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第1章 はじめに 

 
1. 「東村山市ごみ焼却施設整備基本計画検討会」について 

1.1 「東村山市ごみ焼却施設整備基本計画検討会」の位置づけ 

東村山市は、秋水園のごみ焼却施設の老朽化に伴い、新しい焼却施設の方向性等を定めた「東

村山市ごみ処理施設整備基本方針（以下、「基本方針」という。）」を令和元年度に策定しました。「東

村山市ごみ焼却施設整備基本計画検討会（以下、「検討会」という。）」は、基本方針にもとづき、「東

村山市ごみ焼却施設整備基本計画（以下、「基本計画」という。）」の策定に向け、施設の基本的な仕

様や生活環境影響調査の実施項目等について検討するため、東村山市によって令和 2 年 5 月に

設置されました。 

検討会においては、公募市民の方々をはじめ、施設整備用地である秋水園周辺にお住いの方々

や近隣小学校の PTA 役員の方々、東村山市内の環境団体等に所属されている方々、また、専門的

知識を有する方々で構成され、幅広い視点の意見を取り入れつつ、専門的な観点から議論を行っ

ています。（検討会の委員名簿については、添付資料 2 を参照のこと。） 

令和 2 年度においては、新しいごみ焼却施設の基本仕様や環境保全対策に係る事項について

検討し、中間報告書として取りまとめました。 

令和 3 年度においては、令和 2 年度に検討した事項を踏まえ、ごみ焼却によって発生する熱の

利用方法や防災機能などについて検討し、2 カ年の検討内容を最終報告書として取りまとめるこ

とを予定しています。 

報告書における検討会の意見集約を含めた「検討のまとめ」については、基本計画書に反映すべ

き内容として整理します。 

 

【東村山市の施設整備フローにおける本検討会の位置づけ】 
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1.2 検討会における検討事項 

本検討会においては、令和 2 年度に 1.ごみ焼却施設の基本仕様、2.環境保全対策について検

討し、中間報告書として取りまとめました。令和 3 年度においては、3.付帯機能、4.土木・建築計

画、5.事業推進のために必要な事項について検討し、2 カ年の検討結果を最終報告書として取り

まとめます。 

  

 

１．ごみ焼却施設の基本仕様 

新しいごみ焼却施設の基本となる以下の項⽬を検討しました。これらはその他検討事項
の前提条件にもなる重要な項⽬です。 

 

「最終報告書」としてとりまとめ 

２．環境保全対策 

周辺環境に与える影響に⼗分配慮した施設となるよう以下の項⽬を検討しました。 

３．付帯機能 

⾼効率なエネルギー回収施設としての活⽤⽅法や住⺠の交流拠点となり得る環境学習
メニュー、地域の防災拠点として整備することや浸⽔対策について、以下の項⽬を検討し
ます。 

５．事業推進のために必要な事項 

新しいごみ焼却施設の建設及び運営の公⺠連携の⼿法、事業実施時期・期間、メリット・
デメリット等を含め、以下の項⽬を検討します。 

４．⼟⽊・建築計画 

新しいごみ焼却施設を、既存のごみ焼却施設とリサイクルセンターの間に設置すること
を前提に、以下の項⽬を検討します。 

「中間報告書」としてとりまとめ（本報告書） 

令和 2 年度 

令和 3 年度 

①ごみ処理⽅式       ②計画ごみ質      ③施設規模（処理能⼒） 
④炉構成（炉数）      ⑤ごみピット容量 

⑥公害防⽌基準       ⑦⽣活環境影響調査項⽬ 
⑧排ガス処理設備      ⑨煙突⾼さ 

⑩余熱（エネルギー）利⽤  ⑪環境学習機能 
⑫防災機能 

⑬建築概要         ⑭施設配置・動線計画 

⑮事業⽅式         ⑯事業スケジュール 



－3－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1.1.1 ごみ処理（焼却）システムの例と検討事項 

 

⑪環境学習機能 

⇒展示・体験設備など 

⑫防災機能 

⇒地震、水害、火災などの対策 

⑬建築概要 

⇒建築面積、プラント設備概略配置 

⑭施設配置・動線計画 

⇒配置計画、外構計画、動線計画 

①ごみ処理方式※ 

③施設規模（処理能力） 

④炉構成（炉数） 

⑩余熱（エネルギー）利用 

⑨煙突高さ 

⑤ごみピット容量 

②計画ごみ質 

⑥公害防止基準 

⇒排ガス、騒音等に関する公害防止基準 

⑦生活環境影響調査項目 

⇒生活環境影響調査の内容について 

⑮事業方式 

⇒建設費・運営費、PFI 等の民間ノウハウの 

活用など 

⑯事業スケジュール 

⇒事業者選定、設計・建設などの 

スケジュールなど 

⑧排ガス処理設備 

※ごみ処理方式 
新しいごみ処理施設の処理方式は、基本方針に焼却方

式のストーカ式とすることが示されております。 

 

焼却方式のストーカ式とは、可動する火格子を並べた

「ストーカ」と呼ばれる燃焼装置の上にごみを投入し、焼却

を行う方式です。 

火格子が動くことで、ごみが撹拌されて安定した燃焼が

行われます。投入されたごみは、水分を蒸発させる「乾

燥」、勢いよく燃える「燃焼」、最後まで燃やしきる「後燃焼」

と進行して焼却されます。 
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第2章 検討のまとめ 

 
1. 施設規模（処理能力） 

 

 

施設規模の検討は、将来にわたって安定して適切にごみ処理を行うために、将来ごみ量の推計

値等を用いて、新しいごみ焼却施設の施設規模を検討しました。 

 

 

 

「東村山市第 5 次一般廃棄物処理基本計画」を

ふまえた「ごみ排出量の推計」や、平成30年度に

策定された「東村山市災害廃棄物処理計画」の考

え方を用いた「災害廃棄物量」の想定を行い、新

しいごみ焼却施設における焼却対象となるごみ

量（計画処理量）を、表 2.1.1 の通り整理しまし

た。 

現在のごみ焼却施設の施設規模は 150t/日

ですが、東村山市が実施しているごみ減量施策

等により、ごみ総量は減少傾向にあり、引き続き

減量施策を推進していくことから、新しいごみ焼

却施設の施設規模を 100t/日と集約しました。 

 

＜国が示す施設規模の算出式＞ 

施設規模＝計画年間日平均処理量÷実稼働率÷調整稼働率 

＝26,540t/年÷365 日÷（280 日/365 日）÷0.96 ＝98.74t/日 ⇒ 100t/日 

 

 

 

 施設規模の算出において、東村山市の災害廃棄物量の想定は、他自治体と比較すると割合とし

て高い設定になっている。効率的な平常時運転と災害廃棄物処理を勘案し、基本計画において、

適切な施設規模を設定する必要がある。 

  

施設規模（処理能力）は、100t/日と設定します。 

検討概要 

検討方法及び検討結果 

基本計画策定に向けた検討会意見集約 

項目
計画処理量
（t/年）

燃やせるごみ 21,407

粗大ごみ等から出る可燃分 670

災害廃棄物処理量 4,463

合計 26,540

表 2.1.1 稼働予定年度の計画処理量 
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2. 計画ごみ質 

 

 

新しいごみ焼却施設の設備の能力や、ごみ処理システムを設計するために必要となる計画ごみ

質について設定しました。 

 

 

 

現在のごみ質のデータ整理を行った上で、データを統計処理し、計画ごみ質について、表 2.2.1

の通り集約しました。 

表 2.２.1 新しいごみ焼却施設における計画ごみ質 

 

 

 

 

 基本計画には、本検討会による「計画ごみ質」の設定を行うが、建設時には、最新のごみ質デー

タを同様の考え方で用いて、あらためて検討を行う必要があると考える。 

  

計画ごみ質は、以下の通り設定します。 

検討概要 

検討方法及び検討結果 

基本計画策定に向けた検討会意見集約 

低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ

発熱量 ごみ低位 （kJ/kg） 6,100 9,100 12,600

水分 57.20% 46.39% 35.23%

灰分 5.91% 7.40% 8.95%

可燃分 36.89% 46.20% 55.83%

単位体積重量 （t/m
3
） 0.219 0.172 0.126

炭素（C） 49.95% 52.80% 55.64%

水素（H） 7.05% 7.49% 7.94%

窒素（N） 0.57% 1.03% 1.50%

硫黄（S） 0.02% 0.04% 0.05%

塩素（Cl） 0.43% 0.66% 0.89%

酸素（O） 41.98% 37.98% 33.98%

可燃分における
元素組成

三成分
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3. 公害防止基準 

3.1 排ガスに関する公害防止基準 

 

 

秋水園周辺にお住いの方々の生活環境や周辺環境に影響を及ばさないよう、排ガスに関する基

準値について、適切な自主規制値（国等が定めている基準値よりもさらに厳しくした基準）を検討

しました。 

 

 

 

各項目の法令基準値等について整理、確認した上で、他自治体の状況などの観点も踏まえ、秋

水園周辺にお住いの方々の生活環境や周辺環境に影響を及ぼさないよう配慮し、表 2.3.1 に示す

通り、東京 23 区や多摩地域周辺施設と比較してトップクラスの自主規制値に集約しました。 

 

表 2.3.1 排ガスに関する自主規制値 

 

 

 

 

 排ガスの測定結果については、排ガス状況監視盤等を設置するなど、市民の方々に対して積極

的な情報公開を行っていただきたい。 

 現時点の技術で、設定した自主規制値は達成可能と考えられ、今後の検討会においては、この自

主規制値を踏まえて各設備や諸条件を検討していくものとする。 

 

  

公害防止基準として、排ガス、騒音、振動、悪臭、排水の自主規制値を以下の通り設定します。 

検討概要 

検討方法及び検討結果 

基本計画策定に向けた検討会意見集約 

自主規制値 法令基準値

ばいじん （g/m3N） 0.005 0.08

塩化水素 （ppm） 10 430

硫黄酸化物 （ppm） 10 約900

窒素酸化物 （ppm） 20 250

ダイオキシン類 （ng-TEQ/m3N） 0.01 1

水銀 （µg/m3N） 30 30
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3.2 騒音、振動、悪臭、排水に関する公害防止基準 

 

 

秋水園周辺にお住いの方々の生活環境や周辺環境に影響を及ばさないよう、騒音、振動、悪臭、

排水に関する基準値については、国や東京都の基準値を踏まえて検討しました。 

 

 

 

騒音に関する基準値においては、東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」

（以下、「環境確保条例」という。）に基づき、秋水園周囲の閑静な住宅地に配慮して、敷地における

最も厳しい基準である秋水園西側の騒音基準値を、北側、東側、南側にも適用し、表 2.3.2 に示す

ように自主規制値を設定しました。 

表 2.3.2 騒音の自主規制値 

 

振動に関する基準値においても、騒音と同様に、「環境確保条例」に基づき、敷地における最も

厳しい基準である秋水園南側の騒音基準値を、北側、東側、西側にも適用し、表 2.3.3 に示すよう

に自主規制値を設定しました。 

表 2.3.3 振動の自主規制値 

 

悪臭に関する基準値においては、表 2.3.4 に示すように「環境確保条例」の基準値と同様の値

を自主規制値と設定しました。 

表 2.3.4 臭気指数の自主規制値 

 

排水に関する基準値においては、「東村山市下水道条例」に基づく基準に適合する、適切な処置

を行った上で下水道へ放流します。 

 

 

 

 特に秋水園北側への防音壁の設置などの防音対策等を行い、施設内外において配慮を継続

していただきたい。 

 周辺住民に対して、騒音等について、引き続き丁寧な説明を行っていただきたい。 

  

検討概要 

検討方法及び検討結果 

基本計画策定に向けた検討会意見集約 

8時から19時 19時から8時

秋水園敷地境界（東側・西側・南側・北側） （dB） 50 45

8時から20時 20時から8時

秋水園敷地境界（東側・西側・南側・北側） （dB） 60 55

秋水園敷地境界（東側・西側・南側・北側） 排出口 排出水

12 qt＝566/Fmax 28
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4. 煙突高さ 

 

 

新しいごみ焼却施設の煙突から出る排ガスの拡散による周辺住民の生活環境への影響や、景観

的な側面等から適切な煙突高さを検討しました。 

 

 

 

煙突高さは、景観や圧迫感、建設コストを考慮するとできるだけ低い方が望ましいものの、ダウ

ンドラフト現象の影響を防止するためには少なくとも４５ｍ以上が必要となります。しかし、風速や

風向き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る場合があり、一定の高さの余裕

をもつことが望ましく、それらを考慮すると航空法への対応が不要となる６０ｍ未満の高さとする

ことが適切であることから、新しいごみ焼却施設の煙突高さは、５９ｍとすることで集約しました。 

 

仮想 45m             現状 59m             仮想 100m 

図 2.4.1 煙突高さによる景観イメージの比較 

 

 

 

 煙突高さについては 59m が適切と考えるが、圧迫感などの影響が想定されるため、煙突の配

置や周辺との調和については、令和３年度の検討会においても検討を進めるものとする。 

煙突高さは、59m と設定します。 

検討概要 

検討方法及び検討結果 

基本計画策定に向けた検討会意見集約 
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5. 炉構成（炉数）・ごみピット容量 

 

 

補修点検や災害発生時においても、搬入される燃やせるごみを安定的に焼却処理していくため

に炉構成及びごみピット容量について設定しました。 

 

 

 

炉構成については、2 炉構成と 3 炉構成において、施設を建設する敷地面積の大きさや、建設

費用などを比較して、適切な炉の数を検討しました。 

表 2.5.1 に示すように、2 炉構成では必要敷地面積が小さくなる点や、安定した燃焼が可能で

ある点など、3 炉構成よりも有利な点が多いことから、新しいごみ焼却施設は 2 炉構成が適切で

あると集約しました。 

表 2.5.1 2 炉構成の特徴（3 炉構成と比較） 

 

 

ごみピット容量については、「1 日当たりの平均処理量（日平均処理量）」は 73 t/日、「施設規

模」は 100 t/日、「焼却炉停止日数」は 30 日であることを踏まえ、補修点検時などにおいても安

定的に焼却処理するための必要な貯留日数は、施設規模の 7 日分と算出しました。 

この結果とごみの単位体積重量（0.172 t/m3）から、必要なごみピット容量を 4,000m3 と集

約しました。 

100 t/日  ×  7 日  ÷  0.172 t/m3 ≒  4,000 m3 

施設規模      貯留日数     単位体積重量    ごみピット容量 

 

 

 

 近年、大規模な災害が頻発化していることから、災害廃棄物量を勘案したごみピット容量を設定

することは重要であると考える。 

項目 2炉構成の特徴（3炉構成と比較）

必要敷地面積 ○　　機器点数が少なく施設全体面積は小さい

建設費用 ○　　機器点数が少なく安価

安定燃焼 ○　　安定した燃焼が可能

補修点検や故障時の対応 △　　柔軟性に劣る

運転・維持補修費用 ○　　機器点数が少なく安価

運転員の人員数 ○　　運転員が少ない

炉構成（炉数）は 2 炉、ごみピット容量は約 4,000m3（施設規模の 7 日分）と設定します。 

検討概要 

検討方法及び検討結果 

基本計画策定に向けた検討会意見集約 
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6. 排ガス処理設備等 

 

 

法令基準はもとより、本検討会で設定した自主規制値を遵守することができる性能を有した設

備を導入するため、排ガス処理設備、灰出し設備、排水、臭気対策に係る設備について検討しまし

た。 

 

 

 

排ガス中には、ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、ダイオキシン類、水銀等が含まれ

ています。大気に放出する前にこれらを除去し、法令や検討会で定めた自主規制値の濃度を達成

できる設備として、検討会では表 2.6.1 の通り集約しました。 

図 2.6.1 新しいごみ処理施設 排ガス処理基本処理フロー 

 

表 2.6.1 排ガス処理設備のまとめ 

 

 

 

 設定した自主規制値を踏まえると、現時点では適切な排ガス処理設備と考えるが、発注までの

間、最新の技術動向の注視を継続する必要がある。 

排ガス処理方式として、排ガス処理フロー及び排ガス除去設備を以下の通り設定します。 

検討概要 

検討方法及び検討結果 

基本計画策定に向けた検討会意見集約 

主な処理設備 除去設備 除去対象物

酸性ガス除去設備 乾式酸性ガス除去設備 塩化水素、硫黄酸化物（SOx）

ダイオキシン類除去設備 活性炭吹込みろ過式集じん器＋触媒脱硝装置 ダイオキシン類

水銀除去設備 活性炭吹込みろ過式集じん器 水銀

ばいじん除去設備 ろ過式集じん器 ばいじん

NOx除去設備 触媒脱硝装置 窒素酸化物（NOx）
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7. 生活環境影響調査項目 

 

 

新しいごみ焼却施設を整備するにあたり、建設工事中や実際に施設が稼働する際の周辺環境に

与える影響を、あらかじめ予測して必要な対策を講じるため、生活環境影響調査の調査項目につ

いて検討しました。 

 

 

 

調査項目は、周辺環境に配慮する観点か

ら、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

（以下、「廃棄物処理法」という。）に基づく

生活環境影響調査の標準的な項目に限ら

ず、「東京都環境影響評価条例」に基づく標

準的な項目、立地環境等に合わせた項目を

追加し、調査項目として検討し、表 2.7.1

に示すように集約しました。 

 

 

 

※ 低周波音、地盤、水循環、生物・生態

系、日影、電波障害、景観、廃棄物、温

室効果ガスの項目は、調査の対象外だ

が、周辺環境に配慮し本調査で追加す

る項目 

 

 

 

 

 建設工事中及び施設稼働時における周辺環境への影響を把握するために、適切な調査をおこな

っていただきたい。 

生活環境影響調査項目は、以下の通り設定します。 

検討概要 

検討方法及び検討結果 

基本計画策定に向けた検討会意見集約 

工事中 稼働中

二酸化硫黄 ●

浮遊粒子状物質 ● ●

二酸化窒素 ● ●

ダイオキシン類 ●

塩化水素 ●

水銀 ●

悪臭 ●

騒音 ● ●

振動 ● ●

低周波音 ●

●

● ●

●

●

●

●

● ●

●

騒音・振動

大気汚染

地盤

水循環

電波障害

景観

廃棄物

温室効果ガス

項目

生物・生態系

日影

表 2.7.1 生活環境影響調査の項目 
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第3章 検討内容 

 
1. 施設規模（処理能力）の検討 

1.1 検討目的 

施設規模の検討は、将来にわたって安定して適切にごみ処理を行うために、将来ごみ量の推計

値等を用いて、新しいごみ焼却施設の施設規模を検討しました。 

 

1.2 施設規模の検討方法 

施設規模の検討では、令和 3 年度を始期とする「東村山市第 5 次一般廃棄物処理基本計画」の

検討をふまえたごみ排出量の推計や、平成 30 年度に策定された「東村山市災害廃棄物処理計画」

の考え方を用いた災害廃棄物量の想定を行い、新しいごみ焼却施設における焼却対象となるごみ

量（計画処理量）に対する将来の施設規模を算出しました。 

 

 

図 3.1.1 施設規模の検討の流れ 

 

 

  

将来人口の推計 

ごみ排出量（燃やせるごみ、粗大ごみ）の推計 

計画処理量の検討 

施設規模の算出 

災害廃棄物処理計画 

災害廃棄物量の推計 
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（1）将来人口の推計 

「東村山市第 5 次総合計画等 5 計画基礎調査報告書」における人口推計では現在、緩やかな

人口減少局面に入っており、減少傾向が今後も続くものとされています（図 3.1.2）。 

新しいごみ焼却施設の稼働開始予定年度となる令和 10 年度における将来人口は、約 14.5

万人と推計されています。 

図 3.1.2 将来人口推計 

 

（2）ごみ排出量（燃やせるごみ、粗大ごみ）の推計 

① 総ごみ排出量の推計 

「限りある資源の未来への継承」と「環境負荷の少ない持続可能な循環型社会の実現」を基

本理念としている「東村山市第 5 次一般廃棄物処理基本計画」においては、目標を達成した場

合の 1 人 1 日当たりの総ごみ排出量やごみ種類別の減量目標を設定し、取組を進める予定と

しており、ごみ排出量の推計値は、図 3.1.3 に示す通りとなっています。 

これまで通りごみの減量に努め、令和 12 年度における 1 人 1 日あたりの総ごみ排出量（集

団回収分を含む）については、640.0g/人日以下とすることを目標としています。 

図 3.1.3 ごみ排出量の実績と推計（目標予測） 

注）令和 13 年度以降の数値については、「東村山市第 5 次一般廃棄物処理基本計画」と同様の考え方で推計を延伸したもの 

（年度） 
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② 燃やせるごみの推計 

「東村山市第 5 次一般廃棄物処理基本計画」の検討をふまえた燃やせるごみ量の目標予測

は、図 3.1.4 の通りで、令和 12 年度の燃やせるごみ排出量は、20,921t/年となります。 

 

図 3.1.4 燃やせるごみの量の将来推計値（目標） 

注）令和 13 年度以降の数値については、「東村山市第 5 次一般廃棄物処理基本計画」と同様の考え方で推計を延伸したもの 

 

③ 計画目標年次の設定 

ごみ処理施設の計画で施設規模（処理能力）の設定を行う場合、将来いつの時点でのごみ

量を想定するか（計画目標年次）を定める必要があります。 

計画目標年次について、環境省の通知では、「施設の稼働予定年度の 7 年後を超えない範

囲で将来の予測の確度、施設の耐用年数、投資効率及び今後の他の廃棄物処理施設の整備計

画等を勘案して定める年度とする」と定められています。 

ごみ排出量は将来的に減少傾向にあることから、ここでは、新しいごみ焼却施設の稼働開

始予定年度である令和 10 年度を計画目標年次としました。 

  

（年度） 
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（3）計画処理量の検討 

計画処理量は、計画目標年次に必要となる処理量のことで、日常生活から排出される燃やせ

るごみと粗大ごみ等から出る可燃分に、災害時に発生するごみ量を加えて算出しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1.5 計画処理量の内訳 

① 燃やせるごみ量の推計 

設定した計画目標年次（令和 10 年度）における燃やせるごみ排出量は、「東村山市第 5 次

一般廃棄物処理基本計画」の検討における計画目標を達成した場合の推計（目標予測）から家

庭系ごみ 17,566t/年、事業系ごみ 3,841t/年としました。 

 

燃やせるごみ排出量（計画値） 17,566t/年＋3,841t/年 ＝ 21,407t/年 

 

② 粗大ごみ等から出る可燃分の推計 

現在のごみ焼却施設に持ち込まれる粗大ごみ等から出る可燃分の実績値（10 か年：平成

22～令和元年度）のうち、最大値である平成 25 年度の 670t/年としました。 

 

粗大ごみ等から出る可燃分  670t/年 

 

③ 災害廃棄物処理量の推計 

災害廃棄物処理量の推計については、「東村山市災害廃棄物処理計画」をもとに以下の通

り、災害廃棄物発生量、避難所ごみ発生量、災害時燃やせるごみの減少量、それぞれの推計値

より以下の通り算出しました。 

 

【災害廃棄物処理量】＝災害廃棄物発生量＋避難所ごみ発生量＋燃やせるごみ減少量 

 

（ア）災害廃棄物発生量 

「東村山市災害廃棄物処理計画」における災害廃棄物処理量は、8,132t であり、これを

3 年間で処理することとして、2,711t/年としました。 

 

（イ）避難所ごみ発生量 

避難所で発生する燃やせるごみは 8.4t/日と推計されています。また、避難所の開設期

間は、阪神・淡路大震災で 6 か月、東日本大震災で 7 か月（岩手県）、9 か月（宮城県）、熊本

地震で 7 か月、西日本豪雨で 5 か月であったことから、東日本大震災（宮城県）の避難所解

消までの期間である 9 か月（273 日）をもとに 2,293t/年（8.4t/日×273 日）としまし

た。  

災害廃棄物量 

災害時  

粗大ごみ等から出る可燃分 燃やせるごみ 

 平常時 

計画処理量 
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（ウ）災害時燃やせるごみ減少量 

災害廃棄物処理計画では、災害時の粗大ごみは平常時の 172.6％に増加すると推計さ

れている一方で、災害時の燃やせるごみは平常時の 95.2％に減少すると推計されている

ことから、災害時の焼却対象となる通常ごみ量（燃やせるごみ・粗大ごみ）の減少分の想定

としては以下の通りとしました。 

670t/年×（172.6％－100％）＋21,407t/年×（95.2％－100％）＝△541t/年 

 

