃度が非常に微小であるという説明である。ご意見、ご質問を伺いたい。 

◯委員 表 1 の煙突高さにおける環境影響予測を見ると、煙突高さによって現状のバックグラ

ウンド濃度は高い場合でも 4%程度、あるいは 0.1%程度の付加濃度となる。煙突が高いほど付

加濃度は低いが、本施設の自主規制値は国の基準値以下に設定しており、限りなく付加濃度を

ゼロに近づける場合は、何百メートルでも煙突を高くすればよいのだろうが、そもそも煙突高

さが 45m、100m であろうと人間の体にとって影響がほとんどないということを、私たちは学

ばなければならないと思う。あり方検討会での意見として、みんなが学んでいける施設がある

が、それはとても大事なことだと考えている。先生方と検討を進めながら、一番効率がよくて

合理的な煙突高さとしなければいけない。どの高さでも大きな差がないならば、周辺環境や天

候に左右されないという点を考慮して、59m が今の段階では最適であると考えている。 

◯会長 検討会の意見のとりまとめについて、議事録に、59m に賛同する意見が多数であった

が、一方でもっと高くすべきだという意見もあったことを、きちんと残すべきと思う。これま

での議論では、59m が適切であるという意見が大勢であるためこれを検討会の意見としてまと

めていきたいがいかがか。 

◯委員 本検討会において、経済性や技術面、環境面については十分議論されてきていると前

回の検討会から感じている。安全面や安心面、体の健康の問題については検討内容を確認でき

るが、それらに付随する心の問題という視点から発言させていただきたい。近隣に住んでいる

方からは、今も、秋水園からの騒音を感じると聞いている。煙突高さの議論のみに集中してい

るが、騒音などを含めて、生活環境の影響とか、圧迫感を考慮した煙突の配置に関しては議論

されていない。新しい施設では、煙突の配置変更の可能性も想定される。煙突の配置によって

は、高さに関係なく圧迫感を感じる方もいる。中間報告書に「検討の中で煙突の位置について
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は周辺との調和を考慮して、既存の概念に捉われないで柔軟に対応を検討する」という主旨の

