
第１回 尾張北部環境組合公害防止準備委員会 次第 

 

日時 令和元年８月２０日(火) 

   午後７時～ 

場所 江南市防災センター 

２階 防災セミナー室（南） 

 

１ 挨拶 

 

 

２ 委嘱状交付 

 

 

３ 委員長及び副委員長の選任 

 

 

４ 議事 

 

（１）尾張北部環境組合公害防止準備委員会の役割について 

 

（２）委員会開催スケジュール案と審議事項案 

 

（３）自主規制値（案）について 

 

 

５ その他 

 

 

 

 

 

 

 

《配付資料》 

資料１ 尾張北部環境組合公害防止準備委員会委員名簿 

資料２ 尾張北部環境組合公害防止準備委員会条例 

資料３ 委員会開催スケジュール案と審議事項案 

資料４ 自主規制値（案）について 



尾張北部環境組合公害防止準備委員会委員名簿 

（敬称略） 

No 氏名 役職等 委員要件 

1 野呂 浩伸 中般若区 区長 条例第３条第２項第１号 

2 馬場 盛吉 中般若区 副区長 条例第３条第２項第１号 

3 伊神 眞一 草井区 区長 条例第３条第２項第１号 

4 須賀 藤隆 草井区 副区長 条例第３条第２項第１号 

5 石原 博 般若区 区長 条例第３条第２項第１号 

6 中野 太四 般若区 副区長 条例第３条第２項第１号 

7 市川 和正 小淵区 区長 条例第３条第２項第１号 

8 北折 博 小淵区 副区長 条例第３条第２項第１号 

9 小室 欽也 南山名区 区長 条例第３条第２項第１号 

10 黒木 英夫 南山名区 副区長 条例第３条第２項第１号 

11 米田 和司 山那区 区長 条例第３条第２項第１号 

12 大滝 雅男 山那区 副区長 条例第３条第２項第１号 

13 林 進 岐阜大学名誉教授 条例第３条第２項第２号 

14 永井 恵三 犬山市経済環境部長 条例第３条第２項第３号 

15 武田 篤司 江南市経済環境部長 条例第３条第２項第３号 

16 宇野 直樹 大口町産業建設部長 条例第３条第２項第３号 

17 澤木 俊彦 扶桑町産業建設部長 条例第３条第２項第３号 

18 阿部 一郎 江南市環境課長 条例第３条第２項第３号 

※ 尾張北部環境組合公害防止準備委員会条例（平成３１年条例第１号）第４条の規定により、

委員の任期は１年（補欠の委員の任期は、前任者の残任期間となります。） 

 

 

《事務局》 

氏名 所属・役職等 

坪内 俊宣 尾張北部環境組合事務局長 

日比野 正樹 尾張北部環境組合主幹 

上條 靖之 尾張北部環境組合主査 

後藤 紀彦 尾張北部環境組合主事 

 

資料１ 



   尾張北部環境組合公害防止準備委員会条例（平成３１年条例第１号） 

 

 （設置） 

第１条 尾張北部環境組合（以下「組合」という。）が整備するごみ処理施設（以下「施設」

という。）について、公害の発生を防止し、地域住民の生活環境の保全を図るため、尾張

北部環境組合公害防止準備委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行うものとする。 

(1) 施設の公害防止基準に関すること。 

(2) その他施設の公害防止に必要な事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員１８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管理者が委嘱する。 

(1) 地元住民代表者 

(2) 学識経験者 

(3) 関係行政機関の職員 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長１人及び副委員長１人を置き、それぞれ委員の互選により選任す

る。 

２ 委員長は、委員会を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会は、議事に関し必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明

又は意見を聞くことができる。 

 （組合の責務） 

第７条 組合は、施設の整備及び運営について、委員会の意見を尊重し公害防止に努めな

ければならない。 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、総務課において処理する。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が定め

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（尾張北部環境組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正） 

２ 尾張北部環境組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平

成２９年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

資料２ 



委員会開催スケジュール案と審議事項案

開催時期 主な審議事項 備考

第１回 令和元年８月
・委員会開催スケジュール及び主な審議事項
・自主規制値（案）

第２回 令和元年10月 ・自主規制値（案）の決定
見積仕様書へ反映し、プラント
メーカへ見積設計図書作成依頼

第３回 令和元年12月
・プラントメーカへの見積依頼の結果
・自主規制値遵守対策技術

提出された見積設計図書から主
に排ガスに関する対策技術の報
告

第４回 令和２年２月
・要求水準書（自主規制値遵守内容など）
・自主規制値の決定

最終的な自主基準値の審議（要
求水準書へ反映すべき基準値）

第５回 令和２年10月
・提案内容報告 応募者から提出された提案内容

の報告（説明）

第６回 令和２年12月
・事業者の選定結果報告

資料３



• 自主規制値対象項目

① 排ガス規制値

② 騒音・振動

③ 悪臭

④ 排水（生活排水）

⑤ 工事期間中の騒音、振動、排水（２回目以降で審議）

自主規制値（案）について

プラントメーカへ見積設計図書依頼に供する自主規制値（案）

資料４

1



① 排ガス

処理対象物質
新施設に係る

法令等による規制基準

犬山市
都市美化センター

江南丹羽環境
管理組合環境美化

センター

条例規制等

ばいじん（g/㎥N） 0.04※１ 0.05 0.02 －

塩化水素HCl（mg/㎥N） 700（430ppm） 700 700 －

硫黄酸化物SOx（ppm） K値※２＝9 100 K値=9 総排出量規制※３

窒素酸化物NOx（ppm） 250 250 250 －

ダイオキシン類（ng-TEQ/㎥N） 0.1※４ 5 1
－

水銀（μg//㎥N） 30 50 50 －

※1 平成10年7月1日以降に設置された施設に適用（平成10年6月30日以前に設置された施設は0.08g/ｍ3N）。
※2 K値規制とは地域の汚染の実情に応じて地域ごとに定められた定数Kを用いて、

