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修正箇所一覧表 

※第 4回委員会等での指摘事項の修正 

素案ページ 修正前（素案） 意見・回答 修正後（素案） 

19 

（⑩乾電池・廃蛍光管） （意見） 

全体を通して、「蛍光管」と「蛍光灯」が混

在しているため、統一すること。 

（回答） 

「蛍光管」に統一します。ただし、各市町で

の現在の分別区分名として用いている文脈で

「蛍光灯」と表現している場合は、そのままと

します。 

 

－ 

19 

（ごみ処理体系の統一に向けた各ごみ種の取

り扱いについて） 

 

（意見） 

「水銀に関する水俣条約」を踏まえて制定さ

れた水銀による環境の汚染の防止に関する法

律第 17条では市町村の責務として「市町村は、

その区域の経済的社会的諸条件に応じて、その

区域内における廃棄された水銀使用製品を適

正に回収するために必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。」とされている。 

蛍光管については対応が記載されているが、

例えば「体温計」や「血圧計」など一般家庭か

ら排出される「水銀使用製品」の取り扱いにつ

いても、検討すべきではないか。 

（回答） 

「処理困難物」の項目に追記いたします。 

水銀使用廃製品（水銀体温計・水銀血圧計等）

については、現在、各市町において回収方法は

異なっている。 

彦根市…直接持込（職員に手渡し） 

愛荘町…直接持込（愛知郡清掃センターへ搬

入） 

豊郷町…水銀体温計は燃えないごみとして

収集、水銀血圧計は小型家電として

回収。 

甲良町…燃えないごみとして収集。 

多賀町…燃えないごみとして収集。 

環境省「家庭から排出される水銀使用廃製品

の分別回収ガイドライン(平成 27年 12月)」に

よれば、水銀使用廃製品は、その他の廃棄物と

混合しないように排出する分別区分とする（破

損したものも含む）こととされている。新施設

では、直接持込（職員に手渡し）のみを受け入

れることとし、ストックヤードにおいて一時保

管を行なう。 

 

資料２－１ 
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20 

（⑫その他のうち「動物の死がい」について） 

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。 

（意見） 

小型・中型動物のうち、イヌとの記載がある

が、ペットの遺体の受入を行なっている紫雲苑

との住み分けはどのようにするのか。 

（回答） 

紫雲苑との住み分けを追記いたします。 

新施設においては、小型・中型動物（サル・

イヌ等（ただしペットは紫雲苑での受入も行う））・

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。 

25 

（表 不燃ごみの分別区分および収集方法について） 

ガラス類（蛍光灯）（割れた蛍光灯、電球、

板ガラス等） 

→ 「燃えないごみ」に含む。 

 

（意見） 

環境省「家庭から排出される水銀使用廃製品

の分別回収ガイドライン(平成 27年 12月)」を

確認すること。 

（回答） 

確認しました結果、以下のとおり記載されて

おります。（抜粋してお示しします。） 

-----(ガイドラインからの抜粋)----- 

・〔金属水銀及び水銀蒸気の毒性について〕 

蛍光管や水銀体温計等の水銀使用廃製品に

使用されている水銀は、金属水銀である。水

銀使用廃製品が破損した場合、中身の金属水

銀は放置すると気化して水銀蒸気となる。気

化していない金属水銀は、経口摂取しても毒

性はほとんどない。 

・〔家庭からの排出方法 対策の趣旨・目的〕 

(分別排出)水銀使用廃製品の適正処理を効

率化するとともに、水銀使用廃製品が破損し

た場合にその他の廃棄物が水銀によって汚

染されることを防ぐため、分別を行う必要が

ある。また、焼却処理による水銀の大気への

排出を防止するため、可燃物としての排出は

行わないようにする必要がある。 

・〔家庭からの排出方法 対策の具体例〕 

(分別排出) 水銀使用廃製品は、その他の廃

棄物と混合しないように排出する分別区分

とすること（破損したものも含む）。また、

素案どおりとします。 
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水銀使用廃製品は品目・破損状態によって処

