
 

10 

２.３ ごみ処理体系 

（１）現在のごみ処理体系 

1） 彦根市 

彦根市では中間処理施設として「彦根市清掃センター」があり、「燃やすごみ」、「粗大ごみ」、「資源ご

み」のうち「缶・金属類」、「びん類」、「ペットボトル」および「容器包装プラスチック」については彦根

市清掃センターにて焼却、破砕・選別等の資源化処理を行っている。「埋立ごみ」については、中継基地

（中山投棄場）を経て、民間で委託処理を行っている。資源ごみのうち「古紙・衣類（センター直接搬入

分）」、「使用済乾電池」および「廃蛍光管」は彦根市清掃センターで一時保管を経て資源化業者にて委託処

理を行っている。「古紙・衣類（収集分）」および「廃食用油」は資源化業者にて委託処理を行っている。 

 

 

図  彦根市の現在のごみ処理体系 
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2） 愛荘町 

愛荘町は中間処理施設として「リバースセンター」があり、「燃やすごみ」のＲＤＦ化処理を行っている。

「燃えないごみ」について、「ガレキ類（収集分・直接搬入分）」は愛知郡広域行政組合「ガレキ類最終処分場」

にて埋立処理を行い、ガレキ類以外の燃えないごみは同組合「愛知郡清掃センター」に保管後、民間で委託処

理を行っている。「粗大ごみ」については、収集分のうち金属類は資源化事業者にて委託処理を行い、金属類

以外の粗大ごみは委託処理している。また「愛知郡清掃センター」への直接搬入も可能としている。「資源ご

み」について、収集分は資源化事業者にて委託処理を行い、「缶・金属類」、「びん類」、「ペットボトル」およ

び「廃蛍光管」は「愛知郡清掃センター」への直接搬入も可能としている。 

 

 

図  愛荘町の現在のごみ処理体系 
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粗大ごみとして処理されていることから、新施設においても(2)「破砕後

焼却する」ことを想定する。 

また、彦根市では「使用済小型家電」について、粗大ごみと同様に申

込みによる有料戸別収集を実施しているが、愛荘町・豊郷町・甲良町・

多賀町では BOX 回収および拠点回収を行っている。収集方法については

各市町の方法に拠るが、新施設では搬入された小型家電を選別し、一時

保管可能なよう計画する。 

 

④ 缶・金属類 新施設ではリサイクル施設において選別・圧縮処理を行う。 

現在は缶・金属類に含めて収集されている「スプレー缶」については、新施

設でも「缶・金属類」として処理し、圧縮処理前に不適物として除去する。除

去したスプレー缶の処理方法については、今後、選別ヤードにおいて作業員が

手作業で内容物を除去する、または専用の処理機を設置する、または外部に処

理委託する等の方法を検討することとする。 

また、現在、彦根市・愛荘町・甲良町においては缶・金属類に含めて収集、

豊郷町においては粗大ごみに含めて収集、多賀町においては燃えないごみおよ

び粗大ごみに含めて収集されている「その他小型金属類」についても、新施設

では「缶・金属類」として処理し、圧縮処理前に不適物として除去する。 

 

⑤ びん類 新施設ではリサイクル施設において選別処理を行う。 

 

⑥ ペットボトル 新施設ではリサイクル施設において選別・圧縮・梱包処理を行う。 

 

⑦ 容器包装プラスチッ

クおよび白色トレイ 

現在、彦根市では「容器包装プラスチック（白色トレイを含む）」を分別・資

源化されており、愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町では「白色トレイ」を分

別・資源化されている。（愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町では「容器包装

プラスチック」は燃やすごみに含まれている。） 

容器包装プラスチックおよび白色トレイについては、新施設では以下

のことが考えられる。 

(1) 燃やすごみに含める。（焼却余熱としてサーマルリサイクル） 

(2) 現状どおり分別・資源化する。 

新施設稼動開始後も分別・資源化を行うかどうか現時点では未定であ

る。よって、本計画では(1)「燃やすごみに含める」場合と、(2)「分別・

資源化する」場合の両方を想定する。 

 

⑧ 古紙・衣類 現在、各市町において、分別・資源化されているが、回収・資源化の

フローは各市町で異なっている。 

彦根市…集団回収が実施されているほか、直接搬入分は施設で一時保

管後に資源化業者引渡しされており、収集分は資源化業者に

おいて直接資源化※される。 

愛荘町…拠点回収が行われており、資源化業者において直接資源化される。 

豊郷町…拠点回収が行われており、資源化業者において直接資源化される。 

甲良町…集団回収が実施されている。 

多賀町…集団回収が実施されているほか、布類のみ拠点回収も行われ

ており、資源化業者において直接資源化される。 

古紙・衣類については、新施設では以下のことが考えられる。 

(1) 発生する全量を受け入れ、一時保管する。（現在実施されている集団回

収の仕組みが継続されない場合） 

(2) 現在は直接資源化されている収集分と拠点回収分、および直接搬入分

ともに受け入れ、一時保管する。（現在実施されている集団回収の仕組

みは継続される場合） 

(3) 直接搬入分のみ受け入れ、一時保管する。（収集分と拠点回収分は直接
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資源化が継続され、現在実施されている集団回収の仕組みも継続され

る場合） 

新施設稼働開始後も集団回収の仕組みを継続するかどうかは各市町の施

策に拠るところであるが、本計画では、現在実施されている集団回収の仕

組みは今後も継続されるものとして想定する。 

よって、(2)か(3)のいずれかとなるが、現在実施されている直接資源化が

継続されるかどうかは各市町の今後の施策にも拠る所であり現時点では未

定であるため、本計画では、(2)「収集分（拠点回収含む）・直接搬入の両方を

受け入れる場合」と(3)「直接搬入分のみ受け入れる場合」の両方を想定する。 

 

⑨ 廃食用油 現在、各市町で分別・資源化されている。 

廃食用油については、新施設では以下のことが考えられる。 

(1) 燃やすごみに含める。（焼却余熱としてサーマルリサイクル） 

(2) 現状どおり分別・資源化する。 

新施設稼動開始後も分別・資源化を行うかどうか現時点では未定であ

る。よって、本計画では(1)「燃やすごみに含める」場合と、(2)「分別・

資源化する」場合の両方を想定する。 

 

⑩ 乾電池・廃蛍光管 新施設ではリサイクル施設において一時保管を行う。 

 

⑪ 使い捨てライター 現在、彦根市・豊郷町・甲良町・多賀町においては、拠点回収(ボック

ス回収)している。新施設では「燃えないごみ」として処理する。（原則

は使い切って排出することとなっているが、中身が入ったままのものは

破砕処理前に不適物として除去する。）ただし、収集については現状どお

り、別袋での収集の継続を前提とする。 

 

⑫ その他 処理困難物である「スプリング付きマットレス」や「ソファ」、「チャイルド

シート」については、新施設で処理が可能なよう、貯留ヤードや前処理ヤード、

破砕設備を検討する。 

基本的には購入先や専門業者への引き取りを依頼すべきもの（家電 4品目、エ

ンジンオイルやバッテリー、消火器、金庫、塗料等）については、万が一不法投棄

された場合には、新施設で一時保管が可能なようストックヤードを確保する。 

自治会清掃ごみ（草木・川ざらい汚泥を含む）（400～500t/年）について、現在

は中山投棄場に搬入後、民間事業者に処理を委託している。新施設では、自治会

清掃ごみは焼却炉において処理する。ただし一度に焼却炉に投入しないよう対策

（一時貯留設備を設ける、ごみピットで十分な攪拌を行う等）が必要である。 

動物の死がいについては、大型動物（シカ・イノシシ等）・中型動物（サル・イ

ヌ等）は、現在、彦根市清掃センターでは一時保管の後、民間事業者に処理委託

を行っている。ロードキル動物は彦根市清掃センターでの焼却処理も実施してい

る。新施設においては、小型・中型動物（サル・イヌ等）・ロードキル動物および

有害鳥獣（カラス・アライグマ・ハクビシン等）は焼却炉において焼却処理する

とともに、大型動物（シカ・イノシシ等）は一時保管が可能なよう貯留設備（冷凍

庫）を設ける。 

 

※「直接資源化」…中間処理施設を経ずに、資源化業者に直接搬入されて資源化されること。一旦、中間処理施設に搬入

され、破砕・選別等の処理や一時保管の後、資源化される場合は「中間処理後再生利用」と呼ぶ。 

※「行政回収」…「市区町村」主体の回収方法であり、市区町村が委託したごみ収集車で資源ごみを回収する。

（ステーション方式） 

※「拠点回収」…「市区町村」主体の回収方法であり、役所などの施設内に「回収ボックス」等を設置して資源ご

みを回収する。 

※「集団回収」…「地域団体（町内会、自治会、PTA等）」と「回収業者」が主体の回収方法であり、回収業者の

ごみ収集車が資源ごみを回収する。 
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表  不燃ごみの分別区分および収集方法 

 
  

分別名称 埋立ごみ 燃えないごみ 燃えないごみ 燃えないごみ 燃えないごみ 燃えないごみ 燃えないごみ

収集回数 月1回 月1回 月2回 月1回 隔週1回 各市町に拠る 各市町に拠る

収集方法 指定袋 指定袋 指定袋 指定袋 指定袋 指定袋 指定袋

収集方式 ステーション方式／直接搬入 ステーション方式／直接搬入 ステーション方式／直接搬入 ステーション方式／直接搬入 ステーション方式／直接搬入 ステーション方式／直接搬入 ステーション方式／直接搬入

収集体制 直営･委託／持込み 委託／持込み 委託／持込み 委託／持込み 委託／持込み 直営･委託／持込み 直営･委託／持込み

ガレキ（土や石等を原料に作られたもの。茶碗・陶器類、瓦、ブロック等）

分別名称 埋立ごみに含む ガレキ 燃えないごみに含む 燃えないごみに含む 燃えないごみに含む 燃えないごみに含む 燃えないごみに含む

収集回数 - 隔月1回 - - - - -

収集方法 - コンテナ - - - - -

収集方式 - ステーション方式／直接搬入 - - - - -

収集体制 - 委託／持込み - - - - -

ガラス類（蛍光灯）　（割れた蛍光灯、電球、板ガラス等）

分別名称 埋立ごみに含む 古紙類等の回収／ガラス類 燃えないごみに含む 燃えないごみに含む 燃えないごみに含む 燃えないごみに含む 燃えないごみに含む

収集回数 - 年6回／年3回 - - - - -

収集方法 - 指定なし／コンテナ - - - - -

収集方式 - 拠点回収／ステーション方式／直接搬入 - - - - -

収集体制 - 持込み／委託／持込 - - - - -

使い捨てライター

分別名称 埋立ごみ／拠点回収
古紙類等の回収（中身残でも可）

／燃えないごみ（中身残は不可）
使い捨てライター 使用済ライター 使用済ライター

燃えないごみに含む

(回収ボックス設置)

燃えないごみに含む

(回収ボックス設置)

収集回数 月1回／平日 年6回／月1回 随時 随時 随時 - -

収集方法 透明袋 指定なし／指定袋 直接そのまま 直接そのまま 直接そのまま - -

収集方式
ステーション方式

／拠点回収(回収BOX設置)
拠点回収／ステーション方式

拠点回収
(回収ボックス設置)

拠点回収
(回収ボックス設置)

ステーション方式
(回収ボックス設置)

- -

収集体制 直営･委託／持込み 委託／持込み 持込み 持込み 委託 - -

市町により分別が異なる品目、同素材でも分別が異なる品目

硬いプラスチック製品（日用品、文房具、プラスチック製おもちゃ、ＣＤ・ＤＶＤ等）

分別区分 埋立ごみに含む 燃やすごみに含む 燃やすごみに含む
燃やせるごみに含む

(※文房具等一部は燃えないごみ)
燃やすごみに含む 燃やすごみに含む 燃やすごみに含む

硬いプラスチック製品（テープ類（カセットテープ、ビデオテープ、ＭＤ、ＦＤ等））

分別区分 埋立ごみに含む 燃えないごみに含む 燃えないごみに含む 燃えないごみに含む 燃えないごみに含む 燃やすごみに含む 燃やすごみに含む

合成皮革製品（かばん、靴等）

分別区分 燃やすごみに含む 燃えないごみに含む 燃えないごみに含む 燃えないごみに含む 燃えないごみに含む 燃やすごみに含む 燃やすごみに含む

食品ラップ類

分別区分 資源ごみ（プラ製容器包装に含む） 燃えないごみに含む 燃えないごみに含む 燃えないごみに含む 燃えないごみに含む 燃やすごみに含む
彦根市は資源ごみ(容器包装プラ)