災害廃棄物処理量 2,711t/年 ＋ 2,293t/年 ― 541t/年 ＝ 4,463t/年 

 

④ 計画処理量のまとめ 

「燃やせるごみ」、「粗大ごみ等から出る可燃分」、「災害廃棄物処理量」を総計し、計画処理

量は表 3.1.1 の通りとしました。 

 

表 3.1.1 計画処理量（令和 10 年度） 

種類 年間ごみ処理量 

燃やせるごみ 21,407t/年 

粗大ごみ等から出る可燃分 670t/年 

災害廃棄物処理量 4,463t/年 

計 26,540t/年 

 

1.3 施設規模の設定 

施設規模は、「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱の取扱いについて」（平成 15 年 12

月 15 日 環廃対発第 031215002）の中で示される計算式を用いて以下の通りに算出しました。 

 

施設規模＝計画年間日平均処理量÷実稼働率÷調整稼働率 

＝26,540t/年÷365 日÷（280 日/365 日）÷0.96 

＝98.74t/日 ⇒ 100t/日 

 

整備規模＝計画年間日平均処理量÷実稼働率÷調整稼働率 

実稼働率：年間稼動日数 280 日÷365 日 

年間稼働日数：365 日－年間停止日数 85 日＝280 日 

年間停止日数：整備補修期間 30 日＋補修点検 15 日×2 回＋全停止期間 7 日 

＋起動に要する日数 3 日×3 回＋停止に要する日数 3 日×3 回＝85 日 

調整稼働率：96％（正常に運転される予定の日でも故障の修理、やむを得ない一時 

休止等のため処理能力が低下することを考慮した係数） 

 

なお、施設規模については、今後のごみ量の実績の把握やごみ量推計を踏まえた検証により必

要に応じて見直しを行うものとします。 
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【参考】焼却方式「ストーカ式焼却炉」の確認 

基本方針で定めたごみ処理方式である「焼却方式のストーカ式」について確認しました。 

 

（1）焼却方式「ストーカ式焼却炉」のしくみ 

焼却方式のストーカ式焼却炉とは、可動する火格子（ごみを撹拌、搬送する役割を持つ格子状

の装置）を並べたストーカと呼ばれる燃焼装置の上にごみを投入し、焼却を行う方式です。 

火格子が前進・後進を繰り返し、ストーカ上のごみを下流に送ります。火格子が動くことでご

みは撹拌され、火格子の下方から吹き込まれた空気に効率よく接触し、安定して燃焼を行うこと

ができます。またストーカの動く速さ、空気の温度や量等を調節することで燃焼を制御します。 

ストーカ式焼却炉に投入されたごみは、水分を蒸発させる「乾燥」、勢いよく燃える「燃焼」、最

後まで燃やしきる「後燃焼」と進行していくことで焼却されます。 

 

 

図 3.1.6 ストーカ式焼却炉のしくみ 

（出典：東京二十三区清掃一部事務組合 HP 資料を一部改変） 

  

吹き込まれた空気 

上流 

下流 

火格子 



－18－ 

（2）焼却方式「ストーカ式焼却炉」の特徴 

焼却方式のストーカ式焼却炉は、基本方針で定めた新しい可燃ごみ処理施設の 4 つのコンセ

プトに適合する特徴を有しています。 

 

   コンセプト対応する主な特徴 

新
し
い
可
燃
ご
み
処
理
施
設
の
コ
ン
セ
プ
ト 

 

 

●多くの実績があり信頼性が高い 

 多くの自治体で安定した実績があり、信頼性が高い。 

●将来の社会動向への対応がしやすい 

 小規模の施設における発電実績や省エネ化に優れ、 

将来の人口減少・ごみ量減少への適応性が高い。 

●停電時における自立運転による復旧が容易 

 処理方式がシンプル、消費電力が小さいなどにより 

停電時の自立運転による復旧が容易。 

 

 
●回収物の資源化を安定的に行うことができる 

 発生する焼却灰・飛灰を多摩地域 25 市 1 町で行って

いるエコセメント化事業を継続することで、リサイク

ル（資源循環）することが可能。 

 

 

●安定した処理により生活環境の保全を実現 

 燃焼管理・排ガス処理により有害大気汚染物質の排出

を抑制。 

 適正な建物区画・対策を行い、騒音・振動、悪臭の 

周辺への拡散を防止。 

●廃熱のエネルギー利用が可能 

 蒸気発生量が安定しており、エネルギー回収に有利。 

 小規模の施設においても効率的な発電が可能。 

 

 

●経済性に優れている 

 施設の消費電力が小さく、運営費が安価な傾向にあ

る。 

 ストーカ式焼却炉を取り扱うメーカーが多く、施設整

備費・運営費は安価な傾向にある（市場での競争原理

が働きやすい）。 

 破砕などの前処理設備が不要なため、施設整備費が安

価な傾向にある。 

 

図 3.1.7 4 つのコンセプトとストーカ式焼却炉の特徴の対応 

  

① 

社会動向等の状況に

対応し、常にごみを

安全かつ安定的に処

理できる施設 

② 

循環型社会を推進し、

資源の有効利用に寄 

与する施設 

③ 

周辺環境に配慮し、

低炭素社会に資する

施設 

④ 

施設整備及び維持管

理・運営にあたり経

済性に配慮した施設 
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2. 計画ごみ質の検討 
2.1 検討目的 

新しいごみ焼却施設の設備の能力や、ごみ処理システムを設計するために必要となる「計画ごみ

質」について検討しました。 

 

2.2 検討方法 

計画ごみ質の検討は、「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」（公益社団法人 全

国都市清掃会議）に示されている手法を用いて行いました。 

検討方法のフローは、図 3.2.1 の通りです。 

 

 

 

図 3.2.1 計画ごみ質の検討フロー 

 

  

燃やせるごみのごみ質の実績整理 

ごみ質のデータの統計処理 

計画ごみ質の設定 
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（1）燃やせるごみのごみ質の実績整理 

平成 23 年度から令和元年度におけるごみ質の各項目の最大値、平均値、最小値の実績は表 

3.2.1 に示す通りになります。 

 

表 3.2.1 ごみ質分析結果（平成 23～令和元年度）の実績値 

 

 

 

 

図 3.2.2 平成 23 年度から令和元年度の燃やせるごみの種類別組成（平均） 

  

項目 単位 最小 平均 最大
低位発熱量 実測値 kJ/kg 5,844 8,096 10,247
三成分 水分 % 35.97 47.97 56.64

灰分 % 4.31 5.65 7.88
可燃分 % 37.86 46.38 56.15

単位体積重量 t/m3 0.135 0.172 0.217
元素組成 炭素 % 43.25 45.87 48.11

水素 % 6.18 6.58 7.87
窒素 % 0.51 1.02 1.84

種類別組成 紙類 % 18.1 44.1 63.7
（乾き基準） 布類 % 2.0 8.1 16.2

合成樹脂類，ゴム・皮革類 % 10.7 16.7 25.5
木・竹・ワラ類 % 5.9 15.6 37.4
厨芥類 % 5.1 11.3 25.3
可燃物その他 % 0.3 2.5 6.0
金属類，石・ガラス類，不燃物その他 % 0.4 1.8 3.6

燃やせるごみの組成は、紙類が 44%と

最も多く、次に、合成樹脂類、木・竹・

ワラ類が 16%、厨芥類が 11%、布類

が 8%となっています。 
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（2）ごみ質のデータの統計処理 

統計処理については、「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」（公益社団法人 

全国都市清掃会議）における手法を用いて、以下の①、②を算出しました。 

 

① ごみの三成分、元素組成、単位体積重量 

計画ごみ質の三成分、元素組成、単位体積重量について、低質ごみ、基準ごみ、高質ごみに

おける数値を算出しました。 

 

② 発熱量 

計画ごみ質の発熱量については、ごみ質の実績による換算の他、3種類の推算式によって、

表 3.2.2 に示す 4 通りの発熱量を算出しました。高質ごみの発熱量を高く設計するほど、焼

却能力は大きくなりますが、付帯設備も大きくなり、運転費等のコストも高くなることから、経

済性も考慮して(c) Steuer(シュトイヤー)の式から算出した数値を使用することとしました。 

 

表 3.2.2 各手法による新しいごみ焼却施設の発熱量 

 低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ 

(a)実績による換算 5,400 8,100 11,200 

(b)Dulong
デ ュ ロ ン

の式から算出 5,200 8,200 11,600 

(c)Steuer
シュトイヤー

の式から算出 6,100 9,100 12,600 

(d)Scheurer
シ ョ イ ア ー

-Kestner
ケ ス ト ナ ー

の式から算出 6,800 10,000 13,500 

 

 

2.3 計画ごみ質の設定 

将来的なごみ質の変動等を考慮して設定した計画ごみ質は、表 3.2.3 の通りです。なお、以下

の値については、建設の際に最新のごみ質データ等を踏まえて改めて検証するものとします。 

 

表 3.2.3 新しいごみ焼却施設の計画ごみ質 

 

低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ

発熱量 ごみ低位 （kJ/kg） 6,100 9,100 12,600

三成分の 水分 57.20% 46.39% 35.23%

割合 灰分 5.91% 7.40% 8.95%

可燃分 36.89% 46.20% 55.83%

単位体積重量 （t/m
3
） 0.219 0.172 0.126

可燃分に 炭素（C） 49.95% 52.80% 55.64%

おける 水素（H） 7.05% 7.49% 7.94%

元素組成 窒素（N） 0.57% 1.03% 1.50%

硫黄（S） 0.02% 0.04% 0.05%

塩素（Cl） 0.43% 0.66% 0.89%

酸素（O） 41.98% 37.98% 33.98%

単位：kJ/kg 
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3. 公害防止基準の検討 
3.1 検討目的 

新しいごみ焼却施設を整備するにあたり、秋水園周辺にお住いの方々の生活環境や周辺環境に

影響を及ばさないよう、ごみ処理によって発生する排ガス、騒音、振動、悪臭、排水に関する適切

な自主規制値（国等が定めている基準値よりもさらに厳しくした基準）について検討しました。 

 

3.2 排ガスの自主規制値の検討方法 

法令等に定められている基準値等について整理、確認した上で、他自治体の状況などの観点も

踏まえ、排ガスの自主規制値について検討しました。 

ごみを焼却する際に発生する排ガスには、以下の物質が含まれています。これらには「大気汚染

防止法」、「ダイオキシン類対策特別措置法」、東京都の条例である「環境確保条例」などに基づき、

健康への影響を及ぼさないよう、表 3.3.1 のように法令基準値（現在のごみ焼却施設に適用）が

定められています。 

 

表 3.3.1 現在のごみ焼却施設に適用する有害物質の法令基準値 

物質 法令基準値 

ばいじん 

[g/m3
N] 

0.15 

塩化水素 

[ppm] 
430 

硫黄酸化物 

[－] 
K 値=6.42(※1) 

窒素酸化物 

[ppm] 
250 

ダイオキシン類 

[ng-TEQ/m3
N] 

5 

水銀 

[µg/m3
N] 

50(※2) 

※1 現在のごみ焼却施設の運転条件下で、濃度換算すると約

900ppm になります。 

※2 平成 27 年に「大気汚染防止法」が改正されたため、新しい

ごみ焼却施設に関する水銀の法令基準値は 30µg/ m3N にな

ります。 
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3.3 排ガスの自主規制値の設定 

基本方針の考え方を踏まえ、秋水園周辺にお住いの方々の生活環境や周辺環境に影響を及ぼ

さないよう、自主規制値（表 3.3.2）を設定しました。 

また、新しいごみ焼却施設の排ガス状況については、排ガス状況表示板を設置し、自主基準値及

び測定値を表示するなど、積極的に情報を公開することとします。 

なお、東京 23 区や多摩地域周辺施設の排ガスに関する自主規制値は表 3.3.3 の通りになっ

ており、東村山市の値は最も高いレベルとなっています。 

 

表 3.3.2 排ガスに関する自主規制値 

項目 
新しいごみ焼却施設の 

自主規制値 

新しいごみ焼却施設の 

法令基準値(※1) 

ばいじん 

[g/m3
N] 

 0.005 0.08 

塩化水素 

[ppm] 
 10   430 

硫黄酸化物 

[ppm] 
 10   K 値=6.42 

窒素酸化物 

[ppm] 
 20   250 

ダイオキシン類 

[ng-TEQ/m3
N] 

 0.01   1 

水銀 

[µg/m3
N] 

 30   30 

※1 「大気汚染防止法」や「ダイオキシン類対策特別措置法」では、一炉あ

たりの処理能力に応じて、ばいじんやダイオキシン類の法令基準値が

定められています。表 3.3.2 においては、東村山市の新しいごみ焼却

施設の施設規模は 100t/日、炉の数は 2 炉の場合の基準値を記載して

います。 
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表 3.3.3 東京 23 区・多摩地域の自主規制値 

項 目 

自主規制値 

ふじみ 
衛生組合 

西秋川 
衛生組合 

武蔵野市 
東京23区

清掃一組 
(※1) 

浅川清流 
環境組合 

立川市 
小平･村山 

･大和 

衛生組合 
東村山市 

施設使用 
開始年度 

H25年度 H26年度 H29年度 
H29年度 

(※2) 
R2年度 

R5年度 
(予定) 

R7 年度 
(予定) 

R10 年度 
(予定) 

ばいじん 

[g/m3
N] 

0.01 0.01 0.01 0.01 0.005 0.005 0.01 0.005 

塩化水素 

[ppm] 
10 30 10 10 10 10 10 10 

硫黄酸化物 

[ppm] 
10 20 10 10 10 10 10 10 

窒素酸化物 

[ppm] 
50 50 50 50 20 40 50 20 

ダイオキシン類 

[ng-TEQ/m3
N] 

0.1 0.01 0.1 0.1 0.01 0.01 0.1 0.01 

水銀 

[µg/m3
N] 

50 50 50 50 50 30 30 30 

※1 東京二十三区清掃一部事務組合における公害防止条件（大気汚染の防止）です。 

※2 令和 2 年 12 月時点で最新である杉並清掃工場の使用開始年度を記載しています。 
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3.4 騒音防止の自主規制値の検討方法 

法令等に定められている基準値等について整理、確認した上で、秋水園の地域特性等を勘案し

て検討しました。 

騒音は、国の法令である「騒音規制法」の他、「環境確保条例」に基づき、規制されており、現在の

秋水園周辺（東側、西側、南側、北側）における基準値については、「環境確保条例」にて、図 3.3.1、

表 3.3.4、表 3.3.5 の通りに規制されています。 

秋水園は東側が秋水園グラウンド、西側が住宅地、南側が道路を挟んで住宅地、北側が柳瀬川

を挟んで住宅地となっており、秋水園及び一部の外周付近は、準工業地域となっています。東側、

南側、北側は、準工業地域の基準値が適用されますが、南側については、市立第五保育園の立地が

考慮され、東側、北側の基準値からさらに 5 デシベル厳しい基準値となっています。 

また、秋水園の西側については、東側や北側と比べて、住宅地に隣接しているため、より厳しい

基準値となっています。 

 

図 3.3.1 秋水園の東側、西側、南側、北側の状況（騒音） 

 

表 3.3.4 騒音基準値（東側、南側、北側） 

 6 時から 8 時 8 時から 20 時 20 時から 23 時 23 時から 6 時 

東側・北側 55 60 55 50 

南側 50 55 50 45 

 

表 3.3.5 騒音基準値（西側） 

 8 時から 19 時 19 時から 8 時 

西側 50 45 

  

⻄側 
(住宅地に配慮された基準値) 

08-19 時︓50dB 
19-08 時︓45dB 

北側 
(準⼯業地域の基準値) 
06-08 時︓55dB 
08-20 時︓60dB 
20-23 時︓55dB 
23-06 時︓50dB 

東側 
(準⼯業地域の基準値) 
06-08 時︓55dB 
08-20 時︓60dB 
20-23 時︓55dB 
23-06 時︓50dB 

南側 
(準⼯業地域の基準値から保育園に 

配慮し 5dB 減じた基準値) 
06-08 時︓50dB 
08-20 時︓55dB 
20-23 時︓50dB 
23-06 時︓45dB 

単位：dB 

単位：dB 
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3.5 騒音の自主規制値の設定 

近年に建設されている多摩地域の新しいごみ焼却施設では、「環境確保条例」の基準値により規

制している状況がみられます。 

東村山市の新しいごみ焼却施設の騒音に関する検討においては、秋水園周辺の閑静な住宅地に

配慮して遮音壁や植樹による対策に加え、騒音の自主規制値を設定し、周辺にお住いの方々の生

活環境を保全する必要があります。 

したがって、敷地における最も厳しい基準である、秋水園西側の騒音基準値を、北側、東側、南

側にも適用する自主規制値（表 3.3.6）を設定しました。 

 

表 3.3.6 騒音に関する自主規制値 

 8 時から 19 時 19 時から 8 時 

東側・西側・南側・北側 50 45 

 

  

単位：dB 
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3.6 振動防止の自主規制値の検討方法 

法令等に定められている基準値等について整理、確認した上で、秋水園の地域特性等を勘案し

て検討しました。 

振動は、国の法令である「振動規制法」の他、「環境確保条例」に基づき、規制されており、現在の

秋水園周辺（東側、西側、南側、北側）における基準値については、「環境確保条例」にて、図 3.3.2、

表 3.3.7 の通りに規制されています。 

秋水園及び一部の外周付近は、準工業地域の規制値が適用されていますが、秋水園の南側につ

いては、市立第五保育園の立地が考慮され、東側、西側、北側の基準値からさらに 5 デシベル厳し

い基準値となっています。 

 

図 3.3.2 秋水園の東側、西側、南側、北側の状況（振動） 

 

表 3.3.7 振動基準値（東側、西側、南側、北側） 

 8 時から 20 時 20 時から 8 時 

東側・西側・北側 65 60 

南側 60 55 

 

  

⻄側 
(準⼯業地域の基準値) 
08-20 時︓65dB 
20-08 時︓60dB 

北側 
(準⼯業地域の基準値) 
08-20 時︓65dB 
20-08 時︓60dB 

東側 
(準⼯業地域の基準値) 
08-20 時︓65dB 
20-08 時︓60dB 

南側 
(準⼯業地域の基準値から保育園に 

配慮し 5dB 減じた基準値) 
08-20 時︓60dB 
20-08 時︓55dB 

単位：dB 
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3.7 振動の自主規制値の設定 

近年に建設されている多摩地域の新しいごみ焼却施設では、「環境確保条例」の基準値に規制し

ている状況がみられます。 

東村山市の新しいごみ焼却施設の振動に関する検討においても、騒音の考え方と同様、振動の

自主規制値を設定し、周辺にお住いの方々の生活環境を保全する必要があります。 

したがって、敷地における最も厳しい基準である、秋水園南側の振動基準値を、東側、西側、北

側にも適用する自主規制値（表 3.3.8）を設定しました。 

 

表 3.3.8 振動に関する自主規制値 

 8 時から 20 時 20 時から 8 時 

東側・西側・南側・北側 60 55 

  

単位：dB 
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3.8 悪臭防止に関する検討 

法令等に定められている基準値等について整理、確認した上で、秋水園の地域特性等を勘案し

て検討しました。 

悪臭は、国の法令である「悪臭防止法」の他、「環境確保条例」に基づき、臭気指数という数値に

より規制されています。 

秋水園周辺（東側、西側、南側、北側）及び下水道へ放流している排出水における基準値につい

ては、「環境確保条例」にて、表 3.3.9 の通りの基準値が定められています。 

 

表 3.3.9 臭気指数基準値 

 
東側、西側、南側、北側 

（敷地境界） 
排出口(※1) 排出水 

基準値 12 qt＝566/Fmax 28 

※1 排出口の実高さが周辺最大建物高さの 2.5 倍以上の場合 

qt ：排出ガスの臭気排出強度（m3
N/min） 

Fmax ：単位臭気排出強度に対する地上臭気濃度の敷地外における最大値（s/m3
N） 

 

3.9 悪臭の自主規制値の設定 

近年に建設されている多摩地域の新しいごみ焼却施設では、「環境確保条例」の基準値に規制し

ている状況がみられます。 

新しいごみ焼却施設の悪臭に関する検討においては、「環境確保条例」の基準値と同様の値を自

主規制値と設定し、最新の悪臭対策設備を導入し、周辺の生活環境を保全することとしました。 

 

3.10 下水道への排水に関する考え方 

現在のごみ焼却施設における排水については、施設内で再利用しており、下水道等への放流は

していません。新しいごみ焼却施設においては、排水についての処理方法を含めて、今後のプラン

ト設備を検討していきますが、下水道へ排水する場合にも、「東村山市下水道条例」に基づく基準

に適合する、適切な処置を行った上で下水道へ放流することとしました。 
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4. 煙突高さの検討 
4.1 検討目的 

新しいごみ焼却施設の排ガスによる周辺住民の生活環境への影響や、景観的な側面等から適切

な煙突高さを検討しました。 

 

4.2 検討方法 

煙突には、排ガスを大気へ放出し、大気拡散効果によって排ガスを拡散希釈させることで、周辺

環境への影響を低減させる役割があります。しかしながら、煙突高さや太さ等によって圧迫感を感

じることもあります。 

そのため、煙突高さの設定にあたっては、周辺住民への生活環境や景観への影響、他事例にお

ける煙突高さなどについて、整理を行い、新しいごみ焼却施設の煙突高さについて検討しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.1 煙突高さの検討の流れ  

景観による影響の確認 

排ガス拡散による生活環境への影響の整理

他事例における煙突高さの確認 

煙突高さの設定 

経済性の比較 
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（1）排ガス拡散による生活環境への影響の整理 

① 煙突高さと排ガスの拡散との関係 

煙突高さは、煙突から排出される排ガスの拡散により、生活環境に影響がないことを前提

に設定しました。 

排ガスの拡散効果は、煙突高さ、排ガスの温度、煙突出口の排出速度等によって変わります。

一般的に煙突高さが高くなればなるほど、排ガスの着地点距離は遠くなり、着地点濃度も低

くなります。煙突高さと排ガスの拡散についてのイメージを図 3.4.2 に示します。 

一方、煙突高さに対して、隣接する高い建物（焼却炉建物等）がある場合に、建物の背後に

発生する空気の渦に排ガスが巻き込まれて降下することがあり、これをダウンドラフト現象と

呼びます（図 3.4.3）。 

ダウンドラフト現象については、煙突高さを建物高さの 1.5 倍以上にすることで大きな影

響はないとされており煙突及び焼却炉建物については、この影響を受けない高さに設定して

いくことになります。 

新しいごみ焼却炉建物の高さ想定については、他事例の焼却炉建物の高さや、水害対策等

を考慮すると、高さ約 30ｍ程度と想定されます。 

したがって、ダウンドラフト現象の影響を防止するためには、少なくとも 45ｍ以上の煙突

高さにすることが適切であると考えられます。 

 
 

図 3.4.2 煙突高さと排ガス拡散のイメージ 

 

 

図 3.4.3 ダウンドラフト現象  

煙
突 

排出速度により上昇 

周りの空気よりも 
温度が高いため上昇 

風 

しだいに広がり、 
やがて地上に到達する 
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② 煙突高さと生活環境への影響 

表 3.4.1 は煙突高さ（45m、59m、100m）の違いによって、最大着地濃度出現地点での

影響がどの程度変化するかを予測したものであり、図 3.4.4 は、表 3.4.1 の値をグラフ化

したものです。結果として、バックグラウンド濃度（一般環境の大気濃度）と最大着地濃度を比

較すると、煙突が低くなるほど付加濃度は大きくなりますが、45m、59m、100m のいずれ

もバックグラウンド濃度に加わる率（割合）は微量であり、煙突高さによる環境影響について

は僅かであるといえます。 

 