個々のばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の許容限度量を算出して排出基準として規制するもの。
※3 大気指定施設（廃棄物焼却炉：火格子面積２ｍ２以上又は焼却能力200kg/時以上又は焼却設備の燃焼能力

が重油換算50L/時以上）における総排出量を施設規模によって算出するもの。
※4 平成9年12月2日以降に設置された施設に適用（平成9年12月1日以前に設置された施設は1.0ng-TEQ/ｍ3N）。

（1）関係法令の規制基準値及び既存施設の排ガス基準値

2



（2）他都市施設の公害防止目標値（自主規制値）

東海４県（愛知県、三重県、岐阜県、静岡県）において施設稼働15年以内の焼却処理施
設における公害防止目標値を集計した。

※図中の法規制値は、今回計画している
焼却処理施設に対しての法令等による規
制基準値を指す。

① 排ガス
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（2）他都市施設の公害防止目標値（自主規制値）

東海４県において施設稼働15年以内の焼却処理施設（24施設）
施設情報 公害防止基準
処理能力 ばいじん NOx SOx HCL DXNs類 水銀

(t/日) ｇ/m3N ppm K値 ppm ppm mｇ/m3N
nｇ

TEQ/m3N μｇ/m3N

名古屋市五条川工場 ストーカ式（全連） 560 2 2004 0.01 30 20 20 0.1
名古屋市鳴海工場 シャフト式（全連） 530 2 2009 0.01 25 10 10 0.05 30

豊川市 豊川市清掃工場(5、6号炉) シャフト式（全連） 130 2 2003 0.02 30 8.76 430 700 1
知多市 知多市清掃センター 回転式（ガス化全連） 130 2 2003 0.02 30 20 40 0.1
東部知多衛生組合 (仮称)東部知多ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ シャフト式（全連） 200 2 2019 0.02 70 50 50 0.1
小牧岩倉衛生組合 ごみ溶融施設 シャフト式（全連） 197 2 2014 0.01 30 20 30 0.01
刈谷知立環境組合 クリーンセンター ストーカ式（全連） 291 3 2009 0.02 70 25 50 0.05
四日市市 四日市市クリーンセンター シャフト式（全連) 336 3 2016 0.01 50 9 30 0.05 50
松阪市 松阪市クリーンセンター ストーカ式（全連） 200 2 2015 0.01 100 50 50 0.1

鳥羽志勢広域連合 やまだエコセンター高効率ごみ発
電施設 シャフト式（全連) 95 2 2014 0.01 150 50 50 0.1

多治見市 多治見市三の倉センター シャフト式（全連） 170 2 2003 0.08 250 11.5 430 700 0.05
中津川市 中津川市環境センター 流動ガス化（全連） 98 2 2004 0.08 250 17.5 430 700 0.1
山県市 山県市クリーンセンター ストーカ式（全連） 36 2 2010 0.08 250 430 700 1
飛騨市 飛騨市クリーンセンター ストーカ式（准連） 25 2 2013 0.15 250 17.5 430 5
郡上市 郡上クリーンセンター 流動ガス化（全連） 75 2 2006 0.15 250 17.5 430 700 5
南濃衛生施設利用事務組
合

南濃衛生施設利用事務組合清
掃センター 流動ガス化（全連） 80 2 2008 0.15 250

6,000mg/
m3N

430 5 50

西濃環境整備組合 西濃環境保全センター シャフト式（全連） 90 1 2003 0.08 250 17.5 430 700 1
静岡市 西ケ谷清掃工場 シャフト式（全連） 500 2 2010 0.02 125 50 50 0.1
浜松市 浜松市西部清掃工場 回転式（ガス化、全連） 450 3 2008 0.01 50 50 45 0.01 50
島田市 田代環境プラザ シャフト式（全連） 148 2 2006 0.02 50 20 40 0.05

磐田市 磐田市クリーンセンター(1号炉・2
号炉) ストーカ式（全連） 224 2 2011 0.01 50 20 45 0.05

御殿場市・小山町広域行政
組合 富士山エコパーク　焼却センター ストーカ式（全連） 143 2 2015 0.01 100 50 50 0.05

袋井市森町広域行政組合 中遠クリーンセンター シャフト式（全連） 132 2 2008 0.01 30 20 40 0.05
掛川市・菊川市衛生施設組
合 環境資源ギャラリー 回転式（焼却、全連） 140 2 2005 0.01 50 20 50 0.05