その他は燃やすごみ

ペットボトルのキャップ

分別区分 資源ごみ（プラ製容器包装に含む） 燃えないごみに含む 回収ボックス 燃えないごみに含む 燃えないごみに含む 燃やすごみに含む
彦根市は資源ごみ(容器包装プラ)

その他は燃やすごみ

袋類（菓子、冷凍食品等の袋　※アルミコーティングのもの）

分別区分 資源ごみ（プラ製容器包装に含む） 燃えないごみに含む 燃えないごみに含む 燃えないごみに含む 燃えないごみに含む 燃やすごみに含む
彦根市は資源ごみ(容器包装プラ)

その他は燃やすごみ

【収集方式凡例】 ・行政回収：「市区町村」主体の回収方法であり、市区町村が委託したごみ収集車で資源ごみを回収する。（ステーション方式）

・拠点回収：「市区町村」主体の回収方法であり、役所などの施設内に「回収ボックス」等を設置して資源ごみを回収する。

・集団回収：「地域団体（町内会、自治会、PTA等）」と「回収業者」が主体の回収方法であり、回収業者のごみ収集車が資源ごみを回収する。

統一案（案③）統一案（案①・案②）

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク

プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
製
容

器
包

装

不燃ごみ（金属、ガレキ、陶器・ガラス類、アルミ類、硬質プラスチック製品（一部除く）、塩化ビニール製品等、資源にならないもの）

項目 多賀町甲良町豊郷町愛荘町彦根市
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２.５ 計画処理量等の設定 

（１）新施設における処理対象物の設定 

1） 熱回収施設の処理対象物 

熱回収施設における処理対象物は、以下を想定する。 

 内訳（現在の分別区分） 量の把握※ 

① 燃やすごみ 「燃やすごみ」（又は「燃やせるごみ」） 
（彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町） 

○ 

「容器包装プラスチック」（案①・案②の場合） 
（彦根市において、現在は「資源ごみ」として処理している。） 

○ 

「白色トレイ」（案①・案②の場合） 
（愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町において、現在は「資源ごみ」と

して処理している。） 

○ 

「廃食用油」（又は「使用済てんぷら油」「廃食油」）（案①・案②の場合） 
（彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町） 

○ 

「硬いプラスチック製品」 
（彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町において、現在は「燃え

ないごみ（又は埋立ごみ）」に含まれている。） 

× 

「合成皮革製品」 
（愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町において、現在は「燃えないごみ」

に含まれている。） 

× 

「プラスチック製の容器包装」（食品ラップ・ペットボトル

キャップ・袋類(アルミコーティング)）（案①・案②の場合） 
（愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町において、現在は「燃えないごみ」

に含まれている。） 

× 

② リサイクル施設 

からの可燃残渣 

※彦根市では、粗大ごみ処理場からの可燃残渣を焼却場で処理して

いる。愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町では、不燃ごみ・粗大ごみ・

資源ごみを委託処理しており、可燃残渣の処理は行っていない。 

× 

③ 災害廃棄物 ※現在、災害廃棄物の処理については、考慮されていない。 － 

※○：現在の分別区分から排出量が把握でき、その数値を基に計画処理量が設定可能である。 

※災害廃棄物とは、環境省「災害廃棄物対策指針」および「滋賀県災害廃棄物処理計画(原案)」において、地震等の災害によって発

生する廃棄物や、被災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄物をいい、なお、新ごみ処理施設の熱回収施設において処理対象とす

る災害廃棄物は、これらのうち可燃性のものであり、かつ適正に処理可能な廃棄物のみを対象とします。 

 

 

2） リサイクル施設の処理対象物 

リサイクル施設における処理対象物は、以下を想定する。 

 内訳（現在の分別区分） 量の把握※ 

① 燃えないごみ 「燃えないごみ」（又は「埋立ごみ」） 
（彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町） 

○ 

「ガレキ」（愛荘町） × 

「ガラス類」（愛荘町） × 

「使い捨てライター」 
（豊郷町・甲良町・多賀町において、現在は「使い捨てライター」と

して拠点回収(ボックス回収)している。） 

× 

「割れている蛍光灯・電球」 
（彦根市・豊郷町・甲良町・多賀町では、現在は「燃えないごみ（又は埋立

ごみ）」として収集している。愛荘町では「ガラス類」として処理している。） 

× 

② 粗大ごみ 「粗大ごみ」 
（彦根市・愛荘町愛知川地区・豊郷町においては、「粗大ごみ」とし

て収集している。愛荘町秦荘地区・甲良町・多賀町においては可燃

性のものと不燃性のものを分けて収集している。） 

○ 
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（３）周辺土地利用条件 

近隣の土地利用条件について整理する。いずれも、排ガス等による環境影響や、来館・通学等に対

して予想される影響に留意する必要がある。 

 

1） 住宅 

建設候補地の中央から最寄りの住宅までは、約 150mである。 

 

 

2） 教育施設 

建設候補地の中央から半径 500～1,000mの圏内に秦荘東小学校がある。また、半径 1,000～2,000m

の圏内に秦荘幼稚園、秦荘中学校がある。 

 
  

500m 

1,000m 

最寄り住宅 

秦荘中学校 

秦荘幼稚園 

500m 

1,000m 秦荘東小学校 
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3） 医療施設 

建設候補地の中央から半径 500～1,000mの圏内に北村医院、北村歯科がある。 

 

 

4） 福祉施設 

建設候補地の中央から半径 500mの圏内にグループホーム直心庵、愛犬つくし教室があり、500～

1,000mの圏内にコスモス共同作業所、秦川保育園がある。また、半径 1,000～2,000mの圏内に特別養

護老人ホームやまびこがある。 

 

 

500m 

1,000m 

北村医院 

北村歯科 

500m 

1,000m 

コスモス共同作業所 

愛犬つくし教室 

グループホーム直心庵 

特別養護老人ホーム やまびこ 

秦川保育園 
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（４）排水 

建設候補地に隣接する公道上の公共下水道管（敷地西側を南北に走るφ200管）への接続を想定する。 

    ①プラント排水：原則として処理後公共下水道に放流するものとする。（必要に応じて再利用する。） 

    ②生活排水    ：原則として処理後公共下水道に放流するものとする。（必要に応じて再利用する。） 

 

 

図  建設候補地付近の下水道敷設管図 

 

（５）雨水排水 

    建設候補地に隣接する側溝へ放流するものとする。 

 

（６）電話等通信 

    公道部より引き込むものとする。 

  

φ200 VU 

φ200 VU 

φ200 VU 

φ200 VU 

φ200 VU 

φ200 VU 

φ200 VU 

φ150 VU 

φ200 VU 

φ150 VU 
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第５章 公害防止計画・焼却残渣処理計画 

廃棄物処理施設は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に規定されている“施設の技術上の

基準”に適合するとともに、“施設の維持管理の技術上の基準”に基づき適切に運営管理されなけれ

ばならない。これと同時に、公害防止および環境保全にかかる関係法令の規制を受け、施設立地場

所に応じて、規制基準（公害防止基準）を設けることとなる。 

 

５.１ 公害防止項目の設定 

（１）排ガス 

1） ばいじん 

ばいじんの排出基準（総理府令第 27号 1998年平成 10年 4月 10日付）は施設の種類と規模によ

り定められている。集じん器入口のばいじん濃度は、炉の構造や運転条件（焼却負荷、空気比等）

によって変動するが、連続炉では通常 2～5g/m3N であるので、基準達成のためには集じん器の設備

は不可欠である。また、炉構造等の工夫により、集じん器手前でばいじんの一部を除去することは、

集じん器の負荷低減に有効である。 

集じん装置には、ろ過式集じん器（バグフィルタ）、電気集じん器、機械式集じん器がある。また、

処理ガス温度については集じん器入口において、「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイ

ドライン」では 200℃未満、「廃棄物処理法」ではおおむね 200℃以下とするよう定められている。 

 

2） 塩化水素・硫黄酸化物 

ごみ焼却施設の排ガスに含まれる酸性ガスとして、塩化水素と硫黄酸化物がある。 

塩化水素の排出基準は、残存酸素濃度 12%換算値で 700mg/m3Nであり、これは約 430ppm に相当す

る。ごみ焼却施設から排出される塩化水素濃度は、ごみ質によって変化する。発生原因物質は主と

して塩化ビニール系プラスチックと考えられるが、食塩等の無機塩化物からも塩化水素が発生する

ので、分別のみで排出基準を大幅に下回ることは難しい。 

硫黄酸化物の排出基準は、いわゆる K値規制で行われる。これは、それぞれの地域ごとに定めら

れる K値と、施設の有効煙突高さとから排出基準を算出する方式で、煙突による拡散効果を考慮し

た規制方式である。排出基準の算出式はサットンの拡散式を基礎としている。ごみ焼却排ガス中の

硫黄酸化物濃度は、通常 20～80ppmであり、重油(低硫黄重油で 100～300ppm)や石炭(500ppm以上)

に比べると低い。また、飛灰中には結晶性の硫酸塩(Na2SO4、K2SO4等)が 5％以上(S04換算)含まれて

いる。一方、ごみ中の硫黄分は全硫黄で 0.05～0.2％、揮発性硫黄が 0.03％程度である。これらの

ことはごみ中の硫黄分の半分以上が主灰および飛灰中に残っており、排ガス中の硫黄酸化物のかな

りの割合が、炉内およびガス冷却部でアルカリ性ばいじんと反応していることを示している(Na20＋

S02＋1/202→Na2SO4)。なお、硫黄酸化物は S02(二酸化硫黄)と SO3（三酸化硫黄)とからなるが、ごみ

焼却排ガスでは集じん器出口で、S02が 98％以上占めている。 

 

3） 窒素酸化物 

窒素酸化物の排出基準（第 5 次規制 1983 年連続炉）は、残存酸素濃度 12%換算値で 250ppm であ

る。排ガス中の窒素酸化物の大半は一酸化窒素(NO)であり、二酸化窒素(N02)の割合は数％以下であ

る。ごみ焼却排ガス中の窒素酸化物濃度は通常 100～150ppm 程度であり、排出基準の 250ppm を超

える可能性は小さい。窒素酸化物排出の抑制には燃焼制御による方法が有効で、低酸素燃焼と炉温
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管理等により、平均濃度を 100ppm以下としている例も珍しくない。一方、窒素酸化物の規制には市

町村等の上乗せ排出基準や総量規制基準もあり、一般の排出基準 250ppm より厳しい規制値が適用

されることもある。これに対応するために燃焼制御と併用してアンモニアや尿素を炉内に吹込む無

触媒脱硝法や排ガス処理設備でアンモニアを使用した触媒脱硝法が用いられることもある。 

燃焼によって生成する窒素酸化物は、空気中窒素の酸化によるサーマル NOx、燃焼中窒素分の酸

化によるフューエル NOxに大別される。ごみ焼却の場合は発電用ボイラーに比べ燃焼温度が低いの

でサーマル NOxの発生は少なく、7～8割以上がフューエル NOxであるとされている。 

ごみ中の窒素分は約 0.5%ある。したがってこれが全部 NOxに転換したとすると、排ガス中の窒素

酸化物濃度は計算上 1,000ppm以上になる。これまで、焼却炉内の自己脱硝反応(ごみ熱分解時に発

生する NH3等の還元性物質と NOxの反応)によって、実炉における窒素酸化物濃度は、上述の値まで

低くなってきた。この反応を促進する第一要素は、低酸素管理することである。しかしながら、低

酸素運転は一酸化炭素やダイオキシン類の発生増加の要因となるため燃焼温度の維持や充分なガ

スの混合撹絆を行うなど運転管理上留意する必要がある。 

 

