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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 ■処理困難物について 

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。 

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。 

■自治会清掃ごみについて 

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

mamoru.yamasaki
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な攪拌を行う等）が必要である。 

■動物の死がいについて 

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（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。 

 

※「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）
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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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（参考）灰資源化技術 

主灰、飛灰、溶融飛灰の資源化処理技術としては、セメント資源化、焼成、溶融、山元還元がある。

本計画においては、大阪湾広域臨海環境整備センターへの埋立処分を前提として計画するが、参考と

して、各灰資源化技術の概要を以下に示す。 

 

表  灰の処理方法の分類 

処理方式 回収資源 
処理対象 

主灰 飛灰 溶融飛灰 

セメント 

資源化 

普通ポルトランドセメントの原料 ○ △ △ 

エコセメント化 ○ ○ ○ 

焼成 人工砂 ○ ○ △ 

溶融 溶融スラグ、溶融メタル ○ ○ △ 

山元還元 重金属回収 ─ △ ○ 

※処理対象の受入条件は、民間事業者によって異なる。 

 

処理方式 普通ポルトランドセメント原料化 

概要 • 普通ポルトランドセメントの原料として、焼却施設からの主灰及び飛灰を活用する。 

• 主灰は異物除去、飛灰は塩素除去の前処理を行った上で、セメント原料の一部として

使用する。 

原理 【太平洋セメント㈱熊谷工場の例】 

◆灰水洗技術 

• 主灰処理：主灰に含まれる金属や異物を大塊除去装置、磁力選別機、ふるい装置など

を用いて除去する。 

• 飛灰処理：飛灰に含まれる塩素を水洗により脱塩する。なお、飛灰中のダイオキシン

類は、セメント製造プロセスの高温焼成工程（1,450℃）で安全に分解処理される。 

◆塩素バイパス技術 

• セメント製造プロセスから塩素を取り除く技術。セメント（最終製品）中の塩素が過

剰とならないように、原燃料中の塩素量を管理し、セメント製造プロセスから塩素を

抽気しバイパスする。 

メリット • セメント製品は JIS 規格品であり、一般土木資材として既存の流通ルートでの販路が

確保できる。 

デメリット • 主灰・飛灰の受入を行っているセメント工場があることが前提になる。 

• 主灰・飛灰の受入量は、セメント原料中の３％程度が上限となる。 

• 飛灰・溶融飛灰単独の受入は困難である。 

事例 太平洋セメント㈱（熊谷工場、藤原工場、大分工場） 

山口エコテック㈱（宇部興産宇部工場、トクヤマ徳山製造所） 

住友大阪セメント㈱（赤穂工場） 

出典：「民間施設を活用したごみ焼却灰のリサイクルに関する調査研究報告書（その２）

（平成 22年 4月）」（財団法人クリーンジャパンセンター） 
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（２）処理方式の比較 

「ストーカ式焼却方式」、「流動床式焼却方式」、「シャフト式ガス化溶融方式」、「流動床式ガス化溶融方式」の 4方式について、新施設の理念・基本方針にしたがって評価を行った。 

 

 