使用開始
年度

名古屋市

地方公共団体名 施設名称 処理方式 炉数

① 排ガス
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焼却





				愛知県 アイチケン



				地方公共団体名		施設名称		施設情報 シセツ ジョウホウ								公害防止基準 コウガイ ボウシ キジュン

								処理方式		処理能力		炉数		使用開始年度		ばい塵 ジン		NOx		SOx				HCL				DXNs類 ルイ		水銀 スイギン

										(t/日)						ｇ/m3N		ppm		K値 アタイ		ppm		ppm		mｇ/m3N		nｇTEQ/m3N		mｇ/m3N

				名古屋市		名古屋市猪子石工場		ストーカ式（全連） ゼン レン		600		2		2001		0.01		25				10		9.2		15		0.1				湿式 シッシキ

						名古屋市南陽工場		ストーカ式（全連） ゼン レン		1,500		3		1997		0.01		30				10		9.2		15		0.5		0.03		湿式 シッシキ

						名古屋市富田工場		ストーカ式（全連） ゼン レン		450		3		休止 キュウシ

						名古屋市五条川工場		ストーカ式（全連） ゼン レン		560		2		2004		0.01		30				20		30(通常20)				0.1				乾式 カンシキ

						名古屋市鳴海工場		シャフト式（全連） ゼン レン		530		2		2009		0.01		25				10		10				0.05		0.03		湿式 シッシキ

				豊橋市		資源化センター		ストーカ式（全連） ゼン レン		150		1		1991		0.08		250		8.76				430		700		1

						資源化センター		回転式（ガス化全連） カ ゼン レン		400		2		2002		0.04		250		8.76				430		700		0.1

				岡崎市		旧中央クリーンセンター		ストーカ式（全連） ゼン レン		240		2		休止 キュウシ

						八帖クリーンセンター2号炉		ストーカ式（全連） ゼン レン		150		1		休止 キュウシ

						八帖クリーンセンター1号炉		ストーカ式（全連） ゼン レン		100		1		1996

						中央クリーンセンター		シャフト式（全連） ゼン レン		380		2		2011

				一宮市		一宮市環境センター		ストーカ式（全連） ゼン レン		450		3		1997		0.02		50				20		20				1				不明 フメイ

						尾西清掃事業所		ストーカ式（全連） ゼン レン		60		2		休止 キュウシ

				半田市		半田市クリーンセンター		ストーカ式（全連） ゼン レン		150		2		1991		0.05		150		1.5				100				5

				春日井市		クリーンセンター1、2号炉		ストーカ式（全連） ゼン レン		260		2		1991		0.08		250		9				430		700		1

						クリーンセンター3、4号炉		ストーカ式（全連） ゼン レン		280		2		2002		0.04		250		9				430		700		0.5

				豊川市		豊川市清掃工場(1、3号炉)		ストーカ式（全連） ゼン レン		134		2		1991		0.05		100		8.76				430		700		5

						豊川市清掃工場(5、6号炉)		シャフト式（全連） ゼン レン		130		2		2003		0.02		30		8.76				430		700		1

				豊田市		藤岡プラント(3号炉)		ストーカ式（全連） ゼン レン		90		1		1994

						渡刈クリーンセンター		流動ガス化（全連） カ ゼン レン		405		3		2007

				安城市		安城市環境クリーンセンター		ストーカ式（全連） ゼン レン		240		2		1997

				西尾市		クリーンセンター		流動床式（全連） ゼン レン		195		3		2000		0.15		250		17.5				430		700		5

				蒲郡市		蒲郡市クリーンセンター		流動床式（全連） ゼン レン		130		2		1997		0.08		250		8.76				430		700		5

				犬山市		犬山市都市美化センター		ストーカ式（全連） ゼン レン		135		2		1983

				稲沢市		稲沢市環境センター		ストーカ式（全連） ゼン レン		180		3		1999		0.08		250		9				430		700		5

				新城市		新城市クリーンセンター		ストーカ式（全連） ゼン レン		60		2		1999		0.15		250		17.5				430		700		5

				東海市		東海市清掃センター		ストーカ式（全連） ゼン レン		160		2		1995		0.02		100				30		50				5

				知多市		知多市清掃センター		回転式（ガス化全連） カ ゼン レン		130		2		2003		0.02		30				20		40				0.1				乾式 カンシキ

				田原市		赤羽根環境センター		ストーカ式（バッチ）		5		1		1994

				東部知多衛生組合		東部知多クリーンセンター		ストーカ式（全連） ゼン レン		240		3		1988		0.15		250		7.830 m3N/h				430		700		5

				東部知多衛生組合		(仮称)東部知多ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ		シャフト式（全連） ゼン レン		200		2		2019		0.02		70				50		50				0.1

				衣浦衛生組合		クリーンセンター衣浦		ストーカ式（全連） ゼン レン		190		2		1995		0.02		120				140		430				5

				常滑武豊衛生組合		クリーンセンター		ストーカ式（全連） ゼン レン		150		2		1989		0.05		150				80		100				1

				尾張東部衛生組合		晴丘センター		ストーカ式（全連） ゼン レン		300		2		1992		0.05		150				30		50				1

				海部地区環境事務組合		八穂クリーンセンター		ストーカ式（全連） ゼン レン		330		3		2001		0.02		70				25		50				0.1				不明 フメイ

				小牧岩倉衛生組合		ごみ溶融施設		シャフト式（全連） ゼン レン		197		2		2014		0.01		30				20		30				0.01				不明 フメイ

				知多南部衛生組合		知多南部クリーンセンター		ストーカ式（全連） ゼン レン		112.5		2		1998		0.05		150				80		100				5

				刈谷知立環境組合		クリーンセンター		ストーカ式（全連） ゼン レン		291		3		2009		0.02		70				25		50				0.05				乾式 カンシキ

