
平成１９年１１月

西 秋 川 衛 生 組 合

西秋川衛生組合ごみ処理施設建設基本計画（中間報告）

に対するパブリックコメントの概要及び見解書



１　ごみの分別、減量化、資源化に関すること

（１）本計画は、分別の徹底、減量化や資源化に反するのではないか。

（２）生ごみの堆肥化等の資源化をもっと強力に進めるべきである。

（３）過大な焼却炉を建設する必要はないと思われる。

２　ガス化溶融炉の採用に関すること

（１）ガス化溶融炉の安全性の確認ができていない。技術的に不安定であると思われる。

（２）維持管理費が多額になる。

（３）高温で溶融する炉は、環境への影響が不安である。

（４）溶融スラグにも需要先の確保や安全性の問題があるのではないか。

３　最終処分場掘り起こし再生に関すること

（１）掘り起こしの際の環境問題がある。

（２）掘り起こした物を溶融する場合の環境問題がある。

４　その他

（１）パブリックコメントの期間が短い。

（２）住民説明会が必要である。また、概要版または計画説明書を全戸配布する必要がある。

（３）議会報告がない。

（４）策定委員会での発言、意見の要約がない。また、誰が何を言ったのか不明である。

(2) 稼働後も「慣れ」による人為的なトラブルを避けるための作業日報等を充実し、確実に遵守すると共に、運転管理状況やトラブル発生
　などの情報公開に努めます。

　この基本計画を公表し、住民の方々の意見を求めたところ、様々なご意見が寄せられ、これらの意見を分類するとおおむね次のとおりで
した。つきましては、これらのご意見について基本的な見解を以下に述べます。

　本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定する中間処理施設として、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るととも
に、循環型社会の形成を目的とした熱回収施設及びリサイクルセンターの建設並びに最終処分場の延命を図るため、基本的計画をまとめた
ものです。

　西秋川衛生組合ごみ処理施設建設基本計画（中間報告）（以下「本計画」という。）は、平成15年9月に策定した「西秋川衛生組合高尾清
掃センターごみ処理施設建設検討委員会報告書」及び平成18年12月に策定した組織市町村及び組合の「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」
（以下「ごみ処理基本計画」という。）を基に策定しました。

　上記のようにご意見を集約しましたが、ご意見の多くは、ガス化溶融炉に関する安全性への疑問でした。ガス化溶融炉に限らず、化学プ
ラントや自動車、家庭電化製品などの機械製品は、「絶対に安全」「絶対に事故は起きない」という保証はありません。しかし、組合は、
発注に際して次のことを行います。

(1) 実施計画に際しては、組合技術者の数十年に及ぶ経験を生かす一方、過去のトラブル事例を自治体に充分確認し、発注に生かすことな
　どにより、「安全」な施設への限りない努力をします。
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1 分別や資源化に関すること

No 意　　　　　　　　　　見 見　　　　　　解

1
　大きく視点を変換し、住民の健康、地域の環境、自治体の財
政の健全、住民の「もったいない」精神の伝承などに立脚した
基本方針を提案していただきたい。

2
　「可燃ごみ」と「不燃ごみ」を「普通ごみ」として収集し燃
やすという考え方は、なんでも分別せずにごみに出してしまう
安易な考えを助長し、資源化への分別意欲をそぐことになる。

3
　ガス化溶融炉の採用は、ごみを減らすどこか、ごみを増やす
ことになると思う。

4
　ごみ焼却・ガス化溶融炉は、資源循環型社会から逆行する。
中間報告書にもごみは少なくなってきているデータがあるが、
もっと徹底するべきである。

5

　容器包装リサイクル法があるにもかかわらず、プラスチック
容器を資源として回収せず、熱利用としてリサイクルしている
かのように、善良な市民は誤解させられている。
　何でも燃やせるガス化溶融炉は、分別の必要がなくなりま
す。