4） ダイオキシン類 

1990 年(平成 2 年)12 月に｢ダイオキシン類発生防止等ガイドライン｣(旧ガイドライン)が厚生省

(当時)において策定され、当時において技術的に実施可能な限り、ダイオキシン類の発生防止等を

効率的に推進するという観点から総合的な対策が取りまとめられた。その後、1997 年(平成 9 年)1

月｢ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン｣（新ガイドライン）が｢ダイオキシン

類削減プログラム｣という副題にて策定され、1997 年(平成 9 年)8 月に廃棄物処理法に基づく政省

令の改正が行われ、ダイオキシン削減のための法的規制措置が 1997 年(平成 9 年)12 月から施行さ

れた。その後、｢ダイオキシン類対策特別措置法｣が 1999年(平成 11年)7月 16日公布され、2000年

(平成 12年)1月 15日施行された。 

廃棄物焼却炉は法の特定施設に位置づけられ、施行規則で大気排出基準が定められている。ダイ

オキシン対策の基礎となる我が国の耐用 1 日摂取量(TDI)については、1996 年(平成 8 年)l０pg-

TEQ/kg/day とする厚生省の中間報告(提案)がまとめられた。その後、世界保健機関(WHO)専門家会

合の結論を踏まえ、環境庁および厚生省の共同作業による見直しが行われ、1999年(平成 11年)6月

のダイオキシン対策閣僚会議で 4pg-TEQ/kg/dayとすることとなり、｢ダイオキシン類対策特別措置

法｣の基本とすべき基準として定められた。 

ダイオキシン類については連続測定できないため、代替的に、燃焼の状態を表す「一酸化炭素」

を連続測定し常時監視が行われる。 

 

5） 水銀等 

｢大気汚染防止法｣施行規則の一部改正(2016年(平成 28年)9月 26日)が行われ、水銀等の大気排

出規制値が定められた。施行日は、2018年(平成 30年)4月１日となっている。 

規制対象となる施設(水銀排出施設)の排出基準値は、ガス状水銀および粒子状水銀の合計した全

水銀 30μg/m3N の量であることとなっている。また、経過措置が設けられており、既存施設の水銀

排出施設は、50μg/m3Nの量が適用される。 

水銀排出者は、環境省令で定めるところにより、当該水銀排出施設にかかる水銀濃度を測定し、

その結果を記録し、保存することが定められた。測定は、全水銀(ガス状水銀および粒子状水銀)を
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対象として、バッチ測定方式で行い、試料採取・分析方法は、排出ガス中の水銀測定法(2016年(平

成 28年)環境省告示第 94号)で行うこととなる。ごみ焼却排ガス中の水銀排出濃度は、ダイオキシ

ン類対策により普及したろ過式集じん器と揮発性物質を抑制する乾式・湿式システムの組合せによ

る施設において平均 10μg/m3N以下程度であり、30μg/m3N未満であると考えられる。排出規制に対

応するためには、ろ過式集じん器、湿式洗煙設備および活性炭処理等が有効とされている。 

 

（２）悪臭 

施設から発生する悪臭は「悪臭防止法｣および関連条例で定める規制基準値以下でなければなら

ない。悪臭の規制と規制基準値は、｢悪臭防止法｣では、他の公害規制法と異なり、特定施設制度を

とっていない。また、規制を行う地域や規制基準を、都道府県知事が市町村長の意見を聴取した上

で定めるよう規定している。すなわち、公害としての悪臭問題は自然的、社会的条件により、住民

の生活環境に対する影響度が変化するので、地域毎に規制を行うよう配慮しているものである。 

したがって、当該施設がどのような規制を受けるかについては、地域ごとの知事告示によらなけ

ればならないが、法では規制基準の内容(種類、方法、範囲等)について、なお、1995年(平成 7年)

に｢悪臭防止法の一部を改正する法律｣が公布され、従来の物質濃度規制に加え嗅覚測定法による規

制方式が導入された。物質濃度規制は特定の物質を排出する工場、その他の事業所等に対しては効

果的であり、引き続き規制の基本とされるが、嗅覚測定法による臭気指数規制は、発生源から複数

の悪臭の原因となる物質が排出され、これらが相加・相乗される等により、人の嗅覚に強く感じら

れる複合臭への対応、また悪臭の原因となる未規制の多種多様な物質への実効性のある対応を図る

ためのものである。更に 1999年(平成 11年)には｢悪臭防止法の一部を改正する法律｣が公布され、

嗅覚測定法による臭気指数規制にかかわる気体排出口の規制基準の設定方法が定められた。 

建設候補地のある愛荘町では臭気指数規制が採用されており、敷地境界、気体排出口、排水それ

ぞれについて以下の規制基準が設けられている。 

1） 敷地境界の地表における規制基準(悪臭防止法第 4条第 2項第 1号) 

環境省令で定める範囲内（施行規則において大気の臭気指数が 10以上 21以下と定められている）

において、大気の臭気指数の許容限度として定められるものである。 

2） 排出口における規制基準(悪臭防止法第 4条第 2項第 2号) 

敷地境界における許容限度を基礎として、排出口の高さに応じて、すなわち拡散を考慮して定め

られ、臭気排出強度（排出気体の臭気指数及び流量を基礎として算定される値）または排出気体の

臭気指数の許容限度として定められるものである。 

3） 排水の規制基準(悪臭防止法第 4条第 2項第 3号) 

敷地境界における許容限度を基礎として、排出水の臭気指数の許容限度として定められるもので

ある。 

 

（３）騒音・振動 

施設から発生する騒音および振動は、敷地境界において、それぞれ｢騒音規制法｣、「振動規制法｣

および関連条例で定める規制基準値以下でなければならない。｢騒音規制法｣と｢振動規制法｣では共

に特定施設制度をとっており、特定施設を有する特定工場に適用される規制基準は、環境大臣が定

める範囲内において、知事が地域を指定して定めることとされている。また、市町村等がその地域

条件に応じて、法と別の見地から、条例により規制することも可能である。 
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特定施設としては、次のものがある。 

(a) 騒音規制法にかかる特定施設 原動機定格出力 7.5kW以上の空気圧縮機および送風機が対象 

(b) 振動規制法にかかる特定施設 原動機定格出力 7.5kW以上の圧縮機が対象 

環境大臣が定める規制基準の範囲は、敷地境界における騒音レベル、振動レベルとして、区域や

時間帯別に、定められている。 

 

（４）主灰・飛灰(特別管理一般廃棄物) 

焼却残さのうち、焼却炉下部から排出される主灰は「ごみ処理施設性能指針のうち焼却残さに係

る事項」に定める熱しゃく減量に適合しなければならず、一般に埋立てによる最終処分が行われて

きた。ごみ焼却施設における主灰の熱しゃく減量は、一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基

準で定められ、また、性能指針において、施設の炉型式に応じてそれぞれの値が定められているの

で、施設の運営に当たっては、日常の保守整備と適正な管理によって性状を維持し、最終処分にお

いて環境衛生上の支障がないようにしなければならない。 

焼却残さのうち、集じん装置や煙道各部で捕集された飛灰は、1992年(平成 4年)7月から施行さ

れた法改正により、特別管理一般廃棄物に指定され、分離排出、分離貯留並びに重金属類にかかる

溶出基準値に適合するための中間処理が義務付けられた。特別管理一般廃棄物は、処分又は再生の

方法として環境大臣が定める方法により行うこととされており、次の(a)～(e)が定められている。 

(a) 溶融固化法 (b) 焼成法 (c) セメント固化法 

(d) 薬剤処理法 (e) 酸その他溶媒による安定化 

2000年(平成 12年)1 月に｢ダイオキシン類対策特別措置法｣が施行され、同時に｢廃棄物の処理お

よび清掃に関する法律｣も改正され、一般廃棄物焼却施設から排出されるばいじんおよび焼却灰そ

の他燃え殻は、ダイオキシン類含有濃度が基準値(3ng-TEQ/g)を超えたものは特別管理一般廃棄物

と定められ、処分を行う場合は基準以内となるよう処理しなければならないとされた。 

 

（５）排水 

施設から公共用水域へ排出される水は、「水質汚濁防止法」および関連条例で定める排水基準値

以下、また、公共下水道に排除される水にあっては「下水道法］および関連条例で定める水質基準

値以下でなければならない。 

排水の規制と排水基準値は、火床面積が 2m2以上またはごみ処理能力が 200kg/h以上のごみ焼却処理

施設は、「水質汚濁防止法施行令」により、「水質汚濁防止法」および「下水道法」の「特定施設」とさ

れており、排水が公共用水域に排出される場合は、「水質汚濁防止法」の適用を受ける。（特定施設その

ものからの排水のみでなく、事業場から排出される水全般について適用されることに注意を要す

る。）また、排水が下水道に排除される場合は「下水道法」の適用を受ける。 

排水処理は、ごみ焼却施設にとって、排ガス処理とならび重要な位置を占めている。ごみ焼却施

設では様々な用途で水を用いるので、これらの排水の処理を必ず考えねばならない。 

ごみ焼却施設で処理対象となる排水には、次のようなものがある。 

(a) ごみピット排水 (b) 洗煙排水 (c) 灰出し排水 (d) 水噴射排水 

(e) 純水(軟水)装置排水 (f) ボイラー排水 (g) 洗車排水 (h) 床洗浄排水 

(i) 生活系排水 (j) スラグ冷却水(灰溶融施設設置の場合) 

個々の排水の量と水質は、ごみ質や施設の種類、水使用システムおよび運転状況によって大きく
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変動する。処理方法については弾力性のあるシステムを計画することが重要である。 

例えば、完全燃焼を行い主灰の質を高めることにより、灰出し排水の生物処理は不要となり得る

し、再利用率を高めることができるので、排水量および使用水量を減らすことができる。排ガス冷

却を水噴射設備で行う場合は、一定処理した後の排水は全量ガス冷却水として利用可能なので、ク

ローズド化を図ることもできる。また、灰出設備に灰押出機を用いることにより、灰出し排水の量

を著しく少なくできる。しかしこのような場合、塩類は全て主灰に残留することになるので、埋立

地における浸出水中の塩問題が生ずることも考えられる。また、排水処理汚泥として固定した排水

中の有害物の行方も考慮することが必要である。 
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５.２ 公害防止方式の整理 

以下に、５.１で設定した各公害防止項目について、公害防止方式を整理する。一般的に、除去性能の

よい設備は、設備費・維持管理費が高価なものとなるため、適切な機種の選定が必要である。 

 

（１）排ガス対策 

1） ばいじん除去 

排ガス中のばいじんを除去するため、集じん器を使用する。 

ごみ焼却施設のばいじんの性状は、 

(a) 吸湿性が大きく、湿気を吸って冷えると固着しやすい。 

(b) かさ比重が 0.3～0.5と小さく軽い。 

(c) 粗いばいじんは煙道やガス反転部で沈降するので、集じん器入口の平均粒径が小さい。 

(d) HCl･SOx等がガス中に含まれるため、機器の防食上、十分注意を要する。 

このような条件に適合する集じん器としては、ろ過式集じん器・電気集じん器およびマルチサイク

ロン等があるが、ダイオキシン類削減という観点により、ろ過式集じん器が主流になっている。 

後述する塩化水素、硫黄酸化物、ダイオキシン類の除去も考慮した場合、排ガス中に吹き込んだ消

石灰や活性炭等がろ布上で排ガスと効率よく接触し集じん性能が向上するため、バグフィルタの方が

電気集じん器より微粒子について高い集じん効率を持ち、有害物質の除去率が高い。（ろ過式集じん

器の場合、排ガス性状(基準値)の目安としては、0.01 g/m3
N 程度とされている。） 

以上のことから、新ごみ処理施設の熱回収施設では「ろ過式集じん器（バグフィルタ）」を採用する。

なお、リサイクル施設の集じん設備については、ろ過式集じん器や機械式集じん器を組み合わせて適

切な方式を計画することとする。 

 