				江南丹羽環境管理組合		環境美化センター		流動床式（全連） ゼン レン		150		2		1982		0.02		250		○				430				1

				北設広域事務組合		中田クリーンセンター		ストーカ式（バッチ）		20		2		1992		0.2		250		21 m3N/h				430		700		10

				尾三衛生組合		東郷美化センター		ストーカ式（全連） ゼン レン		200		2		1997		0.08		250		○				430		700		1

														最小 サイショウ		0.01		25				10		9.2		15		0.01		0.03

				三重県 ミエケン



				地方公共団体名		施設名称		施設情報 シセツ ジョウホウ								公害防止基準 コウガイ ボウシ キジュン

								処理方式		処理能力		炉数		使用開始年度		ばい塵 ジン		NOx		SOx				HCL				DXNs類 ルイ		水銀 スイギン

										(t/日)						ｇ/m3N		ppm		K値 アタイ		ppm		ppm		mｇ/m3N		nｇTEQ/m3N		mｇ/m3N

				津市		津市西部クリーンセンター(1号炉)		ストーカ式（全連） ゼン レン		120				1979		0.04		250		17.5		─		430		─		1		─

						津市西部クリーンセンター(2号炉)		ストーカ式（全連）		120		1		2001		0.04		250		17.5		─		430		─		0.1		─

						津市クリーンセンターおおたか		ストーカ式（全連）		195		2		1999		0.04		250		17.5		─		430		─		1		─

				四日市市		四日市市北部清掃工場		ストーカ式（全連）		450		1,2号 ゴウ		1973		0.08		300		1.17		─		430		700		1		─

												3号 ゴウ		1987				250				─		430						─

						四日市市楠衛生センター(焼却施設)		ストーカ式（バッチ）		15		1		休止 キュウシ		─		─		─		─		─		─		─		─

						四日市市クリーンセンター		シャフト式（全連) ゼン レン		336		3		2016		0.01		50		─		9
K値？ アタイ		30		─		0.05		0.05

				松阪市		松阪市クリーンセンター		ストーカ式（全連）		200		2		2015		0.01		100		─		50		50		─		0.1		─

				鈴鹿市		鈴鹿市清掃センター		ストーカ式（全連）		270		3		2002		0.02		70		─		50		50		─		0.1		─

				尾鷲市		尾鷲市清掃工場		ストーカ式（バッチ）		45		2		1991		0.08		250		17.5		─		430		700		5		─

				亀山市		亀山市総合環境センター		シャフト式（全連) ゼン レン		80		2		2000		0.15		250		17.5		─		430		700		10		─

				鳥羽市		鳥羽市答志島清掃センター		ストーカ式（バッチ）		8		1		休止 キュウシ		─		─		─		─		─		─		─		─

				熊野市		熊野市クリーンセンター(ごみ処理施設)		ストーカ式（バッチ）		30		2		1995

				いなべ市		あじさいクリーンセンター		ストーカ式（バッチ）		40		2		1994		0.15		250		17.5				430				5

				志摩市		志摩市阿児清掃センター		ストーカ式（バッチ）		20		2		1983

						志摩市阿児清掃センター		ストーカ式（バッチ）		25		1		1994

						志摩市志摩清掃センター		ストーカ式（バッチ）		30		2		1998

						志摩市大王清掃センター		ストーカ式（バッチ）		20		2		1981

						志摩市磯部清掃センター		固定床式（バッチ）		16		2		1983

				菰野町		菰野町清掃センター		ストーカ式（バッチ）		40		2		1991

				多気町		多気町美化センター		ストーカ式（バッチ）		15		2		1997

				南伊勢町		南勢クリーンセンター		ストーカ式（バッチ）		20		2		1989

						クリーンセンターなんとう		ストーカ式（バッチ）		15		2		1998

				伊賀南部環境衛生組合		伊賀南部クリーンセンター		流動床式（全連） ゼン レン		95		2		2008

				鳥羽志勢広域連合		やまだエコセンター高効率ごみ発電施設		シャフト式（全連) ゼン レン		95		2		2014		0.01		150		─		50		50		─		0.1		─

				伊勢広域環境組合		可燃ごみ焼却処理施設		ストーカ式（全連）		240		2		1995		0.08		250		17.5		─		430		700		1		─

														最小 サイショウ		0.01		50				50		30		700		0.05		0.05

				岐阜県 ギフケン



				地方公共団体名		施設名称		施設情報 シセツ ジョウホウ								公害防止基準 コウガイ ボウシ キジュン

								処理方式		処理能力		炉数		使用開始年度		ばい塵 ジン		NOx		SOx				HCL				DXNs類 ルイ		水銀 スイギン

										(t/日)						ｇ/m3N		ppm		K値 アタイ		ppm		ppm		mｇ/m3N		nｇTEQ/m3N		mｇ/m3N

				岐阜市		掛洞プラント		ストーカ式（全連） ゼン レン		150		1		1979		0.08		300				55		430		700		1

						東部クリーンセンター		流動床式（全連） ゼン レン		450		3		1998		0.08		250		66,68 m3N/h				430		700		1

				大垣市		大垣市クリーンセンター		流動床式（全連） ゼン レン		240		3		1996		0.15		250		11.5				430		700		5

				高山市		高山市資源リサイクルセンター焼却施設		ストーカ式（全連） ゼン レン		100		2		1986		0.08		250		17.5				430				1

