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 （仮称）西秋川衛生組合ごみ処理施設（熱回収施設）建設に係る生活環境影響調査書は、西秋川衛生組合が建設を計画しているごみ処理施設

（熱回収施設）について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき作成され、縦覧を行った結果、多くの方々から意見書が提出されま

した。 
 これらの意見について分類すると、概ね次のとおりでした。 
 
１ 生活環境影響調査に関すること 

（１） 調査項目の選定について 
・ 水質も調査対象にするべきである。 
・ ＣＯ２も調査対象にするべきである。 
・ 揮発性有機化合物なども調査対象にするべきである。 

（２） 予測方法について 
・ 予測濃度だけではなく、予測排出量も記載するべきである。 

（３） 現況調査方法について 
・ 計画地直近の局地気象観測などのより詳しい調査をするべきである。 

（４） 調査対象事業について 
・ 終処分場の掘り起こし事業についても調査対象とするべきである。 

（５） 評価方法について 
・ 予測濃度が微量でも、その汚染が長期的、複合的にあった場合の評価はどのようになっているのか。 

（６） 生活環境影響調査書の説明会等について 
・ なるべく沢山の人が参加できるように、説明会の開催時間、場所等の設定が必要ではないか。 
・ 縦覧の期間を長くしてほしい。 

２ ガス化溶融炉に関すること 
（１） ガス化炉の環境調査・測定結果を常時公表できるようにしていただきたい。 

 2 



（２）バグフィルタについて 
・バグフィルタの事故が多く、費用もかかるのではないか。 
・ バグフィルタを通さないバイパスを設けるのか。 
・ バグフィルタでは、ダイオキシンを捕捉できないのではないか。 

（３）溶融スラグについて 
・溶融スラグのリサイクルの現状はどうなっているのか。 
・溶融スラグの再利用の責任は、どこにあるのか。 

（４） 飛灰はどこに搬出されるのか。 
３ 分別や資源化に関すること 

（１） ごみゼロにしないのですか。 
（２） リサイクルセンターの建設がガス化溶融炉建設の後になっていること、資源化の内容も現状と変わらないことについて不満である。 
（３） 生ごみの堆肥化を先に進めるべきであり、ガス化溶融炉の導入は資源化・分別への意欲を低下させる。 
（４） ガス化溶融炉の導入は、ストップ温暖化等の施策の変化に対応できますか。 

４ 終処分場の掘り起こしに関すること 
    掘り起こすことで、地下水汚染につながりませんか。また、焼却灰の飛散及び作業員の健康被害を拡大させることになりませんか。 
５ 施設運営に関すること 

（１） 業者は、受注するために建設単価を安くして、結果的に事故の発生や、補修費が莫大になることにはなりませんか。 
（２） 行政と地元住民の間の「公害防止協定」に受注業者は入りますか。 
（３） 公害防止協定が守られているか、情報公開条例を速やかに制定していただきたい。 
（４） 運転管理を丸投げするのではなく、自治体職員も協力共同の関係で運転管理に携わることが必要である。 
（５） 公設民営で起こった業者の経営破たんの分析はどのようにされたのか。 
（６） 公設民営 ＤＢＯ方式について、地元住民や広域的な住民を含む、専門家を入れた第三者機関の設置を要望する。 

６ その他 
（１） ごみ処理施設の建て替え問題とその経過が、関係市町村の住民にどれだけ伝えられ、理解されているのか。 
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（２） 市町村の財政状況が悪化するなかで、施設の建設、運営等に対して、その負担に耐え得るのか。 
（３） ガス化溶融炉の導入に至る論議は十分になされたのか。ごみ減量等推進員にも問題提起がされたのか。市町村の廃棄物処理基本計画

を策定する際にも市民の意見は反映されたのか。 
（４） ごみ処理施設が長年にわたり現在の地に設置されるが、行政は分散させることを考えるべきである。 
（５） ２０年後のごみ処理・処分を目指して委員会を立ち上げ、５年以内に計画を立案・発表するべきである。 

 
７ 八王子市からの意見 

（１） 自然環境の保護について 
（２） 児童の通学について 
（３） 騒音・悪臭等について 
（４） その他 

 
 
 これらのご意見に対して、西秋川衛生組合の見解を以下に述べます。 
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（仮称）西秋川衛生組合ごみ処理施設（熱回収施設）建設に係る生活環境影響調査書に対する意見の概要及び見解 

 
 