表  集じん器の種類 

種類 方式 

ろ過式集じん器 フィルタにガスを通過させ、ばいじんを分離する方法。 

電気集じん器 ばいじんをコロナ放電により荷電し、クーロン力を利用して集じんする方法。 

機械式集じん器 遠心力集じん器 排ガスに旋回力を与えてばいじんを分離する方法。 

重力式集じん器※ ばいじんの自然沈降を利用して分離する方法。 

慣性力集じん器※ 排ガスの流れ方向を急激に変えてばいじんを分離する方法。 

※比較的粗い粒子に対してのみ効果があり、除去率も低いため、焼却炉において単独では使われていない。 

 

表  主要集じん器設備の特性 

分類名 型式 
取扱われる 

粒度  μｍ 

圧力損失 

kPa 

集じん率 

％ 
設備費 運転費 

ろ過式集じん器 バグフィルタ 20～0.1 1～2 90～99.97※ 中程度 中程度以上 

電気集じん器  20～0.05 0.1～0.2 90～99.5 大程度 小～中  程度 

遠心力集じん器 サイクロン形 100～3 0.5～1.5 75～85 中程度 中程度 

出典： 「ごみ処理施設整備の計画・設計要領(2017 改訂版)」（（社）全国都市清掃会議）、ろ過式集じん器の集じん率

99.97％は「公害防止の技術と法規」による。 

 

（注）集じん効率は粉じんの粒径分布によるので、ここでは一般の場合の値を挿入した。 
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処理方式 ろ過式集じん器 

概要 ろ過式集じん器はバグフィルタとしてよく知られ、近年の新設炉では使用実績が最も多い。

以下にろ過式集じん器の一般的な構造図を示す。 

 

 
 

原理 ろ過式集じん器におけるばいじんの捕集機構は、ろ布(織布・不織布)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ことによる。ろ布にばいじんが堆積することにより圧力損

失が上昇した場合、払い落とし操作によって堆積したばいじん(集じん灰)を払い落とし、再度

ろ過を継続する。この際、ろ布の織目もしくは表面層に入り込んだ粒子は払い落とされずに残

る。この残留粒子層は第一次付着層と呼ばれ、この第一次付着層によって新たなばいじんの捕

集を行う。 

ろ布には、ガラス繊維織布や PTFE、PTFE＋ガラスの混合・ポリイミド（耐熱性・難燃性を

備えた高分子化合物）などの繊維を使用した不織布を使用することが多い。また、ダイオキシ

ン類や窒素酸化物の除去を目的に触媒成分を添加したろ布や集じん灰の剥離効果をよくする

ために PTFE を表面に被膜させたろ布が使用される例もある。ろ布の選定に際しては、排ガス

およびばいじんの性状(排ガス温度・水分量・酸性成分等)を十分考慮して、また有害ガス除去

性能も含めた上で適切なろ布を選定する必要がある。 
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2） 塩化水素・硫黄酸化物除去 

排ガス中の有害ガスである塩化水素(HCl)･硫黄酸化物(SOx)は、アルカリ剤と反応させて除去する。

除去の方式は、大別すると乾式法と湿式法とに分類される。乾式法とは、反応生成物が乾燥状態で排

出されるもの、湿式法とは、水溶液にて排出されるものをいう。なお、HCl の除去に伴って SOx も除

去されるが、一般的に SOx の除去率は HClに比べ低いので注意が必要である。 

以下に、各方式の比較を示す。下表の比較により、塩化水素・硫黄酸化物については「乾式法」を採用する。 

 

表  塩化水素・硫黄酸化物についての比較（コストについてはメーカヒアリングより） 

項目 乾式法（バグフィルタにアルカリ剤吹込み） 湿式法 

排ガス性状の目安 
塩化水素    50 ppm 

硫黄酸化物  25 ppm 

塩化水素    15 ppm 

硫黄酸化物  20 ppm 

メリット 

 装置からの排水がなく処理が不要である。 

 装置出口の排ガスの温度を高温に維持できるた

め、ガス再加熱に要するエネルギーを抑えること

ができ、発電効率が高くなる。また、白煙防止装置

を設置しなくても、煙突から白煙が生じにくい。 

 腐食対策が容易である。（維持管理が容易。） 

 塩化水素、硫黄酸化物に対して、除去性能が

高い。 

 

デメリット 

 湿式に比べ、薬剤の使用量が多い。（供給し

た薬剤の一部は未反応のまま排出される。） 

 乾式に比べ、整備費では約2～7％程度の増加（機

械設備費だけでなく、建屋の大型化による土木

建築費の増加も含む）、プラント排水量が増加す

ることにより維持管理費でも約 2～10％程度の

増加が想定される。また、発電効率は3％程度低

下し、年間発電量が15～20％程度減少する。 

 湿式排ガス処理設備出口の排ガス温度は50℃

以下となり、煙突の腐食防止や排ガスの拡散

効率を上げるためにも、蒸気式ガス再加熱器

の設置が必要となり、蒸気の施設内使用量が

増えるため売電収入も減少する。 

(注)排ガス性状濃度(目安)の出典：「流動床式ごみ焼却炉設計の実務」（工業出版社） 

 

処理方式 塩化水素・硫黄酸化物除去（乾式法） 

概要 乾式法は炭酸カルシウム(CaC03)、消石灰

(Ca（OH）2)や炭酸水素ナトリウム(NaHC03)等

のアルカリ粉体をろ過式集じん器の前の煙

道に吹込み、反応生成物を乾燥状態で回収

する方法が主である。乾式法は湿式法に較

べて薬剤の使用量が多い(供給した薬剤の

うち一部は未反応のまま排出される)とい

う欠点はあるが、次に示すような多くの利

点があるため、実用例が多い。 

a) 排水処理が不要である。 

b) 装置出口の排ガスの温度を高温に維

持できるので、湿式法に比べてガス

再加熱に要するエネルギーを抑える

ことができ、発電設備を備える場合

には発電効率が高くなる。また、白煙

防止装置を設置しなくても、煙突から白煙が生じにくい。 

c) 腐食対策が容易である。 

最近では乾式法も性能面での改善が進み、湿式法と較べて性能的に遜色の無い機種も実用

されるようになっている。 

 
  

図  乾式法(ろ過式集じん器方式)の例 
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処理方式 塩化水素・硫黄酸化物除去（湿式法） 

概要 水や苛性ソーダ(NaOH)等のアルカリ水溶液を吸収塔に噴霧し、反応生成物を NaCl、Na2SO4等

の溶液で回収する方法である。NaOH等のアルカリ溶液を吸収塔内で循環運転し HCl、SOx を気

液接触により吸収する。反応生成物は溶液として回収し、排水処理装置で処理する。吸収塔の

形式はスプレー型・トレー型・ベンチュリ型・流動層型・充填塔型等がある。反応機構として

は、排ガス中に二酸化炭素(C02)が多くあり、NaOHは C02を吸収して炭酸ソーダ(Na2C03)として

溶液中に溶解し、この Na2CO3が強酸である HCl、S02と反応して C02を放出して NaCl･Na2HCO3･

Na2S04などが生成する。排ガス中には 02が多く存在するのでほとんど NaCl･Na2SO4の形態で排

溶液中に含まれる。 

 
図  湿式法のフロー例 

 

循環液は HCl、S02 を吸収する運転により塩濃度が増えることになるので、一般的に排水処

理設備の兼ね合いで循環塩濃度を 3％～15％とする。 

本方式は除去率が高く、Hgや As 等の重金属類も高効率除去が可能で HClや S02は 15ppm 以

下にできる。排ガスは増湿冷却されて水分飽和ガスとなるので、白煙低減が必要となり、除

湿・再加熱のプロセスが必要となるが、除湿用循環水の冷却にはエアフィンクーラー等によ

り大気中に水滴が飛散しない密閉系の装置とする必要がある。 

湿式法は排水処理設備や塩乾固設備等プロセスが複雑になる欠点がある。更に吸着液の循

環使用によってダイオキシン類が濃縮するおそれがあり、廃液の処理には注意が必要である。 
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3） 窒素酸化物発生抑制・除去 

NOxは燃焼方法の改善により抑制することは可能であるが、総量規制や地域の上乗せ基準等により、

更に NOx を抑える技術が必要となってきている。NOx 除去技術は、すでに実用化中のものや現在開発

中のものがあり、それぞれ除去性能、コストや他の有害性分の同時除去の有無等の違いがある。した

がって、用途に合わせて最も適した NOx除去技術を選定していくことが重要となる。 

排ガスの NOx除去技術は、大別して燃焼制御法・乾式法・湿式法に分類される。それぞれ利点があ

るものの、焼却施設では排水処理設備が不要である燃焼制御法および乾式法が圧倒的に多く採用され

る。以下に主な NOx除去技術の方式による分類を示す。 

本計画においては、窒素酸化物除去の方式は限定せず、各方式を組み合わせて必要な除去性能が確

保可能なよう検討する。 

 

表  主な NOx除去技術の一覧 

区分 方式 
除去率 

(％) 

排出濃度の

目安(ppm) 
設備費 運転費 採用例 

燃焼制御法 

低酸素法 
- 80～150 小 小 多 

水噴射法 

排ガス再循環法 - 60程度 中 小 少 

乾式法 

無触媒脱硝法 30～60 40～70 小～中 小～中 多 

触媒脱硝法 60～80 20～60 大 大 多 

脱硝ろ過式集じん器法 60～80 20～60 中 大 少 

活性コークス法 60～80 20～60 大 大 少 

天然ガス再燃法 50～70 50～80 中 中 少 

(注 1)上記以外に湿式法もあるが、ごみ焼却施設での採用例は無い。 

(注 2)乾式法は燃焼制御と併用するのが一般的である。 

(注 3)除去率、排出濃度は運転条件によって異なるが、一例として示した。 

(注 4)無触媒脱硝法について、排出濃度を低くする場合、リークアンモニアによる有視煙に注意する必要がある。 

(注 5)排出濃度(目安)の出典：「ごみ処理施設整備の計画・設計要領(2017改訂版)」（（社）全国都市清掃会議） 

 

処理方式 燃焼制御法 

概要 本方法は、焼却炉内で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法

で、狭義には低酸素燃焼法(低 02運転法・2 段燃焼法・抑制燃焼法とも呼称される)を指すこ

とがあるが、水噴霧法および排ガス再循環法も、広い意味での燃焼制御法に分類される。 

燃焼制御によって NOx の発生量が低減される現象は、主として炉内での自己脱硝作用によ

るものと考えられている。これは、ごみの燃焼によって生成された NOxが炉内での燃焼過程

でその一部が窒素ガスに分解する現象で、この反応に関与する還元物質としては、ごみの乾

燥ゾーンから発生するアンモニア(NH3)や一酸化炭素(CO)等の熱分解ガスであると考えられ

ている。この反応を効果的に進行させるためには、熱分解ガスの発生を促すとともに、熱分

解ガスと NOx の接触を維持することが必要で、炉内を低酸素状況におき、熱分解ガスの急激

な燃焼を避けることが原則であるといわれている。 

 

具体的な方式 
（ⅰ）低酸素燃焼法 

低酸素燃焼法とは、炉内を低酸素状態におき、効果的な自己脱硝反応を実現する方法で

ある。ただし、極端に空気量を抑制すると、主灰中の未燃物の増加や排ガス中への未燃ガ

スの残留が起こりがちなので、このような不具合の発生しない範囲にとどめる必要があ

る。なお、自己脱硝反応の完了後に二次空気を供給して、未燃ガスの再燃焼を図ることも

行われている。 

（ⅱ）水噴射法 

水噴射法とは、炉内の燃焼部に水を噴霧し燃焼温度を抑制することにより、NOxの発生
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を減少させるもので、低酸素運転法と併用し、その相乗効果で NOx の低減効果の向上を図