						高山市久々野クリーンセンター焼却施設		ストーカ式（バッチ）		16		2		1990		0.25		250		17.5				430				5

				多治見市		多治見市三の倉センター		シャフト式（全連） ゼン レン		170		2		2003		0.08		250		11.5				430		700		0.05

				多治見市		多治見市笠原クリーンセンター焼却施設		ストーカ式（バッチ）		18		2		休止中 キュウシチュウ		0.05		250		11.5				430		700		0.1

				中津川市		中津川市環境センター		流動ガス化（全連） カ ゼン レン		98		2		2004		0.08		250		17.5				430		700		0.1

				瑞浪市		瑞浪市クリーンセンター		シャフト式（全連） ゼン レン		50		2		2002		0.01		100		0.3				50				0.1

				恵那市		恵那市恵南クリーンセンターあおぞら		流動ガス化（全連） カ ゼン レン		25		1		休止中 キュウシチュウ

				土岐市		土岐市環境センター		ストーカ式（バッチ）		70		3		1990		0.01		200		11.5				295		480		1

				各務原市		各務原市北清掃センター		シャフト式（全連） ゼン レン		192		3		2002		0.01		50				20		50				0.1

				山県市		山県市クリーンセンター		ストーカ式（全連） ゼン レン		36		2		2010		0.08		250						430		700		1

				飛騨市		飛騨市クリーンセンター		ストーカ式（准連） ジュン レン		25		2		2013		0.15		250		17.5				430				5

				本巣市		真正廃棄物処理施設		その他（バッチ）		2		1		休止中 キュウシチュウ

						根尾廃棄物処理施設		ストーカ式（バッチ）		0.8		1		休止中 キュウシチュウ

				郡上市		郡上クリーンセンター		流動ガス化（全連） カ ゼン レン		75		2		2006		0.15		250		17.5				430		700		5

				下呂市		下呂市クリーンセンター		流動床式（全連） ゼン レン		45		2		1993		0.25		250						430		700		10

				垂井町		垂井町クリーンセンター		ストーカ式（准連） ジュン レン		40		2		1997

				大野町		大野町可燃性粗大ごみ焼却施設焼却炉		固定床式（バッチ）		3		1		休止中 キュウシチュウ

				可茂衛生施設利用組合		ささゆりクリーンパークエコサイクルプラザ		ストーカ式（全連） ゼン レン		240		3		1999		0.04		250		11.5				430		700		0.1

				南濃衛生施設利用事務組合		南濃衛生施設利用事務組合清掃センター		流動ガス化（全連） カ ゼン レン		80		2		2008		0.15		250		6,000mg/m3N				430				5		0.05

				西濃環境整備組合		西濃環境保全センター		流動床式（全連） ゼン レン		180		2		1991		0.15		250		17.5				430		700		5

						西濃環境保全センター		シャフト式（全連） ゼン レン		90		1		2003		0.08		250		17.5				430		700		1

				中濃地域広域行政事務組合		クリーンプラザ中濃ガス化溶融施設		流動ガス化（全連） カ ゼン レン		168		3		2002		0.08		250		17.5				430		700		0.1

														最小 サイショウ		0.01		50				20		50		480		0.05		0.05



				静岡県 シズオカケン



				地方公共団体名		施設名称		施設情報 シセツ ジョウホウ								公害防止基準 コウガイ ボウシ キジュン

								処理方式		処理能力		炉数		使用開始年度		ばい塵 ジン		NOx		SOx				HCL				DXNs類 ルイ		水銀 スイギン

										(t/日)						ｇ/m3N		ppm		K値 アタイ		ppm		ppm		mｇ/m3N		nｇTEQ/m3N		mｇ/m3N

				静岡市		沼上清掃工場		ストーカ式（全連） ゼン レン		600		3		1995		0.08		250		60m3N/h				430		700		1

						西ケ谷清掃工場		シャフト式（全連） ゼン レン		500		2		2010		0.02		125				50		50				0.1

				浜松市		浜松市南部清掃工場		ストーカ式（全連） ゼン レン		450		3		1981		0.03		100		1				61		100		1

						浜松市浜北清掃センター(90t)		ストーカ式（全連） ゼン レン		90		1		休止 キュウシ

						浜松市浜北清掃センター(40t)		ストーカ式（バッチ）		40		2		休止 キュウシ

						浜松市天竜ごみ処理工場		シャフト式（全連） ゼン レン		36		2		休止 キュウシ		0.01		50				50		50				0.1

						浜松市はるのクリーンセンター		ストーカ式（バッチ）		8		1		休止 キュウシ

						浜松市水窪・佐久間クリーンセンター		ストーカ式（バッチ）		16		2		休止 キュウシ

						浜松市西部清掃工場		回転式（ガス化、全連） カ ゼン レン		450		3		2008		0.01		50				50		45				0.01		0.05

				沼津市		沼津市清掃プラント		ストーカ式（全連） ゼン レン		300		2		1976		0.04		250		13				200				0.1

				熱海市		熱海市エコ・プラント姫の沢		ストーカ式（全連） ゼン レン		204		2		1999		0.08		250		17.5				430		700		1