１ 生活環境影響調査に関すること 

ＮO 意 見  見 解 
１ 調査項目の選定のところで、クローズドシステムだから水質

については調査対象としなかったとのことだが、使用された水

が地下に浸透することはないのか、施設の職員に影響を与える

ことはないのかと考えれば、調査対象にしないというのは納得

できない。 
２ 排水についての意見です。クローズドシステムを計画してお

り公共水域への放流はないことで、環境影響評価の対象にしな

いといわれています。有害物質を含む排水を循環利用する事は、

きわめて危険で、安全衛生上もよくありません。この点をどう

考えてお出ででしょうか。 

 施設排水は、適切な排水処理を行うとともに、すべて施設内で利用す

るクローズドシステムを採用します。また、クローズドシステムで再利

用する水は、プラントに使用する水であり、職員の生活用水（お風呂、

飲料水等）については、上水を使用することから、クローズドシステム

が職員に影響を与えることはありません。以上のとおり、公共用水域へ

の放流は行わず、周辺地域への生活環境影響要因がないことから、生活

環境影響調査の対象とはしていません。 
  
 

３ 地球温暖化が問題になっている現在、運転による周囲の気温

上昇、また排出されるＣＯ2 量は、今までの炉ないしは改良型ス

トーカ炉と比較してどうであるのか。環境影響調査の対象とす

べきだ。 

 プラントは全て建屋内に整備され、温度管理も行うことから運転によ

る周囲の気温上昇への影響はないものと考えております。また、排出さ

れるＣＯ2 につきましては、炉形式の違いもありますが同等です。 

本事業においては、溶融処理時に発生する高温排ガスから得られる熱

を用い、蒸気、電力や高温水に変換し、余熱利用を図るとともに、施設

利用においても様々な省エネ対策を講じる計画です。 

なお、本事業の施設は、「東京都環境影響評価条例」の規模要件に満た

ない施設です。したがって、本事業の調査は、「廃棄物処理施設生活環境
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影響調査指針」（平成 18 年 9 月、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対

策部）に基づき行いました。 

４ 環境影響評価の項目で、「その他必要な項目」として、揮発性 
有機化合物（VOC）・多環芳香族炭化水素類（PAHs）などの物

質も取り上げるべきだと考えます。 

 揮発性有機化合物（VOC）については、現在、国では VOC の排出量が

多い塗装、接着、印刷関係施設を「VOC 排出施設」として定め、排出基

準を設定する等の抑制対策を行っていますが、廃棄物処理施設は、この

「VOC 排出施設」には該当していません。また、多環芳香族炭化水素類

（PAHs）については、法令に基づく基準等が設定されていません。 
５ 排出される物質について、予測濃度だけでよいのだろうか。

たとえば、水銀等は、体内に蓄積されていくにしたがい危険度

が増していくのだから、排出量の予測値なども記載しておくべ

きではないだろうか。 

 煙突からの排ガスは、拡散後の大気環境を通して人体に曝露するため、

大気の予測にあたっては、環境基準や指針値が定められている環境濃度

（予測濃度）を予測評価の対象としています。環境基準は、「人の健康を

保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」

として、指針値は、「環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減

を図るための指針となる数値」として国が定めるものであり、環境影響

評価の指標として多く用いられています。なお、本生活環境影響調査に

おける煙突排ガスによる予測結果は、これらの環境基準や指針値を設定

した生活環境の保全上の目標よりも十分低い値となっております。 
なお、ご意見の「排出量の予測値」については、「生活環境影響調査書

（本編）」において、煙突の排出諸元として、次のとおり記載しておりま

す。 
 ・硫黄酸化物：0.7Nｍ3/h    ・窒素酸化物：1.7Nｍ3/h 
 ・ばいじん ：0.3kg/h     ・塩化水素 ：1.0Nｍ3/h 
 ・ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 ：0.3μg/h     ・水銀   ：1.7g/h 

６  
 

 地域概況 自然条件 気象の部で、４測定局の風配などは提

示されていたが、４地点とも現地とはかなり離れており、現地

大気の予測における気象条件としては、八王子観測所のデータを用

いており、計画地 寄りの気象官署（アメダス観測所）であること、風
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の局地気象には適合しない。新施設周辺の局地気象をどのよう