文章を入れていただきたい。地域の合意形成のためには、高さだけではなく、様々な観点から

検討する必要があると考えている。 

◯事務局 ご意見の通り、煙突の配置によっては圧迫感を感じる場合もあることは承知してお

り、来年度の議題にて、施設配置の中で煙突の具体的な配置も含め議論をしていただくことが

必要と考えている。ここでは煙突高さについて集約させていただき、配置については改めて検

討頂きたいと考えている。 

○会長 基本的なごみ焼却施設のつくり方は、施設設計の前に、事務局で要求水準書等、建物

の仕様を作成する段階があるが、その仕様に反映するために皆様の意見を伺いながら、基本計

画の中で、配置やその他を決めていく。 

〇事務局 補足だが本日、この後の議題にて、中間報告書のまとめについて報告させていただ

くが、中間報告書の 8 ページでは、本日の検討会の結果を受け、煙突高さについては 59m に集

約されたものとするが、建設に向けた留意点として、煙突高さについては日影等の配慮をする

こと、煙突の配置についても圧迫感の影響に配慮して検討するということを記載している。後

の議題で、委員より先ほどいただいた意見を含め、ご議論いただきたい。 

◯委員 先に発言した他自治体の資料と本検討会の内容について、3 倍の違いがあり大きく異

なっている点については、どのように認識すればよろしいのか。 

◯事務局 予測結果は排ガス基準値、風向、風速等の条件により異なるため、その違いについ

ての理由を求められても、回答が難しい。 

◯委員 私はその自治体の計画に関わっていたことがある。状況としては、施設から約 100m

離れた地点では、10m 以上高くなった場所に 5 階建て団地住宅があり、団地の最上部が施設の

敷地地盤面から合計で 40m と高い場所にあることから、60ｍの煙突よりも 100ｍが良いのでは

ないかという議論がなされ、また、既設の焼却施設も同様の事情で煙突高さ 100m にしていた

ことから、煙突高さ 100m になったという経緯がある。排ガス濃度の予測値は、土地の状況に

合わせて計算しているので、決して間違いではないと思う。 

◯会長 この件については改めて、事務局に確認していただきたいと思う。先ほどお伝えした

通り、付帯意見を明記するということで、煙突高さを決めたいと思うが、いかがか。 

◯委員 煙突高さについて、70m や 80m を検討することはできないのか。 

◯事務局 60m を超えると、航空法の規制の対象となる。 



 6 

◯委員 それは理解している。しかし、70m や 80m の場合のコストや煙突直径等について情

報がない。 

◯事務局 規制の対象となる高さを基準とし、あくまでわかりやすく 3 つのパターンで高さの

検討を行ったが、具体的な煙突高さについては、45m、59m、100m でなければならないとい

うことではないので、当然議論の中で検討していただきたい。 

また、航空法の規制対象となる 60m を境に、規模の大きな施設では 100m の煙突を多く採用し

ているため、59m 以下と 100m のものを比較した。費用については、煙突高さ 70m、80m と

なると、あくまで想定だが、2 億 7,000 万円から 5 億円の間と想定される。 

◯会長 基準を決めて議論を行わないと、無際限に議論が広がってしまう懸念がある。 

◯委員 前回の第３回検討会では煙突高さ 59m と 100m の比較をしていたが、煙突高さをもっ

と低くしてもいいのではないかという話があった。着地点の濃度としては、ほぼ影響ないよう

な濃度だと思っている。注目するべきは、どのくらいの濃度だったら健康などに影響が出る可

能性があるのかということで、それは国で出ている法令や環境基準だと思う。それよりもっと

市のほうでは厳しい基準をつくるということであり、59ｍが適するという話が出てきたと思

う。検討の中で出した 45ｍでも私はいいのではないかと思っているが、議論をふまえると 59

ｍというのが最も適切ではないかと思う。その中で、70ｍ、80ｍを改めて検討することについ

て私は少し違和感があるため、45ｍ、59ｍ、100ｍの中で検討した結果で、59ｍがいろいろな

面を考えたときに一番問題の少ない高さと思っている。 

◯会長 総合的に考えると 59m が一番よいというご意見である。それでは、基本計画として、

今後配置などを検討していくが、これは皆様方の意見を聞きながら来年度以降決めていくとい

うこととし、煙突高さについては、59m とすることを本検討会の結論としたいが、いかがか。 

（異議なし） 

◯会長 それでは、そのように決めさせていただく。ただし、先ほど安全、安心に関するご意

見をいただいたが、周辺地域住民に安心していただくために、情報を正確に伝え、皆様の意見

を丁寧に伺うということが計画を進める上での基本事項となるため、今後その辺も十分心がけ

ていただけたらと思う。 
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（2） プラント設備について 

 

○事務局 資料２のプラント設備について説明。 

 

◯会長 はじめに、資料 1 ページでは主に排ガス処理関連のプラント設備の検討条件と必要と

なる自主規制値の確認を行っている。 

次に、炉構成では、総合的に 2 炉のほうが有利な点が多いため 2 炉としたいということであ

る。ごみピット容量について、1 日の作業計画によって入ってくるごみ量の何日分にするか決

まるものである。従来は 3 日分程度だったが、今回は 7 日分と大きくし、仮に大量の災害ごみ

が出た場合でも受け入れられるようにするということである。また、機器のトラブルにも十分

に対応可能として、収集に影響を与えないようなピット容量を持ちたいということで 7 日間の

容量にしていきたいということである。なお、7 日分のごみ量を計算すると 4,000m3 というこ

とになる。 

資料 4 ページの排ガス処理設備については、焼却炉内の燃焼により発生する塩化水素や硫黄

酸化物、窒素酸化物等の除去装置に関して検討している。塩化水素と硫黄酸化物を除去する酸

性ガス除去設備や、ダイオキシン類と水銀を除去するための活性炭を含む設備を選定してい

る。酸性ガス除去設備については、一般的には消石灰を利用するが重曹を使うケースもある。

アルカリ剤を入れて酸性ガスと反応させたうえで、多数のフィルターで構成されるろ過式集じ

ん器を通すことで、除去することになる。さらに、窒素酸化物除去設備では、触媒脱硝装置を

選定している。最近の事例では、触媒脱硝装置を付けないケースがあるが、その場合は、窒素

酸化物の基準値が 50ppm の場合が多く、本施設は 20ppm で検討しているため、触媒脱硝装置

が必要となる。それらの機器に関する説明が資料 5 ページ、6 ページ、7 ページに記載さてい

る。最終的に、資料 7 ページ表 3 にそれらの設備に関して、具体的な除去設備と除去対象物を

まとめている。総合排ガス処理設備というものがあれば一番いいのだが、そのようなものは難

しく、それぞれの排ガスに応じた設備を設置というのが現状である。また、水銀については通

常運転している分には基準値を超過することはないが、水銀を使用している血圧計などが焼却

炉に混入した場合、排ガス中の水銀濃度が上昇する。多摩地域も含めた各市町村は水銀につい

ては焼却不適物ということで別途回収されているが、ハードについてきちんと整備すると同時
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に、ソフトの対策も講じる必要がある。 

