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 用語解説（五十音順） 

 ■ア行 

 硫黄酸化物 

硫黄の酸化物の総称で、一酸化硫黄、三酸化二硫黄、二酸化硫黄、三酸化硫黄、七酸化二硫黄、

四酸化硫黄などがあり、ソックス（SOx）ともいう。無色で腐敗した卵に似た刺激性があり、のどや

肺を刺激し、気管支炎、喘息性気管支炎などの原因になる。 

 

 一般廃棄物 

廃棄物には、大きく分けて「一般廃棄物」と「産業廃棄物」があり、「産業廃棄物」は、事業活動に

伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める 20 種類をいい、それ以外の廃棄物が「一般廃棄物」と

されている。 

 

 エコセメント 

ごみを焼却した際に発生する焼却灰等を主原料としたセメント。東村山市を含む東京都多摩地

域の 26 市町で構成される「東京たま広域資源循環組合」では、二ツ塚最終処分場内にエコセメン

ト工場を設置し、各市町から運ばれる灰をエコセメントとしてリサイクルしている。エコセメントは、

ＪＩＳ規格で普通のセメントと同等の品質が確保されており、建築・土木工事のコンクリート製品等

の資材として使用されている。 

 

 塩化水素 

プラスチックや合成樹脂等に含まれている塩素分が燃焼することによって発生する物質。吸入

が続くと上部気道に刺激を受け、鼻炎・こう頭炎・気管支炎・肺炎などの原因になる。 

 

 温室効果ガス 

大気中の二酸化炭素やメタンなど、太陽からの熱を地球に封じ込め地表を暖める働きがある気

体の総称。現在では、地球温暖化防止のため、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素のほか HFC 類

（ハイドロフルオロカーボン類）、PFC 類（パーフルオロカーボン類）、SF6（六フッ化硫黄）、NF3（三

フッ化窒素）が削減対象の温室効果ガスと定められている。 

 

 ■カ行 

 活性炭 

吸着効率を高めるために処理を施した多孔質の炭素を主な成分とする物質。特定の物質を分離、

除去、精製するなどの目的で用いられる。 

 

 活性炭吸着脱臭装置 

臭気を活性炭等が充填された吸着塔に通し、活性炭等の吸着能力によって、臭気成分を吸着し

て脱臭する装置。 
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 活性炭充填塔法 

排ガスを活性炭吸着塔に通し、粒状活性炭等の吸着能力によって、排ガス中のガス状ダイオキシ

ン類を除去する方法。 

 

 活性炭吹込みろ過式集じん器法 

排ガス中のダイオキシン類の除去対策として、排ガス中に活性炭の微粉を吹き込み、後段のろ過

式集じん器で捕集する方法。 

 

 家庭系ごみ 

家庭での日常生活に伴って発生するごみをいう。具体的には、生ごみ、紙くず、紙おむつ、古着、

プラスチック製品、缶、びん、蛍光灯、家具などが含まれる。 

 

 乾き基準 

燃やせるごみにどのようなものが、どのくらい含まれているかの構成を示すごみの種類別組成

を扱う際、水分を除いた成分の値であることを示す。 

 

 環境影響評価法 

道路、ダム事業など、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある行為について、事前に環境への影

響を十分調査、予測、評価して、その結果を公表して地域住民等の関係者の意見を聞き、環境配慮

を行う手続き（環境影響評価）を定めた法律。一般に「アセス法」と略称される。 

 

 官庁施設の総合耐震計画基準 

災害時に官庁施設に必要な機能の確保するために、地震等の災害に対する安全性や保全につい

て定めたもの。 

 

 基準ごみ 

平均的なごみで、熱回収施設の設計時における平均ごみ質のこと 

 

 凝集沈殿方式 

汚水や排水を浄化する方式の一つ。凝集剤を加えて、浮遊物や溶解物を凝集し、沈殿させて除

去する。 

 

 元素組成（ごみ質） 

ごみの組成を元素単位から表したもので、炭素Ｃ、窒素Ｎ、水素Ｈ、塩素 Cl、硫黄Ｓ及び酸素Ｏか

らなる。 

 

 航空障害灯 

夜間に飛行する航空機に対して煙突や鉄塔など建物の存在を示すために使用される赤色また

は白色の電灯であり、これらは点灯または明るくなったり暗くなったりする明滅をおこなう。 
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 高質ごみ 