に観測しているのか。特に煙突からの排気ガスは降下して、秋

川沿いの下位面（立川面、地形分類図 Ｐ２５）に流れ、接地

逆転層が形成される中に閉じ込められる可能性がかなり強い。

留原地区や立川面周辺の接地逆転層の発生は年間にどれくらい

になっているのか。 
 気象の状況の現地調査が、Ｈ２０．１／１５～２１の一週間

のみとなっている。気象は四季によりまったく異なる様相を示

す。また局地気象は、季節だけでなく日々の時間帯によっても

まったく異なってくる。現在は自動記録などの便利な観測機器

があり綿密な測定ができるはずである。データとしての信頼性

にかける。 

向・風速の測定高さが 49.8ｍと高く、地物による影響を受けないデータ

であることから、気象条件として適切であるものと判断しました。なお、

予測に当たっては、予測時における 新年度データであり、かつ過去 10
年間分（平成 9 年度～平成 18 年度）の気象データと同様の傾向を示して

いると判断された平成 19 年度のデータ（24 時間×365 日分）を用いまし

た。 

 大気の予測は、計画地周辺の地形の起伏を考慮した短期平均濃度（１

時間値）の拡散予測を行っており、将来予測濃度はいずれも低い値を示

し、生活環境の保全上の目標を満足しています。 

７ 終処分場の掘り起こしゴミは、一般のゴミより多くの有害 
物質が含まれていると思われる。だとすれば、掘り起しによる

環境影響調査も行われるべきだ。また、掘り起こしゴミは、処

理施設まで運ばれるわけだが、それが完全密閉されたもので行

われるのでない限り、大なり小なりゴミの飛散はある。掘り起

こしゴミの運搬による環境影響調査も行われるべきだ。 

 具体的な掘り起こし方法については、これから検討してまいりますが、

掘り起こしごみによる飛散防止対策については散水等を行い、掘り起こ

しごみの運搬に当たっては、ダンパ（蓋）付きのダンプを用いるととも

に、 終処分場内にて洗車を行い、車両に付着した泥土を除去する等の

飛散防止措置を講じてまいります。 

８ 大量の水蒸気と膨大な熱が周辺に与える影響を評価すべきだ 
と思います。今から施設周辺の気温と湿度を測定しておくべき

でしょう。 

本事業の環境に関する調査は、「廃棄物処理施設生活環境影響調査指

針」（平成 18 年 9 月、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部）に基

づき行いました。また、現施設におきましても水蒸気及び温度による環

境影響はみられず、影響は少ないものと判断しておりますが、新しい熱

回収施設建設後は温度、湿度についても監視していく予定です。 

９ 生活環境影響調査の結果、紫水園（留原地区）での測定で、  紫水園での測定結果は、いずれの物質も環境基準を大きく下回る値で
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 Ｈ１３年夏季ダイオキシン０．０４３pg―ＴＥＱ／㎥、浮遊粒

子状物質０．０２mg／㎥、二酸化イオウ０．００６ppm など

が他の地点よりも数値が高くなっている。この地点は、組合が

以前実施したダイオキシン調査の数値でもかなり高くなってお

り、また住民の癌の罹患もかなり高くなっている。現焼却炉か

ら直近であり八王子測定局の風配でも 多のＮ方向に近いＷＮ

方向に位置している。局地気象観測による風配と接地逆転層の

発生時間などのより詳しい調査が必要と思われる。 

あり、周辺の既存測定局の測定結果と比較しても低い値であることから、

問題はないものと考えています。 
 なお、ご意見の中で、「八王子測定局の風配でも 多のＮ方向に」とあ

りますが、調査書では、「北風（Ｎ方向からの風）が卓越しており」とし

ております。 

１０ 総合的な評価 
長期的濃度や短期的濃度が「生活環境の保全の目標を満足し

ていた」とされている。しかし、公害と呼ばれる足尾・水俣・

川崎・阿賀野川などの例でも、水や大気の有害物質による汚染

と人々への影響は長期的な累積によるものである。現在は、「微

量・長期・複合」が汚染の実態調査には欠かせない視点である。

その点についての総合的評価はどのようになっているのか。 

 大気質の生活環境の保全上の目標については、環境基準値またはこれ

に準ずる値を設定しています。これらは、国が科学的知見を基にして、「人

の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望まし

い基準（環境基準）」や「環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの

低減を図るための指針となる数値（指針値）」として定める基準であり、

環境影響評価において、これらを評価の指標として用いることは適切で

あると考えます。 
１１ 現在は約１０万種類の化学物質が使われている。まだ、その

有害性が実証されていない物質のほうが多いといわれる。一般

ごみの中には、それらの物質が含まれており、処理する際に様々

な有害物質が合成されることは多くの科学者が認めるところで

ある。行政は住民の健康や安全を 優先する責任がある。たと

え未規制でも、住民の健康と安全に影響を及ぼすものは前向き

に対応していただきたい。 

 住民の健康と安全に影響を及ぼす化学物質に関する情報や知見の集積

に努め、必要に応じて対処していく所存です。 

１２ 
 

生活環境影響調査の説明会について、なるべく沢山の方が参

加できるように、時間設定や場所の設定、エリア設定が必要な

 説明会については、予測される環境影響範囲が限定している等の理

由で場所を設定しましたが、今後は、ご意見について配慮したいと考
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のではないでしょうか。 えています。 
１３ 意見を聞くためには、調査書の閲覧・縦覧は、意見書の締め