その他設備として、灰出し設備、排水処理、それから臭気対策について設定している。臭気

対策は一番大事であり、徹底した対策を講じる必要がある。いかに臭気を外に出さないかとい

う方法が確立されており、例えば、ごみピット内を周辺の大気よりも圧力を低くすることで、

臭気がごみピット外に拡散しない方法がある。そのような対策を行うことを明確にして、今

後、仕様書をつくるときに、臭気を出さない対策を講じることを、規定していくことになると

思う。また、白煙防止対策については、窒素酸化物除去設備で排ガスの再加熱をするので一定

の効果があるということである。近年において武蔵野市では、白煙防止対策の有無について市

民アンケートを行い、白煙防止装置をつけなくもよいという意見、水分なのだから別に費用を

かけて取ることはないのではないかというような意見が強かったと記憶している。 

その他の設備についても、排水については下水道放流、あるいは再利用するという方法に関

して記載はあるが、そのような各種設備の基本的な方向性を決め、今後仕様書を作成し、設計

を行うことになる。それらの内容については来年度以降、同様に皆様とともに検討していくと

いうことである。 

ご意見、ご質問を伺いたい。 

◯委員 窒素酸化物の除去について、この資料では、武蔵野市のみが、無触媒脱硝装置という

ことであるが、なぜか。 

◯会長 武蔵野市の場合は、窒素酸化物の自主規制値が 50ppm で本施設よりも高いためであ

る。燃焼状態を制御する運転管理法という手法や、アンモニアを噴霧して窒素酸化物の濃度を

下げる無触媒脱硝という手法で、窒素酸化物の濃度を下げることができ、これらの方法を併用

した場合、50ppm の基準値を達成できる。本施設のように規制値を 20ppm とした場合、触媒

を利用する手法を採用しないと規制値を達成することは難しい。 

◯委員 また、ごみピット容量等についての意見だが、災害廃棄物の持ち込みを想定しなけれ

ばならないこと、また、他市の自治体で聞いた話だが、単身世帯が増え、ご高齢の方がお亡く

なりになったときの生活用品を廃棄物として処分せざるを得ない事例が多く、その量をどのよ

うに考えるか、将来図を描くときに重要であると伺っており、現状の 75t を 2 炉から、50t を

2 炉にし、ごみピットの大きさを広げることについて賛成する。さらに脱臭ができる装置を付

けることができるということである。従来の施設とは違うということが理解できたため、ご提

案の仕様で私はよいと思う。 
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◯会長 布団の場合は、破断機といって細分化する機械を付けないとなかなか処理ができない