表 3.4.1 煙突高さ（45m・59m・100m）における環境影響予測（年平均値） 

予測項⽬ 煙突⾼さ バックグラウンド濃度 
（※1）① 

新しいごみ焼却施設に
よる付加濃度 

② 

将来濃度 付加率 
④＝②/③ 

×100 
年平均値 

③＝①＋② 
⼆酸化硫⻩ 

（排出源︓10ppm） 

45m 

0.001 

約 0.000041 約 0.001041 3.9% 

59m 約 0.000040 約 0.001040 3.8％ 

100m 約 0.000025 約 0.001025 2.4％ 

浮遊粒⼦状物質 

（排出源︓10mg/m3） 

45m 

0.017 

約 0.000041 約 0.017041 0.2％ 

59m 約 0.000040 約 0.017040 0.2％ 

100m 約 0.000025 約 0.017025 0.1％ 

⼆酸化窒素 

（排出源︓20ppm） 

45m 

0.011 

約 0.000082 0.011082 0.7% 

59m 約 0.000080 0.011080 0.7％ 

100m 約 0.000050 0.011050 0.5％ 

塩化⽔素 

（排出源︓10ppm） 

45m 

0.001〜0.002 

約 0.000041 約 0.001041〜 
0.002041 

2.0〜3.9％ 

59m 約 0.000040 約 0.001040〜 
0.002040 

2.0~3.8％ 

100m 約 0.000025 約 0.001025〜 
0.002025 

1.2〜2.4％ 

ダイオキシン類 

（10pg-TEQ/m3） 

45m 

0.019〜0.020 

約 0.000041 約 0.019041〜 
0.020041 

0.2% 

59m 約 0.000040 約 0.019040〜 
0.020040 

0.2% 

100m 約 0.000025 約 0.019025〜 
0.020025 

0.1％ 

①バックグラウンド濃度：一般環境の大気濃度、施設が整備される前（現状）の値 

②新しいごみ焼却施設による付加濃度：施設を整備した場合に、バックグラウンド濃度に付加される最大濃度 

③将来濃度：施設を整備した場合の最大濃度、バックグラウンド濃度と付加濃度の合計値 

④付加率：将来濃度に対する付加濃度の割合 

※1 バックグラウンド濃度の参照元 

二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、二酸化窒素：東京都一般環境大気測定局（一般局）の清瀬市上清戸の測定値を参考に設定 

塩化水素：近隣市事例の現地調査結果を参考に設定 

ダイオキシン類：東京都内における環境中のダイオキシン類調査結果の清瀬市下宿における測定値を参考に設定 
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図 3.4.4 バックグラウンド濃度及び付加濃度に対する環境基準 
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（2）景観による影響 

① 景観の比較 

煙突を高く設定しすぎると圧迫感のある目立った存在となり、建物とのバランスも悪くなり

ます。現状の秋水園にあるごみ焼却施設の煙突高さは 59m であり、仮に 45m 及び 100m

とした場合の参考画像を作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.5 現在の秋水園の煙突との比較（仮想 45m・現状 59m・仮想 100m） 

リサイクル 
センター 

ごみ焼却処理施設 
（既設） 

視点①(南側より)

視点② 
(東側より) 

視点② 
（東側より） 

視点① 
（南側より） 
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② 航空障害灯等を設置する必要がある条件の整理 

航空機の航行の障害となる高い煙突や建物などに対しては、航空機から視認し易くするた

めに夜間は灯火の設置（航空障害灯）、昼間は塗色（昼間障害標識）などが義務付けられてい

ます。ただし、現在の秋水園で稼働している焼却炉のような 60m 未満の煙突や建物につい

てはこれらの設置義務はありません。煙突高さを 60m 以上にした場合には、航空障害灯や昼

間障害標識を設置する必要があるため、特に夜間に関しては周辺住民への影響にも考慮する

必要があります。 

45m、59m、100m の煙突を設置する場合、航空障害灯や昼間障害標識の種類は表 

3.4.2、表 3.4.3 の通りとなります。 

 

表 3.4.2 航空障害灯・昼間障害標識の設置条件等 

高さ 60m未満  100m  

幅 規定なし 高さの1/10以下 高さの1/10より大 

塗色  指定塗色を行う 指定塗色を行わない  

イメージ 

 

 

 

 

 
航空障害灯 
（夜間） 

 

不要 

要 
中光度赤色 

＋ 
低光度赤色 

要 
中光度白色 

 
 

要 
低光度赤色 

 
 

昼間障害標識※1 不要 
要 

赤（黄赤）白塗料 
要 

航空障害灯昼間点灯 
不要 

※1 昼間障害標識 

60m 以上の物件のうち、その幅が高さの 10 分の１以下の場合は、昼間障害標識（赤白塗料）が義務づけられているが、

中光度白色航空障害灯を設置し、日中点灯することで赤白塗料を省略することができる。 

 

表 3.4.3 航空障害灯の種類 

種類 灯光 配光 点灯時間 

低光度 航空赤 
不動光 

（点灯したまま） 
夜間 

中光度赤色 航空赤 
明滅光 

（明るさを変えながら時間をかけて点いたり消えたり）
夜間 

中光度白色 航空白 
閃光 

（ストロボ・フラッシュのような光を放つ） 
常時 
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（3）他事例における煙突高さ 

図 3.4.6 の通り、東京都多摩地域及び埼玉県近隣地域における焼却施設（今後稼働する施

設を含む）を整理しました。 

この資料について、東村山市の新しいごみ焼却施設の想定施設規模（100t/日）をふまえて、

150t/日未満の施設規模事例に着目すると、59m の煙突を整備している事例が 7 事例中、6

事例と多くなっていることが分かります。 

また、59m 以下の 1 件（狭山市稲荷山センター）では、44.5m の事例がありますが、これは

「航空法」による入間基地周辺の高さ制限によるものです。 

※一部点の重なりあり（施設規模 120t/日・煙突高さ 59ｍが 2 事例） 

図 3.4.6 施設規模（300t/日未満）と煙突高さの関係 

 

（4）経済性の比較 

煙突は、鉄筋コンクリート製の基礎および外筒、金属製の内筒から構成され、外筒の直径は高

さの 1/10 程度であるのが一般的です。類似事例の実績等から煙突高さの違いによる概算工事

費の違いは表 3.4.4 の通りです。また、維持管理費についても一般的に煙突高さが高いほど

大きくなる傾向にあります。 

表 3.4.4 煙突高さと概算工事費の比較 

煙突高さ 45m 59m 100m 

① 煙突の直径（m） 4.5 6 10 

② 煙突の側面積（m2） 640 1,100 3,100 

③ 概算工事費（億円）(※1) 約 2.0 約 2.7 約 5.0 

※1 周辺地域における煙突工事の工事費を参考に想定  
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4.3 煙突高さの設定 

表 3.4.5 に、①45m、②59m、③100m の 3 分類について煙突高さの違いによる影響等を

整理しました。 

生活環境への影響としては、バックグラウンド濃度（一般環境の大気濃度）へ新しいごみ焼却施

設の整備により付加される濃度について、煙突高さごとに比較した結果、煙突高さが低くなるほ

ど付加濃度は高くなりますが、いずれも生活環境への影響は僅かであることを確認しました。また、

ダウンドラフト現象の影響を防止する観点から、新しい建物の想定高さを約 30m とした場合、高

さ 45m 以上の煙突が必要であることを確認しました。 

景観への影響及び建設コストとしては、煙突高さが低い方が圧迫感など景観への影響は小さく、

煙突の概算工事費も安くなることを確認しました。 

「航空法」への対応としては、60m 以上の高さは航空障害灯や昼間障害標識の設置が必要とな

ることを確認しました。 

他自治体の採用事例では、「航空法」への対応の有無が考慮されているため同規模事例におい

ては、規制のかからない高さの最大である 59m の煙突の採用事例が多くなっています。 

これらの項目を整理すると、景観や圧迫感を考慮した場合、煙突高さは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の影響を防止するためには、少なくとも 45m 以上が必要とな

ります。また、風速や風向き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る場合があ

り、一定の高さの余裕をもつことが望ましく、それらを考慮すると「航空法」への対応が不要となる

60m 未満の高さとすることが適切であると考えます。 

以上より、新しいごみ焼却施設の煙突高さは、59m が適切であると設定しました。 

 

表 3.4.5 煙突高さによる影響等の整理 

煙突高さ ① 
45m 

② 
59m 

③ 
100m 

生活環境への影響 影響は小さい 影響は小さい 影響は小さい 

景観への影響 圧迫感 小 圧迫感 中 圧迫感 大 

航空障害灯の設置 不要 不要 要 

昼間障害標識の設置 不要 不要 要 
（条件による※1） 

概算工事費（億円） 約 2.0 約 2.7 約 5.0 

他自治体の
採用事例 

150t/日以上 
11 事例 

1 事例 0 事例 10 事例 

150t/日未満 
7 事例 

0 事例 6 事例 1 事例 

※1 表 3.4.2 を参照。 
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5. 炉構成（炉数）・ごみピット容量の検討 
5.1 検討目的 

新しいごみ焼却施設では、周辺環境に配慮した自主規制値、施設規模 100t/日と設定したこと

を踏まえ、将来にわたって安全・安定的に処理が継続できる炉構成（炉数）・ごみピット容量を検討

しました。 

 

5.2 炉構成（炉数）の検討方法 

炉構成については、施設を建設する敷地面積の大きさや、年間のごみ処理量などをふまえ、安

定的なごみ燃焼を行うことができる炉の数を設定する必要があります。 

焼却炉を 1 炉構成とした場合、補修工事中や不測の事態が生じた際に焼却処理ができなくなる

ことから、秋水園に搬入される燃やせるごみを安定して燃焼処理していくためには複数の焼却炉

を設けることが望ましいと考えられます。 

環境省通知「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱の取扱いについて」（平成 15 年 12 月

15 日 環廃対発第 031215002 号）においても、「ごみ焼却施設の焼却炉の数については原則

として、2 炉又は 3 炉とし、炉の補修点検時の対応、経済性等に関する検討を十分に行い検討する

こと」とされており、本検討においても、新しいごみ焼却施設の施設規模をふまえて、2 炉構成と 3

炉構成について比較検討しました。 

 

5.3 炉構成（炉数）の設定 

2 炉構成のメリットとしては、3炉構成と比べると機器点数が少ないため、施設全体の面積が小

さくなることや、建設費用や維持管理費が安価になること、1 炉当たりの規模が大きくなることに

より燃焼が安定することなどがあります。 

一方、3 炉構成のメリットは、補修点検時や故障の際に柔軟な対応が可能ですが、200t/日以下

の施設規模の施設での採用は僅かで、比較的規模の小さい焼却施設では、安定した燃焼の支障と

なることがあります。 

よって、新しいごみ焼却施設の施設規模を 100t/日と設定していることから、炉構成は 2 炉構

成と設定しました。 

 

表 3.5.1 新しいごみ焼却施設と同規模の施設における 2 炉構成と 3 炉構成の比較 

 2炉構成 3炉構成 

必要敷地面積 
○機器点数が少なく、施設全体面積は 

3炉より小さい。 
△機器点数が多く、施設全体面積は

2炉構成より大きい。 

建設費用 
○機器点数が少ない分、建設費用は3炉

に比べて割安。 
△機器点数が多い分、建設費用は2炉

に比べて割高。 

安定燃焼 
○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。 

△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。 
補修点検や 

故障時の対応 
△3炉構成と比較すると柔軟性に劣る。 ○2炉構成と比較すると柔軟な対応

が可能である。 

運転・維持補修費用 ○機器点数が少なく、3炉より安価。 △機器点数が多く、2炉より高価。 

運転員の人員数 ○運転員が少ない △運転員が多くなる。 

○：メリット、△：デメリット  
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5.4 ごみピット容量の検討方法 

ごみピットは、搬入ごみを一時貯留して、搬入ごみ量や焼却処理量の変動に対応する役割をも

ち、焼却炉の補修工事期間に搬入ごみをストックし調整することや、震災や水害の発生などによる

災害廃棄物の搬入の対策なども勘案し、一定の余裕を備えた貯留日数を設定する必要がありま

す。 

貯留日数については、先の環境省通知（平成 15 年 12 月 15 日 環廃対発第 031215002

号）においても安定的なごみ処理のために一定の余裕分をもつことが必要であるとされていま

す。 

以上のことをふまえて、ごみピット容量は、焼却炉 1 炉あたりの年間最大補修点検日数（焼却炉

停止日数 30 日）をもとにした以下の算出式に基づき、施設規模の「7 日分の容量」として検討しま

した。 

 

【必要日数の算出式】 

（26,540t/年÷365 日/年－50t/日×1 炉）×30 日/回÷100t/日≒7 日分 

 

 

 

5.5 ごみピット容量の設定 

施設規模の 7 日分の容量を確保できるごみピット容量の算出については、以下の算出式に基づ

き、4,000 m3 と設定しました。 

 

【ごみピット容量の算出式】 

100 t/日÷0.172 t/m3×7 日 ＝ 4,070 m3 → 4,000 m3 

 

  

日平均処理量 施設規模 焼却炉停止日数 

施設規模 単位体積重量 貯留日数 
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6. 排ガス処理設備等の検討 
6.1 検討目的 

法令基準値はもとより、本検討会で設定した厳しい自主規制値を遵守することができる性能を

有した設備を導入するため、排ガス処理設備、灰出設備、排水、臭気対策に係る設備について検討

しました。 

 

6.2 排ガス処理方式の検討 

排ガス処理設備は、法令基準値はもとより、先に設定した自主規制値を遵守できる性能を有す

る設備を導入する必要があります。排ガスに含まれるばいじん、塩化水素等、物質の性質に応じた

除去設備を導入する必要があるため、それぞれ適切な設備を検討しました。 

 

6.3 排ガス処理設備の設定 

（1）想定する排ガス処理フロー 

ごみ焼却で発生し集められた排ガスの処理の概要としては、酸性ガス除去設備、ダイオキシン

類・水銀除去設備、ろ過式集じん器（バグフィルタ）、NOx 除去設備による処理を経て、煙突から

排出する工程となり、新しいごみ焼却施設の自主規制値を遵守するための仕様として、現在の

焼却施設の処理フローと比べてダイオキシン・水銀除去設備及び触媒脱硝装置を追加する処理

システムを想定します。想定する排ガス処理フローの案を図 3.6.1 に示します。 

 

図 3.6.1 想定する排ガス処理フロー 

  

活
性
炭 

 

NOx 除去設備 

煙突 

排ガス 
再加熱装置 

ばいじん除去設備 

ろ過式集じん器 
（バグフィルタ） 

還
元
剤 

【新規追加】 

触媒 
脱硝装置 

ダイオキシン類・水銀除去設備 

【新規追加】 

ア
ル
カ
リ
剤 

酸性ガス除去設備 

焼却設備 

ボイラ 
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（2）主な排ガス処理設備等 

① 酸性ガス除去設備 

ごみ焼却における酸性ガス除去設備の主な方式としては、乾式法と湿式法があります。乾

式法は、ろ過式集じん器（バグフィルタ）の前段でアルカリ剤（消石灰等）を噴霧することで、ろ

過式集じん器において反応生成物を乾燥状態で回収する方式、湿式法はガス洗浄塔を設置し、

この洗浄塔内にアルカリ水溶液を噴霧することで反応生成物を液体状態で回収する処理方式

です。現在の焼却施設では、乾式法による処理を行っています。 

設定した新しいごみ焼却施設の自主規制値の遵守にあたっては、技術的にはいずれの方式

によっても達成が可能でありますが、安全・安定的な処理の観点、エネルギー回収の効率性、

採用実績をふまえ、乾式酸性ガス除去設備を設定しました。 

 

図 3.6.2 乾式法による酸性ガス除去のイメージ 

（出典：さいたま市桜環境センター資料を一部改変） 

② ダイオキシン類除去設備 

ダイオキシン類除去設備の主な方式としては低温ろ過式集じん器法、活性炭吹込みろ過式

集じん器法、活性炭充填塔法、触媒分解法があります。 

現在のごみ焼却施設では、ろ過式集じん器と運転管理による処理を行っています。 

新しいごみ焼却施設においては、ろ過式集じん器の前段にさらに活性炭吹込み設備を備え

た活性炭吹込みろ過式集じん器を設定しました。また、NOx 除去設備で設定する触媒脱硝装

置では、触媒反応によりダイオキシン類を除去する性能も有することから、ダイオキシン類対

策については複合的な処理となります。 

 
図 3.6.3 触媒脱硝・分解設備のイメージ 

（出典：さいたま市桜環境センター資料） 

①煙道内にアルカリ剤

（消石灰等）を吹込む。 

②酸性ガスがアルカリ剤と

反応して乾燥粉体が生成

される。 

③反応生成物の乾燥粉体 
がろ過式集じん器で除去

される。 



－42－ 

③ 水銀除去設備 

水銀除去の方式としては低温ろ過式集じん器法、活性炭吹込みろ過式集じん器法、活性炭

充填塔法があり、一般的にはダイオキシン類除去設備と共通の設備が用いられます。水銀につ

いては、水銀含有製品のごみ混入を防止する啓発をしていくことが大切ですが、不慮の搬入

による一時的な濃度上昇に備えて、活性炭の供給量を調整できる供給装置等の導入も必要と

考えます。 

本検討においては、ダイオキシン類除去設備と共通の活性炭吹込みろ過式集じん器を設定

しました。 

 

④ ばいじん除去設備 

ばいじん除去の方式では、ろ過式集じん器、電気集じん器などがあります。 

ろ過式集じん器は多数の円筒状の布に排ガスを通過させて粒径 1µm 以下の微細粒子のば

いじん除去が可能であり、大部分のごみ焼却施設で採用されている方式です。現在のごみ焼

却施設でもろ過式集じん器による処理を行っています。 

本検討においては、除去性能や採用実績をふまえて、ろ過式集じん器の設備を設定しまし

た。 

   
図 3.6.4 ろ過式集じん器のイメージ（出典：浅川清流環境組合資料を一部改変） 

 

⑤ NOx除去設備 

NOx 除去設備の主な方式は、燃焼制御法、無触媒脱硝法、触媒脱硝法があります。 

燃焼制御法は、焼却炉内のごみの燃焼条件を整えることにより NOx の発生量を低減する

方式であり、現在のごみ焼却施設では、燃焼制御法による処理を行っています。 

無触媒脱硝法は、排ガス中に還元剤（アンモニア、尿素等）を噴霧して窒素酸化物を窒素に

還元する方式です。 

触媒脱硝法は、還元剤（アンモニア、尿素等）を噴霧して酸化チタンや酸化バナジウムを主成

分とする触媒（※）層を通過させて窒素に還元する方式であり、3 つの方式の中で最も高い除

去効率が期待でき、唯一設定した自主規制値（窒素酸化物：20ppm 以下）を遵守することが

できる方式となります。また触媒脱硝法の処理工程において、脱硝効果を高めるために行う

排ガスの加熱が、白煙防止装置と同様の働きをするため、白煙防止の観点からも効果のある

方式です。 

以上のことから、除去性能等をふまえ触媒脱硝装置を設定しました。 
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※1 触媒：反応速度を速めて脱硝を促進させる物質であり、二酸化チタンを主成分とし、活性成分として 

バナジウム、タングステン等が添加されています。 

 

図 3.6.5 触媒脱硝装置のイメージ 

（出典：全国都市清掃会議、環境省等技術資料） 

⑥ 白煙防止対策について 

ごみ焼却に伴う排ガス中に含まれる水分が煙突から排出された後、大気に冷やされて凝結

した水蒸気が、白く見える煙（白煙）として観察されることがありますが環境への影響はあり

ません。 

白煙防止対策について、煙突から見える白い煙を防止し、清掃工場のイメージを和らげるこ

とを目的として排ガスを加熱することが一般的です。 

東村山市の場合は、NOx 除去設備で設定する触媒脱硝法の処理工程における排ガスの再

加熱により、白煙防止と同様の効果が見込まれます。現在のごみ焼却施設の煙突から見える

白煙と比べると大幅に改善され、特に気温の低い冬場には白煙がごくたまに見える程度にな

ると考えられます。 

 

（3）排ガス処理設備のまとめ 

以上の検討をふまえて、本計画において設定した排ガス処理設備を表 3.6.1に示します。 

 

表 3.6.1 排ガス処理設備のまとめ 

主な処理設備 除去設備 除去対象物 

酸性ガス除去設備 乾式酸性ガス除去設備 塩化水素、硫黄酸化物（SOx） 

ダイオキシン類除去設備 活性炭吹込みろ過式集じん器＋触媒脱硝装置 ダイオキシン類 

水銀除去設備 活性炭吹込みろ過式集じん器 水銀 

ばいじん除去設備 ろ過式集じん器 ばいじん 

NOx 除去設備 触媒脱硝装置 窒素酸化物（NOx） 

  

A 部詳細：触媒 
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6.4 その他の設備等の考え方 
 

（1）灰出設備 

焼却残さ（主灰、飛灰）とは、焼却炉の下部から排出される主灰及び排ガスとともに排出され、

ろ過式集じん器等で補足される飛灰であり、焼却後、灰中に混入している金属類や大きな塊は、

ふるいや磁石により取り除き処理施設へ搬出されます。 

東村山市から出る焼却残さは、東京たま広域資源循環組合のエコセメント化施設へ搬入され、

エコセメント化による資源化を図っています。新しいごみ焼却施設においても、引き続き、エコセ

メント化施設の受け入れ基準に適合できる灰処理設備が必要となります。 

 

（2）排水 

プラント系排水は、凝集沈殿方式等の排水処理を行った後、可能な限り場内再利用し、余剰分

は公共下水道へ排水する計画とします。 

 

（3）臭気対策 

ごみピットは気密構造とするとともに、ごみ搬入車両が入退出するプラットホームの出入口に

は扉及びエアカーテンを設けるなど、外部への臭気の漏洩を防止します。また焼却炉稼働時は、

ごみピット内及びプラットホーム内の臭気は燃焼用空気として吸引し処理する方法や、全炉停止

時には吸引できないためごみピット内及びプラットホーム内の臭気を処理する活性炭吸着脱臭

装置を設置する方法などにより、対策を講じるものとします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 3.6.6 エアカーテン設備のイメージ（出典：浅川清流環境組合資料） 
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7. 生活環境影響調査項目の検討 
7.1 検討目的 

新しいごみ焼却施設を整備するにあたり、建設工事中や実際に施設が稼働する際に、周辺環境

に与える影響をあらかじめ予測することで、必要な対策を講じることができます。 

本検討では、周辺環境を保全するために必要な調査項目を検討しました。 

 

7.2 検討方法 

生活環境影響調査に係る法令等の整理を行い、東村山市が建設する新しいごみ焼却施設が対

象となる項目を確認しました。その後、法令で定められた項目に加え、立地環境等を勘案して自主

的に設定する項目の設定を行いました。 

 

（1）生活環境影響調査に係る法令等の確認 

ごみ焼却施設を建設する場合、周辺環境を保全するために、排ガスや、騒音、振動、悪臭など

の公害への対策を検討する必要があります。建設工事や実際に施設を稼働させた際、周辺環境

にどのような影響を与えるのか、自主規制値などを遵守できるのかといったことを、事前に調

査、予測することでその対策を検討することができます。そのための仕組みとして、生活環境影

響調査や環境アセスメント制度といった制度があります。 

制度に則り、新しいごみ焼却施設の整備で実施することになる調査・予測は、検討会で協議し

てきた施設規模や公害防止基準などに基づいたものとなります。 

 

（2）生活環境影響調査・環境アセスメント制度の対象要件の整理 

生活環境影響調査は、国が定めた「廃棄物処理法」に規定されています。「廃棄物処理法」にお

いて、すべての清掃工場（焼却施設）で実施が義務付けられているため、新しいごみ焼却施設は

生活環境影響調査の対象です。 

また、環境アセスメント制度は、国が定めた「環境影響評価法」に規定された制度、東京都が定

めた「東京都環境影響評価条例」に規定された制度の 2 種類があります。 

国の「環境影響評価法」においては、廃棄物最終処分場は規模に応じて対象となりますが、焼

却施設は対象外です。また、東京都の「東京都環境影響評価条例」においては、200t/日規模以

上の施設が対象であり、新しいごみ焼却施設（100t/日）は対象外です。 

東村山市では周辺環境に配慮する観点から、生活環境影響調査を実施する際、環境アセスメ

ント制度の対象外ではありますが、同制度の調査項目等についても必要と考えられる項目は調

査等を実施します。 

 

表 3.7.1 生活環境影響調査と環境アセスメント制度の対象要件 

対象事業 

生活環境影響調査 環境アセスメント制度 

「廃棄物処理法」 「環境影響評価法」 「東京都 
環境影響評価条例」 

焼却施設 原則としてすべて 対象外 
処理能力 200t/日以上 

⇒新しいごみ焼却施設は 
対象外 
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（3）生活環境影響調査の流れ 