水分が少なく、発熱量が高いごみ。 

 

 構造体 

柱、梁、床など建築物の構造上、重要な役割を果たしている部分の集まりのこと。 

 

 公民連携事業 

公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政と民間が連携して行う事業の総称。民間の創意工

夫等を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図る。 

 

 ごみ質 

ごみの物理的あるいは化学的性質の総称。ごみ質は、燃焼のしやすさやしにくさ、三成分（水分、

灰分、可燃分）、単位体積重量（見かけ比重）、元素組成比などから表される。 

 

 ■サ行 

 災害廃棄物 

地震や台風、水害などの自然災害によって発生する廃棄物。 

 

 再生可能エネルギー 

太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど、エネルギー源として永続的に利用することができる

と認められるもの。 

 

 再生利用 

リサイクルのこと。再使用ができずにまたは再使用された後に廃棄されたものでも、再生資源と

して再生利用すること。 

 

 三成分 

ごみの性状や燃焼性を示すもの。燃焼すると焼却残さとなる灰分、ごみに含まれる水分、燃焼す

ると排ガスになる可燃分の 3 つの成分。 

 

 自営線 

自家発電施設で発電した電気を、所有施設へ直接供給するために、電力会社の電力網とは別に

自営で整備する送配電網のこと。 

 

 事業系ごみ 

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物に指定されているものを除いたごみ（事業

系一般廃棄物）をいう。具体的には、事業所から出る紙くずやダンボール、飲食店から出る生ごみ

や残飯などが含まれる。 
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 自己託送 

自家発電施設で発電した電気を、電力会社の送電網を利用して、別の場所にある所有施設に送

電し電気を使用する制度。 

 

 し尿 

人体から排出される大便及び小便を合わせたもの。 

 

 臭気指数 

人間の嗅覚を用いてにおいの程度を数値化したもの。 

 

 集団回収 

複数世帯の区民や市民によって構成される町会・自治会・PTA・管理組合などの地域の団体が、

家庭から出るリサイクル可能な資源を自主的に回収し、資源回収業者に引き渡してリサイクルする

方法で、ごみの減量と資源循環を図る活動のこと。 

 

 循環型社会 

資源採取、生産、流通、消費、廃棄などの社会経済活動を通じて、廃棄物等の発生抑制や循環資

源の利用などの取組みにより、新たに採取する資源や環境への負荷をできる限り少なくする社会。 

 

 準工業地域 

都市計画法で定められた用途地域の一つで、主として環境悪化をもたらすおそれのない工業の

利便を増進するために定められる地域。 

 

 小学校学習指導要領 

文科省が定めた小学校の教育課程（カリキュラム）の基準。 

 

 焼却残さ 

ごみを焼却した際に生じる灰で可燃物の灰分、不燃物・可燃物の焼え残りがある。焼却灰ともい

う。 

 

 触媒脱硝法 

排ガスから窒素酸化物を除去する方法で、触媒層に排ガスを通し、還元剤を添加して窒素酸化

物を窒素に還元する。 

 

 触媒反応 

触媒が関与する反応。 

 

 触媒分解法 

排ガス中に含まれる酸素とダイオキシン類を触媒反応させることにより、ダイオキシン類を無害

な炭酸ガスや水などに分解する方法。 
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 振動規制法 

工場等の事業活動や建設工事に伴って発生する振動に関する規制等を定めたもの。都道府県知

事や市長・特別区長は、振動について規制する地域を指定（指定地域）し、規制対象ごとに規制基

準等を定めた法律。 

 

 騒音規制法 

工場等の事業活動や建設工事に伴って発生する騒音に関する規制等を定めたもの。都道府県知

事や市長・特別区長は、騒音について規制する地域を指定（指定地域）し、規制対象ごとに規制基

準等を定めた法律。 

 

 ■タ行 

 ダイオキシン類 

塩素含有物質等が燃焼する際に発生する、狭義のダイオキシンとよく似た毒性を有する物質の

総称。ダイオキシン類対策特別措置法（1999）では、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン（PCDD）、