場合がある。それはもし布団も受け入れるということであれば、そのような設備を設置するこ

とを検討しなければいけない。本日の検討会では検討する必要はなく、今後の仕様書をつくる

とき、あるいは設計するときに決めていくということになる。 

◯委員 水害の際、布団以外にも畳が廃棄物として発生する。最近は災害も多く、それらの廃

棄物を裁断するため、裁断機を設備として導入する事例が増えている。具体の仕様について

は、今後議論を行えばよいと考えている。 

◯会長 水害等の災害が増えている状況で、どのように処理していくのか、処理しきれない場

合不衛生な環境とならないようにきちんと処理システムをつくっていかなければならない。 

◯委員 以前、畳を切る装置があるとお聞きしたがそれとは違うのか。また、炉は、1 炉の可

能性はないのか。2 炉と 3 炉については比較検討しているが、先ほど煙突高さの検討のよう

に、費用面の比較をしていない。最後に、ごみを減らそうとしているが、例えばごみが現状よ

り大きく減り 1 日あたり 50t となった場合、どのようになるのか。 

◯委員 裁断機については最初から施設整備されるものではなく、焼却施設とは別途追加で整

備するものとなる。 

◯会長 1 炉について選択肢にないのか、炉構成の違いによる費用はどのくらいなのか、人口

が減ったときはどのように対応するのかという質問であるが、事務局から回答いただきたい。 

◯事務局 今後は人口減少の傾向と予測されており、想定の 100t については、第 2 回検討会

時に、施設の概要を決める際に第 5 次総合計画を策定時に用いた人口推計と、東村山市一般廃

棄物処理基本計画に基づくごみの減量計画、災害廃棄物量を加味した上で、100ｔの規模を算

定した。今後施設が完成後、5 年、10 年、20 年たつと、人口減少が進むと想定される。既存の

施設は 75t 炉 2 基の 150t の規模であるが、現状は、２基全ての稼働はなく、おおむね 70t 前

後で交互に 1 炉運転を行っている。同様に、人口減少に伴いごみ量が減少した場合は、1 炉を

交互運転とすることを想定している。 

◯委員 例えば、50ｔの炉の場合、30t のごみを処理する場合、どのような運転をするのか。 

◯事務局 燃やす量を減らすことになる。 

◯事務局 ピットである程度溜めて、計画的に燃やすため、ごみの規模が減っても運転は可能

だ。ただし、今後の検討会にて余熱利用の検討を行うが、燃やせる量が減ってくれば熱回収す

る熱量が減ってしまうため、熱回収量についても下がる想定をする必要があると考えている。 
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◯委員 例えば 20t、30t、40t 炉にした場合、ごみが少なくなったときに融通が利くのではな

いか。 

◯会長 資料 2 ページに 2 炉構成と 3 炉構成の比較がある。安定燃焼という点でみると、2 炉

構成では 1 炉当たりの規模が大きくなることで、3 炉と比較してより安定した燃焼が可能であ

る。運転処理能力に対し 80%ぐらいまでが一番安定して運転できるため、もっと下げていくと

少し厳しいことと考えている。一方、3 炉構成では、1 炉当たりの規模が小さくなるため、2 炉

と比較して安定した燃焼が難しい。規模が小さいと焼却炉の持っている熱量が小さいため、少

しの変動ですぐ燃焼が悪くなる。それは公害防止の面でも有効ではないため、安定燃焼という

点において 2 炉構成のほうが有利であるという書き方をしている。補修点検や故障時の対処に

ついて 3 炉構成と比較すると、2 炉構成は柔軟性に劣る。3 炉だったら 33t を 3 炉つくること

になるが、1 炉で運転すれば 33t、2 炉で運転すれば 66t、3 炉だと 100t ということになる。し

かし、2 炉構成の場合、50t か 100t になり、3 炉のほうが、柔軟な運転に関しては有利になる

が総合的に考えると、2 炉構成のほうが有利であるという結論を出している。 

◯委員 新しい施設の炉は、既存のような古い炉とは異なり、ＡＩのようなコンピュータ制御

等によりボタンを押しておけば自動でごみを攪拌し投入するようなシステムを取り入れない

か。そのような施設の運転に便利な炉があって、それに適した処理能力があるならば合わせれ

ばよいと思うのだが。 

◯委員 コンピュータによりボタン１つで全てうまく運転できるのではないかという指摘につ

いて、実際に大手メーカーは AI による自動制御を検討し、電車や車で一部実装されている。

しかし、焼却炉は、細かい要因が多いため、完全な自動制御の実現は 

まだ難しく、またコスト面からみても現状では経験豊富な方が運転するほうが効率がよいとい

うことも分かっている。 

それから、先ほど委員より 1 炉の処理能力を 50t よりも小さくした方がよいのではないかと

いう指摘があったが、断捨離によるごみ量の増加や近年頻発している災害によって排出される

災害廃棄物の増加等により、一定の余裕分を確保する必要があるため、50t という規模に決め

ていると思う。 

◯会長 ここで 100t という規模を決めても、仮に今後ごみが急激に減ってしまった場合には、

規模を見直さざるを得ないから、現時点においてはこの規模で決定し、検討を進めるというこ

とである。 
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〇事務局 施設規模については、第２回検討会にて今後の社会動向も考慮した上で 100t と決定