 
 ストーカ式焼却方式 流動床式焼却方式 シャフト式ガス化溶融方式 流動床式ガス化溶融方式 

理念１： 

ごみの安全・安

心・安定的な処理

が確保できる施設 

ごみ質変動への対応 ◎ 緩やかな燃焼により対応可能。雑多なごみが混

じっていても処理が可能。 

△ 瞬時燃焼であるため、ごみ質や量によって、発

生する排ガスへの影響が大きい。ダイオキシン

類対策が必要となってから、現時点では新設の

実績が少ない。 

また、破砕(前処理)によりごみを 10～30cm に

する必要がある。 

特に泥状廃棄物の焼却に適している。 

◎ 可燃物だけでなく不燃物にも対応可能。 ○ 対応可能。ただし、瞬時燃焼であるため、ごみ

質には影響を受けやすい。 

 ごみ量変動への対応 ○ ごみピットおよび運転管理によって対応が可

能。（処理方式によって差はない。） 

○ 同左 ○ 同左 ○ 同左 

 事故・緊急停止時の安全性・危機管理 ◎ 緊急停止時には施設が安全に自動停止するシ

ステムを備えている。爆発を起こしうる可燃性

ガスの取り扱いもない。 

◎ 同左 ○ 焼却と同様、緊急時には安全に自動停止が可

能。ただし、長期停止をすると、炉内において

スラグ固化が起きる場合がある。 

○ 同左 

 維持管理性 ◎ 施設全体の機器の自動運転が可能であり、省力

化が可能。 

◎ 同左 ○ 焼却と同様、自動運転による省力化が可能。た

だし機器点数が多く、焼却と比べると設備が複

雑であるため、より高度な技術が必要となる。 

○ 同左 

理念２： 

環境への負荷の少

ない施設 

排ガス中の有害物質 ◎ 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。） 

○ ダイオキシン類の排出抑制について、バグフィ

ルタ等により一定の対応は可能であるが、燃焼

制御については実績が少ないためリスクが大

きい。 

◎ ストーカ式焼却方式に同じ。 

 

◎ ストーカ式焼却方式に同じ。 

 

 排ガス量 ○ 排ガス量は、ガス化溶融と比べて同程度か少し

多い。(空気比 1.3～1.5程度） 

○ 排ガス量は、ガス化溶融と比べて同程度か少し

多い。(空気比 1.3～1.5程度） 

◎ 低空気比運転により排ガス量は少ない。(空気

比 1.3 程度) 

◎ 低空気比運転により排ガス量は少ない。(空気

比 1.3程度) 

 排水・悪臭・騒音・振動 ◎ プラント排水については、施設内で循環利用

し、クローズド(無放流)とすることが可能。た

だし、発電効率の向上のためには循環利用をせ

ずに下水道放流を行うことが望ましい。 

悪臭については、稼働時はごみピットの悪臭空

気を燃焼空気として使用し、酸化脱臭した後、

煙突から放出するため対応可能。（休炉時は脱

臭装置にて対応。） 

騒音・振動については、低騒音機器の採用、独

立基礎、防音壁、サイレンサー等により対応可

能。 

◎ 同左 ○ 悪臭・騒音・振動については、焼却方式と同等

であるが、排水については、スラグ冷却のため

に水を使用することから排水処理量が大きく

なる。 

○ 同左 

 最終処分量の減量化 

 

△ 主灰・飛灰は処理量あたり約 12%である。（内訳

は、主灰が約 8%、キレートを含む搬出飛灰量が

約 4%である。） 

△ 主灰・飛灰は処理量あたり約 12%である。（内訳

は、主灰が約 3%、キレートを含む搬出飛灰量が

約 9%である。） 

○ キレートを含む搬出飛灰量は、処理量あたり約

4%である。 

 

○ キレートを含む搬出飛灰量は、処理量あたり約

4%である。 

理念３： 

資源循環・エネル

ギーの回収に優れ

た循環型社会基盤

施設 

エネルギー回収の有無 ◎ 蒸気、温水での熱回収が可能であり、また発電

も可能である。 

 

○ 蒸気、温水での熱回収が可能であり、また発電

も可能である。ただし、瞬時燃焼のため蒸気量

の変動があり、発電が安定しない可能性があ

る。 

△ 蒸気、温水での熱回収が可能であり、また発電

も可能である。ただし、大量の補助燃料(コーク

ス)が必要であり、エネルギー消費が大きい。 

△ 蒸気、温水での熱回収が可能であり、また発電

も可能である。ただし、補助燃料が必要である

場合は、エネルギー消費が大きくなる。 

 資源回収の有無 △ 回収できる資源物はない。 

 

△ 回収できる資源物はない。 

 