						熱海市初島清掃工場廃棄物焼却炉		固定床式（バッチ）		1.16		2		2010

				三島市		三島市ごみ処理施設		流動床式（全連） ゼン レン		180		2		1989

				富士宮市		富士宮市清掃センター		ストーカ式（全連） ゼン レン		240		2		1994		0.02		150				50		60				1

				伊東市		伊東市環境美化センター		ストーカ式（全連） ゼン レン		142		2		1984

				島田市		田代環境プラザ		シャフト式（全連） ゼン レン		148		2		2006		0.02		50				20		40				0.05

				富士市		富士市環境クリーンセンター		ストーカ式（全連） ゼン レン		300		2		1986		0.08		250		1.65m3N/h				430		700		1

				磐田市		磐田市クリーンセンター(1号炉・2号炉)		ストーカ式（全連） ゼン レン		224		2		2011		0.01		50				20		45				0.05

				下田市		下田市営じん芥処理場		ストーカ式（准連） ジュン レン		56		2		1982		0.15		250		48m3N/h				430		700		5

				裾野市		裾野市美化センター		ストーカ式（准連） ジュン レン		93		2		1988

				伊豆市		伊豆市清掃センターごみ焼却施設		ストーカ式（准連） ジュン レン		50		1		1986

				伊豆の国市		長岡清掃センター		流動床式（准連） ジュン レン		32		1		1981

						韮山ごみ焼却場		ストーカ式（准連） ジュン レン		40		1		1974

						大仁清掃センター		固定床式（バッチ）		20		2		1979

				南伊豆町		南伊豆町清掃センター		ストーカ式（バッチ）		30		2		1991

				松崎町		クリーンピア松崎		ストーカ式（准連） ジュン レン		16		1		1999

				西伊豆町		西伊豆町クリーンセンター		流動床式（全連） ゼン レン		45		1		1998		0.25		250		64.1m3N/h				430		700

				函南町		函南町ごみ焼却場		ストーカ式（全連） ゼン レン		105		2		2000

				長泉町		長泉町塵芥焼却場		ストーカ式（全連） ゼン レン		150		2		1974		0.02		150				50		50				0.1

				牧之原市御前崎市広域施設組合		牧之原市御前崎市広域施設組合環境保全センター		ストーカ式（全連） ゼン レン		141		2		1992

				御殿場市・小山町広域行政組合		富士山エコパーク　焼却センター		ストーカ式（全連） ゼン レン		143		2		2015		0.01		100				50		50				0.05

				東河環境センター		エコクリーンセンター東河		ストーカ式（准連） ジュン レン		60		2		2002		0.15		250		17.5				430		700		5

				伊豆市沼津市衛生施設組合		土肥戸田衛生センター		ストーカ式（バッチ）		30		2		1987		0.03		150		11.9				25		40.7		1		0.09

				袋井市森町広域行政組合		中遠クリーンセンター		シャフト式（全連） ゼン レン		132		2		2008		0.01		30				20		40				0.05

				志太広域事務組合		一色清掃工場		ストーカ式（全連） ゼン レン		120		1		1974

						高柳清掃工場		ストーカ式（全連） ゼン レン		255		3		1984		0.1		150		7				200				1

				吉田町牧之原市広域施設組合		清掃センター		流動床式（全連） ゼン レン		100.5		2		1999		0.1		150		7				200				1

				掛川市・菊川市衛生施設組合		環境資源ギャラリー		回転式（焼却、全連） ショウキャク ゼン レン		140		2		2005		0.01		50				20		50				0.05

														最小 サイショウ		0.01		30				20		25		40.7		0.01		0.05



				地方公共団体名		施設名称		施設情報 シセツ ジョウホウ								公害防止基準 コウガイ ボウシ キジュン

								処理方式		処理能力		炉数		使用開始年度		ばいじん		NOx		SOx				HCL				ダイオキシン類 ルイ		水銀 スイギン

										(t/日)						ｇ/m3N		ppm		K値 アタイ		ppm		ppm		mｇ/m3N		nｇTEQ/m3N		mｇ/m3N

				名古屋市 ナゴヤシ		名古屋市五条川工場		ストーカ式（全連） ゼン レン		560		2		2004		0.01		30				20		30(通常20)				0.1

						名古屋市鳴海工場		シャフト式（全連） ゼン レン		530		2		2009		0.01		25				10		10				0.05		0.03

				豊川市 トヨカワシ		豊川市清掃工場(5、6号炉)		シャフト式（全連） ゼン レン		130		2		2003		0.02		30		8.76				430		700		1

				知多市		知多市清掃センター		回転式（ガス化全連） カ ゼン レン		130		2		2003		0.02		30				20		40				0.1

				東部知多衛生組合		(仮称)東部知多ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ		シャフト式（全連） ゼン レン		200		2		2019		0.02		70				50		50				0.1

				小牧岩倉衛生組合		ごみ溶融施設		シャフト式（全連） ゼン レン		197		2		2014		0.01		30				20		30				0.01

				刈谷知立環境組合		クリーンセンター		ストーカ式（全連） ゼン レン		291		3		2009		0.02		70				25		50				0.05

				四日市市 ヨッカイチシ		四日市市クリーンセンター		シャフト式（全連) ゼン レン		336		3		2016		0.01		50				9		30				0.05		0.05

				松阪市		松阪市クリーンセンター		ストーカ式（全連）		200		2		2015		0.01		100				50		50				0.1

				鳥羽志勢広域連合		やまだエコセンター高効率ごみ発電施設		シャフト式（全連) ゼン レン		95		2		2014		0.01		150				50		50				0.1