させていただいた。本検討会で議論頂きたいのは、炉の構成である。ピットは、先ほど 4,000

㎥でいいのではないかというお話があったが、2 炉なのか 3 炉なのかということを議論してい

ただいて、決めていただきたい。 

○会長 「炉構成・ごみピット容量」「排ガス処理設備」「その他の設備等」について何かほ

かにご意見があればいただきたい。 

◯委員 窒素酸化物除去装置について、どうしても触媒脱硝装置を付けないと自主規制値を守

れないのか。 

◯会長 窒素酸化物について、規制値が 50ppm であれば無触媒脱硝で対応可能であるが、

30ppm 以下とした場合、無触媒脱硝で対応可能かどうかは事業者の技術によるところとなる。

この自主規制値は、これまでの検討会で、委員の皆様にご意見をお聞きしながら決定していっ

たものであり、ここで安易に変えることはできない。将来的に無触媒脱硝装置でも達成が可能

となれば、その時点において検討の余地があるのではないかと思う。 

◯委員 20ppm は触媒脱硝装置でないと達成が難しいと考えている。無触媒脱硝装置によって

窒素酸化物を規制値 20ppm まで抑制しようとした場合、燃焼に必要な空気の量を減らすため

不完全燃焼が起こりやすくなり、他の有害物質が排出される恐れがある。触媒脱硝装置であれ

ば、燃焼への影響を抑えて自主規制値を達成できると考えられる。 

〇委員 様々な面から検討した結果、触媒脱硝装置が適切であると思うが、もしこの設備を設

置しなくても窒素酸化物の規制値 20ppm を達成できるのであれば検討すべきだという考えで

ある。 

○会長 無触媒脱硝装置でも可能となるならば検討すべきだといった意見があったことを記録

し、将来の建設における検討の際に参考としていただきたい。 

〇事務局 排ガスに関する自主規制値については第３回検討会にて都内、多摩地域の中でも一

番厳しい値に決めさせていただいた。これを達成するためには、検討会で提案させていただい

た排ガス処理設備でないと、現状の技術では設定した自主規制値の遵守が難しいと考えてい

る。将来、例えば窒素酸化物除去設備で触媒脱硝装置以外において自主規制値の遵守できる性

能を有する装置が造られた際には、他の方法を検討する余地があるとする結論とさせていただ

きたい。 

〇委員 炉数について、2 炉構成と 3 炉構成の概算費用を算出していただきたい。 
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〇事務局 2 炉構成と 3 炉構成で 2 割程度増えるという想定をしている。金額的には建設費全

体が、2 炉構成では場合は約 100 億円とすると、3 炉構成の場合は約 118 億円程度になると考

えている。あくまでが、概算の費用想定である。 

○会長 ごみ処理施設はオーダーメイドのため、概算とならざるを得ない。100 億円に対して

およそ 120 億円という数字で理解していただきたい。 

〇委員 このプラント設備は、別の資料で 80 億円ぐらいの予算を提示されていたかと思う。

この施設自体は何年耐久させるという想定でいるか。 

○会長 国が「長寿命化の手引き」というものを出しており、従来は 20 年程度だが、実際に

は中心となる部品を維持補修することによって 20 年以上持たせているというのが一般的であ

るが、国が「長寿命化の手引き」というものを出したときは、大体 30 年から 35 年程度を想定

した建設となっている。ただ、部品によっては劣化が激しいものは、20 年たった時点、あるい

は 25 年たった時点で取り換えることがあるため、その数値は今のところは算出できないよう

な状況である。 

〇委員 仮に 10 年後に新しい炉が建つということでいくと、そこからさらに 30 年後に建て替

えなければいけないという問題が出てくるということか。 

○会長 建て替え、もしくは「延命化」と言っているが、先ほど言った中心となる部品を取り

換える「基幹改良」を行い、時代に合わせて 30 年を 40 年、50 年もたせるという方法をとっ

ているところもある。 

〇委員 理解した。 

○会長 それでは、「プラント設備について」では、事務局から提案いただいた 50t 炉 2 基、

4,000m3 のピット、それから排ガス処理についてはそれぞれ 7 ページの表 3 にあるとおりとい

うことでよろしいか。 

〇委員 排ガスについての議論は、もう終わりか。 

○会長 先ほどから長い間議論している。委員からの意見は概ね出されたと考えている。 

〇委員 私は、この排ガス処理工程を必ず行政が守るのかお聞きしたい。例えば、今まで窒素

酸化物の除去設備を必ず通すと言っていたのを、通さないでバイパスを設けるとか、そういう

ことはないと考えてよいか。 

〇事務局 検討委員の皆様を交えて意見を出していただいているのは、市民の皆様と一緒に安

心・安全な施設をつくるためということで、第３回検討会では排ガスの基準を定めさせていた
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だいた。それを達成するために、排ガス処理設備はどういう形だったらそれが達成できるかと