理方法が異なる場合もあるため、処理方法に

応じて排出された時点で品目・破損状態ごと

に分別されていることが望ましい（例：蛍光

管と水銀体温計を別品目として扱う等）。一

度混合してしまうと、処分時に再度分別する

必要があり（例：蛍光管と水銀体温計を分け

る）、コストがかかることに留意する必要が

ある。特に、水銀体温計や水銀血圧計は一本

あたりの水銀含有量は多いものの発生量が

少なく、製品のサイズも小さいため、その他

の廃棄物に紛れて排出されても識別できな

い可能性がある。したがって、これらの製品

は単独の分別区分とする等の配慮が必要で

ある。 

---------- (以上抜粋) ---------- 

上記のとおり、水銀使用廃製品については全

般的には分別排出が基本とされていますが、蛍

光管については破損した時点で金属水銀が気

化してしまうため、不燃ごみ中に排出された時

点では大部分が気化しているものと考えられ

ます。 

また、分別排出については、「一度混合して

しまうと、処分時に再度分別する必要があるた

め」という理由であるため、破損した蛍光管に

ついては、回収時の作業員負傷リスクを考慮

し、不燃ごみから破砕前に異物として除去する

ことを前提として、分別区分は「燃えないごみ」

とします。 

75 

（大阪湾フェニックスの名称について） 

 

（意見） 

正式名称でなくてよいか。 

（回答） 

修正いたします。 

 

「大阪湾広域臨海環境整備センター」 
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（処理方式の比較 理念１「ごみの安全・安心・

安定的な処理が確保できる施設」について） 

 

（意見） 

過去にごみ処理施設で起こった事故につい

て、原因や対策等の事例を教えてもらいたい。 

（回答） 

事例を整理してお示しします。ただし、報道

等で公表される事故事例は、比較的大きな問題

となったものが多く、事故発生時に初期対応等

を適切に行なった事例は公表されることが少

ないことにご留意ください。 

添付「資料 2-3」参照 

80 

（処理方式の比較 理念２「環境への少ない施

設」の「排ガス中の有害物質」について） 

自動燃焼制御、有害物質除去装置、ろ過式集

じん器(バグフィルタ)等により、法規制値より

厳しい公害防止条件に対応可能。 

（意見） 

処理方式の評価において、「環境への負荷の

少ない施設」という視点で評価されているが、

公害防止基準値を確実に遵守できることを明

記してはどうか。 

（回答） 

追記いたします。 

自動燃焼制御、有害物質除去装置、ろ過式集

じん器(バグフィルタ)等により、法規制値より

厳しい公害防止条件に対応可能。（第 5 章で設

定する公害防止基準を確実に遵守可能。） 

115～

116 

（(３)騒音について） 

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。 

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 

(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 

（意見） 

冒頭が「施設から発生する騒音および振動は

…」となっており、誤解を招く表現である。全

ての施設が規制の対象となっているわけでは

ない。また、法令で定められている特定施設の

種類は、挙げられているものだけではないた

め、ごみ処理施設に関するものであることがわ

かるように表現してはどうか。 

（回答） 

修正いたします。 

 

「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、それぞれの法律および条例で定

める規制基準値以下でなければならない。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。 

新ごみ処理施設に設置が考えられる特定施

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 

(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 
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116 