				多治見市		多治見市三の倉センター		シャフト式（全連） ゼン レン		170		2		2003		0.08		250		11.5				430		700		0.05

				中津川市		中津川市環境センター		流動ガス化（全連） カ ゼン レン		98		2		2004		0.08		250		17.5				430		700		0.1

				山県市		山県市クリーンセンター		ストーカ式（全連） ゼン レン		36		2		2010		0.08		250						430		700		1

				飛騨市		飛騨市クリーンセンター		ストーカ式（准連） ジュン レン		25		2		2013		0.15		250		17.5				430				5

				郡上市		郡上クリーンセンター		流動ガス化（全連） カ ゼン レン		75		2		2006		0.15		250		17.5				430		700		5

				南濃衛生施設利用事務組合		南濃衛生施設利用事務組合清掃センター		流動ガス化（全連） カ ゼン レン		80		2		2008		0.15		250		6,000mg/m3N				430				5		0.05

				西濃環境整備組合 セイノウ カンコユ セイビ クミアイ		西濃環境保全センター		シャフト式（全連） ゼン レン		90		1		2003		0.08		250		17.5				430		700		1

				静岡市 シズオカシ		西ケ谷清掃工場		シャフト式（全連） ゼン レン		500		2		2010		0.02		125				50		50				0.1

				浜松市 ハママツシ		浜松市西部清掃工場		回転式（ガス化、全連） カ ゼン レン		450		3		2008		0.01		50				50		45				0.01		0.05

				島田市		田代環境プラザ		シャフト式（全連） ゼン レン		148		2		2006		0.02		50				20		40				0.05

				磐田市		磐田市クリーンセンター(1号炉・2号炉)		ストーカ式（全連） ゼン レン		224		2		2011		0.01		50				20		45				0.05

				御殿場市・小山町広域行政組合		富士山エコパーク　焼却センター		ストーカ式（全連） ゼン レン		143		2		2015		0.01		100				50		50				0.05

				袋井市森町広域行政組合		中遠クリーンセンター		シャフト式（全連） ゼン レン		132		2		2008		0.01		30				20		40				0.05

				掛川市・菊川市衛生施設組合		環境資源ギャラリー		回転式（焼却、全連） ショウキャク ゼン レン		140		2		2005		0.01		50				20		50				0.05
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																																濃度 ノウド		0.01		0.02		0.08		0.15

																																件数 ケンスウ		11		6		4		3

																																																						ばいじん														塩化水素（HCl） エンカ スイソ

																																NOx

																																濃度 ノウド		25		30		50		70		100		125		150		250

																																件数 ケンスウ		1		5		5		2		2		1		1		7



																																SOx

																																濃度 ノウド		10		20		25		50

																																件数 ケンスウ		1		7		1		6



																																HCl

																																濃度 ノウド		10		20		30		40		45		50		430

																																件数 ケンスウ		1		1		2		3		2		7		8



																																ダイオキシン類 ルイ

																																濃度 ノウド		0.01		0.05		0.1		1		5

																																件数 ケンスウ		2		9		7		3		3



																																水銀 スイギン

																																濃度 ノウド		30		50

																																件数 ケンスウ		1		3

																																																						硫黄酸化物（SOx） イオウ サンカブツ														窒素酸化物（NOx） チッソ サンカブツ
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（3）見積仕様書へ反映すべき新施設の排ガスに係る自主規制値（案）

・乾式処理で対応可能であること

・目標の達成に特別な処理設備が不要であること

・法規制値よりも低い値であり、かつ件数が多いこと

処理対象物質
計画施設の排ガスに係る

自主規制値
法令等による
規制基準値

ばいじん（g/㎥N） 0.01 0.04
塩化水素HCl（ppm） 50 700（430ppm）

硫黄酸化物SOx（ppm） 50※１

K値＝9
総排出量規制

(≓2.92m3N/h)
窒素酸化物NOx（ppm） 50 250
ダイオキシン類（ng-TEQ/㎥N） 0.05 0.1
水銀（μg/Nm3） 30 30

※1：硫黄酸化物の公害防止目標値である50ppmを満足することで、K値規制及び総排出量規制
は十分満足できるものと考えられる

① 排ガス

公害防止目標値の設定に当たり考慮したこと
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（1）関係法令の規制基準値

騒音 振動
昼間 朝・夕 夜間 昼間 夜間

8～19時
6～18時

19～22時
22時～翌
日の6時

7時～20
時

20時～翌
日の7時

第1種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域

45 40 40 60 55

第1種住居地域・第2種住居地
域・準住居地域

50 45 40 65 55

近隣商業地域・商業地域・準工
業地域

65 60 50 65 60

都市計画区域で用途地域の定め
られていない地域（市街化調整
区域）

60 55 50 65 60

工業地域 70 65 60 70 65
工業専用地域 75 75 70 75 70
都市計画区域以外の地域 60 55 50 65 60

時間の区分

地域の区分

（2）新施設の自主規制値（案）

建設地は市街化調整区域に該当するので、上表に網掛けした値とする。

② 騒音・振動
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（1）関係法令の規制基準値

（2）新施設の自主規制値（案）

建設地は市街化調整区域に該当するので、上表に網掛けした値とする

規制地域の区分
規制基準（臭気指数）

敷地境界 気体排出口 排出水

第1種区域

市街化区域（工業地域を除く）（第一種
低層住居専用地域、第一種中高層住居専
用地域、第一種・第二種住居地域、準住
居地域、近隣商業地域、商業地域）

12

規制基準は、気体排出
口からの悪臭の着地点
での値が敷地境界線に
おける規制基準の値と
同等になるよう、悪臭
防止法施行規則（昭和
47年総理府令第39
号）第6条の2に定め
る方法により算出した
値