切りまでしていただく必要があります。 
 関係条例の規定に基づいて縦覧等を行いました。意見書のとりまとめ

は、この縦覧期間に行っていただきますようお願いします。 
１４ 公害のない地球環境づくりを志して下さい。  環境に配慮した、循環型社会の構築に資する施設整備計画を進めます。 

 
 
２ ガス化溶融炉に関すること 

ＮO 意 見  見 解 

１５ 年に何回かの、前もって連絡する調査・測定では、通常の状

態が正しく反映されません。継続的な測定と公表をしていただ

きたい。 

 必要な調査・測定は、法律に準拠して行います。また、排ガス濃度に

ついては、分析装置による自動連続測定を行い、監視盤等により公表す

る予定です。 
１６ バグフィルターの事故・トラブルがあまりにも多く、しかも

１度事故・トラブルが起これば１００±５０本の（場合によっ

ては数百本の）バグフィルターを取り替えねばなりません。こ

のことをどう考え・どう対処されるのでしょうか。 

ご指摘の事例が「あまりにも多く」とありますが、近年、バグフィル

ターは非常に安定した稼働ができております。過去では、水噴射により

ガス冷却を行っていたため、バグフィルターの焼損等の事故がありまし

たが、熱回収を行う本施設では、排ガスの冷却をボイラにて熱交換によ

り行うため、バグフィルター入口排ガス温度が非常に安定し、焼損等の

事故は想定しにくくなっています。しかし、安全に考慮して、連続して

排ガスの温度測定、バグフィルターの圧力監視、ばいじんの連続監視等

を行って、事故のないよう運転管理していく計画です。 
１７ 多くの溶融炉でバイパスを設けているようです。西秋の溶融

炉ではバイパスを設けるのでしょうか。故障したからとか、運

転がうまくいかなかった時に大気中に放出するための施設を前

もって設けるなんて、あきらかに欠陥システムだと思います。

バグフィルターを通さず排出されることがあるのでしょう

 ご指摘のような、ごみ溶融処理中における処理が必要な排ガスをその

まま大気に放出するようなバイパスは設けません。 
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か。 
１８ バグフィルターの事故の原因は、排ガスの温度・流速・ばい

じんの粒子の大きさなどをコントロールすることの難しさにあ

るといわれます。「西秋川衛生組合がうまくコントロールでき

る」と判断される根拠をお聞かせください。 

 本施設には、ボイラが設置してあり、排ガス温度は通常ボイラと減温

塔で調整されています。流速については、生活環境影響調査の排ガス量

を上限として設計します。また、ばいじんの粒子については，ボイラが

ついているので、そこで大きな粒子は落ちますので、粒子をコントロー

ルする必要はほとんどありません。 
１９ 気化した物質はバグフィルターでは捕らえられないと聞いて

います。たとえば、ダイオキシンの場合、１８０℃ではガス化

したダイオキシンの約１０％が気化したままでバグフィルター

をすり抜けます。２００℃では、１５％以上が気化したままで

バグフィルターでは捕捉できません。 

 排ガス濃度は、法規制よりも厳しい基準を設定しております。気化す

ることでバグフィルターで捕らえられない場合が仮にあっても、排ガス

についてのダイオキシン類は、法規制値の１００分の１の

0.01ng-TEQ/m3N 以下の自主規制値で管理しますので基準を超えること

はありません。 
２０ バグフィルターで捕捉したダイオキシン類、重金属等の有害

物質はどうなるのでしょうか。飛灰として再び溶融炉に投入し

スラグ化するようですが、有害物質が濃縮・蓄積されてスラグ

に入り込みます。濃度が高くなった排ガスの中のダイオキシン

の１０～１５％以上が大気中に放出されます。 

 バグフィルターで捕捉したダイオキシン類、重金属等の有害物質は、

一部は溶融する場合もありますが、飛灰として捕集しキレート等により

安定化処理します。飛灰を処理して系外に排出し、スラグ中の重金属類

濃度が上昇しないように処理を行っていきます。排ガスについてのダイ

オキシン類は、法規制値の１００分の１の 0.01ng-TEQ/m3N 以下の自主

規制値で管理しますので基準を超えることはありません。 
２１ 溶融スラグのリサイクルの現状はどうなっているかお聞かせ

ください。全国の灰溶融炉・ガス化溶融炉の溶融スラグがどれ

だけ生産され、どれだけの量のスラグがどこでどのように再利

用されているか、具体的に調べた上で、溶融スラグのリサイク

ルが本当に可能かどうか判断してください。 

２２ 東京の灰溶融炉・ガス化溶融炉の溶融スラグは、年２０万ト

 溶融スラグについては、平成 18 年にコンクリート用溶融スラグ骨材

（JIS5031）、道路用溶融スラグ（JIS5032）が JIS 化されており、今後

の利用促進が期待され、本施設においても事業者のノウハウ等も活用す

ることで有効利用が可能と判断しております。日本産業工業会 エコス

ラグ利用普及センターの報告によると、平成 18 年度では約 80％が有効利

用されているとあります。また、重金属類の溶出については、JIS により

規定されており安全です。 
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ン生産されると聞きました。大量に出るため、ストックが多く