る場合が多い。 

（ⅲ）排ガス再循環法 

排ガス再循環法とは、集じん器出口の排ガスの一部を炉内に供給する方法である。これ

により炉温かおさえられるとともに 02 分圧の低下によって燃焼が抑制され、NOx の発生

量が低減する。本方法では、排ガス再循環ラインで腐食のないよう計画する必要がある。 

 

処理方式 無触媒脱硝法（乾式法） 

概要 無触媒脱硝法は、アンモニアガス(NH3)又はアンモニア水、尿素((NH2)2CO)を焼却炉内の高

温ゾーン(800℃～900℃)に噴霧して NOxを選択還元する方法である。 

この方式による NOxの除去率は、薬品と NOxの接触条件(温度・反応の時回等)によって左

右されるので、薬品の注入位置については、炉の型式・構造・煙道の形状に応じて十分な検

討が必要である。 

本方式は還元剤として噴霧する NH3または(NH2)2CO は一部未反応のまま後流にリークし、

排ガス中の HCl や S02と反応して、塩化アンモニウム(NH4Cl)や亜硫酸アンモニウム(NH4)2SO3

などを生成する。この NH4C1 は白煙発生の原因となるので NH3のリーク量を 5ppm～lOppm 以

下に抑えなければならず、還元剤の噴霧比は NH3/NO比で 0.6～1.2、(NH2)2CO/NO 比で 0.3～

0.6程度が適正である。この時、脱硝率として 30％～60％が得られる。 

なお、飛灰からアンモニア臭がするケースがあるので留意が必要である。 

本方式は、ごみ質や燃焼条件の変動によって焼却炉内の燃焼温度分布が変わるため、触媒

脱硝法に比べて脱硝率は低くやや安定性に欠けていたが、近年では複数個所に吹込みノズル

を設置し、燃焼温度が変化しても脱硝の最適温度域への吹込みを手動もしくは自動で選択切

替えすることで、脱硝率の安定性向上を図っている例もある。設備構成は簡単で設置も容易

なため簡易脱硝法として広く採用されている。 

なお、アンモニアは｢労働安全衛生法第 88 条｣、｢毒物劇物取締法第 10 条｣および｢消防法

第 9条｣等で届出が義務付けられる場合もあるので注意を要する。 

 

 

処理方式 触媒脱硝法（乾式法） 

概要 NOx 除去の原理は無触媒脱硝法と同じであるが、無触媒脱硝法が NH3と NOx の気相反応だ

けに依存して高温ガス領域(800℃～900℃)で操作するのに対し、脱硝触媒を使用して低温ガ

ス領域(200℃～350℃)で操作する。脱硝触媒は､触媒活性体の主成分を酸化タングステン

(W03)、酸化バナジウム(V205)等とし、酸化チタン（TiO2)を担体とし構成している。形状は粒

状、ハニカム状およびプレート状があるが、一般的にハニカム状が多く採用されている。 

 

図  触媒脱硝反応塔 

 

触媒による脱硝反応は、無触媒脱硝反応とは異なり NH3：1 モルに対し NO:1 モルが除去さ

れるため、NH3の利用率はほぼ 100％に達する。理論的には未反応 NH3 はゼロであるが、実際

の運用ではリークアンモニアが存在する。 

本方式の大きな特徴は高効率(60％～80％)で NOx 除去されることであり、未反応 NH3（リ

ークアンモニア)が 10ppm以下で脱硝率 80％以内の運用が多い。触媒脱硝装置は通常集じん

器の後方に設置される。 
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処理方式 その他の乾式法 

概要 
（ⅰ）脱硝ろ過式集じん器 

脱硝ろ過式集じん器はろ布に触媒機能を持たせることによって、NOxをはじめ有害成分を

一括除去しようとするものであり、この際、ろ過式集じん器の上流側に消石灰および NH3を

排ガス中へ噴射する。 

触媒化したフィルタ表面上に形成されるダスト堆積層により、ばいじん・HCl ･SOx・ダイ

オキシン類・水銀を含む重金属類などを除去し、排ガス中に注入した NH3とフィルタ中の触

媒で NOx を除去する。 

（ⅱ）活性コークス法 

本方式は、活性炭とコークスの中間の性能を有する吸着材である活性コークスを NOx と

NH3による脱硝反応において触媒として使用する方法である。この活性コークスはダイオキ

シン類や水銀等の低沸点有害物質を吸収除去する能力もある。 

（ⅲ）天然ガス再燃焼法 

本方式は、炉内に排ガス再循環とともに天然ガスを吹込み、最小の過剰空気率で CO その

他の未燃物の発生を抑えながらごみを完全に燃焼させて、NOx等ごみ燃焼に直接関係する大

気汚染物質を低減させるものである。 
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4） ダイオキシン類発生抑制・除去 

ダイオキシン類は､CO や各種炭化水素(HC)等と同様に未燃物の一種であるので､完全燃焼すること

により、かなりのダイオキシン類を抑制することができる。ただし、排ガスの冷却過程でダイオキシ

ン類の再合成(denovo synthesis)がある。これは集じん器の運転温度と密接な関係にあって、温度が

高いほどダイオキシン類の排出濃度が高くなる傾向にある。排ガス中のダイオキシン類は飛灰に吸着

された状態や、ミスト状のほか、ガス相として存在する。 

排ガス処理過程におけるダイオキシン類の低減化・分解などの抑制技術について、下表に比較を示

す。設備費・運転費が低く抑えられ、採用例も多いことから、ダイオキシン類については活性炭吸着

（バグフィルタに活性炭吹込み）を採用する。 

 

表  ダイオキシン類除去装置一覧表 

区分 方式 
排ガス性状 

(基準値)の目安 
設備費 運転費 採用例 

乾式吸着法 

ろ過式集じん器 

0.05 

(ng-TEQ/m3
N) 

中 小 多 

活性炭、活性コークス吹込ろ過式集じん器 中 中 多 

活性炭、活性コークス充填塔方式 大 大 少 

分解法 触媒分解 大 大 中 

（注）活性炭、活性コークス充填塔および触媒法はろ過式集じん器と併用するのが一般的である。 

（注）排ガス性状(目安)の出典：「公害防止の技術と法規 ダイオキシン類編」（公害防止の技術と法規編集委員会） 

 

処理方式 低温ろ過式集じん器（乾式吸着法） 

概要 ろ過式集じん器を低温域で運転することで、ダイオキシン類除去率を高くするものであ

る。ダイオキシン類は低温であるほど、高塩素化など蒸気圧は低くなり、固体微粒状やミス

ト状として排ガス中および飛灰に存在する。すなわち、低温ほど粒子体のダイオキシン類の

割合が多く、ガス体のダイオキシン類が少ない。そのためにダイオキシン類の除去率は温度

が低いほど高い。 

また、集じん器温度を下げることにより、飛灰表面に吸着される割合が多くなり、これを  

集じん器で捕集することで排ガス中のダイオキシン類除去効果が高くなるといわれている。 

ろ過式集じん器の低温運転はダイオキシン類除去に効果的である反面、腐食など低温運転

に伴うへい害に配慮する必要がある。 

 

 

処理方式 活性炭・活性コークス吹込みろ過式集じん器（乾式吸着法） 

概要 排ガス中に活性炭あるいは活性コークスの微粉を吹込み、後置のろ過式集じん器で捕集す

るシステムである。 

活性炭は泥灰・木・亜炭・石炭から作られる微細多孔質の炭素で表面積は活性炭 1g 当た

り 600～1,200m2（普通 1,000m2程度)である。活性コークスは活性炭に比べ賦活度が低く、表

面積も 150～400m2と小さく、吸着性能は劣るが安価であることから経済性は高い。 

活性炭および活性コークスによるダイオキシン類の除去メカニズムは明らかでないが物

理吸着と考えられる。排ガス中のダイオキシン類は適当な蒸気圧を持っていることから、吸

着除去が可能であり、吸着の一般特性は低温である程、吸着性能が向上する。 

活性炭・活性コークス粉末の排ガスへの吹込み方法には、以下の 2つがある。 

①  活性炭、活性コークス単独吹込み 

②  消石灰等の他の粉体との混合吹込み 

単独吹込み法は、処理排ガス量 1m3あたり、50～200mg を定量的かつ連続的に吹込む方法

であり、ダイオキシン類との接触を最大限に活用できる位置に吹込むことが重要である。ま

た、活性炭・活性コークスへの吸着を推進させるためにも、排ガスの温度が極力低くなった

位置が好ましく、排ガス中における滞留時間の確保と、混合が十分になされる位置に吹込む

べきである。活性炭・活性コークスの吹込み方法としては、消石灰等の粉体吹込みと同様の
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ブロワによる空気輸送が一般的である。排ガス中への撹絆効果を期待して、排ガス流速より

速い速度での吹込みが望ましいが、硬度が高いため輸送配管の摩耗には注意を払う必要があ

る。 

混合吹込み方式は、消石灰や反応助剤等と活性炭との混合剤を吹込む方法である。 

その他、低コストでのダイオキシン類の除去を目的とした、活性炭・活性コークスの代用

品の研究も進められている。 

 

 

処理方式 活性炭・活性コークス充填塔（乾式吸着法） 

概要 粒状活性炭あるいは活性コークスの充填塔に排ガスを通し、これらの吸着能により排ガス

中のガス状ダイオキシン類を除去するもので、入口ダイオキシン類濃度が増大しても出口ダ

イオキシン類濃度を安定に低値に保つことができる。充填塔は固定床と移動床方式があり、

除じん性能の高いろ過式集じん器等の後流に設置する。 

活性炭・活性コークス充填塔のダイオキシン類除去性能は、吸着剤の種類とともに、使用

温度および処理排ガス量(SV：排ガス量/活性炭量)に依存する。吸着除去の機構から処理温

度は低いほど好ましいが、結露などによる装置の腐食を考慮して酸露点以上の温度で使用さ

れる。 

活性炭・活性コークスの発火点はその種類にもよるが概ね 300℃以上であり、通常運転時

における充填塔の安全性に問題はないが、局所異常発熱などの現象に対する安全を十分考慮

する必要がある。 

 

 

処理方式 触媒による分解・除去 

概要 触媒を用いることによってダイオキシン類を分解して無害化する方法である。触媒の種類

は、TiO2 系の担体に Pt・V2O5・W03などを担持したものやアルミナ系複合酸化物を担体に触

媒活性成分を担持したものである。また、最近ではろ過式集じん器のろ布に触媒機能を持た

せたものも実用化されている。ダイオキシン類の分解反応機構は、主反応として酸化分解で

あり、副反応として脱塩素・脱酸素もあると考えられているが未だに未解明な部分が多く、

今後のさらなる研究が待たれる。 

分解効率は、触媒成分・温度・SV値(排ガス量/触媒量)により大きく異なる。触媒の種類

にもよるが、適切な温度と SV 値の選択により、高い除去率が得られる。SV値が同一の場合

は温度が高いほど、温度が同じ場合は SV値が小さいほど、ダイオキシン類分解効率は高い。 

一方でダイオキシン類低減の視点から、集じん温度の低下、高効率集じんが必要になり、

ろ過式集じん器が多く採用されるようになった。このため、ろ過式集じん器の後流に設置さ

れる触媒にも、より低温での活性が求められている。ろ過式集じん器の運転温度 150～180℃

から排ガスを再加熱し 200～230℃の温度域で運転されていたが、最近では、運転温度を 180

～200℃として、排ガスの再加熱に使用する熱エネルギーを削減している例もみられる。 
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5） 水銀除去 