28

第2種区域
第1種地域との緩衝地域（おおむね市街
化区域に隣接する地域）及び工業地域

15 31

第3種区域 第1種地域・第2種地域以外の地域 18 34

③ 悪臭
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（1）関係法令の規制基準値（＝新施設の自主規制値）

新施設ではプラント排水はクローズドとし、生活排水を合併処理浄化槽で処理する
⇒「浄化槽法」に定められる規制基準が適用される

浄化槽からの放流水に係る水質基準：BOD 20mg/L 、 BOD除去率90％以上

④ 排水
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項目 区分
適用 法令等による

規制基準値焼却 粗大

排ガス

ばいじん（g/㎥N） 0.01

―

0.04

塩化水素HCl（ppm） 50 430

硫黄酸化物SOx（ppm） 50 K値＝9

窒素酸化物NOx（ppm） 50 250

ダイオキシン類
(ng-TEQ/㎥N)

0.05 0.1

水銀（μg/㎥N） 30 30

騒音

朝 ６時～８時 55デシベル以下
同左

昼 ８時～19時 60デシベル以下

夕 19時～22時 55デシベル以下

同左
夜間 22時～６時 50デシベル以下

振動
昼間 ８時～19時 65デシベル以下

夜間 19時～８時 60デシベル以下

悪臭

敷地境界線 臭気指数 18

同左煙突等気体排出口 悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した値

排出水 臭気指数 34

排水 合併浄化槽からの放流水
BOD 20mg/L 以下、

BOD 除去率 90％ 以上
同左

・新施設の自主規制値（案）一覧
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項目 概要 
ばいじん 物が燃えた際に発生・飛散する微細な物質のこと。ばいじんは、大気汚染防止法で規制

されている「ばい煙（いおう酸化物、ばいじん、各種の有害物質）」の一種。 
塩化水素 
ＨＣｌ 

燃焼により、ごみ中に含まれる塩化物（塩化ビニール等）が分解しガス化したものと、

ごみ中に含まれる塩類（食塩、塩化カルシウム等）が高温域で同時に発生する硫黄酸化

物や二酸化炭素と反応することにより発生する。 
硫黄酸化物 
ＳＯｘ 

ごみ中の硫黄分(S)が燃焼により酸化された物質の総称で、一酸化硫黄(SO)、二酸化硫黄

(SO2)などがある。俗称でソックス(SOx)と呼ばれる。 
ごみに含まれる硫黄分は、主にゴムや厨芥（生ごみ）に含まれる。 
硫黄酸化物は水と反応して強い酸性を示すこととなるので、酸性雨の原因物質でもあ

る。 
窒素酸化物 
ＮＯｘ 

高温でものが燃えるときに発生する窒素の酸化物の総称で、大気中では NO、NO2、N2O、

N2O3などが存在する。大気環境分野で、NOx（ノックス）という場合、一酸化窒素（NO）

と二酸化窒素（NO2）をまとめて指す場合が多い。 
ごみに含まれる窒素化合物や空気中の窒素が高温燃焼時に酸化されることにより発生

する。ごみ中の窒素分は、厨芥類（生ごみ）のタンパク質等や製品樹脂等に含まれる。 
ダイオキシ

ン類 
炭素・酸素・水素・塩素を含む物質が熱せられるような過程で自然にできてしまう副生

成物である。 
850℃以上の燃焼温度の維持や十分な燃焼時間の確保などによって、完全燃焼が確保で

きれば、焼却炉内でのダイオキシン類の発生を抑制することは可能。 
有機物質の燃焼に伴って発生するため、ごみの焼却以外にもたばこの煙や、自動車排ガ

スなどにも含まれる。 
水銀※ 主な発生源は、水銀使用の乾電池、体温計、血圧計などで、これらの燃焼過程で、金属

水銀蒸気として揮発し、発生する。 
※従来の大気汚染防止法の目的は｢大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全する｣ことでしたが、

環境中を循環する水銀の総量を地球規模で削減するという水俣条約の趣旨に沿って、水銀等の大気排出量をできる限り

抑制することを目的として、｢水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業

活動に伴う水銀等の排出を規制｣することが追加されました。このため、排出基準の性格や測定値の評価等については、

大気汚染防止法における従来の大気汚染物質の規制の在り方とは異なった取扱となっています。 
 

単位 解説 
ppm(parts per million) 気体の容積比を示すもので、100 万分の１ 

（１ppm：空間体積に対して 100 万分の１の体積比で存在すること。） 
㎥ N（ノルマルりゅうべい） 標準状態（０℃，１気圧）に換算した１㎥のガス量 
ng-TEQ ng（ナノグラム）：10 億分の１グラム 

（TEQ：Toxic Equivalent）：ダイオキシン類には、様々な種類があり、

それぞれ毒性が異なります。最も毒性の強いものを１として、その他の

ダイオキシン類の毒性を換算しており、多くのダイオキシン類の量や濃

度のデータは、この毒性等価係数を用いてダイオキシン類の毒性を足し

合わせた値。 
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