使われていないと聞いています。また、品質が悪く、２度焼き

もめずらしくない様です。 
スラグの再利用も充分でない今日、これ以上生産したらどう

するのでしょうか。使われなかった責任は、西秋がもつのでし

ょうか。また、重金属が溶けだしてくるようで不安です。 

 

２３ 溶融スラグの再利用の責任はどこにあるのでしょうか。西秋

川衛生組合ですか、受注業者ですか。 
 事業体系にもよりますが、基本的には、当組合にあります。購入され

た場合は、有価物として扱われ、再利用の責任は購入者となります。 
２４ 搬出物の飛灰（平成１８年は０ｔ／年、平成３０年１，２６

３ｔ／年）はどこに搬出され処分されるのか。 
 現在の計画では当組合の第２御前石 終処分場にて処分します。また、

今後の状況をみながら、山元還元による有価金属の回収、再利用などの

方法も検討します。 
２５ ガス化溶融炉の排ガスはバグフィルターで吸着し,有害物質

の排出は自己規制値以下であるとの説明を受けましたが、状態

の安定しているときと大前提がつくのではないかと疑問に思い

ました。組成が一定しない材料を使い、基準値かける総量の規

制がないのでは規制といえるのか疑問に思いました。常時の観

測、常時のデータの公開、トラブルの報告などさまざまな条件

をつけなければならないのではないでしょうか。 

排ガス濃度については、分析装置による自動連続測定を行い、監視盤

等により公表する予定です。排ガス等の自己規制値は性能条件ですので、

常に状態が安定するよう制御していきます。 
なお、総量規制は行っていませんが、排出される 大ガス量を考慮し

環境への影響を判断しております。 
また、定期的な観測やデータ公開、トラブルの報告は運転・維持管理委

託の条件とする予定です。 
 
 
３ 分別や資源化に関すること 

ＮO 意 見  見 解 
２６ ごみゼロにしないのですか。  ごみゼロは、目指すべき目標と思いますが、現実的には難しいと考え

ます。しかし、組織市町村では、平成１８年度に策定した「一般廃棄物
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（ごみ）処理基本計画」において、「発生抑制・再資源化等」の目標値を

定め、各種施策を展開しており、当組合も一体となって、循環型社会の

構築に向け、「発生抑制・再使用・再資源化」、いわゆる「３Ｒ」の推進

に努めております。 
２７ ごみの資源化・減量が叫ばれる中、現在の容器包装リサイク

ル法に基づく資源化が実施できていないなか、リサイクルセン

ターの建設がガス化溶融炉の建設後となっています。また資源

化の内容も現行の枠を広げるものとなっておらず、住民として

は不満に感じています。 

 リサイクルセンターの整備は、用地が狭いため順に行っていく必要が

あります。その手順については、先ず新しい熱回収施設の稼動後に既設

の焼却施設等を解体し、その解体した後の用地を利用してリサイクルセ

ンターの整備を行っていきます。また、資源化の内容については、組織

市町村の一般廃棄物（ごみ）処理基本計画で、収集資源物として現状の

資源物に「白色トレイ」を追加し、併せて、新しいリサイクルセンター

の整備により、資源化効率を向上させます。  
２８ 

 
生ごみの堆肥化などは、真っ先に取り組むべきことで、市民

レベルや自治会レベルや事業所レベルやさまざまなレベルでの

取り組みが可能です。また、行政がかかわり支援してゆくこと

で定着化・促進していくことが可能です。ガス化溶融炉での処

理を前提にすることで、資源化への意欲・分別への意欲が低下

するのではないだろうかと危惧しています。 
 生ごみ・紙ごみの徹底した資源化は、市民として協力できる

大きな部分だと思います。混ぜてしまえばごみですが、分別す

れば貴重な資源として活用することが出来ます。民間の活用も

視野に入れ、ガス化炉の建設と同時平行で資源化の道を模索す

るべきだと思います。 

 生ごみの堆肥化については、組織市町村の一般廃棄物（ごみ）処理基

本計画で、住民が行うこととして掲げ、生ごみ処理機の導入補助等の施

策を講じています。また、これまでの缶・金属類、びん類、ペットボト

ル、紙パック・雑誌等・新聞紙・ダンボール及び布類に加えて白色トレ

イを収集資源物として回収し、更に、不燃ごみ・粗大ごみからの金属類

の回収も行います。 
施設建設事業においては、ガス化溶融施設と合わせてリサイクルセン

ターの整備を行い、組織市町村と一体になって、分別・資源化への意欲

の向上を図り、資源化に努めます。 
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２９ 
 
 
 