排ガス中の水銀濃度は、ごみに含まれる水銀量に依存することから、炉内に投入されることがないよう入口

で対策することが第一に重要である。ごみに含まれる水銀は、ごみの燃焼過程において金属水銀蒸気として揮

発し、排ガスの冷却過程において同時に発生する塩化水素と結合して、その 60～90％が水溶性の水銀(塩化第

二水銀 HgCl2 等)として、残りは金属水銀(Hg)等として存在する。水溶性の状態の割合が多いことから湿式法

が有効である。また、水銀はダイオキシン類と同様、集じん過程での温度域(200℃程度)においては主にガス

相として存在するため、ダイオキシン類除去設備である低温ろ過式集じん器や活性炭・活性コークス吹込みろ

過式集じん器、活性炭･活性コークス充填塔が水銀除去にも有効であり、供用することが可能である。除去性

能について一般的な目安は無く、湿式の方が除去性能は高いが、いずれの方式でも 30μg/m3Nは遵守可能。 

塩化水素・硫黄酸化物除去設備において乾式法を採用しており、また、ダイオキシン類除去設備に

おいて活性炭吹込みろ過式集じん器を採用していることから、水銀除去については活性炭吹込みろ過

式集じん器方式を採用することとする。 

 

処理方式 低温ろ過式集じん器 

概要 水銀は、ガス温度が低いほど除去率は高く

なる。 

また、水銀の吸着した飛灰がろ布上に存在

すると、水銀化合物が飛灰から排ガスへ再放

出されることから、計測値が上昇した際に、強

制的にろ布上の飛灰を払い落とすことで集じ

ん器出ロガスの水銀濃度の上昇を抑えること

ができることが確認されている。 

 

 

処理方式 活性炭・活性コークス吹込みろ過式集じん器 

概要 ダイオキシン類除去に使用する活性炭や活性コークスで水銀除去可能である。なお、水銀

濃度が高い場合、間欠的に活性炭あるいは活性コークスの供給量が増やせるよう供給装置の

容量に配慮しておく必要がある。 

 

処理方式 活性炭・活性コークス充填塔 

概要 水銀は、ダイオキシン類等と同様に、吸着除去可能な物質であることから、粒状活性炭あ

るいは活性コークスの充填塔に排ガスを通すことで除去できる。設備は、ダイオキシン類除

去に使用するものと同様である。 

活性炭・活性コークス充填塔の水銀除去性能は、ダイオキシン類と同様、吸着剤の種類と

ともに、使用温度および処理排ガス量(SV：排ガス量/活性炭量)に依存する。 

 

処理方式 湿式法 

概要 水や吸収液を噴霧し水銀を除去する方法である。吸収液を塔内で循環運転し気液接触によ

り水溶性の塩化第二水銀等の水銀化合物を吸収除去する。溶解した水銀は水溶液として回収

し、排水処理装置で処理する。吸収液だけでは除去率にばらつきが大きく安定した水銀除去

性能が得られないことから、吸収液に液体キレート等の薬剤を添加する例も多い。 
  

図  ろ過式集じん器温度と水銀除去率 
※出典  第 12 回全都清研究・事例発表会 

ごみ焼却炉排ガス中の乾式水銀除去特性 
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（２）悪臭対策 

ごみ焼却施設には、悪臭源となる受入設備および灰出設備等の工程、設備がある。悪臭を施設から出

さないためには、発生源において極力捕集するほか、建築設備面での密閉化、燃焼用空気としての活用

および施設の適正な維持管理が重要な要素となる。特に燃焼の悪化により主灰や排ガス中に未燃有機物

が残留すると悪臭源となるので十分な灰の後燃焼とガスの燃焼完結に考慮した炉設計を行うとともに、

慎重な維持管理を行うことが必要である。 

なお、排ガス中の臭気として、二酸化窒素や塩化水素のような無機物質が問題となる場合がある。こ

れらは法で指定された悪臭物質ではないが、臭気濃度や臭気強度測定の際には、閾値（反応を引き起こす

のに必要な最小あるいは最大の値）が低いため臭気原因となりうるものである。二酸化窒素や塩化水素は｢大

気汚染防止法｣で排出基準が定められており、この基準が守られていればこれらの物質が悪臭として敷

地境界外に影響を与える可能性はほとんどないと考えられる。 

排水から発生する悪臭については、特に排水中の硫酸イオン濃度が高くなると、BOD や温度条件によ

っては硫酸還元菌が繁殖し硫化水素を発生して悪臭を生ずることがあるため、適正な排水処理に努める

ほか、灰質の悪化防止や、用水の再利用率についても考慮することが必要である。なお、硫化水素につ

いては悪臭の観点だけでなく、安全の観点からも適切な管理が必要である。 

 

（３）騒音・振動対策 

ごみ焼却施設には、空気圧縮機や送風機以外にもポンプ、クレーン等の出力の大きな原動機を持つ設

備があり、集じん器の槌打音や排水処理設備の水音あるいは排風口等が騒音源となることもある。誘引

送風機の回転数が煙突や煙道の固有振動数と同調することにより、騒音を発生する現象にも注意する必

要がある。また、ごみ焼却施設においては誘引通風機や、リサイクル施設においては回転式破砕機等の

大型の回転機器については、振動の原因となることに注意が必要である。 

騒音の防止対策としては、低騒音型の機器を採用するとともに、これらを地下や建物内部に設置する

等、外部に漏洩しないよう配置することが重要である。また、排風口の位置や、音の反射にも注意し、

音源の種類と敷地境界までの距離を考慮した設計を行い、試運転後に騒音問題が生ずることのないよう

にする。振動の防止対策としては、低振動型の機器を採用するとともに、特に振動を発生する機器につ

いては防振ゴムの設置や独立基礎とする等の対策を行う。 

 

（４）主灰・飛灰処理 

焼却炉下部に排出される主灰は高温であるため、灰冷却設備にて冷却が必要である。飛灰は、ボイラ

ーの伝熱面や排ガス処理設備・配管内に付着したばいじんや、集じん器において捕集したばいじんであ

り、重金属を含むため、薬剤処理（キレート処理）による安定化処理が必要である。 

 

（５）排水対策 

排水については、「排水クローズド方式」とする場合と、「下水道放流」とする場合が考えられる。本

計画では、エネルギー回収率が大きいことや、塩化水素・硫黄酸化物除去のために乾式法を採用するた

め排水中に塩類等は多く含まれないことから、「下水道放流」を採用する。 
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表  排水の方式についての比較（コストについてはメーカヒアリングより） 

項目 排水クローズド 下水道放流 

メリット 

 下水道への排水が生じないため、下水道へ

の負荷が低減できる。 

 下水処理施設において除去できない塩類等

が公共用水域に流出することを防ぐことが

できる。 

 

 排水処理設備として大きなものが必要なく

なるため、整備費・維持管理費が小さくて済

む。 

 排ガス冷却において水噴射を行う必要がな

く、エネルギー回収率が大きい。 

 

デメリット 

 減温塔の設置が必要となり、建設費で約 1～

3％程度の増加が想定されるとの回答であ

った。 

 維持管理費も、減温塔および水噴霧ポンプ

の整備費分が増額となり、約 1～5％程度の

増加が想定されるとの回答であった。 

 減温塔で減温させる分、ボイラーでの収熱

量が減るため発電効率が 1％程度低下し、年

間発電量が 5～8％程度減少するとの回答で

あった。 

 

 下水処理施設で除去できない物質について

は、公共用水域に流れ出てしまう。（ただし、

塩化水素・硫黄酸化物除去において湿式法

を用いる場合には洗煙排水に含まれる塩類

等に留意する必要があるが、本計画では乾

式法を採用するため、排ガス中に含まれる

物質はろ過式集じん器においてばいじんと

ともに乾燥状態で捕集・除去されることか

ら、排水に含まれる塩類は少ないことから

問題になることはない。（灰押出装置排水・

灰積出場洗浄排水・炉室の床洗浄排水など

プラント排水に含まれる重金属対策は、施

設内の排水処理設備で対応可能。）） 

 

 

 

５.３ 公害防止目標値の設定 

公害防止基準の決定に当たっては、排出基準のほか、今後実施を予定している環境影響評価等による

要求基準等も考慮に入れる必要がある。 

規制基準は、環境基準を目標に行政が行う個別の施策の中において、法律または条例に基づき、具体

的に公害等の発生源を規制するための基準一般のことである。規制基準には、個々の工場等から排出さ

れる汚染物質等を直接規制するための排出基準と、汚染物質の発生施設について所定の構造を備えるべ

きであることを定めた構造等の基準がある。 

排出基準は、発生施設の排出口から外界に排出される汚染物質等について定められた許容限度のこと

をいい、全国一律に同じ基準値が適用される一律基準と、都道府県が一定の区域を限り条例でより厳し

い基準を定める上乗せ基準がある。なお、排出基準の呼称は法律によって異なり、大気汚染防止法およ

びダイオキシン類対策特別措置法では「排出基準」、水質汚濁防止法では「排水基準」、騒音規制法・振

動規制法・悪臭防止法では「規制基準」と呼ばれている。ごみ処理施設で設定する排出基準を「公害防

止基準」と呼ぶことがある。ごみ処理施設では、上乗せ基準と同等かそれ以上に厳しい自主基準が設定

されることが通例的に行われている。なお、通常の運転においては公害防止基準よりもさらに低い値を

運転管理値として設定し、その値を目標として運転されることが一般的である。 

新ごみ処理施設の公害防止基準値については、以下のとおりとする。 

 

（１）排ガス 

排ガスに関する公害防止基準のうち、ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物については、現有

施設についても大気汚染防止法の排出基準を大幅に下回る自主基準としており、ダイオキシン類について

は、ダイオキシン類対策特別措置法の排出基準を遵守している。新ごみ処理施設では、現有施設よりも厳

しい基準であり、かつ近年の平均的な施設よりも厳しい基準値とする。 

水銀については、平成 28年 9月 26日付で環境省水・大気環境局から「大気汚染防止法の一部を改
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正する法律等の施行について」の通知があり、改正大気汚染防止法においては、新設の場合の排出基

準は 30μg/m3N以下となっている。本計画ではこれを遵守する。 

排ガス中の有害物質にかかる公害防止基準を以下の表に示す値とする。 

 

項目 
新ごみ処理施設の 

自主基準値 

彦根市清掃センターの 

自主基準値 

近年の自主基準値の 

平均値 

新ごみ処理施設の 

法令基準値 

ばいじん 0.01g/m3
N以下 0.01g/m3

N以下 0.01g/m3
N 0.08g/m3

N以下 

塩化水素 30ppm 以下 30ppm 以下 44ppm 430ppm 以下 

硫黄酸化物 30ppm 以下 K 値 14.5 以下 30ppm K 値 1.75 以下 

窒素酸化物 50ppm 以下 250ppm 以下 62ppm 250ppm 以下 

ダイオキシン類 0.1ng-TEQ/m3
N以下 1ng-TEQ/m3

N以下 0.1ng-TEQ/m3
N 

1ng-TEQ/m3
N以下 

 

※ガイドラインは 

0.1ng-TEQ/m3
N以下 

一酸化炭素 
20ppm 以下 

(4 時間平均) 

20ppm 以下 

(4 時間平均) 
- 

30ppm 以下 

(4時間平均) 

水銀 30μg/m3
N以下 

(平成30年4月1日から) 

50μg/m3
N以下 

46μg/m3
N 30μg/m3

N以下 

注） 「ppm」は「100万分の 1」の濃度を表す単位。 

「mg」「μg」「ng」は、それぞれ「1g」の「1000分の 1」、「100万分の 1」、「10億分の 1」の重さを表す単位。 

注） 硫黄酸化物にかかる K値規制は、各施設から排出される硫黄酸化物が拡散し、着地する地点のうち、最大濃度となる

地点での濃度を、一定の値以下に抑えるという考え方に基づき、排出口の高さに応じて、硫黄酸化物の許容限度を定

める規制方式である。よって、煙突が低いほど、硫黄酸化物の排出量を少なくしなければならないこととなる。K値

規制は、工場地帯のようなところで、様々な施設がある中で、地域全体として管理することを主な目的としたもので

ある。主に硫黄分の多い重油を多く使っていたバックグラウンドの高い地域の規制を厳しくすることを狙っていたた

め、地域ごとに規制値が決められている。大気汚染防止法制定当時、煙突があまり高くなく、排ガス処理技術も現在

ほど発展していなかった時代には、局地的な高濃度の二酸化硫黄汚染を防止するために効果的な規制であったが、高

煙突化が進み、排ガス処理設備も発展し、さらに光化学オキシダントや酸性雨のような広域大気汚染が問題になって

きている現在では、必ずしも有効な規制方式とはいえず、他の規制方式との組合せが必要とされており、近年は自主

基準では濃度基準を採用するごみ焼却施設が多くなっている。 

注） 通常、煙突からの拡散により 1,000～10,000倍に希釈される。大気にかかる規制基準は、煙突等の発生源での

濃度から約 1,000～10,000 倍に希釈拡散されることを前提に、環境基準を維持できる値に設定されている。 

項目 関連する環境基準等 

ばいじん 

【浮遊粒子状物質(粒径が 10μm以下)】 

1時間値の 1日平均が 0.10mg/m3以下 

かつ 1時間値が 0.20mg/m3以下 

※本施設の自主基準値から 100倍希釈されると、環境基準を下回る。 

塩化水素 
【参考：塩化水素（労働環境濃度）】 

日本産業衛生学会「許容濃度に関する委員会勧告」0.02ppm (上限値 5ppm) 