○ JIS 基準への適合が可能なスラグ・メタルを生

成する。 

○ JIS 基準への適合が可能なスラグ・メタル等が

生成される。 

 エネルギー・回収資源の利用先確保の容易

さ 

◎ 余熱利用設備の整備により、利用先確保は比較

的容易。 

 

◎ 同左 △ スラグは、路盤材やコンクリート骨材などの利

用が可能であるが、安定的な利用先の確保が必

要である。 

△ 同左 

 省エネルギー ◎ 処理量あたりの電気使用量は、ガス化溶融に比

べて小さい。 

◎ 同左 △ 処理量あたりの電気使用量は、焼却に比べて大

きい。 

△ 同左 
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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、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、法では規制

基準の内容(種類、方法、範囲等)について、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 

「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。 
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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 

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、施設の運営にあたっては、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｢廃棄物の処理及

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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（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。 

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。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。 

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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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 

700mg/m3
N以下 

 

※酸素 12%において 
430ppm 以下 

硫黄酸化物 30ppm 以下 K 値 14.5 以下 30ppm K 値 17.5 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） 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。 

注） 「ppm」は「100万分の 1」の濃度を表す単位。 

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。 
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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） 

 

    
 

 

    
 

 

 

  

7

117

48

0 1 1 1
0

20

40

60

80

100

120

140

0.005以上

0.01未満

0.01以上

0.02未満

0.02以上

0.03未満

0.03以上

0.04未満

0.04以上

0.05未満

0.05以上

0.06未満

0.06以上

0.15以下

施
設

数

ばいじん 【単位：g/m3N】

48

32

75

5

12

3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

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

430以下

施
設

数

塩化水素(HCl) 【単位：ppm】

83

35

48

2
5

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

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

10

20

30

40

50

60

70

80

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

30

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。 

※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ことから、

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。 

 ＝最頻値  

彦根市清掃センターの基準 

＝250ppm 

彦根市清掃センターの基準 

＝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 

彦根市清掃センターの基準＝0.01g/m3N 

彦根市清掃センターの基準 

＝30ppm 

法定基準 

＝250ppm 

法定基準 

＝K値 17.5 

彦根市清掃センターの基準 

＝K値 14.5 

（彦根市実績にあわせて ppm

に換算すると約 740ppm） 
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第９章 その他ごみ処理施設にかかる事項の計画 

９.１ 事業計画等 

（１）事業方式 

新施設の整備・運営管理の方式については、直営方式（公設公営）、または民間活力を活用する DBO方

式（公設民営）・PFI方式（民設民営）等の中から検討する。（平成 30年度に検討を予定。） 

 

（２）施設整備事業スケジュール 

施設整備事業スケジュールは、下表のとおりである。なお現時点では事業方式が未定であるため、ス

ケジュールは期間が長くなる場合（DBO 方式又は PFI 方式で新設する場合）を想定する。事業方式が直

営方式となる場合には、施設整備事業者選定にかかる期間が半年程度短縮可能である。 

 

表  施設整備事業スケジュール 

 
（スケジュールは変更の場合があります。） 

 