 
 
 
 

プラスチックごみなどの全量資源化が今後求められるなど、 
法改正に対応できるのでしょうか。組合では２５年から３０年

の施設利用を想定していますが、高温での蒸し焼きが必要であ

り、多量の燃料が必要である施設であることから、この間の地

球温暖化防止、資源循環・再利用などの観点からも疑問をもた

ざるを得ません。５年後、１０年後、国の方針転換「全量資源

化」「ストップ温暖化」などに耐えうるのでしょうか。 
 行政に求められるのは、 小の費用で、 高の効果を上げる 
ことだと思います。莫大な税金を投入するのであれば、将来を

見据え、市民を説得できるものでなければなりません。徹底し

た分別による資源化と 小限のものしか燃やさないというので

あれば、市民の理解は得やすいと思いますが、分別不要、何で

も燃やせるでは納得できません。施策の変化に対応できますか。 

 法改正が行われた場合には、必要な対応をします。 
廃棄物処理に係る費用は、収集運搬や新たな 終処分場の整備の必要性

等総合的に考えていきます。また、新たなガス化溶融施設を整備しても、

分別不要とはなりません。今後も分別を徹底し、資源化に努めます。 
 
 
 

 
 
４ 終処分場の掘り起こしに関すること 

ＮO 意 見  見 解 
３０ ごみの掘り起こしは、粉塵と化した焼却灰とプラスチックな

どの分別や埋め立てた土との混合などもあり、公害の発生に繋

がるのではないかと心配されます。掘り起こすことで、遮水シ

ートの破損による地下水の汚染、重機や選別による焼却灰の飛

散、作業員への健康被害など、二次的な被害の検討はされてい

るのでしょうか。健康被害を拡大させるような手法は取り入れ

ないことが求められています。どのような方法で安全が担保さ

 掘り起こしによる、 終処分場の機能への影響や作業員の作業環境の

安全確保等については、十分に検討を行い実施します。 
 事例としては、発生ガスの分析等による作業環境の監視、作業環境に

合わせた適切な装備並びに散水等の飛散防止対策を行っている例があり

ます。また、当組合として作業員の定期健康診断等については、確実に

実施します。 
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れるのか、実例があれば説明していただきたいと思います。 
また、作業員の健康状態の事後調査を確実に行ってほしい。 

 
 
５ 施設運営に関すること 

ＮO 意 見  見 解 
３１ 業者は、受注するために建設単価を安くしてその範囲内で建

設し、しかも利益を上げねばならないので、建設経費を抑えま

す。その結果、事故・故障続きで補修費が莫大なものになり、

運転停止が相次ぎ、未処理ごみが山になり、他の処理場に処理

を依頼したりしなければなりません。 
こういったことの責任はどちらが負うのでしょうか。業者に負

担させても、今度は業者が逃げ出す恐れがあります。行政が契

約違反で業者を訴えたところで、住民に対して責任を果たした

ことになりません。ガス化溶融炉のような施設を建設・運転す

るなら、値切るべきではありません。 
運転管理についても世田谷工場のように行政が責任を持つべき

でしょう。業者は、人件費を切り詰めるためには未経験で未熟

な安い労働者を雇わざるをえません 

 厳密には内容により異なりますが、一般的には施設及び運転の不備に

よる事故・故障については、事業者の責任となります。 
 予定価格の設定については、当組合が求める条件と現状の価格等を十

分に踏まえ適切な価格を設定していきます。 
 施設の所有者は当組合であり、事業者は運転・維持管理委託という位

置付けになります。したがって、運転管理・維持管理については、委託

契約の内容によって責任の所在が決められます。少なくとも当組合が一

切の責任を持たないことはなく、運転管理・維持管理状況についても監

視を行っていきます。 

３２ 行政と地元住民の間に「公害防止協定」が結ばれますが、こ

の協定には受注業者は入りますか。当然入るべきだと思います

が。 

 地元自治会と当組合で協定を結びますが、事業者は当組合と締結する

契約書を遵守することになります。 
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３３ 「協定」の遵守を保証するために、市民と行政と専門家によ

る「委員会」を作っていただきたい。 

 