※本施設の自主基準値から 1500倍希釈されると、許容濃度を下回る。 

硫黄酸化物 

【二酸化硫黄】 

1時間値の 1日平均が 0.04ppm以下 

かつ 1時間値が 0.1ppm以下 

※本施設の自主基準値から 750倍希釈されると、環境基準を下回る。 

窒素酸化物 
【二酸化窒素】 

1時間値の 1日平均が 0.04～0.06ppmまたはそれ以下 

※本施設の自主基準値から 1250倍希釈されると、環境基準を下回る。 

ダイオキシン類 
【ダイオキシン類】 

1年平均値が 0.6pg-TEQ/m3以下 

※本施設の自主基準値から 167倍希釈されると、環境基準を下回る。 

水銀 
【水銀及びその化合物】 

1年平均値が 0.04μg-Hg/m3以下 

※本施設の自主基準値から 750倍希釈されると、年平均値を下回る。 
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注） 塩化水素および硫黄酸化物について、計画ごみ質から算出した排ガス中の濃度の理論値は以下のとおり。 

（容器包装プラおよび廃食用油を含む場合） 

 

（容器包装プラおよび廃食用油を含まない場合） 

 

 

  

項   目 内　　　容 単位 低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ

計画ごみ質 元素組成 C ％ 18.46 29.80 43.30

H ％ 2.67 4.36 6.37

N ％ 0.36 0.36 0.36

S ％ 0.03 0.03 0.03

CL ％ 0.71 0.71 0.71

O ％ 17.80 17.21 14.13

塩化水素 理論空気量 Lo m3N/kg 1.76 3.24 5.08 Lo=8.89C+26.7(H-O/8)+3.33S

理論乾き燃焼ガス量 Vdo m3N/kg 1.74 3.12 4.83 Vdo＝0.79Lo+1.867C+0.7S+0.8N

HCL発生量 Vhcl m3N/kg 0.005 0.005 0.005 Vhcl＝22.4/35.5×CL

22.4:標準状態の気体体積(m3N/mol) 35.5:塩素の原子量

理論乾き燃焼ガス中のHCL濃度 ppm 2,593 1,446 935

ppm 1,111 620 401 O2:12％換算ガス濃度＝((21-12)/(21-Os)×ガス濃度

公害防止基準値 ppm 30 除去率(最大) 97.3 ％

硫黄酸化物 理論空気量 Lo m3N/kg 1.76 3.24 5.08 Lo=8.89C+26.7(H-O/8)+3.33S

理論乾き燃焼ガス量 Vdo m3N/kg 1.74 3.12 4.83 Vdo＝0.79Lo+1.867C+0.7S+0.8N

SOx発生量 Vhcl m3N/kg 0.00023 0.00023 0.00023 Vsox＝0.7S

理論乾き燃焼ガス中のSOx濃度 ppm 132 74 48

ppm 57 32 21 O2:12％換算ガス濃度＝((21-12)/(21-Os)×ガス濃度

理論燃焼ガス中の計算につき、Os=0とした。

SOx=SO2とした。

公害防止基準値 ppm 30 除去率(最大) 47.37 ％

元素組成より求めた理論SOx濃度

(O2:12％換算)

理論燃焼ガス中の計算につき、Os=0とした。

備　　　考

ごみ処理施設整備の計画・
設計要領による

ごみ処理施設整備の計画・
設計要領による

元素組成より求めた理論HCL濃度

(O2:12％換算)

項   目 内　　　容 単位 低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ

計画ごみ質 元素組成 C ％ 17.23 28.88 42.75

H ％ 2.51 4.25 6.32

N ％ 0.37 0.37 0.37

S ％ 0.03 0.03 0.03

CL ％ 0.63 0.63 0.63

O ％ 18.11 17.51 14.34

塩化水素 理論空気量 Lo m3N/kg 1.60 3.12 5.01 Lo=8.89C+26.7(H-O/8)+3.33S

理論乾き燃焼ガス量 Vdo m3N/kg 1.59 3.01 4.76 Vdo＝0.79Lo+1.867C+0.7S+0.8N

HCL発生量 Vhcl m3N/kg 0.004 0.004 0.004 Vhcl＝22.4/35.5×CL

22.4:標準状態の気体体積(m3N/mol) 35.5:塩素の原子量

理論乾き燃焼ガス中のHCL濃度 ppm 2,519 1,331 840

ppm 1,080 570 360 O2:12％換算ガス濃度＝((21-12)/(21-Os)×ガス濃度

公害防止基準値 ppm 30 除去率(最大) 97.22 ％

硫黄酸化物 理論空気量 Lo m3N/kg 1.60 3.12 5.01 Lo=8.89C+26.7(H-O/8)+3.33S

理論乾き燃焼ガス量 Vdo m3N/kg 1.59 3.01 4.76 Vdo＝0.79Lo+1.867C+0.7S+0.8N

SOx発生量 Vhcl m3N/kg 0.00023 0.00023 0.00023 Vsox＝0.7S

理論乾き燃焼ガス中のSOx濃度 ppm 145 77 48

ppm 62 33 21 O2:12％換算ガス濃度＝((21-12)/(21-Os)×ガス濃度

理論燃焼ガス中の計算につき、Os=0とした。

SOx=SO2とした。

公害防止基準値 ppm 30 除去率(最大) 51.61 ％

元素組成より求めた理論SOx濃度

(O2:12％換算)

理論燃焼ガス中の計算につき、Os=0とした。

備　　　考

ごみ処理施設整備の計画・
設計要領による

ごみ処理施設整備の計画・
設計要領による

元素組成より求めた理論HCL濃度

(O2:12％換算)
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全国のごみ焼却施設(平成 15～27年度竣工)における排出基準（自主基準） 
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100

8以上

30未満

30以上

50未満

50以上

80未満

80以上

100未満

100以上

200未満

200以上

200以下

施
設

数

硫黄酸化物(SOx) 【単位：ppm】

29

81

9

45

8
3

0
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20
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40
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60

70
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90

100

20以上

50未満

50以上

80未満

80以上

100未満

100以上

150未満

150以上

200未満

200以上

250以下

施
設

数

窒素酸化物(NOx) 【単位：ppm】

34

60

84

2

0

10

20
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40

50

60

70

80

90

0.005以上

0.05未満

0.05以上

0.1未満

0.1以上

0.5未満

0.5以上

1以下

施
設

数

ダイオキシン類 【単位：ng-TEQ/m3N】

■ダイオキシン類 

■ばいじん ■塩化水素(HCl) 

■硫黄酸化物(SOx) ■窒素酸化物(NOx) 

※「ごみ焼却施設台帳(全連続燃焼方式)平成 21

年度版」(財)廃棄物研究財団より平成 15～24

年度竣工の施設を抽出したものに、独自に調

査した平成 25年度以降竣工の施設を追加 

 ＝最頻値  

現有施設の基準 

＝250ppm 
現有施設の基準 

＝K値 14.5 

現有施設の基準 

＝1ng-TEQ/m3N 

新施設（1炉あたり2～4t/h）に

かかる法定基準＝0.08g/m3N 

新施設（1炉あたり2～4t/h）に 

かかる法定基準＝1ng-TEQ/m3N 

法定基準 

＝430ppm 

現有施設の基準＝0.01g/m3N 

現有施設の基準 

＝30ppm 

法定基準 

＝250ppm 

法定基準(K値規制)を市実

績にあわせて ppmに換算し

た基準＝約 740ppm 



 

132 

近年のごみ焼却施設(平成 25年度以降竣工)における排出基準（自主基準） 

 

  

ばいじん
塩化水素
(HCl)

硫黄酸化物
(SOx)

窒素酸化物
(NOx)

ダイオキシン類 一酸化炭素 水銀

g/m3N ppm ppm ppm ng-TEQ/m3N ppm μg/m3N

彦根市（既設） 90 S52 0.01 30
－

(K値=14.5)
250 1

20
(4時間平均)

50
(H30.4.1より)

A組合 85 H25 0.01 100 50 100 1 - -

B市 150 H25 0.02 80 80 80 0.1
30

(4時間平均)
-

C市 315 H25 0.01 50 30 50 0.05
100

(4時間平均)
-

D市 200 H26 0.01 50 50 100 0.1
30

(4時間平均)
-

E市 230 H26 0.01 50 30 50 0.05
30

(4時間平均)
-

F組合 235 H26 0.01 50 30 50 0.05
30

(4時間平均)
-

G組合 255 H26 0.008 25 25 50 0.05 - -

H市 94 H27 0.01 50 30 100 0.1
30

(4時間平均)
-

I組合 104 H27 0.01 200 50 100 0.1
30

(4時間平均)
-

J組合 128 H27 0.02 50 20 80 0.1
30

(4時間平均)
-

K組合 143 H27 0.01 50 50 100 0.05
30

(4時間平均)
-

L市 280 H27 0.01 49 49 50 0.05 - -

M組合 297 H27 0.008 8 8 24 0.016 - -

N市 450 H27 0.02 20 15 50 0.01
30

(4時間平均)
-

O組合 500 H27 0.01 10 10 50 0.1 - -

P組合 510 H27 0.01 30 30 100 0.1 - -

Q組合 525 H27 0.01 10 10 30 0.05 - -

R市 43 H28 0.01 50 30 50 0.05
30

(4時間平均)
-

S市 76 H28 0.01 50 50 100 0.05 - 50

T市 142 H28 0.01 20 20 50 0.01
30

(4時間平均)
-

U組合 157 H28 0.01 50 50 100 0.1
30

(4時間平均)
-

V組合 400 H28 0.01 30 30 24 0.1 - -

W市 600 H28 0.01 20 15 50 0.1
30

(4時間平均)
25

X市 120 H29 0.01 10 10 50 0.1 - -

Y組合 120 H29 0.01 50 20 50 0.05
30(4時間平均)

100(瞬時値※極力)
-

Z市 381 H29 0.01 20 20 50 0.05
30

(4時間平均)
-

AA組合 600 H29 0.01 10 10 50 0.1 - 50

BB市 127 H29 0.02 80
－

(K値=0.2)
80 0.1 - 50

CC市 200 H29 0.01 20 20 30 0.05
30(4時間平均)

100(瞬時値※極力)
-

DD組合 125 H29 0.01 20 20 30 0.1
30(4時間平均)

100(瞬時値※極力)
50

EE市 94 H30 0.01 50 30 50 0.05
30(4時間平均)

100(瞬時値※極力)
50

0.01 44 30 62 0.10 - 46平均

事業主体
処理
能力

(t/日)

竣工
年度

公害防止基準（排ガスに関する基準値）
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近隣のごみ焼却施設における排出基準（自主基準） 

 

  

ばいじん
塩化水素
(HCl)

硫黄酸化物
(SOx)

窒素酸化物
(NOx)

ダイオキシン類 一酸化炭素 水銀

g/m3N ppm ppm ppm ng-TEQ/m3N ppm μg/m3N

彦根市（既設） 90 S52 0.01 30
－

(K値=14.5)
250 1

20
(4時間平均)

50
(H30.4.1より)