（３）概算事業費 

1） 施設整備費 

直営方式（建設は公設、維持管理・運転は単年度委託）における施設整備に関する概算見積の結果を

以下に示す。なお、用地取得や造成等の費用は含まれていない。 

【施設整備費算定根拠】 

 熱回収施設については、ストーカ式焼却方式のプラントメーカ見積の平均値とした。 

 リサイクル施設については、プラントメーカ見積の平均値とした。 

 交付対象の比率についても、プラントメーカ見積の平均を基本として設定した。熱回収施設の交付

対象比率（1/2及び 1/3）については、循環型社会形成推進交付金の適用を受ける場合※を想定した。 

※ 交付金対象の検討：新施設の整備にあたっては、環境省の交付金の交付を受けることができる。交付金のメニュー

としては、熱回収施設は「エネルギー回収型廃棄物処理施設」にかかる「循環型社会形成推進交付金」または「二

酸化炭素排出抑制対策事業費交付金」、リサイクル施設は「マテリアルリサイクル推進施設」にかかる「循環型社

年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39

【1】

【2】

【3】

【4】

【5】

【6】

【7】

【8】

【9】

【10】

【11】

【12】

【13】

【14】

地質・断層調査
※交付対象

一般廃棄物処理基本計画

循環型社会形成推進地域計画

施設整備基本計画
※交付対象

事業方式検討
※交付対象

都市計画決定手続

敷地造成工事
※交付対象

施設建設工事（実施設計・施工）
※交付対象

地形測量調査
※交付対象

施設整備基本設計
※交付対象

敷地造成実施設計
※交付対象

施設整備事業者選定
※交付対象

土壌汚染状況調査（地歴調査・試料採取等調査）
※交付対象

環境影響評価
※交付対象

随時改定

第２次計画策定

建設工事

入札公告

竣工

造成工事

入札公告

第３次計画策定

改定
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【参考：概算費用等調査概要】 

1） 対象プラントメーカについて 

調査依頼対象プラントメーカは、下記の考え方により選定した。 

 

資料）・平成 21年度版ごみ焼却施設台帳【全連続燃焼方式】平成 23年 3月 財団法人 廃棄物研究財団 

・各自治体入札情報等より調査 

・対応可能処理方式は、各社稼働実績があり、ホームページ等において現在も事業継続が確認されているものとした。 

※リサイクル単体受注実績は、熱回収施設で条件に該当しない場合のみホームページ等において確認した。 

 

2） 調査項目 

調査項目は以下のとおりとした。 

 

 

3） 調査期間及び回答状況 

調査期間及び回答状況については、以下の通りであった。 

 

  

 平成 29年 10月現在、一般廃棄物処理施設新設事業（設計・施工）を継続していること。 

 焼却施設（ストーカ式または流動床式）、またはガス化溶融施設（シャフト式または流動床

式）、またはリサイクル施設（破砕選別含む）の処理方式に対応可能であること。 

 平成 29年 10月現在、焼却施設（ストーカ式または流動床式）、またはガス化溶融施設（シ

ャフト式または流動床式）について、「全連続燃焼式・1 炉あたり 70ｔ/24h 以上・2 炉以

上・平成 15 年度以降竣工」の施設の「稼働実績」を有すること。または、リサイクル施設

（破砕選別含む）のみ見積対応可能な場合は、リサイクル施設（破砕選別含む）について「平

成 15年度以降竣工」の施設の「単体受注実績及び稼働実績」を有すること。 

○概算事業費見積 

・施設整備費（熱回収施設・リサイクル施設） ※公設の場合を想定 

・維持管理・運営費（熱回収施設・リサイクル施設） ※単年度委託の場合を想定 

○概算事業費見積の参考資料として、 

・処理フロー・物質収支、工事工程表 

○その他検討の参考資料として、 

・概略施設配置図(案) 

・自治会清掃ごみ(草木・川ざらい汚泥を含む)の処理可否についての考え 

・熱回収施設の処理方式としてガス化溶融を選択した場合はスラグ全量再利用が可能な品質

を確保することについての考え 

・炉数について「2炉」から「3炉」とした場合のコスト面（整備費および維持管理・運転費）

での違いについての考え 

・熱回収施設の排ガス処理について「乾式」から「湿式」とした場合のコスト面（整備費お

よび維持管理・運転費）での違いについての考え 

・施設からの排水について「処理後下水道放流」から「プラント排水クローズド方式」とし

たコスト面（整備費および維持管理・運転費）での違いについての考え 

○調査期間：平成 29年 10月 31日～11月 30日（一部の回答について 12月 28日まで） 

○回収状況：熱回収施設 

ストーカ式焼却方式 8社 

流動床式焼却方式 0社 

シャフト式ガス化溶融方式 0社 

流動床式ガス化溶融方式 0社 

リサイクル施設 10社 