 
３４ 公害防止協定について、果たして地元自治会とだけ締結すれ

ば良いのか疑問です。高濃度の汚染が出た場合、狭い範囲の影

響ではすまないのではないでしょうか。第三者機関を設置し、

検討し対策など立てられるような体制が必要だと思います。事

故情報の開示、運転日報の公開なども行うべきと考えます。ま

た、事故の通報、避難など、対策は検討されていますか。 

 委員会の設置については、現在、既に地元自治会との間に公害防止（監

視）のための「運営（公害防止）協議会」が設置されています。ご意見

については、今後の課題とさせていただきます。 
 なお、事業者は当組合と締結する契約書を遵守することになります。

契約書の中で運転状況の報告、事故等の緊急時対応を定めます。 

３５ 公害防止協定が守られるかどうかは、地元住民だけの問題で

はありません。情報公開条例を可及的すみやかに制定していた

だきたい。 

 現在、同条例制定に向けて準備を進めています。 
 

３６ 運転管理を民間に丸投げするのではなく、協力共同の関係で

事業を進めることが大切であり、自治体職員もチームの一員と

して仕事が進められるよう、研修や増員などし、責任を持った

運転管理を行うことが必要だと思います。検討できないか伺い

ます。 

 当組合は、運転管理を民間に丸投げするのではなく、行政として監視

を行います。 

３７ 公設民営で起こった経営破たんの原因分析などはどのように

なされたのでしょうか？ 
 公設民営方式での経営破綻事例は承知しておりませんが、類似するＰ

ＦＩ方式（民設民営）では破綻事例があり、発注者及び専門家から構成

される委員会において原因分析が行われ、事業者側のリスク負担能力の

欠如等を指摘する報告がなされています。この報告書を参考に、本事業

においては、破綻を避ける工夫を取り入れるとともに、仮に破綻した際

でも事業を中断せず、組織市町村住民の皆様への公共サービスを継続す
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る方策を取り入れます。 
３８ 公設民営 ＤＢＯ方式について、民間企業と１５年から２０

年間の長期にわたる契約を結ぶことで、後年度のコスト負担の

上昇を平準化するとしていますが、リスク管理をすべて民間に

依存することは、リスクコントロールできていることにはなら

ず、ライフサイクルコストを民間に丸投げしていることに他な

らないのではないか。実施主体がすべて民間では、行政が事業

の把握と監視が出来るのか大きな疑問である。また、住民の立

場に立った情報の公開が出来るのか不安を感じる。地元住民や

広域的な住民を含む広範の専門家をいれた第三者機関の設置は

必須の課題であり、必要な組織と思われる。必ず設置すること

を要望します。どのような方法で安全管理やリスク管理、情報

の公開を進めるのか説明していただきたいと思います。 

 第三者機関の設置のご意見については、今後の課題とさせていただき

ます。安全管理やリスク管理、情報の公開は契約書等入札図書に示しま

す。監視の方法の詳細については、未定ですが、運転管理については当

組合が監視をいたします。また、情報公開条例の制定に向けて、現在、

準備を進めています。 

３９ 
 

トン当たりいくらで契約した場合、処理するごみ量が多いほ

ど利益は上がるわけです。少なくとも炉の耐用年数２０年間は

ごみ量が減っては困るわけです。ごみ量の確保は行政の責任で

すか、それとも業者の自己責任ですか。 

 ごみ量は保証するものではありません。処理費用の支払いについては、

ごみ量に伴い変動する費用（変動費）とごみ量の増減に関係なく支払う

費用（固定費）とに分けることを想定しています。 

 
 
６ その他 

ＮO 意 見  見 解 
４０ 

 
「ごみ処理施設」の建て替え問題とその経過が関係市町村の

住民にどれだけ伝えられ、理解されていると思いますか。 
 「ごみ処理施設」の問題については、ごみ処理施設建設基本計画策定

時に広報及びホームページを通じて情報を発信しました。今後における

広報については、組織市町村と協議をして進めていきたいと考えていま
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す。 
４１ 地方公共団体の財政状況が悪化する中で、運転・管理、補修、 