いうことで我々が検討したものが、先ほど説明した内容になる。こちらを守らないということ

は、市として検討委員の皆様とお話をさせていただいた大気基準を守れないということにな

る。ここで定めたことを遵守するのは当然のことだと事務局は考えている。 

〇委員 例えば安全装置のようなものは必要ないということか。多量の熱などが発生してごみ

処理の温度をコントロールできなくなり、そのまま冷やし切らないで出した場合に、ほかの機

器に影響を与えることはないのか。 

〇事務局 そのような場合、排ガスについても常時モニターを設けるということで、前回第３

回検討会にて検討させていただいている。当然、異常が出れば運転停止等を行うことになる。

排ガスに関する自主規制値を達成することができるプラント設備の運転管理等について議論し

ており、それらの議論を全く無視するということはあり得ない。 

〇委員 故障等により緊急停止せざるを得ない状況が発生した場合、人為的にプラント設備の

損傷を覚悟しても緊急停止する事例があるかと思うが、そのようなことはないのか。 

〇事務局 安全対策については、排ガスとは異なるため、運転管理のどこで不具合が発生する

かということによる。例えば炉を急に停止しようとしてもなかなか消火は難しい。まずはそう

ならないよう、点検補修や運転管理を徹底する。それから適正な設備、運転、管理、これらで

安定した処理を続けていく。 

〇委員 全部モニターは行うのか。水銀やダイオキシン等も含むのか。 

〇事務局 前回第３回検討会で排ガス基準を決めたときに委員より可能な限り測定し公開を希

望するというご意見をいただいているため、当然やっていきますというお話をさせていただい

ている。ただし、ダイオキシンの常時監視が難しいことは、以前説明させていただいた通りで

ある。 

○会長 基本計画は特段の事情がない限り、それを守って施設を造ることが原則である。それ

が約束事で、本当の安全・安心につながる話になるため、今後もいろいろ意見を頂いて必要な

措置を講じていくことになる。例えば規制値 10ppm の塩化水素に対応する装置として、苛性

ソーダで洗煙するという装置が付いていたが、最近は国が、苛性ソーダで洗煙する装置につい

ては、もし付けた場合、国の補助金の対象にしないとしている。ではどうするのかというと、

例えば高反応消石灰だとか重曹だとか、新しい薬剤を使って、水以外でも 10ppm をクリアで

きるだろうということを言っている。よって、技術的に変われば当然則したものにしなければ



 14 

いけないが、少なくともこの自主規制値を守るということについては検討会で決めた内容であ

るため、市民に対するお約束だということで必ず守っていかなければならない内容である。そ

れを守るか心配だと言ってしまうと議論ができなくなってしまう。 

〇委員 理解した。 

○会長 ほかにご意見、ご質問はあるか。 

〇委員 火力発電による売電の事例があると思うが、当市の新しいごみ焼却施設においてもそ

れは可能なのか。 

〇事務局 来年度余熱利用について検討予定であるが、ごみを焼却した際に発生する熱を利用

して発電することができるので、売電やほかの施設に使うこと等も含めてご検討していただく

予定である。 

○会長 余熱利用の検討の際に、発電についても検討内容に含まれることになる。約１００ｔ

規模のごみ焼却施設であれば発電設備を設置することは現実に可能であると想定される。それ

では、炉構成、それから公害防止設備、白煙防止の考え方については事務局の提案でよろしい

か。 

（異議なし） 

◯会長 では、そのようにさせていただく。 

 

（3） 生活環境影響調査項目について 

 

○事務局 資料３の生活環境影響調査項目について説明。 

○会長 国の生活環境影響評価と東京都の環境影響評価条例の規定があるが、生活環境影響評

価だけが対象になるので、4 ページ表 4 の一番左の☆印だけが対象である。今回の東村山市

は、工事中については●が付いているように、東京都の環境影響評価条例の規定を準用すると

いうことであり、稼働中についても同様に、環境影響評価条例に合わせ、立地関係にも合わせ

た追加項目も調査するということである。 

ただ、例えば水質汚濁、粉じん、土壌汚染、地形・地質については、記載した通りの理由で

実施しない。 

ご意見、ご質問を伺いたい。 

〇委員 調査について、工事中、稼働中の実施回数はどうなっているのか。 
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○事務局 工事中の予測は、竣工するまでの間の、最も影響が出ると想定される時期で予測す