ポリ塩化ジベンゾフラン PCDF）、コプラナ－ポリ塩化ビフェニル（Co-PCB）をあわせて「ダイオキ

シン類」と定義している。排ガス温度が 250～400℃の低温域で発生するとされ、有機塩素を含

むプラスチックを不完全燃焼すると発生しやすい。 

 

 ダイオキシン類対策特別措置法 

ダイオキシン類による環境汚染の防止や、その除去等を図り、施策の基本とすべき基準、必要な

規制、汚染土壌に係る措置等を定めた法律。 

 

 大気汚染防止法 

国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的に、特に大気汚染について定め

た法律。 

 

 第 3 次東村山市環境基本計画 

「東村山市環境を守り育むための基本条例」に基づき策定され、令和 3 年 3 月に改訂された、東

村山市における環境保全に関する基本的かつ総合的な計画。 

 

 建物一体型（煙突） 

工場棟の建物構造と一体となった煙突。 

 

 多摩直下地震 

東京都が都内の防災を強化するために、平成 24 年 4 月に策定した「首都直下地震等による東

京の被害想定」において、想定された地震モデルの一つ。 
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 単位体積重量 

単位体積あたりの重量としてごみの比重を示すもの。ごみを貯留するピット容量などを考える

上で扱う。 

 

 窒素酸化物 

窒素の酸化物の総称であり、一酸化窒素、二酸化窒素、一酸化二窒素、三酸化二窒素、五酸化二

窒素などがある。光化学スモッグの原因物質であり、硫黄酸化物と同様に酸性雨の原因にもなっ

ている。また、一酸化二窒素（亜酸化窒素）は、温室効果ガスのひとつである。 

 

 中央環境審議会 

環境基本法に基づき、平成 13 年 1 月 6 日に設置された、環境大臣の諮問機関。 

 

 中央制御室 

施設内の各設備の運転操作や監視を行う部屋。施設全体の運転状況を把握することができる。 

 

 低温ろ過式集じん器法 

ろ過式集じん器を低温域（200℃以下）で運転することでダイオキシン類除去率を高くする方法。 

 

 低質ごみ 

水分が多く、発熱量が低いごみ。 

 

 低周波音 

一般に周波数 100Hz 以下の音をいい、住宅等の建物建具のがたつき、人体への種々の影響

など騒音として扱われている。 

 

 低炭素社会 

二酸化炭素の排出が少ない社会。 

 

 低炭素電力 

電力を供給するために排出される二酸化炭素が少ない電力。 

 

 電気室 

電気設備を格納する部屋。 

 

 電気集じん器 

コロナ放電によって排ガス中の粒子に電荷を与え、この帯電粒子を電気力などによって分離捕

集する装置。 

 

 東京都環境影響評価条例 

東京都において、一定規模以上の事業の計画段階、実施段階で、公害の防止、自然環境、歴史的
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環境の保全及び景観の保持などについて適正な配慮がなされるように定められた環境影響評価

手続に関する条例。 

 

 独立型（煙突） 

建物から独立して自立する煙突。 

 

 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 

環境への負荷を低減するための措置を定めるとともに、公害の発生源について必要な規制及び

緊急時の措置を定める条例。通称、環境確保条例。 

 

 ■ナ行 

 二酸化硫黄 

腐敗した卵に似た刺激臭のある無色の気体。大気汚染物質のひとつとして、また窒素酸化物と

ともに酸性雨の原因物質として知られる。 

 

 二酸化窒素 

物の燃焼時に、空気や燃焼物中の窒素が酸素と結合することで酸化され、二酸化窒素となる。

吸引すると呼吸器に影響を生じ、鼻、のど、胸が痛み、呼吸が困難になることもある。 

 

 日影（規制） 

住宅地において中高層の建築物を建設する際に、一定の日照を確保するために建設側に課され

る規制。冬至日において建築物が 8 時から 16 時までに発生させる日影の量を制限することで

建築物の形態を制限する。 

 

 ■ハ行 

 廃棄物処理施設生活環境影響調査指針 

生活環境影響調査が、より適切で合理的に行われるよう、生活環境影響調査に関する技術的な

事項を現時点の科学的知見に基づき取りまとめたもの。 

 

 廃棄物処理施設整備計画 

「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、計画期間に係る廃棄物処理施設

整備事業の目標及び概要を定めるもの。 

 

 廃棄物処理法 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の通称。廃棄物の排出を抑制し、その適正な分別、保管、