生活環境影響調査は、表 3.7.2 に示す通り「①調査項目の選定」「②調査」「③予測」「④影響

の分析」を行った上で、その結果に対して告示、縦覧及びパブリックコメントが実施されます。そ

の後、専門家等の意見を踏まえて、新しいごみ焼却施設の施設計画に反映します。 

本検討は「①調査項目の選定」の段階にあたり、生活環境影響調査は、基本計画策定後、令和

4 年度から令和 5 年度にかけて実施することを予定されています。 

 

表 3.7.2 生活環境影響調査の流れ 

段階 内容説明 

① 調査項目の選定 

生活環境影響調査の項目の他、「東京都環境評価条例」の項目や、

秋水園周辺の立地環境等を勘案し、環境に影響を及ぼすおそれの

ある項目を選定します。 

② 調査 選定した項目について、現地調査または資料調査を行います。 

③ 予測 
調査の結果を基に、工事中及び施設稼働中の生活環境への影響を

予測します。 

④ 影響の分析 

調査・予測の結果を踏まえ、環境への影響が回避又は低減されて

いるかを確認するとともに、環境基準値等と予測値を比較し整合

性を検討します。 

 

新しいごみ焼却施設の整備に伴い発生する環境に影響を及ぼすおそれのある要因としては、

以下に示す、工事の施工中（以下、「工事中」という。）に生じる要因と、工事の完了後（以下、「稼

働中」という。）に生じる要因の 2 つに分類することができます。 

 

 

  

⼯事中の影響要因 
 

・施設の建設 
・建設機械の稼働 
・⼯事⽤⾞両の⾛⾏ 

稼働中の影響要因 
 

・施設の存在 
・施設の稼働 
・ごみ収集⾞両等の⾛⾏ 
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7.3 生活環境影響調査項目の設定 

生活環境影響調査項目は、環境省が公表している「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」に

示されており、表 3.7.3 に示すおりです。同指針では、施設稼働中の影響が対象であり、工事中

の影響は対象外となっています。 

 

表 3.7.3 焼却施設における生活環境影響調査の標準的な項目 ※1 

生活環境影響調査項目 工事中 稼働中 

大気汚染 

二酸化硫黄  ☆ 

浮遊粒子状物質  ☆ 

二酸化窒素  ☆ 

ダイオキシン類  ☆ 

塩化水素  ☆ 

その他必要な項目     ☆※2 

悪臭  ☆ 

騒音・振動 
騒音  ☆ 

振動  ☆ 

水質汚濁     ☆※3 
※1 「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（環境省 平成 18 年 9 月）で、焼却施設の標準的なもの

として示される生活環境影響調査項目。 
※2 影響が想定される場合に当該項目を選定する。 
※3 施設排水を下水道へ放流するなど、公共用水域への排出を行わない場合などには対象外となる。 

 

東村山市の調査項目（表 3.7.4）の選定は、周辺環境に配慮する観点から、「廃棄物処理法」に

基づく生活環境影響調査の標準的な項目（表中記号：☆）に限らず、「東京都環境影響評価条例」に

基づく標準的な項目（表中記号：★）、立地環境等に合わせた項目（表中記号：◇）を追加し、調査項

目として選定しました。 

 

 

図 3.7.1 調査項目選定の流れ 

生活環境影響調査の標準的な項目の確認（表中記号：☆） 

「東京都環境影響評価条例」に基づく標準的な項目の確認（表中記号：★） 

立地環境等に合わせた項目の追加（表中記号：◇） 

調査する項目の選定（表中記号：●） 
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表 3.7.4 東村山市の新ごみ焼却施設における調査項目 

「東京都環境影響評価条例」 

の項目※1 

国の規定：対象 

生活環境影響調査 

の標準的な項目※2 

東京都の規定：対象外 

「東京都環境影響評価条例」 

の標準的な項目※3 

その他 

立地環境等に合わせた 

追加項目 

東村山市 
新しいごみ焼却施設における調査項目 

工事中 稼働中 工事中 稼働中 工事中 稼働中 工事中 稼働中 「☆」「★」の項目で選定しない理由 

大気汚染 

二酸化硫黄  ☆  ★    ●  

浮遊粒子状物質  ☆ ★ ★   ● ●  

二酸化窒素  ☆ ★ ★   ● ●  

ダイオキシン類  ☆  ★    ●  

塩化水素  ☆  ★    ●  

粉じん      ★※4    －  

工事中:対象事業に解体工事は含まれず、かつ大規模な

造成等による建設機械の稼働及び工事用車両の走行に伴

う粉じんの影響が懸念されないため。 

その他必要な項目     ☆※4     ★※4  
◇ 

（水銀） 
 

● 

（水銀） 

 

悪臭  ☆  ★    ●  

騒音・振動 

騒音  ☆ ★ ★   ● ●  

振動  ☆ ★ ★   ● ●  

低周波音      ◇  ●  

水質汚濁     ☆※5 ★    － － 

稼働中：排水は可能な限り場内再利用し、余剰分は公共

下水道へ排水する計画であるため。 

工事中：建設工事で発生する排水は、下水排除基準に適

合するように処理した後、公共下水道へ排出するため。 

土壌汚染   ★    －  工事中：土壌汚染対策法の手続きで実施するため。 

地盤   ★    ●   

地形・地質   ★    －  

工事中：計画地に隣接する自然斜面や法面は存在せず、

本工事が土地の安定性に影響を及ぼすことはないと考え

られるため。 

水循環     ◇ ◇ ● ●  

生物・生態系         ◇※6     ●※6  

日影    ★    ●  

電波障害    ★    ●  

風環境          

景観    ★    ●  

史跡・文化財          

自然との触れ合い活動の場          

廃棄物   ★ ★   ● ●  

温室効果ガス    ★    ●  

☆：生活環境影響調査の標準項目、★：「東京都環境影響評価条例」に基づく標準的な項目、◇：立地環境に合わせて追加する項目、●：東村山市の調査項目、－：「☆」「★」の項目で選定しない項目 

※1 「東京都環境影響評価条例」施行規則 第 6 条 に掲げられている環境影響評価の項目。大気汚染および騒音・振動には、検討を要すると考えられる小項目を記載。 
※2 「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（環境省 平成 18 年 9 月）で、焼却施設の標準的なものとして示される生活環境影響調査項目。 
※3 「東京都環境影響評価技術指針関係資料集」（東京都環境局 平成 15 年 2 月）で、廃棄物処理施設の設置又は変更に係る標準的なものとして示される環境影響評価の項目。 
※4 影響が想定される場合には当該項目を選定。   ※5 施設排水を下水道へ放流するなど、公共用水域への排出を行わない場合などは対象外。   ※6 緑の質・量に関する項目を実施。 
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第4章 今後の検討課題 

 

1. 今後の検討事項 
令和 3 年度の検討会では、以下の項目を検討します。 

 

1.1 付帯機能について 

付帯機能として、余熱利用、環境学習機能、防災機能を検討します。余熱利用は、エネルギー利

用の方法について、環境学習機能は、住民交流拠点ともなり得る環境学習について、防災機能は、

地域の防災拠点としての整備方針や浸水対策について、それぞれ検討事項として想定します。 

 

1.2 土木・建築計画について 

土木・建築計画として、建築概要、施設配置・動線計画を検討します。新しいごみ焼却施設は、既

存のごみ焼却施設とリサイクルセンターの間に設置することを前提に、建築計画、煙突位置、動線

計画などを検討事項として想定します。 

 

1.3 事業推進のために必要な事項について 

事業推進のために必要な事項として、事業方式、事業スケジュールについて検討します。ごみ焼

却施設の建設及び運営の公民連携の手法、事業実施時期・期間、メリット・デメリット等を含め検討

事項として想定します。 

 

2. 最終報告書の作成 
令和 2 年度に作成した中間報告書及び令和 3 年度に検討する 1.1～1.3 の検討結果を取りま

とめ、最終報告書を作成します。 
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２東村山市規則第 ３４号 

 

東村山市ごみ焼却施設整備基本計画検討会設置規則 

 

（設置） 

第１条 東村山市ごみ処理施設整備基本方針に基づき、東村山市の新しい可燃

ごみ処理施設（以下「新施設」という。）の基本仕様及び周辺地域の生活環境

に影響を及ぼすおそれのある事項等に関し必要な検討を行うため、東村山市

ごみ焼却施設整備基本計画検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 検討会は、次に掲げる事項について検討する。 

(１) 新施設のごみ焼却施設整備基本計画に関すること。 

(２) 新施設の基本的な性能及び仕様に関すること。 

(３) 新施設について実施すべき生活環境影響調査に関すること。 

(４) 新施設の事業方式、発注方法等に関すること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 検討会は、市長が委嘱する委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 公募市民 ４人以内 

(２) 秋水園周辺自治会等の推薦する者 ４人以内 

(３) 小学校ＰＴＡ関係者 ２人以内 

(４) 市内で活動している環境団体等の推薦する者 １人以内 

(５) 東村山市環境審議会の推薦する者 １人以内 

(６) 学識経験者その他優れた識見を有する者 ３人以内 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から令和４年３月３１日までとする。 

（会長等） 

第５条 検討会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員のうちから会長が指名
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する。 

３ 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 検討会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 検討会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

（謝礼）  

第７条 検討会に出席した委員に対しては、謝礼を支払うことができる。 

（守秘義務）  

第８条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その

職を退いた後も、また同様とする。 

（庶務） 

第９条 検討会の庶務は、資源循環部秋水園施設整備課において処理する。 

（委任）  

第１０条 この規則に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、

会長が検討会に諮って定める。 

 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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「東村山市ごみ焼却施設整備基本計画検討会」委員名簿 

 

「東村山市ごみ焼却施設整備基本計画検討会」は、公募市民 4 名、秋水園周辺自治会等の推

薦委員 4 名、小学校 PTA 関係委員 2 名、市内で活動している環境団体等の推薦委員 1 名、東村

山市環境審議会の推薦委員 1 名、学識経験者 3 名の計 15 名により構成された。 

 （敬称略） 

委員区分 氏 名 所 属 備 考 

学識経験者 

荒井 喜久雄 

(あらい きくお) 

公益社団法人 全国都市清掃会議 

技術指導部長 
会長 

安田 憲二 

(やすだ けんじ) 
元国立環境研究所 副会長 

公募市民 

伊藤 鉄雄 

(いとう てつお) 
  

上坂 裕美 

(うえさか ひろみ) 
  

岡林 主殿 

(おかばやし とのも) 
  

福山 邦夫 

(ふくやま くにお) 
  

秋水園周辺自治会等の 

推薦する者 

五野井 暎 

(ごのい あきら) 
秋水園周辺対策協議会  

齋藤 隆 

(さいとう たかし) 
秋の庭自治会  

関 和男 

(せき かずお) 
秋津町一丁目、五丁目自治会  

柳樂 雄司 

(なぎら ゆうじ) 
北秋津町内会第九連合会  

小学校 PTA 関係者 

小森 生美 

(こもり いくみ) 
秋津小学校 PTA  

志村 裕美 

(しむら ひろみ) 
秋津東小学校 PTA  

市内で活動している 

環境団体等の推薦する者 

大塚 恵美子 

(おおつか えみこ) 
東村山エナジー  

東村山市環境審議会の 

推薦する者 

小田 耕一 

(おだ こういち) 
東村山市環境審議会  

学識経験者 
宮脇 健太郎 

(みやわき けんたろう) 

明星大学 理工学部総合理工学科 

環境科学系 教授 
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「東村山市ごみ焼却施設整備基本計画検討会」実施経過 

 

【検討会の開催日程】 

検討会は令和 2 年度に計４回開催されました。主な内容としては、第 1 回で東村山市のごみ

処理の現状や検討会の進め方など、検討の基礎となることについて把握し、第 2 回以降、施設

規模やプラント設備などの施設の基本的な仕様について、また、公害防止基準や煙突高さなど

の環境保全対策についての検討を行いました。 

 

検討会 日時 内容 

第 1 回 

令和 2 年 

8 月 18 日（火） 

14:30～16:15 

・ 委嘱式 

・ 秋水園のこれまでのあゆみ 

・ 東村山市のごみ処理の現状 

・ 東村山市ごみ処理施設整備基本方針 

・ ごみ焼却施設整備基本計画検討会の進め方 

・ 既存焼却施設等の施設見学 

第 2 回 

令和 2 年 

10 月 16 日(金) 

14:30～16:40 

・ 検討会における検討事項の確認 

・ ごみ処理方式と施設規模（処理能力）について 

・ 新施設の計画ごみ質について 

第 3 回 

令和 2 年 

12 月 4 日（金） 

14:30～17:10 

・ 公害防止基準について 

・ 煙突高さについて（1/2） 

・ アンケート調査について 

第 4 回 

令和 3 年 

3 月 12 日（金） 

14:30～17:30 

・ 煙突高さについて（2/2） 

・ プラント設備について 

・ 生活環境影響調査項目について 

・ 中間報告書について 
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【各回の検討概要】 

 

 第 1 回検討会 令和 2 年 8 月 18 日（火）実施 

第１回検討会では、秋水園のこれまでのあゆみや東村山市のごみ処理の現状について理解

を深めるとともに、令和元年 12 月に策定された基本方針の内容を確認した上で、検討会の位

置づけやスケジュール、基本計画の策定の流れ、整備スケジュールの確認を行いました。ま

た、検討会終了後に、検討委員を対象にした秋水園のごみ焼却施設の見学を行いました。 

 

 第 2 回検討会 令和 2 年 10 月 16 日（金）実施 

第 2 回検討会では、検討会における検討事項について体系的な理解を深めるとともに、基

本方針で定めたごみ処理方式の確認を行い、施設規模（処理能力）及び計画ごみ質の検討を

行いました。 

施設規模（処理能力）の検討では、「東村山市第 5 次一般廃棄物処理基本計画」や平成 30 年

策定の「東村山市災害廃棄物処理計画」を参考に、計画処理量を推計し、施設規模を 100t/日

と集約しました。ただし、災害廃棄物量が他自治体に比べ多い設定となっているため、新し

いごみ焼却施設の詳細な検討をする段階で、改めて災害廃棄物量について確認するものとし

ました。 

計画ごみ質の検討では、現在のごみ質のデータ整理を行い、データを統計処理し、計画ご

み質の各値を算出、集約しました。ただし、計画ごみ質の詳細な値については、建設するま

でに、最新のごみ質データ等を踏まえ改めて検証するものとしました。 

 

 第 3 回検討会 令和 2 年 12 月 4 日（金）実施 

第 3 回検討会では、公害防止基準及び煙突高さの検討を行いました。また、秋津町にお住

いの方を対象に行うアンケート調査について概要を説明しました。 

公害防止基準の検討では、排ガスに関して、法令基準値等を整理、確認した上で、他自治

体の状況などの観点も踏まえ、秋水園周辺にお住いの方々の生活環境や周辺環境に影響を及

ぼさないよう配慮し、高水準の自主規制値を設定し、集約しました。ただし、費用面やプラ

ント設備の検討、余熱利用の検討を踏まえ、数値を改めて確認するものとしました。騒音、

振動に関しては、排ガスと同様、各項目の法令基準値等について整理、確認した上で、秋水

園周辺にお住いの方々の生活環境や周辺環境に影響を及ぼさないよう配慮して数値を設定し

ました。悪臭は、「環境確保条例」の基準値としました。排水は、下水排水する場合は条例に

基づく基準に適合する適切な処置を行った上で下水道へ放流するものとしました。ただし、

騒音等に関して周辺住民からの意見を踏まえ、防音対策等を含む新施設の整備や施設運営に

おいて、周辺住民に十分説明し理解を図っていくことが重要となることを確認しました。 

煙突の高さの検討では、生活環境や景観等への影響や「航空法」上の高さ条件を比較した

上で、煙突高さ 59m が適切であるという事務局の見解に対して、59m より低い場合の検討も

行うべきという意見があり、次回検討会において高さ 59m 未満における各種影響や項目の整

理した上で、煙突高さの検討をすることになりました。 

 



－添付資料 3-3－ 
 

 第 4 回検討会 令和 3 年 3 月 12 日（金）実施 

第 4 回検討会では、第 3 回でご意見をいただいた煙突高さを再検討し、プラント設備及び

生活環境影響調査項目の検討を行いました。また、令和 2 年度の検討会をとりまとめる中間

報告書（案）の確認を行いました。 

煙突高さの再検討では、生活環境への影響、景観や周辺住民への影響及び経済性に関して、

煙突高さ 59m 及び 100m に加え、新たに煙突高さ 45m の場合の検討を行いました。 

景観や圧迫感を考慮すると煙突高さはできるだけ低い方が望ましい一方、ダウンドラフト

現象の影響を防止するためには煙突高さ 45m 以上が必要であること、気象条件や運転条件に

よる一時的な影響を考慮すると一定の高さの余裕を持つことが望ましいこと、航空法への対

応が不要となる 60m 未満の高さが適切であることなど、これらの条件を勘案し、新しいごみ

焼却施設の煙突高さは 59m とすることで集約しました。ただし、今後検討会で行う施設の配

置計画において、煙突による日影や圧迫感など周辺地域に与える影響を考慮しながら煙突の

配置について検討することとしました。 

プラント設備の検討では、炉構成・ごみピット容量、排ガス処理設備及びその他の設備等

の検討を行いました。 

炉構成・ごみピット容量については、必要敷地面積が小さく、安定した燃焼が可能である

2 炉構成とし、補修点検時などにおいても安定的に焼却処理が可能となるごみピット容量と

して 4,000 ㎥（施設規模の 7 日分）とすることで集約しました。 

排ガス処理設備については、本検討会で設定した自主規制値を遵守できる性能を有する各

種設備の概要や設定根拠を確認し、提案の設備内容とすることで集約しました。その他の設

備等については、エコセメント化事業を継続するために必要な仕様の灰処理設備、プラント

系排水の場内再利用等の方針、具体的な臭気対策について設定し、集約しました。 

生活環境影響調査項目の検討では、調査項目を廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査の

標準的な項目に限らず、「東京都環境影響評価条例」に基づく標準的な項目や立地条件等に合

わせた項目を追加することで集約しました。 

中間報告書（案）については、令和 2 年度に行った計 4 回の検討会の内容を取りまとめた

ものであり、最終的に令和 3 年度に 2 か年分の検討結果を取りまとめた最終報告書をまとめ

ることを確認しました。 
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※令和 3 年 3 月 12 日に開催された「第 4 回東村山市ごみ焼却施設整備基本計画検討会」

の会議録は、検討会で内容確認を行った上で最終報告書に掲載いたします。 
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会  議  録 

会 議 の 名 称 令和 2年度第１回東村山市ごみ焼却施設整備基本計画検討会 

開 催 日 時 令和 2年 8月 18 日（火）14 時 30 分から 16 時 15 分 

開 催 場 所 東村山市秋水園 リサイクルセンター 3 階 研修室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委員） 

荒井喜久雄会長、安田憲二副会長、伊藤鉄雄委員、上坂裕美委員、岡 

林主殿委員、福山邦夫委員、五野井暎委員、齋藤隆委員、関和男委員、 

柳樂雄司委員、小森生美委員、志村裕美委員、大塚恵美子委員、宮脇 

健太郎委員 

（理事者） 

野崎副市長 

（事務局） 

大西資源循環部長、肥沼資源循環部次長、岡秋水園施設整備課長、濱 

田施設課長、井上施設整備計画係長、石黒主任、加田主事 

●欠席者：小田耕一委員 

傍 聴 の 可 否 傍聴可能 
傍聴不可の場合

はその理由 

 

傍聴者数 4 名 

 

会 議 次 第 

 

１ 委嘱式 

 ・委嘱状の交付 

２ 検討会  

（１）開会 

（２）会長、副会長の選出 

（３）説明 

   ・秋水園のこれまでのあゆみ 

   ・東村山市のごみ処理の現状 

   ・東村山市ごみ処理施設整備基本方針 

（４）議事 

   議題１ ごみ焼却施設整備基本計画検討会の進め方 

（５）その他 

（６）閉会 

（７）既存焼却施設等の施設見学 

問い合わせ先 

資源循環部秋水園施設整備課施設整備計画係 

担当者氏名 井上・石黒・加田 

内線２６３３ 
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会  議  経  過  

１ 委嘱式 

〇事務局 一般 

本日、市長が別の公務のため、副市長より委嘱状を交付したい。本来であれば、委員の皆様全員

に委嘱状を手渡しで交付するところだが、新型コロナウィルス感染症予防のため、代表者１名に

副市長より交付することとさせていただきたい。 

 

・副市長より委員を代表して五野井委員へ委嘱状を交付 

 

・副市長挨拶 

 

・委員紹介 

 

・事務局紹介 

 

・副市長退席 

 

・確認事項 

事務局より「東村山市ごみ焼却施設整備基本計画検討会設置規則」について説明 

 

２ 検討会  

（１）開会 

 

（２）会長、副会長の選出 

 委員の互選により、会長には荒井委員が選出された。また、会長の指名により、副会長には安

田委員が選出された。 

 

・確認事項 

 事務局より、「会議録の形式・市ホームページで公開する委員名簿」、「東村山市ごみ焼却施設整

備基本計画検討会の傍聴に関する定め」について説明。 

 

（３）説明 

・秋水園のこれまでのあゆみ 

事務局より「秋水園のこれまでのあゆみ」（資料１）について説明 
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〇会長 一般廃棄物処理基本計画と、今回のごみ焼却施設整備基本計画との関係性を確認した

い。 

〇事務局 一般廃棄物処理基本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 6 条の規定によ

り、東村山市の一般廃棄物処理に関する基本理念や、処理の方向性などの基本的な事項を定めた

ものである。具体的には、循環型社会の実現を基本理念として、ごみの発生抑制や排出抑制、再

利用などごみ減量化や資源化に対する取り組みについて掲げている内容となっている。なお、現

行の一般廃棄物処理基本計画は、平成 23 年度に策定しており、計画期間は令和２年度までとな

っている。 

一方、ごみ焼却施設整備基本計画は、一般廃棄物処理基本計画を踏まえながら、ごみ焼却施設を

どのように建て替えしていくのかを定めるものである。 

〇会長 一般廃棄物処理基本計画は、行政全般の廃棄物について、収集運搬、資源化、環境問題

等について定めるものであり、ごみ焼却施設整備基本計画は、一般廃棄物処理基本計画を踏まえ

て、ごみ処理施設の整備について定めるもの、という理解でよいか。 

〇事務局 その通りである。 

 

・東村山市のごみ処理の現状 

事務局より「東村山市のごみ処理の現状」(資料２)について説明 

 

○委員 ２点伺いたい。１点目は、エコセメント化事業により多摩地域で、焼却灰を資源化して

いるが、市内にエコセメントを使用している箇所はあるのか。２点目は他市の施設見学に行った

際、煙突の高さが５９ｍであり、当市の煙突の高さと一致していたが、煙突の高さの基準がある

のか。 

○事務局 1 点目のエコセメント化事業については、市内の具体的に使用されている箇所は把握

していないが、道路の縁石やＵ字溝などに使用されている。 

２点目の煙突の高さについては、排ガス等が十分に拡散できる高さを確保することが重要である

が、６０ｍを超えると航空障害灯の設置が必要となる。航空障害灯を設置する必要がない高さで

ある５９ｍでも、ごみ焼却に伴って排出される排気ガス等を十分拡散できると言われていること

から、この高さを採用している自治体は多い。 

○事務局 補足だが、秋水園の管理棟の入口にあるＵ字溝と南側駐車場の駐車止めにもエコセメ

ントが使われている。 

○会長 エコセメントは見た目で判断できるのか。 

○事務局 通常のセメントと見た目は変わらないものである。 

 

○委員 エコセメントについていくつか伺いたい。東村山市は平成 18 年度からエコセメント化

事業に参加しており、「焼却灰はゼロであり、埋め立てはしていない」というメリットを掲げてい

る。しかし、数年前でも日量 300ｔのエコセメントが毎日生産されている点から考えると、本当
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に循環しているか気になっている。 