（法律の名称について） 

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」、「鳥

獣保護および狩猟に関する法律」 

（意見） 

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」とあ

るが、正式名称では「及び」であるため、修正

すること。他にもあれば、要確認のこと。 

（回答） 

修正いたします。 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「鳥

獣保護及び狩猟に関する法律」 

128 

（(２)悪臭対策について） 

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。 

（意見） 

「これらは法で指定された悪臭物質ではな

い」とあるが、規制がないような表現に見えて

しまう。臭気指数による規制では規制を受ける

ことが分かりやすいように修正のこと。 

（回答） 

修正いたします。 

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り、

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。これら

は悪臭防止法において、悪臭物質ごとの濃度規

制では指定されていないが、臭気指数による規

制の対象となる。 

128 

（(２)悪臭対策について） 

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。 

（意見） 

「だからどうするのか」を記載すること。 

（回答） 

修正いたします。 

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。新ごみ処理施設では、大気汚染法

で定められた排出基準よりもさらに厳しい自

主基準を設け、これを確実に遵守するため安定

的な稼動が可能な施設とする。 

130 

（(１)排ガスについて） 

塩化水素の法令基準値  430ppm以下 

（意見） 

法令基準値は「700mg/m3N」であり、「430ppm」

は換算値であることがわかるように記載する

こと。 

（回答） 

修正いたします。 

塩化水素の法令基準値 

700mg/m3N以下（酸素 12%において430ppm以下） 

130 

（(１)排ガスについて） 

硫黄酸化物の法令基準値  K値 1.75以下 

（意見） 

建設候補地における規制値は、「K値 1.75」で

はなく、「K値 17.5」であるため修正すること。 

（回答） 

修正いたします。 

硫黄酸化物の法令基準値  K値 17.5以下 
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130 

（(１)排ガスについて） 

 

（意見） 

新ごみ処理施設と彦根市清掃センターは、法

令基準値が異なることを注釈として記載する

こと。 

（回答） 

修正いたします。 

なお、法令基準値が異なるものとしては、以

下のとおりです。 

・硫黄酸化物 

彦根市清掃センター K値=14.5（建設場所の

規制基準による） 

・ダイオキシン類 

彦根市清掃センター 5ng-TEQ/m3N（30t/8h×

3 炉であり 2,000～4,000kg/h の炉、かつダ

イオキシン類特別措置法施行時での既設炉

に対する基準値） 

・水銀 

彦根市清掃センター 50μg/m3N（平成 30年 4

月施行予定の改正大気汚染防止法における

既設炉に対する基準値） 

注）新ごみ処理施設と彦根市清掃センターは、

法令基準値が異なるものがある。 

132 

（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）について） 

 

（意見） 

「現有施設」とあるが「彦根市清掃センター」

に修正すること。 

（回答） 

修正いたします。 

添付「資料 2-2」参照 

132 

（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）について） 

 

（意見） 

硫黄酸化物の法定基準 K値規制は、地域や煙

突高さによって異なるため、彦根市清掃センタ

ーと比較する必要があるのか。 

（回答） 

新ごみ処理施設の自主基準値「30ppm」と、

法定基準の K値規制との比較を行なうため、彦

根市清掃センターが受けている K 値規制と換

算した ppmを参考として掲載しています。その

※硫黄酸化物の濃度(ppm)は、K 値のほか施設

条件（煙突高さ、煙突内筒口径、排ガス温度、

排ガス量等）から換算されるものであるた

め、法規制値 K値の大小だけで彦根市清掃セ

ンターと新ごみ処理施設を比較できるもの

ではないが、K値と ppmの関係を理解しやす

いように参考値として示している。 
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ことがわかるよう注釈を加えます。 

165 

（事業スケジュールについて） 

環境影響評価の期間 → 3年半 

（意見） 

環境影響評価はこれまで地元等に「4 年程

度」と説明しているかと思うが、3年半に短縮

されている理由は何か。 

（回答） 

平成 39 年度に竣工することを目標として事

業スケジュールを検討した結果、環境影響評価

の中の各手続をオーバーラップさせることで

半年間は短縮可能という結論を得たため「3年

半」としておりましたが、ご指摘のとおりこれ

まで説明してきたこととの整合性を鑑み、現時

点では「4年」に修正いたします。 

環境影響評価の期間 → 4年 

168 

（概算見積結果について） 

 

（意見） 

計画の中に見積結果を示すのであれば、見積条

件も記載しておく方が望ましいのではないか。 

（回答） 

メーカヒアリング集計結果に掲載した調査

概要については施設整備基本計画にも掲載し

ます。見積条件については、計画本体と内容が

重複する部分も多いため、計画の中に入れ込む

のではなく、参考資料として整理します。 

（調査概要を追記。） 

 