る。 

〇委員 工事による影響が出る可能性を調査するだけなのか。実際に、工事中の騒音や稼働中

にどう影響があるかといったことは調査の対象ではないのか。 

〇事務局 現在検討している内容で、実際に工事するとピークでどのくらいの音が出るのか振

動が出るのか、また、施設ができ上ったときに実際に音がどれくらい出るか、それを調査す

る。その調査項目を今回決めていただくという内容である。 

〇委員 稼働中の測定については実際に測るかなどはまだ決めていないのか。 

○事務局 事後調査として、工事着工後にもピークでの測定を行い、結果を検証することにな

る。 

〇委員 実際はどうか、もし問題があった場合どのように対応するか、という点は気になると

ころである。 

○会長 工事中については施工数量から建設機械や建設車両が最大になる時期に実施して、

音、振動、排気ガスによる大気汚染等を調査する。実際の工事段階では、車両が多い、あるい

は掘削量が多い、騒音が出やすい等の、工事数量が最大となる時期に事後評価というものを実

施する。事前に評価した結果、例えば一定の場所に音や振動が大きく出る、振動が大きく出る

という場合は、それを改善するための措置を講じる必要があるため、工事中でも例えば施工方

法が変わることもある。 

稼働中の大気汚染については、どこに、どの程度の濃度が出るかをあらかじめ確認すること

になっている。 

生活環境影響評価では、4 ページ表 4 の一番左側にある大気汚染、悪臭、騒音・振動、水質

汚濁をやればいいが、今回の東村山市では東京都の環境影響評価条例の環境アセスメント制度

も含めて全体の影響を評価しようという調査項目になっている。 

○委員 東村山市で調査しない項目に水質汚濁と土壌汚染がある。理由として、水質では下水

排除基準とか、土壌では土壌汚染対策法の手続で実施するためとあるが、その基準が遵守され

ているかを確認する意味での調査は必要ではないのか。 

○事務局 土壌汚染対策法での手続というは、実際に建設する場所の土壌汚染を調査するの

で、重複する調査になるため、不要であると判断した。 

水質についても、河川等に流す場合であれば必要だが、現状では基準値を満たした上で下水
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道に流すか、場内での再循環を想定しているため、その必要性はないと判断した。 

○委員 承知した。 

○会長 全国的には下水道が整備されていない場合もある。その場合、河川へ流さざるを得な

いが、漁業への影響を考慮して、放流しないというシステムをとるケースが多い。今回は下水

道が整備されているので、下水道に流せる分は流す。ただ、基本としては循環使用したほうが

水資源の保護にもよいため、汚水処理設備を設置して場内で利用する予定ということである。 

○委員 アスベストについて、大気汚染などの項目にないが、調査しないのか。 

〇事務局 アスベストについては、旧炉の解体に関係する内容であるが、解体時に事前にアス

ベストを含有物として使っているかどうかの調査を行い、適正に解体工事を行う予定である。

今回の生活環境影響調査についてはあくまで新施設の建設に伴う事前の予測であり、解体工事

は含まれていない。別途、解体時にはアスベスト含有も調査して、もし出た場合は適切な対策

を講じた上で、工事をさせていただく形になる。 

○会長 解体工事はダイオキシン類とアスベストへの取り扱いについては非常に重要な観点で

あるので、適切に対応して頂きたい。この意見が出たことは記録に残しておくこと。 

生活環境影響評価については以上とする。 

 

（4） 中間報告書について 

 

○事務局 資料４の中間報告書について説明。 

 