また、エコセメント化するにあたって、運搬の頻繁度や使用電力が半端ではないといった点や

コストが高くつくのではないかという点や重金属や化学物質を含んだ排ガス、汚染水なども、デ

メリットとしてあるのではないか。埋立地がないからエコセメント化事業が一番よいということ

だと思うが、エコセメント化しかないという考え方には、私は疑問を感じている。今回から始ま

る新しい検討に際して、改めて考え方を伺いたい。 

○事務局 エコセメント化事業は２５市１町から構成される東京たま広域資源循環組合が運営

している。ごみを処分したときには、 終的に焼却処理の場合は灰が残り、他の処理方式におい

ても残さは発生する。焼却処理は近隣市で も多く採用されている処理方式であり、焼却灰を再

利用するためのエコセメント化施設がある、二ツ塚処分場ではここ数年間埋め立て量がゼロの状

態を維持している。 

仮に東京たま広域資源循環組合から抜けた場合、焼却灰の受け入れ先をどうするのかを考えなけ

ればならないほか、費用対効果などの要因も考慮すると、東京たま広域資源循環組合と共同する

ことが、現状では 善と考えている。 

○委員 循環がある程度するからよいという判断だと思う。しかし、放射性物質の観点を含め、

環境に配慮した新たなごみの処理の仕方を考えてもよいのではないかと思う。エコセメント化事

業に反対と言っているわけではない、私の考えだけは述べさせていただいた。 

○事務局 補足だが、二ツ塚処分場に焼却灰を搬入する際、各市の人口割に伴って搬入制限量が

ある。搬入量によって負担金を支払っているが、当市は他市と比較し搬入制限値より低い数値を

維持している。 

○会長 焼却灰のエコセメント化は、埋め立て処分場の確保が困難な自治体では、全国的にスラ

グ化とともに主流になってきている。埋め立て処分場がない自治体が焼却灰の処理を行う際、他

市への受け入れを拒否される例も数多くあり、その場合、焼却灰の処理ができなくなってしまう。 

 

・東村山市ごみ処理施設整備基本方針 

事務局より「東村山市ごみ処理施設整備基本方針」（資料３）について説明 

〇会長 ただいま事務局から去年の１２月に策定された東村山市ごみ処理施設整備基本方針の

４つのコンセプトと７つの基本方針について説明いただいた。質問がある方はいるか。 

○委員 ポイントとして一番気になるところは、７つの基本方針の中で整備用地が秋水園用地内

と基本方針で出されたということである。平成２８年度から東村山市ごみ処理施設のあり方検討

会で検討され、その翌年度以降の市民アンケート、市民意見交換会等を踏まえて基本方針を策定

している。たしか、意見交換会では、整備用地を秋水園にするかどうかは決定していないという

前提で議論をしていたと記憶している。基本方針の策定にあたっては、整備計画推進本部とか庁

内部会を経て決めたと思うが、どのような過程で決定がされたのか。また、市民にどのように広

報したのかということを伺いたい。 

○事務局 １点目の整備用地が秋水園に決定した経緯については、お配りしている基本方針の２
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５ページをご覧いただきたい。平成２８・２９年度のあり方検討会において周辺自治会の皆様と

意見交換をさせていただき、このあり方検討会の意見をもとに平成３０年度に市民意見交換会を

開催した。いただいたご意見の中には、「秋津町以外のほかの地域での建設の検討はできないの

か」というものもあった。一方で、庁内に市長、副市長、部長級、次長級の職員をもとにあり方

検討会のときにピックアップした土地をもとに各部の専門的見地から検討を重ねていき、 終的

に秋水園用地内を整備用地とすることが現実的であると判断をした。 

２点目の市民周知については、令和元年度に基本方針策定に向けた市民説明会、各種イベントで

のパネルの説明等をおこなってきた。また、市報による周知の他、資源循環分野の内容に特化し

た広報紙で、市内の全戸に配布しているごみ見聞録の臨時号でご案内をさせていただいた。さら

には基本方針策定にあたっては意見聴取の期間を設けてパブリックコメントを実施して、基本方

針の策定に至っている経緯がある。 

○委員 流れとしては十分承知はしている。しかし、私の立場で述べると、私は毎日煙突の煙を

見ながら出勤をしている。日々生活をしていると今の時期はないが、４・５月や１０月になると

低周波が若干出てくる問題があって、工事期間中などは大幅な振動があるのは、今後もやむを得

ないと思っている。しかし、正直気持ちがついていかないと感じている部分はある。適正な手続

きや法律に基づいているから、了解してくださいというのもわかるが、敏感に反応する方もいれ

ば、少し離れているので全く影響がないという方もいる。特に、対岸の近くにお住まいの方は秋

水園内から発生する音などに敏感になっているので、やはり説明をきちんとしていくべきだとい

う思いがある。広報紙一枚を出した、説明をしたというのは頭では分かるが、気持ちがついてい

かない。市民との意見交換会の場で申し上げたこともあるが、周辺住民との十分な対話を考えた

とき、心理的に安心できるよう、市から十分に説明することであると考えている。そのため、市

民と対話をする場を今後増やしていただきたい。これはすでに決定していることについて異議を

申しているわけではなく、どのように、安心、安全面のケアを周辺住民に対して行っていくかと

いうことをしっかりと議論していただきたい。 

○事務局 今後の進め方について後ほど説明があるが、これから基本方針の内容に沿って基本計

画を検討していく中で、委員がおっしゃった市民にどう安心していただけるか、不安を払拭でき

るのかということに関し、各委員のご意見を賜りながら進めてまいりたい。 

○会長 安心というのは心が納得するということなので、今後も十分配慮していかなくてはなら

ない。よろしくお願いしたい。 

 

（４）議事 

 

議題１ ごみ焼却施設整備基本計画検討会の進め方 

 

事務局より本検討会の進め方（資料４)について説明する。 

〇会長 何か質問があればどうぞ。 



－添付資料 4-6－ 
 

○委員 前の方に戻るが、煙突の高さが５９ｍを超える考え方はあるのか。 

○事務局 煙突の高さについては今後基本計画を策定していく中で、各委員のご意見を賜りなが

ら検討していくため、初めから５９ｍと決めているわけではない。 

○会長 煙突の高さも当検討会の検討内容となる。よろしくお願いしたい。 

 

○委員 ちょっと分からないところがあるが、この施設の周りに運搬用の道路がありそれを動線

とよんでいるか分からないが、この施設の整備にともなって地域住民周辺の道路の整備というの

は検討で必要な部分に含まれるのかということが１つ。今回、大きなこの施設の整備というのは、

老朽化というところで、基本方針には４つのコンセプトがあるが、グレードアップを目指してい

る大きなポイントはあるのか。それを今回検討するか分からないが、単なる老朽化対策なのか、

よりいっそうよくなるものがあるのか。その 2点を参考までに教えていただきたい。 

○事務局 1 点目の道路整備は、市の都市計画に基づくため、施設整備に合わせ新たな道路を作

るといった計画は今のところ計画されていない。ただし、これまでいただいたご意見の中にも道

路環境の問題は出ており、逐一、道路関係部署とも連携をしながら、穴が開いている箇所の補修

や苦情が多い箇所への対応等、市として取り組んでいきたい。２点目の建て替えについては目玉

というかコンセプトの話だが、これからの施設となると、昨年度におきた台風災害によって、一

部のごみ処理施設が停電してごみ処理が長期に使えなくなる事例があった。このため、例えば災

害対策や余熱利用ではどのように地域還元するのかといったことについて、各委員のご意見を賜

りながら、検討を重ねていきたい 

〇会長 災害に強いとか防災機能とか余熱をどうするのかということはこの検討会に議題とし

て出してお聞きしながら進めていきたい。具体的にならないとなかなか意見が出にくいとは思う

が。 

 

○委員 資料４の検討会のスケジュールについて伺いたい。これから２年間にわたって検討して

いく中で、 終的に事業方式を検討する箇所があるということが分かった。本日の参考資料であ

る立川市の平成 29 年 3 月の基本計画、少し前になるが武蔵野市の平成２３年７月の基本計画、

その両市どちらもがどういった事業方式にするか、もちろん必要なことだと思うが、直営や委託

等色々な方法を検討していた。資料では、市の事業方式の検討項目欄には「ＰＦＩ等」と記載さ

れているが、どのような意図がありこのように記載されているのか伺いたい。 

○事務局 こちらの事業方式の記載について「ＰＦＩ等」で記載されているが、ＰＦＩ等民間と

の連携を図った事業方式含めて当市の新しい施策についてどのような事業方式が適切かどうか

という検討をしていただく内容である。ＰＦＩを誘導するような意図ではない。 

〇委員 理解できた。 

○会長 補足だが、環境省の交付金をもらうためにはＰＦＩ等の検討をした検討書を添えて交付

金の申請をしなくてはいけない。ただし、ＰＦＩ採用の有無は別問題であり、検討すべきという

ことである。 
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○委員 交付金をもらうためにはＰＦＩを採用することが必須条件ということでよいのか。 

○会長 交付金をもらうためにはＰＦＩの採用が条件ではなく、ＰＦＩも含めた検討が条件であ

るということだ。 

〇委員 理解できた。そのような流れからＰＦＩが入れてあるということなのか。 

〇事務局 事業方式が適切かというところのご議論を踏まえてやっていきたい。 

 

〇会長 他になにかご意見がある方はいらっしゃるか。 

○委員 ごみの分別収集に関して珍しいなと思ったので伺いたい。燃やせないごみはリサイクル

センターにいったん保管された後に民間業者に処理委託されているが、どのような資源化がされ

ているのか伺いたい。 

〇会長 今の質問は資料２の 3ページの箇所である。下にペットボトル、容器包装プラスチック、

古紙、古着、これは委託をして選別をして資源化しているということだ。 

○事務局 市が燃やせないごみとして回収したものには、例えば鍋や薬缶、新聞紙類といった資

源物がかなり含まれているため、民間事業者の方に直接持って行き、缶等の資源物を取り出した

後に焼却処理をしている。焼却処理をする際に発生する熱は有効利用し、焼却後の灰については、

灰溶融処理によりスラグにしたり、押し固めて路盤材にするという方式により資源化している。

この 2点を今のところ採用している。 

○事務局 補足だが、他市の場合、不燃ごみを一度収集してから市の中間処理工場で破砕をかけ

て細かくしているが、当市では分散化を進めているため、不燃ごみまで中間処理するとかなり規

模もでてくるため、不燃ごみの処理はリサイクルセンターに一度ストックをしてから、民間の方

に持っていくという方式を採用している。 

〇委員 合理的な方法でごみを処分しているということが分かった。 

 

〇会長 ほかに何かご意見がある方はいらっしゃるか。 

○委員 実際この基本計画は、基本方針に沿って検討していくと私は考えている。したがってそ

のつもりで対応しているが、出た質問の中には、すでに策定した基本方針の内容についての質問

もあった。これから先はこの基本方針に沿った形でやるべきではないか。その辺はどうなのか。

もう一度皆様の意見を伺いたい。 

○委員 何回か質問させていただいたが、おっしゃる通りだと思う。本日初回ということで、色々

お話を聞かせていただければと考えており、今回の検討会の趣旨については理解している。今後

の検討会では以降、基本方針に沿った形で意見を述べていきたい。 

 

○委員 資料３の災害時でも機能を保てるという点について、これは秋水園全体のことか、それ

とも焼却炉か。 

○事務局 秋水園全体のことである。災害時に秋水園全体の機能が停止してしまうことを防ぐた

め災害時でも安定して稼働できるようにと考えている。 
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○委員 例えば洪水等で秋水園の施設が水に浸かったと仮定すると、焼却炉は今後、浸水対策を

するので大丈夫だと思うが、リサイクルセンター等の他の施設は水が２・３メートルほど浸かっ

ても運転できるのか。 

○事務局 リサイクルセンターは浸水想定よりは高く建設されていないが、ただ実質収集が止ま

ったり、事業継続のことがあるので、リサイクルセンターについては分別作業やストックヤード

としての役割が強いため、仮に浸水したとしても、ごみの処理そのものが大きく止まるというこ

とは想定していない。 

○委員 管理棟のコンピュータ等が色々とあると思うが、水浸しになっても問題ないということ

か。 

○事務局 そこまで浸水してしまうと多少の影響が出ると思われる。 

○委員 私自身も秋水園にごみを持ち込んだ際、計量棟にて重量を測定した。そういった施設は

水没しても多少は大丈夫だろうが、完全に水没したら機能するのかという危惧がある。 

○事務局 基本的に一番大事な部分、いわゆる完全に停止してしまう、例えば水没による停電に

よりパソコンや計量機器が停止してしまう恐れは確かにあるが、基本的な機能が失われないよう

にリスク対策をすることが必要だと考えている。 

○委員 その程度では基本的な機能は停止しないし、再稼働は秋水園内で可能であるということ

か。 

○事務局 ある程度は可能と考えている。 

○会長 近、新しい施設については自立型といって災害時でも災害廃棄物の処理に困らないよ

うに、焼却施設をハザードマップ上の水没する高さよりも上に建設して、電力も自前で供給しな

がら運転をする方式を採用している自治体が大半であることから今のご質問についても、今後の

検討会の中で議論をするということになる。特に意見もなければ、 初のほうに私が言ったが、

基本方針に沿って、基本計画を検討していくことがこの検討会の役割であるので、その過程の中

で、委員のご意見をいただきながら、基本計画に反映されていくということが必要だ。それでは

用意されていた議題が終わったのでその他について事務局から説明する。 

 

（５）その他 

 

・連絡事項 

 

〇事務局 第２回の検討会は１０月中旬を予定しており、決定したら速やかに開催通知を送付

し、各委員へご連絡する。 

また、本日の会議録については、事務局で作成して、各委員にご確認いただいたのち、市ホーム

ページにて公開としたい。 

○会長 次回は１０月、議事録については、出来上がり次第、委員の皆様に送付して確認をして

もらう。会議録について、私そんなこと言っていないということがあれば当然そこで修正をして
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いただくということになるかと思う。 

それではすべての議事が終了したので、事務局の方に返したいと思う。 

（６）閉会 

 

（７）既存焼却施設等の施設見学 

・事務局より委員を対象にした秋水園のごみ焼却施設の見学を実施した。 
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会  議  録 

会 議 の 名 称 令和 2 年度第 2 回東村山市ごみ焼却施設整備基本計画検討会 

開 催 日 時 令和 2 年 10 月 16 日（金）14 時 30 分から 16 時 40 分 

開 催 場 所 東村山市秋水園 リサイクルセンター 3 階 研修室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委員） 

荒井喜久雄会長、安田憲二副会長、伊藤鉄雄委員、上坂裕美委員、岡林主殿

委員、福山邦夫委員、五野井暎委員、齋藤隆委員、関和男委員、柳樂雄司委

員、志村裕美委員、大塚恵美子委員、小田耕一委員、宮脇健太郎委員 

（事務局） 

大西資源循環部長、肥沼資源循環部次長、岡秋水園施設整備課長、 

濱田施設課長、井上施設整備計画係長、石黒主任、加田主事 

 

●欠席者：小森生美委員 

傍 聴 の 可 否 傍聴可能 
傍聴不可の場合

はその理由 

 

傍聴者数 6 名 

 

会 議 次 第 

 

1. 開会 

2. 確認事項 

（1）検討会における検討事項の確認 

3. 協議事項 

（1）ごみ処理方式と施設規模（処理能力）について 

（2）新施設の計画ごみ質について 

4. その他 

5. 閉会 

問い合わせ先 

資源循環部秋水園施設整備課施設整備計画係 

担当者氏名 井上・石黒・加田 
内線 2633 
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会  議  経  過  

1．開  会 

 

2．確認事項 

 

（1） 検討会における検討事項の確認 

 

○事務局 資料１について説明 

 

○会長 資料１の検討会における検討事項の確認について、「ごみ焼却施設の基本仕様」「環

境保全対策」「付帯機能」「土木・建築計画」「事業推進のために必要な事項」を基本方針に

のっとり、確認もしくは検討していくことを説明いただいた。ご意見、ご質問を伺いたい。 

 

〇委員 本検討会の中で、焼却施設のメンテナンスの期間や規模について検討する必要はない

か。それとも、この中の検討事項に含まれているのか。 

〇事務局 今後の管理運営について事業方式で検討することになり、一部メンテナンスに関し

て関連性はあると思っている。メンテナンスについてご意見があれば、事業方式の議題の際に

ご意見いただきたい。 

〇委員 承知した。 

 

〇委員 前回の会議の後に秋水園の既存施設については見学することができた。現在新型コロ

ナウィルス感染拡大で大変だとは思うが、状況をみて検討期間中に、都内の幾つかの施設を見

学させていただきたいと考えている。 

〇事務局 検討会の会期中に視察を行いたいと考えている。具体的な内容については今後検討

させていただきたい。 

〇委員 承知した。 

○会長 23 区や多摩地域などの都内施設の見学を検討し企画していただきたいと思う。 

 

〇委員 前回の委員会で配布された資料 3「ごみ処理施設整備基本方針」と資料 4「検討会の
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進め方」に基づき、検討会における検討事項の確認という流れだと思う。前回の会議の振り返

りも含めて、委員の皆様よりそれぞれ意見が出されているが、十分に全員の意見を聞き取れて

いる状況ではなく、事務局と委員の質疑応答に終始していたと思う。しかし、本来、検討会で

は小さな意見にも耳を傾け、委員同士で意見交換し、その後に合意形成されるという場でなけ

ればいけないと考えている。 

 検討会では施設内容について議論することになり、施設周辺の交通事情や環境については別

のセクションで検討されているということは理解している。しかし、施設を検討していく上で

は、環境配慮や安心・安全という点も密接に関係しており、委員の皆様や市民の皆様も関心の

ある内容であると思う。ハードなどの専門的な内容については分かりやすく説明いただきなが

ら、都内の施設を見学して、どういう問題があるのかということを我々が身近に感じて、それ

をまた委員の皆さん同士でディスカッションしていくという場にしていただきたい。そういっ

た意味では、ホワイトボード等を活用したり、前回の検討会の内容等をフィードバックしたり

するような形で検討会を進行していただきたい。 

○会長 今のご意見は、主にこの会議自体が事務局と委員の間の個人的な話に近いような形で

進行がなされていることについて、ある程度、委員同士の意見交換をしたほうがよいのではな

いかというご意見である。そのため、ホワイトボード等を用意することもよいのではないかと

いうご意見だが、事務局の考え方を伺いたい。 

〇事務局 事務局と委員の対面の話が多いのではないかという点については、第 1 回目の議事

が、市のこれまでの取組や現状の説明が多かったため、委員から事務局に対して状況を確認す

る質問が多かったと思う。今回の第 2 回目からは、ごみ焼却施設の整備基本計画を策定するた

めの検討会として、それぞれの議題に応じた内容の資料提案をさせていただくことになるた

め、その議題に沿った意見交換をしていただきたい。ホワイトボード等が必要であれば、準備

はできるので、利用することは可能である。 

○会長 第１回目は説明的な要素が多かったため、事務局と委員との間で意見が交わされた

が、今後は様々な形で委員の意見をお聞きするということになるため、委員同士の話も当然出

てくるということである。ほかの委員の皆さんのご意見も伺いたい。 

〇委員 前回に関しては、説明内容の確認をするため、事務局に幾つか質問したが、今後取り

まとめの中では委員間での自由討議が必要となってくると考える。 

○会長 委員間の討議が必要となるというご意見である。先ほどの委員と同じ意見であるが、
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そのような方向性で進めるということでよろしいか。 

（異議なし） 

〇会長 それでは、今後、極力お互いに意見を述べ合って、活発な議論を行うような検討会を

目指して進行させていただく。検討内容については、資料１の内容で進めることとし、今後検

討を進める中で、お気づきの点があれば、適宜、ご意見を頂き、修正するこということでよい

か。 

（異議なし） 

〇会長 それでは、本検討会における検討事項は資料１に記載の 5 つの項目とし、検討は委員

間で活発な議論を行いながら進めていくこととする。 

 

３．協議事項 

 

（1） ごみ処理方式と施設規模（処理能力）について 

 

○事務局 資料 2、資料 3 について説明。 

 

○会長 資料 2 のごみ処理方式について、基本方針で定めた焼却方式のストーカ式の説明をし

ていただいた。資料 3 の施設規模について、1 ページの図 1 にあるように、将来人口の推計、

ごみ排出量の推計と併せて、災害廃棄物処理計画から災害廃棄物量の推計し、計画処理量を検

討する。その後、計画処理量を使って、施設規模を算定するといった順序となる。 

基本方針では 100t/日から 110t/日と示していたが、目標年次を令和 10 年度として推計した結

果、2 万 6,540t/年のごみが排出されるということになり、この数値を環境省が通知で定めた施

設規模の算出式に入れて算定すると 98.74t/日となり、そこから約 100t/日となった。なお、施

設規模については今後のごみ量の実績の把握やごみ量推計を踏まえた検証により、必要に応じ

て見直しを行うものとし、再度施設規模を算定する際は 新の情報をもとに決めていくことに

なると考える。 

以上の 2 点の資料についてご意見、ご質問を伺いたい。 

〇委員 ストーカ式は昔からある古い方式であるが、機能など新しくならないのか。車や家電

などは新しくなっている。 
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○会長 ストーカ式が出てきたのは 1965 年（昭和 40 年）と言われている。その後、溶融炉、

ガス化溶融炉の順で各方式が世に出てきた。ストーカ式については改善が進んでおり、昔は物

を燃やすために必要な空気量に対して約 2 倍から 2.2 倍の排ガスを排出していたが、 新の施

設では、約 1.2 倍や 1.3 倍に低減できているなど改善が進んでいる。一方、溶融炉は焼却灰を

溶融してスラグにする施設であるが、費用がかかり過ぎることや安定運転ができないというこ

とで取りやめるケースがあり、採用事例は少ない。ガス化溶融炉はダイオキシン類対策に有効

ということで、平成 12～13 年ごろから普及が図られ、その当時、新規参入も含めて約 20 社の

ガス化溶融炉メーカーがあった。しかし、その後、技術的に難しい点があり、現在手掛けてい

るメーカーは 4 社程度となっている。 近の新設の炉の割合は、ストーカ式が約 7 割、ガス化

溶融炉が約 3 割を占める。このように一般的に、ストーカ式は安定的に運転できるという評価

を受けているため、東村山市としても基本方針においてストーカ式を採用するという方向を決

めたということである。 

〇委員 補足すると、ストーカ式は 140～150 年ぐらい前にドイツで開発された方式である。

方式としては古いが、ダイオキシンが問題になった時に、燃焼性能がかなり改善され、信頼性

が高くなっている。技術は長く使えば使うほど安定性が増し、安全になるということが、安全

工学の面からも証明されおり、そういった意味では 100 年以上使われているストーカ式は信頼

性が高いといえる。一方で、開発されてからの期間が短いガス化溶融炉やほかの方式は、安定

性や経済性の点から見てもまだ問題があるため、安全・安心を第一にしたいという東村山市に

とって、ストーカ式が適しているというとりまとめになった。 

〇委員 技術的な面は、一気に改善されることがあるのではないか。例えば、製鉄の技術は、

以前は石炭を利用していたが、現在では別の製造方法に改善され、生産性はかなり上がった。

焼却炉についても、炉の形状を変えることやメンテナンス性が飛躍的に向上するなどの技術的

な改善はなされていないのか。先日の既存施設の見学の際、スプーン 1 個が火格子に引っかか

ってしまうと故障してしまうと聞いたが、そのような細かい問題点はすでに改善されているの

か。 

〇委員 ストーカ式については、ダイオキシン問題が起こった際、燃焼性能や排ガスを処理す

る集塵機の性能や管理方法が大きく変わっている。スプーンなどの想定外の混入物は 100%予

測できるものではないため、基本的に燃焼性の高さ、使い勝手の良さなどが、方式採用の判断

の基準になると思う。 
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〇事務局 会長や委員の説明の通り、ストーカ式という方式自体はかなり古いものである。し