守山市 90 S60 0.1 200
-

(K値=5)
200 1 -

50
(H30.4.1より)

甲賀広域行政組合 150 H6 0.02 100 50 125 5 -
50

(H30.4.1より)

湖北広域行政事務セン
ター

168 H8 0.02 100 50 125 0.1 -
50

(H30.4.1より)

栗東市 76 H14 0.01 43 30 50 0.1 -
50

(H30.4.1より)

高島市 75 H14 0.01 70 30 50 0.03 -
50

(H30.4.1より)

中部清掃組合 180 H19 0.01 10 10 20 0.01
10

(4時間平均)
50

(H30.4.1より)

野洲市 43 H28 0.01 50 30 50 0.05
30

(4時間平均)
50

(H30.4.1より)

近江八幡市 76 H28 0.01 50 50 100 0.05 - 50

草津市 127 H29 0.02 80
－

(K値=0.2)
80 0.1 - 50

大津市（新環境美化セン
ター）

175 H33 0.01 50 30 50 0.05
30

(4時間平均)
30

大津市（新北部クリーン
センター）

175 H34 0.01 50 30 50 0.05
30

(4時間平均)
30

0.02 73 34 82 0.59 - 46平均

事業主体
処理
能力

(t/日)

竣工
年度

公害防止基準（排ガスに関する基準値）
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（２）悪臭 

悪臭防止法の規制基準は、以下のとおりである。建設候補地は「第 2種区域」に該当する。 

なお臭気指数の 12は、敷地境界線の規制基準臭気強度 3.0に対応する。 

 

表  工場その他の事業場の敷地境界線の地表における規制基準 

規制地域の区分 第 1種地域 第 2種地域 第 3種地域 

臭気指数 10 12 13 

 

表  6段階臭気強度と規制基準の関係 

 
出典）臭気対策行政ガイドブック（環境省） 

表  6段階臭気強度と臭気指数の関係 

臭気強度 2.5 3.0 3.5 

臭気指数 10～15 12～18 14～21 

※業種によってにおいの質等が異なるため、臭気指数は一定の幅がある。 

出典）臭気対策行政ガイドブック（環境省） 

表（参考）  各悪臭物質濃度と臭気強度の関係 

 
出典）臭気対策行政ガイドブック（環境省） 
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（３）騒音・振動 

1） 騒音 

騒音規制法の規制基準は、以下のとおりである。建設候補地は「第 2種区域」に該当する。 

 

表  騒音にかかる公害防止基準（敷地境界線上） 

地域の類型 
基準値 

朝 昼間 夕 夜間 

第１種区域 45dB以下 50dB以下 45dB以下 40dB以下 

第２種区域 50dB以下 55dB以下 50dB以下 45dB以下 

第３種区域 60dB以下 65dB以下 65dB以下 55dB以下 

第４種区域 65dB以下 70dB以下 70dB以下 60dB以下 

※時間の区分 

朝 ：午前 6 時～午前 8時 昼間 ：午前 8時～午後 6時 

夕 ：午後 6 時～午後 10時 夜間 ：午後 10 時～翌日午前 6時 

 

 
出典）全国環境研協議会 騒音小委員会 

図  騒音の目安（地方都市・山村部） 
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2） 振動 

振動規制法の規制基準は、以下のとおりである。建設候補地は「第 1種区域」に該当する。 

 

表  振動にかかる規制基準値（敷地境界線上） 

地域の類型 
基準値 

昼間 夜間 

第１種区域 60dB以下 55dB以下 

第２種区域 
1 65dB以下 60dB以下 

2 70dB以下 65dB以下 

※時間の区分 

昼間 ：午前 8時～午後 7時 夜間 ：午後 7時～翌日午前 8時 

 

 

図  振動の目安 
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（４）主灰・飛灰処理物 

1） 主灰 

大阪湾広域臨海環境整備センターの受入基準に従い、以下を公害防止基準とする。ただし、熱しゃ

く減量については、主灰量削減、および灰ピットにおける臭気軽減のため、「ごみ処理施設整備の計

画・設計要領(2017 改訂版)」に環境保全上達成すべき基準として示されている 5%以下を自主基準値

として定める。 

 

項目 
新ごみ処理施設の 

自主基準値 
基準値 

熱しゃく減量（主灰中の未燃分の割合） 5%以下 10%以下 

含有量基準 ダイオキシン類 － 3ng-TEQ/g以下 

 

2） 飛灰処理物 

ダイオキシン類対策特別措置法、および金属等を含む産業廃棄物にかかる判定基準を定める省令に

従い、以下を公害防止基準とする。 

 

項目 基準値 

含有量基準 ダイオキシン類 3ng-TEQ/g 以下 

溶出量基準 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 

水銀またはその化合物 0.005mg/L以下 

カドミウムまたはその化合物 0.09mg/L 以下 

鉛またはその化合物 0.3mg/L以下 

六価クロムまたはその化合物 1.5mg/L以下 

砒素またはその化合物 0.3mg/L以下 

セレンまたはその化合物 0.3mg/L以下 

1,4-ジオキサン 0.5mg/L以下 

 

（５）排水 

排水にかかる一般的な規制基準は、以下のとおりである。現在、彦根市清掃センターではごみピッ

ト汚水は隣接するし尿処理施設で処理後、公共水域への排水を行っており、生活排水や洗車排水は下

水道への排水を行っている。本計画では公共水域への排水は想定しておらず、下水道への排水を計画

しているため、排水にかかる規制基準は下水道排除基準となる。 

 

表  排水にかかる公害防止基準（公共水域に排水する場合） 

項目 

基準値 

一律基準 

(水質汚濁防止法) 

上乗せ基準 

(滋賀県条例) 

健
康
項
目 

カドミウムおよびその化合物 0.03mg/L 以下 0.01mg/L 以下 

シアン化合物 1mg/L 以下 0.1mg/L 以下 

有機燐化合物 1mg/L 以下 検出されないこと 

鉛およびその化合物 0.1mg/L以下 － 

六価クロム化合物 0.5mg/L以下 0.05mg/L 以下 
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項目 

基準値 

一律基準 

(水質汚濁防止法) 

上乗せ基準 

(滋賀県条例) 

砒素およびその化合物 0.1mg/L以下 0.05mg/L 以下 

水銀およびアルキル水銀、その他

の水銀化合物(総水銀) 
0.005mg/L以下 － 

アルキル水銀化合物 検出されないこと － 

PCB 0.003mg/L以下 － 

トリクロロエチレン 0.1mg/L 以下 － 

テトラクロロエチレン 0.1mg/L以下 － 

ジクロロメタン 0.2mg/L以下 － 

四塩化炭素 0.02mg/L 以下 － 

1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L 以下 － 

1,1-ジクロロエチレン 1mg/L 以下 － 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L以下 － 

1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L 以下 － 

1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L 以下 － 

1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L 以下 － 

チウラム 0.06mg/L 以下 － 

シマジン 0.03mg/L 以下 － 

チオベンカルブ 0.2mg/L以下 － 

ベンゼン 0.1mg/L以下 － 

セレンおよびその化合物 0.1mg/L以下 － 

ほう素およびその化合物 10mg/L以下 － 

ふっ素およびその化合物 8mg/L 以下 － 

アンモニア、アンモ二ウム化合物、 

亜硝酸化合物、および硝酸化合物 

100mg/L 以下 
※ アンモニア性窒素に 0.4を乗

じたもの、亜硝酸性窒素およ

び硝酸性窒素の合計量として 

－ 

1,4-ジオキサン 0.5mg/L以下 － 

ダイオキシン類 10pg-TEQ/L 以下 － 

環
境
項
目 

pH(水素イオン濃度(水素指数)) 5.8以上 8.6 以下 6.0以上 8.5 以下 

BOD(生物化学的酸素要求量) 
160mg/L 以下 

（日間平均 120mg/L 以下） 
30mg/L以下 

COD(化学的酸素要求量) 
160mg/L 以下 

（日間平均 120mg/L 以下） 
30mg/L以下 

SS(浮遊物質量) 
200mg/L 以下 

（日間平均 150mg/L 以下） 
90mg/L以下 

n-ヘキサン抽出物質含有量 

(鉱油類含有量) 
5mg/L 以下 5mg/L 以下 

n-ヘキサン抽出物質含有量 

(動植物油脂類含有量) 
30mg/L以下 20mg/L以下 

フェノール類 5mg/L 以下 1mg/L 以下 

銅およびその化合物 3mg/L 以下 1mg/L 以下 

亜鉛およびその化合物 2mg/L 以下 1mg/L 以下 

鉄およびその化合物(溶解性) 10mg/L以下 10mg/L以下 

マンガンおよびその化合物(溶解性) 10mg/L以下 10mg/L以下 

クロムおよびその化合物 2mg/L 以下 0.1mg/L 以下 

大腸菌郡数 日間平均 3,000 個/cm3以下 3,000 個/cm3以下 



 

139 

項目 

基準値 

一律基準 

(水質汚濁防止法) 

上乗せ基準 

(滋賀県条例) 

窒素含有量 
120mg/L 以下 

（日間平均 60mg/L 以下） 
25mg/L以下 

燐含有量 
16mg/L 以下 

（日間平均 8mg/L 以下） 
4mg/L 以下 

注）滋賀県条例の排水基準は、1日の平均的な排出水の総量が 10m3以上の特定事業場に適用 

 

表  排水にかかる公害防止基準（下水道に排水する場合） 

項目 

基準値 

一律基準 

(下水道法) 

上乗せ基準 

(愛荘町下水道条例) 

健
康
項
目 

カドミウムおよびその化合物 0.03mg/L 以下 － 

シアン化合物 1mg/L 以下 － 

有機燐化合物 1mg/L 以下 － 

鉛およびその化合物 0.1mg/L以下 － 

六価クロム化合物 0.5mg/L以下 － 

砒素およびその化合物 0.1mg/L以下 － 

水銀およびアルキル水銀、その他

の水銀化合物(総水銀) 
0.005mg/L以下 － 

アルキル水銀化合物 検出されないこと － 

PCB 0.003mg/L以下 － 

トリクロロエチレン 0.1mg/L 以下 － 

テトラクロロエチレン 0.1mg/L以下 － 

ジクロロメタン 0.2mg/L以下 － 

四塩化炭素 0.02mg/L 以下 － 

1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L 以下 － 

1,1-ジクロロエチレン 1mg/L 以下 － 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L以下 － 

1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L 以下 － 

1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L 以下 － 

1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L 以下 － 

チウラム 0.06mg/L 以下 － 

シマジン 0.03mg/L 以下 － 

チオベンカルブ 0.2mg/L以下 － 

ベンゼン 0.1mg/L以下 － 

セレンおよびその化合物 0.1mg/L以下 － 

ほう素およびその化合物 10mg/L以下 － 

ふっ素およびその化合物 8mg/L 以下 － 

1,4-ジオキサン 0.5mg/L以下 － 

ダイオキシン類 10pg-TEQ/L 以下 － 

環
境
項
目 

pH(水素イオン濃度(水素指数)) － 5 を超え 9未満 

BOD(生物化学的酸素要求量) － 5 日間に 600mg/L 未満 

SS(浮遊物質量) － 600mg/L 未満 

n-ヘキサン抽出物質含有量 

(鉱油類含有量) 
－ 5mg/L 以下 
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項目 

基準値 

一律基準 

(下水道法) 

上乗せ基準 

(愛荘町下水道条例) 

n-ヘキサン抽出物質含有量 

(動植物油脂類含有量) 
－ 

30mg/L以下 

（日間平均 20mg/L） 

窒素含有量 － 日間平均 60mg/L未満 

燐含有量 － 日間平均 10mg/L未満 

フェノール類 5mg/L 以下 － 

銅およびその化合物 3mg/L 以下 － 

亜鉛およびその化合物 2mg/L 以下 － 

鉄およびその化合物(溶解性) 10mg/L以下 － 

マンガンおよびその化合物(溶解性) 10mg/L以下 － 

クロムおよびその化合物 2mg/L 以下 － 

 

  