○会長 今まで 4 回にわたって基本計画を検討してきたが、中間報告書としてまとめるという

ことである。第 1 章、第 2 章、第 3 章、第 4 章という構成になっている。 

第 2 章の「検討会の集約」では、検討した結論をまとめている。 

第 3 章の「検討内容」では、例えば施設規模において、施設規模（処理能力）を検討するた

めにどのような検討を行ったかということが記載されている。 

第 4 章の「今後の検討課題」では、来年度以降の検討内容として、付帯機能、土木・建築計

画、事業推進のために必要な事項、最終報告書の作成が記載されている。 

添付資料について、添付資料 2-1 には、全検討会委員の皆様方の氏名を載せさせていただい

ており、中間報告書は公表する。 



 17 

ご意見、ご質問を伺いたい。 

〇委員 あくまでも中間報告であり、検討の終わりではないという認識でよいか。 

〇事務局 例えば検討した数値を見直すとか、今後の動きによって見直すということは確かに

あるが、検討した内容を後戻りしてしまうと全く進まない。施設規模、計画ごみ質、排ガス基

準、プラント設備などの、これまで検討してきた内容をふまえて、来年度の余熱利用の検討な

どを進めていくことになるので、基本的には集約した事項については大きく変えないで進めて

いくことになると考える。 

〇委員 中間報告書（案）の検討内容についての記述は、検討資料ベースになっているのか。 

〇事務局 検討資料を基本としており、第 1 回から第 4 回までの内容を整理している。 

〇委員 20 ページの燃やせるごみの種類別組成では、紙類の割合がかなり大きいので、計画ご

み質の設定を改めて変更してみてはどうか。 

〇事務局 現状の東村山市で排出されたごみを基にしないと計画ごみ質の検討は難しい。今の

ご意見は、本検討会で扱っている基本計画とは別の、一般廃棄物処理基本計画のごみ減量施策

の対象となっているため、ごみ減量施策についてのご意見とさせていただく。現時点では、計

画ごみ質は、実績から整理、検討されており、この方法を変更するというものではない。 

〇委員 具体的なごみ減量施策については、別途検討をしているということなのか。 

〇事務局 紙類に対してのごみ減量については、一般廃棄物処理基本計画のごみ減量施策にて

取り組んでいる。 

〇委員 ごみ減量施策の中で取り組んでいる内容については、今回の施設規模の設定には反映

されないのか。 

〇事務局 13 ページの下の図をご覧になっていただくと分かると思うが、この図はごみ排出量

の実績と推計を示しており、これが一般廃棄物処理基本計画の中におけるごみ減量施策の基と

なっており、各年度におけるごみ質の分析や推移を基に検討し計画している。 

〇委員 「建設に向けた留意点」の内容である当検討会での結論は、建設過程のどの段階で反

映されるのか。 

〇事務局 今後は基本計画を策定し、実際に施設を建設するための実施設計という段階にな

る。今回の検討会では、施設の性能発注する際の基準を決めることになっており、例えば、第

３回検討会では排ガスにおけるモニターの設置というご意見をただいたが、これらのご意見は

施設設備を実際に設計する段階になって検討会で決まった数値等を考慮しながら進めていくも
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のと考えている。 

〇委員 これまでの検討会で検討されてきた中で、今すぐに決められないため今後も継続して

検討されるべき事案について記載するべきではないのか。今後の基本計画策定に向けたスケジ

ュールは、検討会で最終報告書をとりまとめ、市の検討し基本計画を策定する予定となってい

るが、その段階で決めるのか、あるいは基本計画を策定した後、要求水準書を作成する段階で

決めるのか。今後も継続して検討されるべき事案については、第２章の検討のまとめにも記載

しておくべきではないのか。 

○会長 いただいた意見をどこに記載するかということである。検討内容を整理する上で必要

に応じて、ご意見によっては、第２章の検討のまとめに記載するのか、議事録にのみ記載して

おくのか、事務局で再度、整理したものを見て判断していく。 

〇委員 カーボンニュートラルについては、どのように取り扱うのか。 

〇事務局 カーボンニュートラルについては、施設建設とは別に、ごみの分別、減量と併せ

て、プラスチックごみを可燃ごみに混入させない、適正な分別の周知を進めていく必要がある

だろうと考えている。 

○会長 カーボンニュートラルの議論そのものは、広義であり本検討会の議題にはそぐわな

い。簡単に解決できるものではないと考える。 

〇事務局 環境全般に関わる内容であるので、大変申し訳ないが、この場では施設の建設につ

いての検討会として議論していただきたい。ごみ減量施策は「一般廃棄物処理基本計画」の減

量施策で進めていくこととしている。 

〇事務局 時間の都合もあり、中間報告書については、委員のご意見を反映させるべきものな

ので、3 月 19 日金曜日までに意見を皆様から頂き、事務局で集約したものを提出することとし

たい。 

○会長 事務局提案で、ご意見のある方は事務局まで申し出ることとする。期限は 3 月 19 日

金曜日 16 時までとし、意見の内容は事務局と私のほうで整理し、皆様に再度お送りすること

とする。 

 

３．その他 

〇事務局 第 5 回検討会は 5 月中旬の開催を予定している。開催日時等、詳細については、開

催予定の 1 カ月前を目途に開催通知を送付させていただく。 
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４．閉会 

 