かし、例えば車を見ていただければ、ガソリンエンジンの車はずっと走っているが、30 年前の

車と現在の車は全く性能が違うといえる。同様に、30 年以上稼働している既存の炉に対して、

新のストーカ式焼却炉では、現状で不具合が出ている部分や対応できていない部分について

更新された施設になると考えており、全く同じスペックとなるわけではない。 

〇委員 ストーカ式は、これまでにいろいろな問題が積み重なってきていると思うが、そのよ

うな問題点について、解消されているのか、どのように解消しているのか。 

〇事務局 機械であるため、運転していればどうしてもスプーンなどが混入し、引っかかって

止まってしまうということはあるが、それによって完全に焼却処理が止まってしまうようなこ

とにはなっていない。小さなトラブルは多少あるが、注意しながら運転管理することで改善し

ている部分もある。そのような点については新規の施設についても特段問題はないと判断して

いる。 

○委員 それに対してはかなり議論が進んでおり、新しく施設を作る場合は、事故の記録を全

部集め、どこをどのように注意したほうがよいかというリスクアセスメントを義務づけてい

る。リスクアセスメントでは具体的に重要なものを挙げ、それを含めて評価し検査を進めるよ

うになっているため、今後の検討の過程で論点は明確になると考える。 

〇委員 もう１点質問で、ごみピット内のごみはクレーンによって攪拌しているが、クレーン

を使う方法ではなくて、ピットにごみを貯めるのではなく工場のようにかき混ぜながら、水を

切りながら金属も取って、機械で送っていくような方法にはできないのか。クレーンの撹拌が

昔ながらな感じがする。処理工程で水切りや攪拌、金属の選別などを行う設備を設けたほうが

効率的ではないか。 

○委員 ごみはちりが多く、水分も多く含んでいるものと含んでいないものが混ざって持ち込

まれているため、一日放っておけば水が抜けるのではなく、１週間程度の長い期間をかけて水

切りをする必要がある。このように、ごみには様々なものが含まれ、含まれるものの水分量に

もむらがあるため、それなりの処理をする必要がある。 近では、AI を利用して、ごみ攪拌を

自動運転に近い形で行う技術が検討されている。 

〇委員 ごみピットにごみを集め、クレーンで持っていくことが非常に古い技術だと思ってい

る。食材の余った弁当ごみを処理装置に入れると、プラスチックと生ごみに分かれるという事

例を先日テレビで見た。日本は技術力を持っているので、ごみをそのままピットに入れず、前
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処理工程で分別できる設備を考えている人はいないのか。 

○委員 分別などは別にやっているところがあるが、これは難しい問題も多く、必ずしもうま

くいっていないところも多いと聞いている。様々議論はあるが、焼却炉は長い期間使うため、

その間の変化も含めて考えると、現在と同様にピットにごみをためる方式で運用したほうが、

結果的に地震などが起きた際に、その変動に適応できると考えられている。焼却炉以外に前処

理工程等をすべて連結した処理システムにしてしまうと、地震が発生した際に、どこか一部の

危機の不具合により、施設全体が止まってしまう可能性がある。その際に、ピットがあって、

ごみをためることができていれば、焼却炉が壊れない限り、施設を運転できることになる。今

後議論の過程でさらに新しい技術が出てくる可能性もある。一番早く新しい技術を取り入れる

としたら、学会でも発表例の多い AI を使った自動運転の可能性が高いが、一長一短にいくも

のではない。もちろん検討していく必要はあるが、それは建設の時点で一番よいものを選べば

よいと思う。今から決める必要はないが、それなりに事情があって、現状のやり方をしている

ことはご理解いただきたい。 

○会長 ごみ処理は安定的にできるということが重要で、各自治体は信頼性の高い施設を選択

するということを基本的な考えとして持っている。ごみ処理が滞ると街にごみがあふれてしま

い、それを避けるために安定的な施設を設置したいということ。様々な新しい技術が出てきて

いるが、3 万 t 近い東村山市のごみを処理するための新しい技術は見つけることが難しく、ス

トーカ式が安定的である。場所によっては、先ほど説明したように、ガス化溶融炉を導入する

ところもあるが、ここでは比較検討した結果、ストーカ式焼却炉を導入すると判断をしたとい

うことになる。 

〇委員 もともと、あり方検討会の中でほかの方式というものを検討されて比較されているの

か。 

○会長 その通りである。 

〇委員 私はその検討過程を見ていないため、細かいところは分からないが、ストーカ式にて

検討を進めていくという認識でよいか。 

○会長 ストーカ式というのが基本方針で決めた内容である。決してストーカ式ありきで決め

たわけではなく、今実用的だとされるほかの方式も含めて比較検討した結果、ストーカ式が一

番よいだろうという結論になったということである。 

資料内「コンセプトに対する主な特徴」にある通り、「社会動向の状況に対応し、常にごみ
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を安全かつ安定的に処理できる施設」については、多くの実績があり信頼性が高い、将来の社

会動向への対応がしやすい、小規模施設における発電実績や省エネ化に優れ、将来の人口減

少・ごみ量減少への適応性が高いという判断をしたということである。また、処理方式がシン

プルで消費電力が小さいなどにより、停電時の自立運転による復旧が容易であるなどの理由を

挙げている。炉内は火格子と呼ばれる部分が動くことによってごみを前へ前へと押し出してい

くといった仕組みになっている。ごみホッパーからごみを入れると、灰押し出し装置まで、お

よそ 1 時間半から 2 時間かけ、自動で押し出されることになる。その上部に設置された焼却炉

がボイラーにつながり熱回収をし、回収した熱はタービン発電機を使って発電を行い、余熱利

用をするというシステムになっている。その後ろにろ過式集塵機、ガス冷却設備があり、排ガ

ス中の有害成分を除去し、きれいなガスにして煙突から出すというシステムとなっている。 

「循環型社会を推進し、資源の有効利用に寄与する施設」については、循環型社会実現のた

め、3R を目指し、ごみを出さない、再利用する、あるいはリサイクルすることを推進すること

としている。焼却施設においても、回収物の資源化を安定的に行うことができるという点にお

いてストーカ式がよいとしている。発生する焼却灰・飛灰については、多摩地域 25 市 1 町で

行っているエコセメント化事業を継続することで、現在と同様に焼却灰をリサイクル、資源化

することが可能である。先ほど説明したガス化溶融炉の場合は、焼却灰ではなくスラグが生成

されるが、スラグについては建築資材として、アスファルトの中に混ぜたり、コンクリート製

のブロックに一部入れたりして使われている。再利用の仕方がエコセメントとは方向性が違う

が、建材にするという点では同じと思う。 

「周辺環境に配慮し、低炭素社会に資する施設」については、安定した処理により生活環境

の保全を実現し、廃熱のエネルギーを効率的に利用できるという点でストーカ式がよいとして

いる。先ほど説明したガス化溶融炉については、燃料や副資材を使い、エネルギーの消費量が

大きいという点が低炭素社会に資するという点では課題があるのではないかという評価をした

と記憶している。 

「施設整備及び維持管理・運営にあたり経済性に配慮した施設」については、施設の消費電

力が小さく、運営費が安価な傾向にあり、ストーカ式焼却炉を取り扱うメーカーが多いことか

ら市場での競争原理が働きやすく施設整備費・運営費が安価な傾向にあること、破砕などの前

処理設備が不要なため、施設整備費が安価な傾向にあることなどが特徴として挙げられる。 

 この様な点を評価し、基本方針ではストーカ式とすることとした。ほかに、ご意見、ご質問
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があれば、伺いたい。 

〇委員 ごみ処理施設整備基本方針においてストーカ式が一番よいということで決まっている

ため、本検討会において再度同じことを検討しないということでよいか。 

○会長 再検討はせず、ストーカ式として進めるということでよい。 

○委員 それであれば、東村山市の規模等を考慮すると、ストーカ式、流動床式、キルン式の

内、ストーカ式が一番よいと考える。安全性、安定性、建設費、維持管理の観点が一番重要と

考える。これからの時代は持続可能な社会にしていかなければいけないため、より安定した機

械を長く大事に使っていくことが求められると思う。以前、流動床式が良いなどの意見が出て

きたと思うが、この 3 つの方式の中ではストーカ式がベストだと思う。これまで様々な炉を見

させてもらう機会があったが、当然、ストーカ式という方式で処理する以上、そこにプラスチ

ックごみなどが溶けて固くなったものが詰まってしまうといった事象は出てくる。しかし、そ

のような事象は簡単に解決できることであり、総合的に見てほかの方式と比べたら、ストーカ

式を採用するのがよいと考えている。 

○会長 基本方針の検討委員会でもそのような結論を出し、ストーカ式が東村山市では一番適

当であるという結論を出している。先ほども説明したように、基本方針の 4 つのコンセプトの

観点から見ても、結論的にはストーカ式がよいということになった。 

〇委員 あり方検討会の議論を尊重するが、不勉強な部分もあり、分からないところが何点か

あるため、ご教示願う。東村山市では昭和 37 年からストーカ式焼却炉でごみ処理を行ってお

り、ほかの自治体においても約 7 割はストーカ式を採用しており、ほかに替わるものが総体的

にないと考える。先ほども説明があったように、災害廃棄物の処理などによるごみ質の大きな

変化への対応、SDGs や低炭素化にどのように貢献できるかという点についてどのような議論

がされたのかご教示願う。 

 もう 1 点お聞きしたい。以前見学した多摩地域の比較的新しい処理施設で水銀が 1 回だけで

はなく、2 回あるいは 3 回検出されたことがあると伺っている。水銀の検出があった場合、炉

を止めて点検するということである。そのような大きなトラブルは当市においてこれまでおそ

らくなかったと思うが、そのようなリスクはどのように整理すればよいのかご教示願う。 

○会長 昭和 37 年に秋水園でストーカ式焼却炉が稼働してから長い歴史があるが、ごみが随

分変わってきたのではないかとのご質問である。 

また、 近の環境問題では SDGs、いわゆる持続可能な社会を作ることがうたわれている
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が、その関係でごみ質、災害廃棄物と SDGs について、市としての考えを説明してほしいとい

うことである。 

 もう１点、ある施設では排ガス中に水銀が出たという事象が出ていることについてどのよう

に考えているか事務局で答えられるところは答えていただきたい。 

〇事務局 現在の炉を設計したときから、ごみの質が変わっているため、新しいストーカ式焼

却炉を設計するにあたり、現在のごみ質にあった計画ごみ質について、次の議題にて議論して

いただくことになる。 

SDGs、低炭素社会の実現については、カーボンニュートラルという考え方があり、ごみを

燃やすことやごみの運搬で車を利用するなど、様々な CO2 を排出することになる要因がある

が、それらを総体で考えると東村山市の場合はここで焼却処理をし、焼却灰については日の出

町でエコセメント化するという形は、総合的に貢献できると考えている。 

 さらに余熱の利用について、現在、既存施設は古い施設のため、余熱利用が十分できていな

い。ごみを燃やしたことにより、余剰熱が発生しているが、その余熱の利用についても今後委

員の皆様にご議論をいただく予定である。 

 災害廃棄物については、先ほどのごみ質の話と同様に、震災や風水害により生じることが想

定される災害ごみを包含した形で検討していくことになる。 

水銀の問題については、これについてはストーカ式焼却炉自体の問題ではなく、ごみを出す

際のマナーの問題である。当市の場合は今までは検出されたことはないが、水銀を含んだ物を

燃やせるごみに入れた場合には、水銀を含んだごみを処理することになってしまう。数年前に

水銀の回収キャンペーンとして、市内各所に回収箱を設置し、家庭にある体温計などの水銀を

含む製品の回収を行い、燃やせるごみに混ぜられないようしたことがある。このように、施設

計画とは別のごみ施策として、市民の方に適正な分別、排出をお願いすることも併せて予防策

として取組をしている。 

〇事務局 ごみ質については、基本的に燃やせるごみが対象となっているが、資源物として容

プラ、ペットボトル、あるいは雑誌について徹底して分別していただいていることもあり、当

市は一人当たりのごみの排出量の少なさにおいて全国でも高い水準を保っている。一方で、高

齢化社会が進み、ひとり暮らしの方が増えているため、惣菜の容器などプラスチック製品など

が、燃やせるごみ入っていることも事実である。今後、高齢の方々が増え、プラスチック製品

の排出もこれから増えることが予想され、分別の徹底は前提であるが、燃やせるごみの中にそ



 

－添付資料 4-21－ 
 

のようなプラスチック製品が入ってくることが想定される。そういった点も考慮し、安定的な

処理ができ、低炭素社会や SDGs に貢献できる施設を目指していきたいと考えている。 

○委員 焼却方式は、ごみを燃やし、CO2 を排出することになるため、非常によくないとの評

価になっているが、CO2 排出量についてはプラスチック系、化石燃料を使って作ったものが対

象になるため、ごみに含まれる生ごみ、繊維や紙はカーボンニュートラルに該当する部分とな

る。よって、燃やしているもののうちの約 6 割はカーボンニュートラルに該当し、約 4 割は

CO2 排出量の計算対象となる。その 4 割の CO2 排出量に関しては、ごみの燃焼熱を利用し、

電気をつくることで CO2 を減らせるため、総合的にみると大部分で対応できているという評価

をしている方もいる。 

 次に、災害ごみに関して、不燃物と可燃物が混ざった状態の災害ごみをそのまま焼却炉で処

理すると、燃焼に影響するという懸念がある。しかし、東日本大震災や熊本地震の経験によっ

て、災害ごみを分別し、大きな燃えるごみは破砕し普通の家庭から出てくるごみに近い形まで

小さくすることで、大きな影響がなく燃やせることがわかってきており、そのような対応がで

きる処理施設も現時点で存在する。技術的には金属が残って問題を起こすこともあるが、ある

程度分別や破砕などの処置をすることで、この問題も避けることができるという評価がなされ

ている。 

 そして、水銀に関して、水銀は燃える過程でできるものではなく、水銀を含んだものがごみ

に入ってくることにより、水銀が検出されることになる。昔の乾電池には水銀が含まれてお

り、この乾電池が焼却炉に入ることで水銀が検出される事象があったが、乾電池の分別を進め

ることで、水銀の検出リスクがかなり減ったということは研究によってわかっている。水銀は

特定の製品に多く含有されており、環境省は水銀の含まれる製品についてガイドラインで示し

ている。そのため、水銀の含まれる製品を捨てる場合は燃えるごみに入れないように各自治体

で広報も周知活動を行っている。それでも入ってくる場合があり、特に事業系のごみに混ざる

場合が多いため、事業系のごみは持ち込んだときに、ごみをすべて開封し、怪しいものは除去

するといった展開検査を行っている場合がある。それでもごみへの水銀混入を 100%防げない

ため、水銀の検出値が上がる場合がある。水銀の含有量が多いごみが入ってくると集塵機で除

去することができないため、水銀の含まれる製品をごみに入れないということが基本であり、

広報による周知活動や監視員を増して展開検査を行うなどの対応をするしかないと考えている

が、このように工夫がされており、一定量取り除けていると考えている。 
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○会長 ストーカ式を基本方針では決めたということと、今のごみ量から算出される施設規模

については 100t であるということを念頭に、そのほかご質問があれば伺いたい。 

〇委員 施設規模 100t について、今後の状況によって変わる可能性はあると思うが、資料を確

認すると、ほかの自治体に比べ、東村山市の災害廃棄物量のパーセンテージが若干高くなって

いる。資料 3（参考）では、立川市 15%、浅川清流環境組合は 10%、小平・村山・大和衛生組

合 10%と記載されており、自治体の考え方によって設定値が異なると思うが、当市の算出は災

害廃棄物処理計画を根拠としていると思う。その計画を確認して違和感はないが、災害廃棄物

量が平常時の処理対象ごみ量の 10%と 20%の場合で、約 10t の施設規模の違いとなる。10t の

違いは 終的には様々なところに影響すると思う。例えば炉の停止期間が長くなることや、1

炉運転が多くなり発電量が小さくなることで売電量が減ることなどが想定される。当然、2 炉

運転をしたほうが、売電量は多くなるはずである。その点について、 終的に検討していただ

いたほうがよいと思う。 

〇事務局 災害廃棄物量の見込みについては、各市のそれぞれの考え方で割合を設定してお

り、当市の場合は、災害廃棄物処理計画を策定しているため、その計画をもとに発生する災害

廃棄物量を資料 3 の 4 ページで示す①、②、③の考え方で整理している。3 年で災害廃棄物を

処理するという前提のもと、施設規模を算定する上での対象処理量として、災害廃棄物処理量

4,463t/年を算出している。この計算方法により災害廃棄物の割合が他市より若干多くなってい

るが、これに対してご意見等があれば伺いたい。 

〇委員 災害が起きたときのことを考えているため、なるべく余裕をもって 20%あったほうが

よいということはわかるが、ほかの自治体はどこでも大体は 10%である。なぜ 20%にしたかと

いうところを伺いたい。 

〇事務局 今の説明の補足させていただく。資料 3 に記載の通り、避難所の 1 日あたりのごみ

排出量 8.4t は災害廃棄物処理計画で設定されている。避難所の開設期間はそれぞれの自治体に

よって考え方が異なり、今回は東日本大震災における宮城県での避難所開設期間 9 カ月間とい

う一番厳しい状況での数値を採用し、施設規模の算定の根拠としている。 

東村山市において、避難所の開設期間が 9 カ月で適切か、3 カ月程度で十分ではないかな

ど、その設定根拠については様々な考え方もあると思う。災害廃棄物処理量については自治体

ごとそれぞれの考え方があると思う。 

〇事務局 他自治体では 0％や 10％というところもあるが、今回はかなり余裕を確保した災害
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廃棄物量の設定としている。実際の災害の規模は発生しないと分からないため、市としては災

害廃棄物が処理できず、ごみで溢れかえってしまう事態を心配している。甚大災害が起きた際

に 3 年間で災害廃棄物を処理していくという形で検討しているが、皆様の中で、コスト等を考

慮した検討を行うことで、90t 程度で可能ではないかというご議論もあると思うため、ぜひ委

員の皆様のご意見を賜りたい。決して当市も 20%、100t にこだわっているわけではない。施設

規模が小さくなれば当然建設コストも下がるが、一方で、昨今大きな災害が続いているといっ

た状況も考慮しながら、周辺で一番新しい施設の浅川清流環境組合、それから建設中の小平・

村山・大和衛生組合の施設における設定値と勘案した上で、どのような数値設定をすればよい

か、皆様のご意見を賜りたい。 

○会長 10%が多いのは確かであるが、災害廃棄物をどのように処理するかというところが、

市の特徴として出ていると思う。 

〇委員 想定災害については、地震または豪雨なのか。豪雨に関しては、以前秋水園が水没し

た場合にどう対応するのか回答を頂いたが、その際の水害予想では秋水園は 5m 浸水地域に指

定されていた。 新の水害想定は 2m と伺っているが、水害想定は 5m と 2m のどちらを想定

した上で、災害廃棄物量を算定しているか。 

〇事務局 市内には河川があるが、災害廃棄物量は圧倒的に震災より水害のほうが少なくなる

ため、大震災を想定している。 

〇委員 地震のほうが、西日本豪雨よりも災害廃棄物の発生量は少ないということか。 

〇事務局 地震の方が、被害が大きい。 

〇委員 その場合、秋水園の浸水高さを何メートルに設定しているかわからないが、算出した

際の計算はあると思う。私は、川をたまに散歩で見ているが、どこも改修したような覚えがな

い。清瀬のほうは、金山緑地公園に行くと、きれいになっていると思う。小金井街道など 20

年ぐらい改修工事をやっていたが、秋水園のほうはそれだけの水位を減らす改修工事をしたか

覚えがない。浸水水位の数字はどこで検討して出されたものか。 

〇事務局 東京都で検討されたものである。治水対策は上流域を改修しても意味がない。下流

域から改修を積み重ねる必要がある。防災担当に確認したところ、当市の場合、空堀川と柳瀬

川の合流地点のあたりの河川が蛇行している個所が原因でかなりの水害が予想されていたが、

ここ数年でその部分の河川改修がかなり進んだことで、瞬間的な溢水の可能性はあるが、水害

の問題は一定程度解消されたということである。今回のハザードマップは、想定雨量を以前よ
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り高い数値で設定しているが、そのような対策が進んだこともあり、結果としてこの周辺の区

域については水害想定が下がったと伺っている。 

〇委員 それは東京都の誰に問い合わせれば分かるのか。3m 分の水量が一気に解消されると

いうことは、かなりの規模の工事をする必要があると考える。 

 また、もう 1 点確認だが、先ほど災害ごみを破砕すると説明があったが、破砕機は現状もあ

るのか。以前確認したら、現施設にはそのような機器はないということだった。 

〇事務局 現在、畳などを破砕するような機器はない。 

〇委員 先ほどの説明では、あるようなことを言っていたのではないか。 

〇事務局 新施設の更新後の話であるため、現状の施設の中では破砕機能は持っていない。畳

等の処理はできないということではなく、現状でも人力で裁断すれば処理することができる

が、今後、新しい施設の概要を決めていくときに破砕機能の要否についてもご意見をいただけ

ればと思う。 

〇委員 炉の付帯設備として、破砕機能をつけるということか。 

〇事務局 炉の付帯設備として破砕機能がついているものや別途破砕機を持つ場合がある。 

〇委員 現状、別途破砕機を持っていないとすると、今水害が起こったらどのように対応する

のか。そのような想定は現時点でしていないということか。 

〇事務局 破砕機能を持っていないから災害廃棄物を処理できないわけではない。機械で破砕

や人力で破砕することはできる。 

○委員 畳は横長なので、昔はギロチンと呼ばれる機器を使って裁断していた。途中であまり

利用されなくなったが、機器そのものは現状もある。そのため、状況に応じてそのような機器

を採用すればよいため、全く手段がないわけではない。 

○会長 先ほど資料 1 にて提示された確認事項の中に設備の詳細も検討していくことになって

いるため、もしそのような破砕機が必要であれば、計画に盛り込んでいけばよいと考える。災

害廃棄物としてではないが、畳を受け入れている施設では、今説明のあったギロチン式の裁断

機を入れているケースが多い。 

〇委員 現状の炉では、大きな木を入れてはいけないと以前聞いたことがある。なぜ破砕がで

きないのか。農家などに木などを破砕する機器があるが、そのようなものがなぜ現在の施設に

ないのか。 

○会長 一般的には、そのような設備を入れると、様々なものをごみとして出してしまうこと
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につながり、排出者の責任が曖昧になる可能性がある。 

○委員 ごみを出すときには、例えば木は 50 ㎝以内、金属は 30 ㎝以内などと決められている

場合があるのは、前処理せず焼却することを前提にして、ごみを収集するためである。災害時

は、そのようなことはできないため、破砕機のようなものは必要であるが、平常時に何でも持

ってこられると、どのような施設でも機能不全に陥る可能性がある。そのため、ごみを持ち込

むときのルールとして、木は 50 ㎝以内、金属は 30 ㎝以内と決めている。 

〇事務局 補足だが、当市はこの計画を作る前に策定した災害廃棄物処理計画を基に想定量を

算出しているが、災害廃棄物処理計画が策定される前に建設した施設については災害時の具体

的な想定まではしてないケースもあると思う。 

〇委員 以前は災害廃棄物に見込んでいないケースが多く、 近はパーセンテージとして見込

んでいるということだと思う。 

〇事務局 そのような理由で、0％、10％、20％といった自治体での差が出ている。 

○会長 先ほどあったように、何日で処理するかなど細部を詰めていく段階で、数字をもう一

度見直すということになる。今は 100t で仮置きしているが、見直しをして決めていくことにな

る。 

 

（2）新施設の計画ごみ質について 

 

○事務局 資料 4 について説明 

 

○会長 ここでは、新しい施設の計画ごみ質、つまり、どんなごみが入ってくるかということ

を推計したということである。計画ごみ質は、処理能力や付帯設備を設計する上で非常に重要

であり、今回設定するということである。算定方法としては、現在のごみ質のデータを整理

し、そのデータを統計処理して将来的なごみ質を推定する。それを計画ごみ質として設定する

ということである。4 ページの表 2 にごみ質分析結果として、三成分と種類別組成を出してい

る。この種類別組成をグラフ化すると図 3 のように、紙類、布類、合成樹脂類、ゴム・皮革

類、木・竹・ワラ類、厨芥類、金属類に分けて記載されている。これを統計的な処理をするた

め、複数ある推計式の内、Steuer（シュトイヤー）の式を使うと、6 ページの通り、計画ごみ

質として発熱量、三成分、単位体積重量、元素組成、計画ごみ質の発熱量が算出され、低質ご
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みは 6,100kJ/kg、基準ごみは 9,100 kJ/kg 、高質ごみは 1 万 2,600 kJ/kg と算出される。それ