収集、運搬、再生、処分等の処理及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全や公衆衛

生の向上を図ることを目的とするもの。 
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 ばいじん（煤塵） 

すすや燃えかすの固体粒子状物質。 

 

 バグフィルタ 

ろ過式集じん器。ろ布表面に堆積した粒子層で排ガス中のばいじんを捕集する。バグフィルタは、

単にばいじんを除去することだけを目的とするのでなく、有害ガス（酸性ガス）除去を含めた排ガ

ス処理システムの一部として使用されている。 

 

 パブリックコメント 

行政機関などの意思決定過程において広く市民に素案を公表し、それに対して出された意見・

情報を考慮して意志決定を行うための制度。 

 

 東村山市洪水ハザードマップ 

台風等による風水害時の避難所等や、シミュレーションによる浸水想定区域を示したもの。 

 

 東村山市ごみ処理施設整備基本方針 

令和元年 12 月に、東村山市の新しいごみ処理施設の整備に関する基本的な考え方を示す、4

つのコンセプトと 7 つの基本方針を定めたもの。 

 

 東村山市第 5 次一般廃棄物処理基本計画 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、東村山市のごみ処理の基本的事項を定

めるもの。令和 3 年度から令和 12 年度を計画期間としている。 

 

 東村山市地域防災計画 

市民の生活を災害から守るために、「災害対策基本法」等の規定に基づき、東村山市の防災に関

して定められた総合的かつ基本的な計画。 

 

 東村山市下水道条例 

東村山市公共下水道の設置、管理及び使用並びに構造の基準に関し、下水道法等で定めるもの

のほか、必要な事項を定めたもの。 

 

 東村山市災害廃棄物処理計画 

国の指針に基づき、都の計画との整合を図りつつ、災害廃棄物処理に関する東村山市の基本的

な考え方と具体的な対応方策を定めたもの。 

 

 非構造部材 

柱、梁、床などの構造体ではない、天井材や外壁（外装材）などの部材。 

 

 非常用発電機 

災害時、常用電源が停電した際に必要な電源を確保する目的で設置される発電機のこと。焼却
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炉を安全に自動停止するためや焼却炉を再稼働させるためなどに利用される。 

 

 浮遊粒子状物質 

大気汚染物質の一つであり、大気中に浮遊している粒子状物質（PM）。粒径 2.5μm 以下の小

さなものを微小粒子状物質(PM2.5)と呼んでいる。 微小粒子状物質は粒径がより小さくなるこ

とから、肺の奥深くまで入りやすく健康への影響も大きいと考えられている。 

 

 プラットホーム 

ごみ収集車が集めてきたごみをピットへ投入する場所。 

 

 ボイラ 

ごみ焼却により発生した熱を回収し、所定の圧力および温度を持つ蒸気を発生させる設備。 

 

 ■マ行 

 無触媒脱硝法 

高温の排ガス中に還元剤を吹き込み、触媒を用いないで窒素酸化物を窒素と水に分解除去する

方法。 

 

 ■ヤ行 

 余熱 

ごみの焼却により発生した熱エネルギーのこと。 

 

 ラ行 

 ランプウェイ 

車両が自走して別の階に移動するための傾斜路のこと。 

 

 流動床式ガス化燃焼 

流動する高温の砂によりごみを可燃性ガスに変化させ、その後段のボイラで燃焼させる方式。 

 

 流動床式ガス化溶融 

流動する高温の砂によりごみを可燃性ガスと炭に分解する流動床式ガス化炉と、生成されたガ

スとチャー（すす）等を溶融する溶融炉を組み合わせた方式。 

 

 ■Ａ～Ｚ 

 dB 

デシベル。騒音レベルや振動レベルの単位。 



－用語集-10－ 

 

 kJ/kg 

単位質量あたりのエネルギーを示す単位。発熱量の単位として使われる。 

 

 K 値 

大気汚染防止法に基づく硫黄酸化物の排出規制における規制式に用いられている値。 

 

 NOx（窒素酸化物） 

窒素酸化物の説明を参照。 

 

 PFI 等導入可能性調査 

対象事業について、ＰＦＩ導入可能性の可否を総合的に判断するために行う調査。 

 

 SOx（硫黄酸化物） 

硫黄酸化物の説明を参照。 

 

 