故障などの財政負担に耐えうるのか。 
 あきる野市・日の出町・檜原村の財政状況と今後の負担につ

いて説明していただきたい。生ごみの堆肥化や容器包装の資源

化などを代替案として比較検討されたのであれば、その比較検

討も説明していただきたい。 

 今後の財政負担については、組織市町村と協議、確認の上進めていま

す。 
生ごみの堆肥化については、組織市町村の一般廃棄物（ごみ）処理計

画で、住民が行うこととして掲げ、生ごみ処理機の導入補助等の施策を

講じています。また、これまでの缶・金属類、びん類、ペットボトル、

紙パック・ダンボール等の容器包装資源に加えて白色トレイを収集資源

物として回収します。 
このように、ガス化溶融施設と合わせてリサイクルセンターの整備も

行い、資源化の向上を図ります。 
４２ 「 終処分場がない」「処分場の延命を図る」ということを理

由にガス化溶融炉の導入が決定したように思います。この経過

にいたる論議は十分にされたのでしょうか。ごみを減らし処分

場を必要としない施策への転換が本当に論議されたのか疑問に

思います。 

 西秋川衛生組合ごみ処理施設建設基本計画策定時に、計画策定委員会

の中で論議され、新たな 終処分場用地の確保が非常に困難な状況にお

いて、現在の 終処分場の掘り起こしごみを含めたごみの溶融スラグ化

により資源化を促進し、 終処分場に埋め立てるごみを極力減らすこと

が可能なガス化溶融炉の導入を決定しました。 
４３ 

 
日の出町には、ごみ減量推進委員が各自治会単位でおります。

このような活動している委員会の中に、果たして問題提起され

たのでしょうか。また、各自治体の廃棄物処理基本計画を作る

際にも、市民の意見は反映されたものとなっているのでしょう

か。 

 ご意見については、組織市町村の事務手続と考えます。 

４４ ごみの処理と施設がこの地域に長年にわたり集中してしまい

ます。地元自治会の了解が取れたことを理由に環境負荷を押し

付けることを行政が強行することに疑問を持ちます。微量であ

ってもリスクは分散することが原則ではないでしょうか。公益

 この地域の方々に長年にわたり負担を掛けていることについては、ご

意見のとおり心苦しく思っています。今回の計画ごみ処理施設は、熱回

収施設だけでなく、資源を処理するリサイクル施設等も計画しています。

これらの施設が一体に稼動することにより、より効率的なごみ処理が可
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や公共に資するからとの良心的な見解を地元の方はしてくださ

っているようですが、半世紀以上の負担がかかることに地元以

外の住民は心苦しく思っています。集中ではなく分散させるこ

とがなぜ出来ないのか、十分検討されるべきではないかと思い

ます。まず行政が考えるべきことではないでしょうか。どのよ

うな検討をどのようなメンバーで行ったのでしょうか。 

能となると考えます。この計画は、地元自治会と平成７年度頃から始ま

りました。その主な理由は、上記のとおり、稼動したばかりのリサイク

ル施設等もあり、また地理的にも適地であることなど総合的に判断し、

組合正副管理者により、現在の場所に熱回収施設等を建設する方針を決

定しました。 

４５ 燃やさない・埋め立てない・安価なごみ処理・ごみ処分を目

指して行政・市民・専門家による「２０年後のごみ処理・処分

計画策定・実施委員会」（仮称）を、今すぐ立ち上げ、５年以内

に計画を立案・発表すべきだと思います。 

 ご意見については、今後の課題とさせていただきます。 
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７ 八王子市からの意見 

意 見  見 解 
１ 自然環境の保全について 
  この事業区域に隣接する本市の土地は、本市の都市計画マスター 
プランにおいて、「自然緑地・農地」として位置づけられている。 
よって、今後の事業計画の実施にあたっては、良好な自然環境の維 
持について十分に配慮すること。 

本事業は、「東京における自然の保護と回復に関する条例」等により、周

辺自然環境に配慮した計画となっておりますが、今後も、良好な自然環境

の維持に努めます。 

２ 児童・生徒への安全配慮について 
  この施設の建設中、建設後は、本市を通行する搬入・搬出車両の 
増加が見込まれる。児童・生徒の登下校時等において、安全が脅か 
されないよう十分に配慮すること。 

建設中、建設後においては、施設建設工事関係車両及び資源物搬出車両

の一部の通過が予想されるため、この通過車両の安全運行の徹底に努めま

す。 

３ 騒音・悪臭等について 
  この事業区域は、学校による地域学習の場として利用されてい 
る。よって、施設からの排気ガス・騒音・悪臭等による動植物や水 
系などの生態系に影響を与えないよう十分に配慮すること。また、 
排気ガス等の大気汚染によって、学校での体育の授業や部活動を行 
う児童・生徒への影響が懸念されるため十分に配慮すること。 

本事業のごみ処理施設（熱回収施設）建設に係る生活環境影響調査書で

述べていますが、煙突排ガスについては、法令規制値を更に下回る自主規

制値を定めており、その結果、将来予測濃度は、生活環境の保全上の目標

を満足しています。また、その他の項目（騒音、振動、悪臭等）について

も、生活環境対策を講じて、いずれの項目も予測結果は、生活環境の保全

上の目標を満足しています。施設稼動後は、適切な施設維持管理を行い、

周辺環境に影響を与えないよう努めます。 
４ その他 
  意見書の提出期間中に本市に寄せられた市民の意見はなかった。 
ただし、今後、事業を進めるにあたっては、地域住民に十分な説明 
を行うとともに、意見・要望については誠意を持って対応されたい。 

今後の事業を進めるに当っては、八王子市と協議を行い、誠意を持って

地域住民の方々に対応したいと考えています。 

 