らの数値を近隣の施設と比較すると、東京 23 区の練馬や武蔵野市と比べると低く、浅川清流

環境組合や立川市、小平・村山・大和衛生組合とほぼ同等ということである。この数値を大き

くすると焼却炉が大きくなり、経済的な建設ができないので少し抑え目にしたという説明であ

る。 

 以上であるが、何かご意見、ご質問があれば伺いたい。これは建設する直近のデータを使っ

て見直すということであるが、現時点のデータを使い推計すると、このような結果となるとい

うことである。 

〇委員 これからどのようなごみ減量の方策を考えているか。 

〇事務局 一般廃棄物処理基本計画が、来年度から次期の計画に移行する。昨今、プラスチッ

クごみや海上プラスチックの問題も出ているため、プラチックの削減、また、食品ロスがかな

り増えてきているということもあり、食品ロスの削減、さらに従来どおり資源化等の代替性に

ついて、市民にご協力を得ながら引き続き減量施策は続けていく。その中で、生ごみについ

て、集団回収事業については今年度で終了になるが、ライフスタイルに合わせた家庭での減量

施策として、ミニ・キエーロという、家で生ごみが処理できる機械について、現在モニターで

実証実験もやっている。そのような新たな取組をし、それぞれの家庭に合った様々なパターン

の減量方策をご提案しながら進めていきたいと考えている。 

〇委員 以前、市報において、計画的にごみ量を減らすといった内容が書いていたと思う。 

○会長 ごみ減量は計画ごみ質に影響を与える場合もあるが、本日は資料に沿って計画ごみ質

について議論したい。先ほど事務局から説明があったように、計画ごみ質は建設するまでにデ

ータがそろってきたらまた見直すということであり、これで決定するということではない。 

〇委員 プラスチック類を減らすような国の計画があったように記憶している。 

〇事務局 国ではレジ袋の有料化などのプラスチックごみ削減の取組をしており、市も合わせ

てプラスチックごみの削減を行っていく。当市の場合、例えば庁内の会議でもペットボトルを

使わず、マイボトルの利用をするよう推奨している。プラスチックごみの削減は国も都も取り

組んでおり、当市においても、そのような様々なキャンペーンを行いながら、プラスチックご

み削減に取り組んでいく。 

○会長 国もプラスチックごみについて取り組んでおり、環境審議会でプラスチックごみにつ

いて検討され始めていると聞いており、来年あるいは再来年の時点で一定の方針が示されるの
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ではないかと思っている。その方針が示されれば、それに合わせて市も取り組んでいくことに

なると思う。 

 計画ごみ質については、今回の検討内容を理解した上で、まだ見直す機会があるという理解

でよいか。 

（異議なし） 

〇会長 計画ごみ質については、少し分かりにくく、中身を完全に理解するというのは難しい

と思うが、概ね周辺の施設と同じ計画ごみ質で、紙などが一番多く、合成樹脂や厨芥類も多く

入っているとだけ、ご理解いただけたらと思う。 

 用意された議題は終わったため、以上で本日の議事を終了とする。 

〇事務局 先ほどの想定水位の件については、柳瀬川流域で時間 大雨量 153mm、総雨量

690mm でという条件で、東京都建設局で行った想定の結果である。 

〇委員 以前のハザードマップの条件はどのようなものか。 

〇事務局 以前の条件は、今把握していない。ただし、新しい条件については、以前よりかな

り厳しくなっている。当初、東海豪雨を想定するという話であったが、想定し得る 大規模の

降雨量として、時間 大雨量 153mm、総雨量 690mm という条件で想定したということであ

る。 

〇委員 想定雨量が減っていれば理解できるがそうではない。 

〇事務局 河川については、それぞれの河川管理者が想定雨量に対して、水位を想定すること

になる。柳瀬川は、東京都の管理河川であり、東京都の河川管理者が想定をしている。 

〇委員 河川管理者が決めたことになるのか。 

〇事務局 これは東京都や国交省の各河川事務所が、想定雨量に対して災害の想定をしてお

り、それらの想定を建設局がまとめたという形になる。 

〇委員 想定水位については、建設局が決めたというのではなくて、河川事務所が決めたとい

うことか。 

〇事務局 今回の場合は東京都の建設局河川事務所ということになると考える。 

〇委員 どこか変わっていれば、想定浸水高さも減ったと理解できるが、川の近くを散歩した

際、どこも変わっていないと感じる。 

○会長 説明にもあったように東京都の建設局が実際の実務を担っているということだと思

う。今後、防災機能の議題の際に、事務局よりハザードマップの資料を含めて説明いただけれ



 

－添付資料 4-28－ 
 

ばと思う。 

〇事務局 承知した。 

 

４．その他 

 

〇事務局 1 点連絡事項を申し上げる。現在、第３回の検討会の開催予定日は 12 月上旬を予定

している。開催日時等の詳細については、開催予定の 1 カ月前を目安に開催通知を送付してお

知らせする。 

 

５．閉会 
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会  議  録 

会 議 の 名 称 令和 2 年度第 3 回東村山市ごみ焼却施設整備基本計画検討会 

開 催 日 時 令和 2 年 12 月 4 日（金）14 時 30 分から 17 時 10 分 

開 催 場 所 東村山市秋水園 リサイクルセンター 3 階 研修室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委員） 

荒井喜久雄会長、安田憲二副会長、伊藤鉄雄委員、上坂裕美委員、岡林主殿

委員、福山邦夫委員、齋藤隆委員、関和男委員、柳樂雄司委員、小森生美委

員、志村裕美委員、大塚恵美子委員、小田耕一委員 

（事務局） 

大西資源循環部長、肥沼資源循環部次長、岡秋水園施設整備課長、 

濱田施設課長、井上施設整備計画係長、石黒主任、加田主事 

 

●欠席者：五野井暎委員、宮脇健太郎委員 

傍 聴 の 可 否 傍聴可能 
傍聴不可の場合

はその理由 

 

傍聴者数 10 名 

 

会 議 次 第 

 

1. 開会 

2. 協議事項 

（1）公害防止基準について 

（2）煙突高さについて 

3. 報告事項 

（1）アンケート調査について 

4. その他 

5. 閉会 

問い合わせ先 

資源循環部秋水園施設整備課施設整備計画係 

担当者氏名 井上・石黒・加田 
内線 2633 
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会  議  経  過  

1．開  会 

 

2．協議事項 

 

（1） 公害防止基準について 

 

○事務局 資料１の排ガスに関する自主規制値案について説明 

 

○会長 排ガスの自主規制値について説明いただいた。具体的には 4 ページにあるとおり、例

えば、ばいじんの法令基準値は 0.08 g/㎥ N であるのに対し、本施設の自主規制値としては

0.005 g/㎥ N と設定する。塩化水素の法令基準値は 430ppm であるのに対して本施設の自主規

制値として 10ppm、同様に硫黄酸化物、窒素酸化物、ダイオキシン類、水銀それぞれに自主規

制値が提案された。自主規制値は、水銀は法令基準値と同じ数値だが、その他の物質は法令基

準値を大きく下回っている。また、表 5 には、近年の東京 23 区、多摩地域の自治体の自主規

制値が掲載されている。ふじみ衛生組合、西秋川衛生組合、武蔵野市、東京 23 区、浅川清流

環境組合、立川市、小平・村山・大和衛生組合、東村山市と比較すると 高水準の規制値であ

ることがわかる。建設中の立川市、近々着工予定の小平・村山・大和衛生組合など、 新の事

例と比べても遜色のない数値ということである。ご意見、ご質問を伺いたい。 

○委員 自主規制値はかなり低い値だと思うが、もし規制値を超えたとき、資料の 4 ページに

あるように情報公開、掲示等は実施するだろうが、例えば放送やアラートなどで知らせること

は想定しているか。 

○事務局 まず、この自主規制値は、法令よりはるかに低い値であり、この数値を超えたこと

によって直ちに市民に健康影響があるという値ではない。例えば他の自治体等では、自主規制

値を超えた場合に運転時間の短縮や設備の停止などの対応を取ることがあるが、連続測定をし

ている際に、瞬間的な値ではなく物質によって 1 時間平均値や 8 時間平均値といった国の基準

を超えた場合に対応をとることになる。また、現状ではアラートなどは考えていないが、ご意

見があれば頂きたい。 

○会長 国の法令基準値は健康被害が生じないように余裕を十分みて定められており、守られ
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ていれば、周辺住民の方々に健康被害が出るようなことはなく、安全で健康に暮らせる数値と

されている。提案している自主規制値はこのような国の法令基準値よりも十分に低い数値であ

るため、自主規制値を超えた場合は設備を停止して点検するといった復旧のための措置は取る

場合はあるが、アラートといった形での周知は現状では考えていないということである。事例

としては、市民を交えた会議にて報告するという場合がある。 

○委員 排ガスの温度、焼却温度 800 度、水銀の濃度、ダイオキシン類の濃度などはどの程度

の頻度で測定しているのか、リアルタイムで測定できているのか。 

○事務局 排気ガスの温度、ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物はリアルタイムで

測定している。水銀については既存施設に測定器が設置されておらず、リアルタイムでの測定

はしていないが、新たな施設において実施することは可能である。また、ダイオキシン類は、

外部機関にて法令に定められた規定の頻度で測定している。 

○委員 例えば門にモニターを置き、測定値を表示する、あるいは市の広報で公表すること

は、可能ということでよいか。 

○事務局 今後議論頂く内容ではあるが、可能である。 

○委員 ダイオキシン類の測定頻度はどれぐらいなのか。 

○事務局 各炉年に 2 回ずつ、計 4 回である。 

〇委員 簡易測定はできないのか。 

○事務局 ダイオキシン類自体は簡易測定できない。 

○会長 事務局の説明について補足させていただく。3 ページの表 2、表 3 にある、ばいじ

ん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、水銀については、排ガス状況監視盤という設備によ

り、市民の方々が見られるようにリアルタイムの表示をしている事例は多い。ダイオキシン類

については連続測定できないが、代わりに一酸化炭素や二酸化炭素を測定する。つまり、ダイ

オキシン類は不完全燃焼を起こすと発生するため、温度条件と一酸化炭素が発生しているかと

いうことで判断することができる。一酸化炭素や二酸化炭素については連続測定器が実際にあ

るので、一酸化炭素濃度を、先の排ガス状況監視盤に表示する事例は多い。排気ガス状況監視

盤をつけるとしても、表示内容は今後設計が始まった時点で検討することになると考えられ

る。意見の中で燃焼温度 800 度とあったが、実際の燃焼温度は 900 度前後が多く、より高温の

ほうが有害物質は発生しにくいため、少なくとも 850 度以上を保つことを設計、工事の条件と

するのが一般的である。このように、ご意見にあった 800 度以上の温度は実現できると考えら
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れる。 

○委員 表 2、表 3 の既存施設の数値と、表 5 の数値を比べると、特に窒素酸化物とダイオキ

シン類は、自主規制値が厳しくなっているが、これは技術革新の結果ということでよいか。 

○委員 質問の窒素酸化物とダイオキシン類は、燃焼の状態によって濃度が変わってくること

がこれまでの研究で分かっている。ダイオキシン類、窒素酸化物ともに、燃焼がかなり改善さ

れているので、低い濃度に抑えることができると理解してよいと考えられる。 

○委員 表 5 は古い施設から順番に掲載されており、東村山市が 新となる。新しくなればな

るほど技術的に向上するため、現時点では大変厳しいものとして議論している自主規制値も、

竣工時の技術レベルと比較するとあまり厳しくないという解釈でよいか。 

○委員 新しい炉の建設では、燃焼はかなり改善されるのではないかと考えられる。 

○会長 先ほど説明したとおり、法令基準値に対してどうかということで考えると、0 にして

も 10 にしても影響はほぼ変わらないので、極端に高い基準の施設を求めると費用がかかるた

め、バランスの取れる自主規制値を決めていくということが一般的である。今後諸条件が決ま

り、建設工事を発注する段階で、改めて議論すべき問題であると考える。まずは、今の技術で

市の提示した自主規制値は達成可能ということである。 

○委員 水銀の自主規制値は、立川市、小平・村山・大和衛生組合、東村山市を見ると、この

時期から法令基準値が 50µg/㎥ N から 30µg/㎥ N に変わったということか。 

○事務局 2 ページの表 1 の注釈 2 にあるように、平成 27 年に大気汚染防止法が改正され、水

銀に関する基準値が変わった。その段階で既に稼働している施設などは 50µg/㎥ N を用い、今

後整備する新しい施設については 30µg/㎥ N というより厳しい基準値が適用されることになっ

た。 

○委員 浅川清流環境組合のホームページを見たが、おそらく連続測定しており、50µg/㎥ N

という自主規制値を超えてしまい情報公開していた。6 月と 7 月の 2 回ほど超過したので活性

炭を増やすなどの対応をしたようだが、自主規制値を 30µg/㎥ N としても運転管理できるもの

か。 

○事務局 水銀は、可燃ごみの中に混ざっているものの影響が非常に大きいと認識しており、

分別がされておらず、水銀が使用された体温計や血圧計などが混入してしまうと瞬間的に数値

が上がってしまう。瞬間的に自主規制値を超えた場合、原因究明のために運転を停止すること

や、活性炭を入れるなどにより対応することが考えられる。 
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○委員 塩化水素や、ばいじんなど、他の物質はデータを見ても自主規制値を達成できる数値

だが、水銀の 30µg/㎥ N という数値は も達成が難しいのではないかという印象である。 

○委員 水銀に関してはかなり設備が改良されており、活性炭を吹けるバグフィルターがあれ

ば通常は問題ない。ただし、水銀を多く使用しているものが混入した場合は対応できず、活性

炭の投入量を増やしても数値を抑えられない。水銀に関しては連続計測により、数値が上昇し

てしまったら設備を停止せざるを得ない。まずは入口でチェックして、水銀が混入しないよう

にすること。超えてしまったら、炉を止めて内部点検をしないと、十分な対応はできないと考

えられる。 

○会長 10 から 15 年前は乾電池の中の水銀が非常に問題になったが、現在の乾電池は水銀の

含有ゼロを達成している。水銀が使用されている体温計や温度計、血圧計が家庭から排出され

ることが問題であると言われている。水銀体温計 1 本に約 1ｇの水銀が入っており、血圧計

は、約 50ｇの水銀が入っていると言われている。それらが混入してしまうと、設備では対応し

きれないため、各自治体では別途回収している。入口で抑えない限りこの数値を守ることは難

しい。ただ、日常的には十分守れる数値であろう。 

○委員 条約ができて水銀の規制が始まったが、世界全体の方針として将来的には水銀は使わ

ないということが決まっている。本施設は令和 10 年度に建設予定なので、その頃には水銀が

入っている製品はほぼなくなっていると考えられ、これまでのように水銀が混入し数値が上昇

するという事態は少なくなると予想される。 

○委員 ごみの出し方の問題ということか。 

○委員 その通りである。それに加え、将来的にはそういう事態が起こりにくくなると理解し

てよいと考える。 

○会長 LED に替えることで蛍光灯がかなり減ってきている。さらに、蛍光灯は回収され、適

切に処理されている。 

○委員 今は計画段階であり、施設の稼働はまだ先になるので、水銀が排ガスとして出ない技

術が模索されていくと思うが、これからの傾向などをお聞かせいただきたい。 

○委員 昔は全て手分析で計測していたが、現在は連続計測の設備がある。ただし、1 台 1,000

万円程度の設置費用がかかり、設備の維持管理も難しいといわれており、法律上、連続計測は

義務化されておらず行政の判断となる。 

○事務局 ご意見として頂き、今後検討していく。 
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○会長 設備の詳細な内容については、発注する段階で取り扱うこととする。 

○委員 自主規制値をここまで市で厳しくしたことは、費用面が気になるが、すばらしいこと

だと思っている。 

○会長 ご意見のとおり非常に厳しい値であり、建設費が高くなるため、自主規制値と費用の

バランスを考慮する自治体もあるし、そうではない自治体もある。今後も課題だが、今日は市

で提案した自主規制値として議論いただきたい。 

○事務局 今の委員からのご意見は、自主規制値として厳しいのではないかという意見と理解

したが、この基本計画の検討に至るまでには、あり方検討会における検討、基本方針検討時に

実施した意見交換会等において、建設予定地を決める際に、秋水園周辺にお住まいの方々から

健康被害や環境影響に関する意見を頂いた。市として、この秋津町に焼却炉を建てさせていた

だくので、行政としてできる限り 新かつ高性能な設備を備えた施設とするということで、今

回の自主規制値を提案した。今後余熱利用や費用についても取り上げるが、現時点で市として

はこの数値で考えているので、ご理解頂きたい。 

○委員 現在の 1 号炉も 2 号炉も、ばいじんやダイオキシン類など規制値を軽く達成してい

る。これらの自主規制はさらに厳しくしてもいいのではないか。 

○事務局 3 ページの表を見ていただくと、ダイオキシン類の 大値は 2 号炉で 0.08 ng-TEQ/

㎥ N、1 号炉では 0.1 ng-TEQ/㎥ N となっており、それに対して、自主規制値が 0.01 ng-TEQ/

㎥ N である。もっと低くできるのではないかというご意見と理解したが、会長がおっしゃられ

る通り、より厳しい値を突き詰めると、費用面が課題になってくると考えられる。法令基準に

は適合しており、かつ近隣自治体や新しい施設等と比べても遜色のない高い基準で提案してい

るが、これ以上厳しくすると、設備にかなり費用がかかり、また、運転管理などでも恐らく技

術的な制約が生じるということを考慮して、この値で提案している。 

○委員 新しい設備になれば、より厳しい数値でも簡単に達成できるのではないかと考えるが

違うのか。 

○事務局 自主規制値は、例えば、ダイオキシン類で 0.01 ng-TEQ/㎥ N だが、自主規制値と

して定めるということは、常にこの数値を満たすという条件になる。この点を踏まえ、他自治

体の事例をみると 0.01 ng-TEQ/㎥ N が一番低い数値であることからも、自主規制値としては

非常に厳しい数値という認識である。 

○会長 安定的に自主規制値を達成するためには、高い技術が必要になる。現在は、燃焼管理
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に頼った運用となっている場合が多く、何が混入されているかは不確定であり、安定的な運転

が非常に難しい。例えばプラスチックを燃やす場合と紙を燃やす場合と生ごみを燃やす場合で

は、燃焼条件が異なってくる。プラスチックだけを燃やしていれば温度は高いが、そこに生ご

みが入ってくると急激に温度が下がってしまう。温度が 800 度に近づくとダイオキシン類が出

やすい状態になってくるので、それを防ぐために、かき混ぜたり燃焼管理をしたりしている。

ただ、ごみの組成は刻々と変わっていくので、完全に対応することが難しい。そういった点を

踏まえ、市として、実現可能な範囲で周辺環境を守るためには提案した数値になるということ

である。 

○委員 では、3 ページの表 2、表 3 の実測結果の数字は、一時的な値ということか。 

○委員 ダイオキシン類は、先ほど説明があったが連続計測ができない。そのため常に値を確

認するということが難しい。代わりに、燃焼温度と一酸化炭素濃度を計測することで濃度を推

測して運転するという方法になる。燃焼温度は約 900 度で普段あまり変動はないが、プラスチ

ックが多く混入するなどして、急な発熱が起こってしまうと温度が上昇するときがある。その

ように変動があるので、自主規制値をさらに低く設定してしまうと費用が掛かり、運転管理も

非常に難しくなる。 

○委員 実測結果の数値はかなり低いと感じた。 

○委員 手分析の計測結果は計測された時点での数値であるため瞬間的なものである。 

○委員 既存施設のごみ焼却について、1 号炉及び 2 号炉の稼働状況をご教示願う。 

○事務局 通常約 3 か月連続運転をして、交互に運転している。 

○委員 それは効率的といえるのか。例えば、製鉄の高炉の場合だが、安定させるため、運転

を始めたら止めないそうである。ごみ焼却炉も同じで運転を始めたら一定期間、例えば 1 年間

運転し続けないと、性能が落ち、排ガス濃度も高くなり、ばい煙も出るという認識であるが違

うのか。 

○委員 焼却炉の場合は、ごみが燃えているため、高炉のように常に同じ状態で燃えているわ

けではない。また、焼却炉内が詰まったり、汚れたりするので定期点検することが決められて

いる。定期点検は 3 か月に 1 度という頻度の事例が多い。 

○事務局 既存施設は 75t 炉の 2 炉構成である。建設当初はごみの量も多く、2 炉運転を基本

としていた。現在は市民の皆様の御協力により、ごみの量がかなり減ってきており、現在のご

み処理の日量は約 70t である。委員がおっしゃったとおり、常に運転を続けることはできず、
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定期的な点検が必要になる。現在は炉の容量に対して、ごみの量が減ってきているので、約 3

か月ごとの交互運転としている。施設もかなり古く設備を傷めないためにも、交互に安定させ

ながら運転している。年末等の繁忙期など、日量 70t を超える場合は 2 炉運転することもあ

る。 

○委員 炉を停止すると一度温度が下がるため、私は連続運転のほうが安定すると思っている

が、ばいじんなどの排ガスに関しても効率的といえるのか。 

○事務局 先ほど説明があったように 3 か月運転した後には、3 か月停止してメンテナンスを

しなくてはならない。停止している 初の 1 か月は大部分を整備にかける。火格子の間を清掃

したり、煙道についた灰を落としたりなど、丁寧に 1 か月整備して 2 か月後の運転に備えると

いうことを交互に繰り返している。また、年に 1 回、3 か月の停止期間中に約 40 日間のプラン

トメーカーによる定期メンテナンスも行い、設備を良好な状態で維持できている。灰が詰まっ

たり、溶着したりすると燃焼能力が低下するので、メンテナンスにはよい期間であると認識し

ている。 

○委員 高炉と焼却炉は使われ方が異なるので、同様の設備ではないことをご認識いただきた

い。焼却炉は、特に火格子炉は止めると冷却に時間がかかり、停止頻度が多いと非常に効率が

悪くなる。運転管理上も約 3 か月で停止するとメンテナンスもでき運用しやすいということで

ある。 

○委員 秋水園は 75t 炉の 2 炉構成であるが、能力に余裕がある使い方ができている。適切な

メンテナンスを行い順番に運転していることから、数値として非常にいい値になっているのだ

と思う。1 炉構成の場合は、現状のような余裕のある運用ができないのでメンテナンスするこ

とが非常に難しく、炉も傷みやすくなる。新しい施設にはとても期待しているが、現在のよう

な余裕を持った使い方はできないと考えられる。 

○会長 100t の炉を 2 炉にするのか 1 炉にするのか、という議論を今後やる必要があるが、本

議題は公害防止基準値の検討であるので、その点に絞って議論いただきたい。 

 それでは、東村山市が提案した自主規制値を、本検討会として了承するということでよい

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 異議なしということなので、新施設の自主規制値をばいじん 0.005 g/㎥ N、塩化水素

10 ppm、硫黄酸化物 10 ppm、窒素酸化物 20 ppm、ダイオキシン類 0.01 ng-TEQ/㎥ N、水銀
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30µg/㎥ N として、本検討会としての結論とする。 

 

○事務局 資料 1 の騒音、振動、悪臭、排水に関する検討について説明。 

 

○会長 騒音の自主規制値は、東西南北において 8 時から 19 時が 50dB、19 時から 8 時が 45 

dB である。振動の自主規制値は、東西南北において 8 時から 20 時が 60 dB、20 時から 8 時が

55 dB である。悪臭防止に関する検討は、環境確保条例の基準値として、敷地境界で 12、排出

水では 28。排水については、下水道へ排出する場合でも、東村山市の下水道条例に基づく基準

に適合する適切な処置を行うこととするなど、確実に処理をして排出するということである。 

 これらについて、意見を伺いたい。 

〇委員 騒音について、川の対岸で生活している者の感覚でいえば、日常的に庭などに出てい

ると大きな音が聞こえる。曜日は分からないが、日中の時間帯でかなり大きい音が 10 分程度

継続して聞こえるという意見が町内会であがっている。自主規制値は自主規制値として了承は

したが、実際に起こっている状況にどう対応するのか。自主規制値と実態が乖離している。 

 振動についても同様であり、事務局の説明中にも、ブーンという低周波音のような音がした

が、時折、夜間に聞こえてくる場合もある。振動についても自主規制値を決めることになる

が、実態は、このように体感しているということをご認識いただきたい。 

 施設の周辺、川沿いにお住まいの方のお話を伺うと、リサイクルセンター内の処理音が聞こ

えるようである。あくまで聞いた話で実際にはわからない。それらの音がするという実態を含

めて規制をして、例えば防音壁を設置し防音対策する、防風林を立てるなど、施設の内外にお

いてご配慮いただきたい。 

○会長 自主規制値を定めても、実態として発生しているではないかというご指摘である。そ

れに対しての考え、対応策について意見を伺いたい。 

〇事務局 ご意見にあったとおり、川向こう、所沢市側のほうで音が響くというご連絡をいた

だいたこともある。現在、北側はかなり古い塀だが、西側は、高速道路などにあるような遮音

壁を設置している。今後、検討会の議論で施設の外観などを議論いただくことになるだろう

が、以前には、散策路がほしいというご意見、塀を立てて音を遮ってほしいというご意見、ま

た緑化に関するご意見もいただいた。これらのような方法を含め、今回定める自主規制値を達

成するため、近隣の方々のご意見を伺いながら対応方法を検討していきたいと考えている。 
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〇委員 焼却炉の西側には、立派な防音壁があるが、なぜ北側にはないのか。西側は東村山市

であるが、防音壁の無い北側で迷惑を受けるのは所沢市の住民である。西側より先に北側に配

慮すべきではないかと私は思っている。 

○会長 防音壁が西側にはあるが、北側にないのはなぜか。焼却施設の建設に関わらず、市と

して対応をとるべきではないかという意見である。 

〇事務局 西側の防音壁は、このリサイクルセンターを建てるときに、西側にあった施設を解

体し、新たに設置したものである。北側については、これから施設配置、煙突高さ等を議論し

ていただくことになるが、 終的な整備の概要が決まらない段階で防音壁を設置してしまう

と、設置しなおすことになってしまう可能性があるため、未着手の状況である。大変申し訳な

いが、そのような理由をご理解いただきたい。 

○会長 新規の施設整備では対応するということである。工事までまだ時間がかかるので、状

況によっては、対応が必要になる可能性もあるが、新規の施設整備では、この自主規制値を守

れるように対応するということである。 

〇委員 自主規制値だが、現状のデータはないのか。今より改善されるのだとは思うが、現状

がわからない。振動は問題になるような数値ではないと思う。臭気については、風向きに影響

されため、プラットホームの出入り口がどこになるか、風が吹き抜けないようにするのか。浸

水の対策として設置高さを上げる場合、2 階になることもあるだろうが、風が吹き抜けてしま

うのではないかという印象がある。現状の値があればわかりやすかったという感想である。 

○会長 実態はどうなのかという意見である。 

〇事務局 騒音や振動に関しての実態について、法令上、現在の焼却施設は騒音や振動の特定

施設という扱いであるが、騒音や振動の測定義務がないため、正式な測定は行っていない。ご

意見のあったように、現状の実態や自主規制値が適切かといった点について、今後実施するこ

とになる生活環境影響調査という、施設の工事や稼働が周辺環境に与える影響の調査などによ

り確認していくことになる。 

 なお、市職員が機器を借りて、夜間と昼間の騒音を簡易測定した結果、鉄くずの搬出作業な

どを実施している際には瞬間的に約 60 dB となることもあったが、おおむね 40～45dB で、

50dB 未満の値になっている。 

振動については約 20dB 未満という数値であった。ホイルローダーという大型作業車が近く

を通る際に約 30dB であった。 
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あくまで事務局による簡易的な測定の結果であるが、おおむねそのような状況と捉えてい

る。 

○会長 騒音については、作業条件により数値が高くなることがあり、振動については、自主

規制値を十分守れるということである。瞬間的に出る大きい音については、現状対策はされて

いるか。 

○事務局 一番大きな音が出るのは鉄くずの搬出作業だが、現在、月曜日の午前 8 時半以降に

行っている。同様に廃家電の搬出作業についても、木曜日の日中に行うという対応をしてい

る。このように操業時間外には大きな音を出さないように対策を講じている。 

 建設予定の用地内にこれらのストックヤードが 2 箇所あるので、新施設の整備にあたり、屋

内に配置するなど、考えていきたい。 

〇委員 敷地北側で実測したこと、現状はどうかということに目を向けていただいていること

は、進歩だと感じている。騒音を毎日聞いている状況があると、心理学的には、音が聞こえて

いないときも何か聞こえているような気がしてしまう、イライラしてしまうことがあるよう

だ。音について改善するため対応をしているということを、音を感じている方にも伝えること

で当面は解決を図っていく。新しい施設では、騒音が聞こえないようにするため努力していく

ということを感じた。 

〇委員 施設周辺に住んでいて騒音が気になるという方がいらっしゃるので、測定器を設置し

て、近隣の方から秋水園で発生する音について連絡があれば、その際、どれぐらいの音が出て

いたのかを確認できるようにするといった方法も考えるといいのではないか。その上で、誠意

をもって対応していくといいと思う。 

○会長 お二人の委員の意見はどちらも、説明責任を果たしてほしいとのことだと思うので、

地元住民に対して丁寧な説明をしていただくとよいと思う。 

〇委員 騒音の自主規制値は、これから建てる焼却炉だけでなく秋水園全体の規制値というこ

とでよいか。 

〇事務局 自主規制値は、焼却炉だけでなく秋水園全体に対してであり、東西南北の敷地境界

における騒音や振動などの数値が対象である。 

〇委員 第 1 回目に施設を見学したとき、中に入ると強い臭気を感じた。11 ページに「 新の

悪臭対策設備を導入」と書いてあるが、この先の設計段階で 新技術を取り入れるという理解

でよいか。現状も悪臭対策をしているようだが、風通しがよく近隣にも臭いが漏れるのではな
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いかと思ったが、新しい施設ではどのような対策を考えられるか。 

〇事務局 ごみが溜まっているごみピットが一番臭いが強いので、例えば新しい施設では二重

扉としている事例もあるので、エアカーテンを含め、設計で対策として取り入れたいと考えて

いる。 

○会長 臭気は、敷地境界に限らず、敷地内でも来客があった際に臭いがないよう、対策をす

べきである。少なくとも一般の方が入れる範囲については臭気対策を施すことは基本である。

他に意見が無ければ、市の提案した騒音、振動、悪臭、下水道への排水の基準について、了承

するということでよいか。 

（異議なし） 

〇会長 市の提案した基準について了承とする。 

 

 

 

（2） 煙突高さについて 

 

○事務局 資料 2 煙突高さについてについて説明。 

 

○会長 資料 2 の煙突高さについて、7 ページの「煙突高さによる影響等の整理」にある通

り、生活環境への影響、景観への影響、航空障害灯の設置、昼間障害標識の設置、参考事例を

比較した結果、事務局としては 59m の煙突を採用したい旨を説明いただいた。ご意見、ご質問

を伺いたい。 

〇委員 既存施設と同じ高さ 59m の煙突でよいと思う。ただし、新しい施設は水害対策として

ランプウェイを設置するため、通常よりも若干高い建物となるが、ダウンドラフト現象の影響

を考慮して、59ｍという高さは建物の 1.5 倍以上という認識でいいか。 

〇事務局 ランプウェイ方式にして通常よりも若干建物の高さが高くなったとしても、建物高

さの 1.5 倍は 59m 以下となり、問題ないと考えている。 

〇会長 59ｍの煙突に対し、ダウンドラフト現象の影響を受けない建物高さは 40ｍ以下であ

る。一般的に建物高さは 30m 前後となるため、その 1.5 倍の高さ 45m 以上の煙突を設ければ

特段問題ないと考える。 
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〇委員 私は煙突高さ 59m の採用に反対である。59m 未満の工事費の検討がなされていない

ので、59m 前提で資料を作成しているのではないか。周辺の住民としては目の前の煙突の景観

的な圧迫感が大きく、少しでも低いほうがよいと考えている。また、施設北側の住民として

は、煙突の日影による影響を心配している。煙突の高さを低くしても環境影響が小さいと言え

るのであれば、煙突の高さは低くし、その分コストを抑えるような検討もしてほしい。 

〇委員 秋水園は地形的に周辺に比べて低くなっているため、低い煙突にした場合には排ガス

がたまりやすいのではないかと心配している。できるだけ煙突を高くしたり、排ガスに対して

ブーストをかけたりして、できるだけ高くまで排ガスを上昇させるような工夫をした方がよい

と考える。また、北側の住宅地への日影による影響に配慮するため、煙突の配置は敷地の南側

にするなどの検討をした方がよいと考える。 

〇事務局 資料３ページにあるように、煙突高さによって生じる濃度の差はあるものの、バッ

クグラウンド濃度に対して、煙突から排出される排ガスにより付加される濃度は微量であり、

環境影響はわずかであるという説明をさせていただいた。ご意見の通り、煙突の高さに排出速

度を加味して上昇させることで排ガスを拡散させることを考えている。他市の事例において

は、59m の煙突が多いという状況である。 

〇委員 秋水園は周辺より低くなっていると考えられるが、その点を踏まえて検討したか。 

〇事務局 生活環境への影響という面では、資料 3 ページの結果の通り、バックグラウンド濃

度に対して付加濃度は微量であり、健康への影響は心配ないという考え方である。 

〇委員 秋水園は、所沢より 20m 程度下がっていると思う。所沢に施設を建てた場合、煙突高

さ 59m でよいが、秋水園に建てた場合には煙突高さ 59m ではなく、39m 程度の効果しか見込

めないのではないか。 

〇事務局 資料 3 ページに記載の 大着地濃度地点における付加濃度を見てもらうと煙突高さ

によって大きな違いがないと判断させていただいている。また、参考資料 3 ページにおいて、

清掃工場の有無にかかわらずバックグランド濃度が一定となっており、清掃工場の排ガスによ

る影響をほぼ受けていないと判断されるため、コストをかけて高さ 100m の煙突とするより

も、環境への影響もほぼかわらない高さ 59m の煙突とした方がよいと考えている。 

〇会長 公害防止基準の検討の際、委員より煙突にブースターをつけたらどうかというご意見

があったが、実際、煙突から排ガスを排出する際には誘引通風機を設置し、排ガスの排出速度

を上げる工夫がなされている。また、排ガスの排出時の温度は 170℃から 200℃であり、外気
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温との温度差による上昇効果が見込まれる。この排出速度と温度差による上昇効果によって、

排ガスが一定の高さまで上昇するが、その高さのことを「煙突有効高さ」と呼んでいる。風

向、風速、気温等の気象条件によって異なるが、実際に排ガスが上昇する高さは煙突の高さよ

りも高くなるということになる。 

また、 大着地濃度地点については、実際は円形で分布するのではなく、日本の場合は北西

の風が多いため、南東のほうに出現することが多い。通常 7 割程度が北西の風となるため、秋

水園から北に位置する所沢市側というよりも、秋水園の南側に 大着地濃度地点が出現する可

能性が高いといえる。 

〇委員 ほぼ毎日煙突から出る煙を見ているが、冬場は南側へ吹く風が多く、夏場は北側に吹

く風が多いと思う。 

〇会長 大着地濃度地点は風向きの傾向によって発生する方角が変わるが、いずれにしても

も着地濃度が濃い地点において、煙突高さ 59m、100m どちらの場合でも、環境を悪化させ

るようなことにはならない。煙突の高さにより環境への影響にほぼ違いがないということで、

事務局より、圧迫感が軽減でき、航空障害灯や昼間障害標識の設置が不要となる高さ 59m の煙

突を提案されているということである。 

 ただし、委員よりご指摘のあった煙突の配置については、周辺住民の圧迫感へ影響があるた

め、今後検討する必要があると考える。 

〇事務局 既存施設の煙突は敷地の北側に配置されているが、既存施設とリサイクルセンター

の間に配置される予定の新しい施設において、煙突の配置については、今後の施設配置の検討

事項となると考えている。 

〇委員 地形的に谷間に焼却炉を建てる場合、周囲の地形の高さによって影響を受けることが

あるが、先ほどご指摘があったように所沢との高低差が 20m だったとしても、実際に排ガスが

上昇する煙突有効高さは十分に高く、排ガスへの影響を与える高さとしては低く、影響はあま

りないと考える。ただし、 大着地濃度地点は若干変わることがあるかもしれない。 

〇委員 今までの地元の方の意見として、煙突や排ガスに対してどのような意見があったか伺

いたい。 

〇事務局 平成 30 年度、平成 31 年度に実施した、基本方針策定に向けた市民意見交換会や市

民説明会における会議内での発言や配布アンケートとして、煙突の高さについてはもっと高く

してほしいという意見や、高くすると圧迫感があるので今のままでいいという意見があった。 
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〇委員 煙突について 100m 以上にした方が周辺への環境負荷が低いのではないかという話を

よく聞くが、会長の先ほどのお話を伺うと、そうでもないということが分かった。意見交換会

や市民説明会にこれまで 4、5 回参加したが、市職員の説明を伺って分かる内容と、先ほどの

ように専門家の方にお話を伺って分かる内容は、どうしても違うと思う。基本方針の中で環境

学習の拠点になる施設をつくるという話があったが、この検討会や今後市民に説明する場で

は、焼却施設の基本的な設備や機能等の説明の機会を増やしてほしい。 

〇事務局 市民の方に、新しい施設を分かりやすいように説明していくことは重要だと考えて

いる。また環境学習については、来年度、本検討会において検討していく予定であり、皆様の

意見をいただきながら良い施設をつくっていきたいと考えている。 

〇委員 航空法の制限による高さ 44.5m の煙突の実例があるが、秋水園においてなぜ高さ

44.5m の煙突を採用できないのか、先ほどのような説明があるといいと思う。技術は日々進歩

しているので、何らかの技術を用いれば高さ 44.5m の煙突も採用できるのではないかと考え

る。煙突の高さを 44.5m にできない、もしくはしない理由を説明することができれば、高い煙

突に反対という地元の方にも納得していただけるのではないかと思う。 

〇会長 岩国市にある清掃工場の煙突が全国的に一番低く、米軍基地の隣にあるため航空法の

制限を受けて、煙突高さは 26.5m であったと記憶している。 

〇委員 施設規模はどの程度か。 

〇会長 160t/日である。また、滋賀県の守山市で現在建設中の施設であるが、周辺住民の煙突

をあまり目立たせてほしくないという要望を受けて、施設規模は約 70t/日で、煙突高さをおお

むね 30m としている事例もある。煙突高さ 59m は、航空法の制限の中で、できるだけ高くし

たいという意思が働いた結果導かれたものと考えられる。 

〇委員 航空法における航空障害灯等の設置条件が 80m だった場合、煙突高さ 79m という事

例が多くなるということか。 

〇会長 昔は高さ 59m より低い煙突は多くあったが、四日市や千葉の公害が社会問題となり始

めて、新設される煙突の高さが徐々に高くなってきた。そのような中で、航空法の条件等も考

慮し、航空障害灯等の設置義務を受けない範囲で も高い、煙突高さ 59m の事例が多くなって

いる。 

〇委員 都心では煙突高さ 100m 程度の事例が普通にあるがどのような理由か。 

〇会長 池袋にある豊島工場については、近隣に高さ約 240m のサンシャイン 60 がある。実
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際には、オフィスビルは窓を開けないため排ガスが室内に入ることはないが、そのような高層

ビルに配慮して高さを設定している。煙突の高さと高層ビルの高さを比較すると煙突の方が低

くなる場合があるが、先ほど説明した煙突有効高さの考え方の通り、排ガスは煙突や近隣の高

層ビルの高さよりもさらに上空まで上昇しているという考え方である。秋水園周辺にはそこま

での高層建物はないため、煙突の高さを少し抑え、地元住民への圧迫感を軽減するということ

になると考えられる。 

〇委員 排ガスに圧力をかけ、上昇、拡散させるための設備を導入している事例はあるのか。 

〇会長 現状稼働している清掃工場には通常そのような設備を設置している。 

〇委員 そのような設備は外部から空気を取り入れるのか。 

〇会長 外部から空気を取り入れるのではなく、燃焼用空気を送風機により押し出す形とな

る。通常は秒速 20m から 30m の間、おおよそ秒速 25m で排ガスを排出しているケースが多

い。ただし、秒速 30m を超えると笛吹き現象といわれる音が発生する現象が起こるため、周辺

に迷惑をかけないためにも排ガスの排出速度を秒速 25m 前後に設定することが普通である。 

〇委員 その場合、どの程度まで排ガスは上昇するのか。 

〇会長 気温等の気象条件によって異なるため、今すぐに何メートルといえるものではない。 

〇委員 有効煙突高さの算出には、有効係数という考え方があり、3～4 割程度の増加分を見込

むことが多い。例えば、煙突高さ 100m の場合、130～140m の有効煙突高さとなる。資料を確

認すると、煙突高さ 59m の場合、煙突周辺の地域に排ガスが降下することはほぼないのではな

いかと思う。資料内の 大着地濃度地点の円形範囲については平均的な値として算出されるも

のであり、煙突の高さを低くした場合、さらに円形範囲が小さくなり、煙突にさらに近い地域

に 大着地濃度地点が出現することになると考える。煙突をあまり低くすると、風の影響等に

より煙突の周辺地域に影響が出てしまうため、提案の煙突高さ 59m が妥当であると考える。委

員の皆様から煙突を高くしてほしいという意見があると思っていたが、その様な議論ではない

ので、煙突高さが 59m というのは非常によい値だと思う。 

〇会長 他の委員の皆様に意見を伺いたい。 

〇委員 私は秋水園の西側の住宅地に住んでいるが、自治会等で煙突の高さについてこれまで

問題となったことはない。まれに夏場の臭気が気になることはあるが、住民としては煙突から

臭気が発生しているとは感じていない。煙突の圧迫感等についても特に意見を聞いていない

が、景観の面から既存の煙突高さ 59m よりも高い煙突は望んでいないと思う。 
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〇委員 私は、一案として、煙突に模様をつける等の工夫をするとよいのではないかと考えて

いる。 

〇会長 近はデザインされた煙突を採用するケースが多く、近隣市の事例では、武蔵野市が

高さ 59m の煙突の外筒部に化粧材を用いた事例がある。 

〇委員 周辺住民にとって煙突は毎日見るものになるため、そのような工夫をすることはよい

と考える。 

〇会長 そのような点についてどう考えているか事務局に伺いたい。 

〇事務局 既存施設は建物と煙突が分離しているが、 近の施設では建物と煙突が一体となっ

て、より圧迫感を軽減しているような事例もある。周辺住民の皆様にとっては、常日頃から目

に入る施設となるため、煙突に限らず、施設全体の外観デザイン等について、皆様の意見や今

後のアンケートにおける意見等を参考とし、配慮をしながら整備を進めていきたいと考えてい

る。 

〇会長 今後、煙突の配置やデザイン等について十分に注意するという条件で、煙突高さ 59m

としたいがいかがか。 

〇委員 先ほど意見したが、表 1 の環境影響予測や表 3 の費用対効果に関して、煙突高さ 59m

よりさらに低い場合についても検討した上で、結果 59m が妥当であることを説明してもらわな

いと、煙突高さ 59m を了承することはできない。 

〇事務局 次回の会議までに、煙突高さ 59ｍ未満の場合についても、コスト等に関する比較内

容を追加し検討会に諮り、資料を中間報告書にまとめさせていただければと考えている。 

〇委員 表 4 の煙突高さによる影響等の整理において、煙突高さ 59m 未満の方が影響も小さ

く、航空障害灯等も不要という結果になった場合、59ｍ未満の妥当性が も高いという結果に

なると思う。感覚的に 59m が妥当であるといった意見を基に、煙突高さを決めることはおかし

いと思う。59m の妥当性を明確に示した上で、委員の皆さんの意見に倣うということであれば

了承できる。 

〇会長 根拠をより明確にすべきという意見である。それを付帯意見として、煙突高さ 59m に

決定したいと思う。 

〇事務局 煙突が低い場合、ダウンドラフト現象等の影響により排ガスが煙突直下に降下し、

周辺の皆様にご迷惑が掛かる可能性があることから、今回の資料で煙突高さ 59m 未満の詳細な

検討内容は提示していない。また、煙突の配置に関しては、今後、十分に配慮しながら検討を
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行いたい。 

〇会長 付帯意見を付けて煙突高さ 59ｍとするため、根拠を明確に示す資料を追加してほし

い。 

〇事務局 仮に煙突高さについては高さ 59m とし、次回検討会において、今回意見をいただい

た内容を反映した資料を中間報告書案として提示した上で、さらに意見をいただき、中間報告

書として取りまとめるという進め方ではどうか。 

〇委員 全体の施設配置計画を基に敷地全体のバランスを見ながら、煙突高さを検討し 59m の

結論をだすことは理解できるが、各論的に煙突高さのみを検討した結果、根拠も不十分なまま

煙突高さ 59m に決めるのは違うと思う。根拠を示した上で 59m の妥当性がわかる資料があれ

ば、煙突高さ 59m を了承できるが、この場で強引に決めるというのは、やり方として納得がい

かない。 

〇会長 先ほどから言っているが、付帯意見をつけるということで、事務局で根拠資料を整理

し提示していただけたらと思う。 終的な結論に至っていないが、煙突高さについては仮に 59

ｍとし、明確な根拠資料をつくるということで了承したいと思う。 

 

 

３．報告事項 

 

〇事務局 アンケート調査について説明 

 

４．その他 

 

〇事務局 第 4 回検討会は 2 月上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。 

 

 

５．閉会 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語集 
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 用語解説（五十音順） 

 

 ■ア行 

 アンモニア 

し尿臭、刺激臭のある物質で代表的な悪臭物質である。 

 

 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）

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
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して脱臭する装置。 

 

 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のことをいう。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 

各種の開発事業に対して行われる環境アセスメントの手続を定めた法律。一般に「アセス法」

と略称される。 

 

 環境影響評価 

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をいう。一般的には、環境アセスともいわれる。 

 

 基準ごみ 

平均的なごみのことで、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
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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。 

 

 高質ごみ 

水分が少なく、発熱量が高いごみのこと。 

 

 告示 

国や地方公共団体などの公の機関が、必要な事項を公示する行為又はその行為の形式のこと。 

 

 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のこと。 

 

 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。 

 

 し尿 

人体から排出される大便及び小便を合わせたもののこと。 

 

 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。 

 

 縦覧 

情報開示された書類等を広く一般に閲覧できるようにすること。 

 

 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のこと。 

 



－用語集-4－ 

 焼却残さ 

ごみを焼却処理した後に残る焼却灰等のこと。 

 

 触媒脱硝法 

排ガスから窒素酸化物を除去する方法のことで、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のこと。 

 

 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。 

 

 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。 

 

 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

る社会のこと。 

 

 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

をまとめて表現するもの。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。特に 250～400℃の比較的低温で、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。 
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 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。 

 

 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 

生ごみなどに含まれている窒素や、大気中の窒素が燃焼することによって発生する。のどや

肺を刺激し、気管支炎、肺機能低下（肺気腫）などを起こす原因になる。 

 

 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、発熱量が低いごみのこと。 

 

 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のこと。 

 

 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。 
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 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 

窒素の酸化物で赤褐色の気体。大気汚染物質である。燃焼過程からはほとんどが一酸化窒素

として排出され、大気中で二酸化窒素に酸化される。 

 

 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。 

 

 尿素 

無色無臭で、哺乳類や両生類の尿に多く含まれ、水に容易に溶ける。触媒脱硝法で還元剤と

して使われ、排ガス中の一酸化窒素または二酸化窒素を無害な窒素分子と水に変換する。 

 

 ■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とりまとめたもの。 

 

 廃棄物処理法 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のこと。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。 

 

 ばいじん（煤塵） 

すすや燃えかすの固体粒子状物質のこと。 

 

 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。 
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 パブリックコメント 

行政機関が規則や命令等を定め、決定する際に、あらかじめその案を公表し、広く公に意見、

情報を募集する手続（意見公募手続）のこと。 

 

 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。 

 

 東村山市第５次総合計画等５計画基礎調査報告書 

令和 3 年度からを計画期間とする東村山市第 5 次総合計画を含む 5 つの計画・構想（東村山

市第 5 次総合計画、東村山市都市計画マスタープラン、第 2 次東村山市人口ビジョン・東村山

市創生総合戦略、東村山市公共施設等総合管理計画、市センター地区整備構想）の策定にあた

り、実施された基礎調査の報告書。 

 

 1 人 1 日当たりの総ごみ量 

市民１人が１日当たりに排出するごみ量の総量（集団回収分を含む）のことをいう。 

 

 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。 

 

 ■マ行 

 無触媒脱硝法 

高温の排ガス中にアンモニアやアンモニア水、尿素水等の還元剤を吹き込み、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。 
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 ■ヤ行 

 余熱利用 

ごみの焼却により発生した熱エネルギーを利用し、蒸気や温水の発生、あるいは発電を行う。

蒸気・温水・電力は施設内で利用するほか、余剰分は近隣施設等に供給する場合もある。また、

余剰電力は電力会社へ売却することも可能。 

 

 ■Ａ～Ｚ 

 dB 

デシベル。騒音レベルや振動レベルの単位。 

 

 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。 

 

 SOx（硫黄酸化物） 

硫黄酸化物の説明を参照。 
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