　本計画書第２章７（P.2-16～2-18）のように、廃プラスチックの処理は、容リ法に基
づく処理に比べて、計画する熱回収施設において発電・熱利用としてサーマルリサイク
ルを行う方が、経済的に効果的であると同時に、温室効果ガスの発生も少ないと考えま
す。
　なお、容リ法により回収されたものも、多くが熱利用されています。本計画書第２章
７［図2-2］(P.2-17)をご参照ください。

6

　マイバッグ持参運動による容器包装ごみの減量、生ごみを土
に返す等の努力を続けるべきである。そのためにコンポスト容
器・EM菌による処理、電動式生ごみ処理機への補助とその普及
に努めてきた。その根本の考え方はごみの分別だと思う。

7
　杉並区のように、条例化するなどして市全体でレジ袋の有料
化に取り組む。

○現在のごみの多くは、元々はごみにならずに済んだものがほとんどです。しかし、生
　活環境及び社会環境の変化により多くのものがごみとなってしまいました。この状況
　は、確かに市町村の財政を圧迫しています。今後も組織市町村及び組合では、様々な
　広報を行いたいと思いますが、あくまでもその主体は住民の方々です。したがって皆
　様にも充分なご協力を得たいと思います。
○本計画は、資源化を重要課題とし、その上で最も経済的かつ温室効果ガスの削減に資
　する計画としています。資源化の向上に関しては、現在の分別種別にペットボトル及
　び発泡トレイを加えて収集するとともに、紙類の資源化率の向上、レジ袋の削減対策
　を組織市町村と一体となって、検討しています。
　　その上で残るごみは、本計画書第２章６(P.2-14～2-16)にあるように、「可燃ご
  み」 と「不燃ごみ」を１か所で処理することが最も経済的であると同時に、温室効
  果ガス の排出も少ないと判断し、溶融処理することとしました。
○なお、現在、１日150ｔの処理能力の焼却炉を、計画では、117ｔに縮小しています。

　本計画書第１章3-(4)～(7)（P.1-3～1-5）及び添付資料中の１のように、あくまでも
減量化と資源化は今以上に続けます。そのため、組織市町村と一体となって、レジ袋の
削減対策などの検討を今後も続けます。
　また、生ごみの処理については、組合や組織市町村で大きな施設として建設すること
には様々な問題があります。そのため添付資料中の２のように、今後も生ごみ処理機等
の補助制度を続けるとともに、地域、学校、集合住宅単位での小規模の生ごみ処理機等
の導入が効果的と考えまています。
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8

　生ごみを燃やして熱利用（サーマルリサイクル）するなど
と、耳ざわりのいいことを言われますが、生ごみを熱利用する
ことが効率のよい方法といえるでしょうか？生ごみは水分を多
く含み、炉にとって攪乱要因です。

　多量の水を含んだ生ごみは、ご指摘のように熱利用の効率は良いとはいえません。そ
のため組織市町村ではできるだけ水切りをして出していただくよう、啓発活動に取り組
みます。
　焼却処理は、減容化と衛生的な処理を行う一つの手段です。

9 　紙類の分別収集を徹底し、ほぼ100％の資源化を目指す。

10

　大都会の過密都市と違いこの地域は、スペース的にも十分に
徹底した分別を行えると思う。消費一辺倒の生活でなく、知恵
と工夫で物を大切にして生かしていく生活を若い世代や未来に
つなげていけると思います。

　

2 ガス化溶融炉の採用に関すること

No 意　　　　　　　　　　見 見　　　　　　解

11
　新しい・高度な技術を応用した施設を作る場合、技術・施設の
安全性の確認のため、過去の事故事例の研究は不可欠だと思いま
す。ところが「中間報告」にはそれがない。

12
　安全性や信頼性の上でも情報の公開が求められるが、運転管理
がメーカー任せでは、都合のよいデーターだけ見せられれば、市
民はその言葉を信じるしかなくなる。

13
　事故が発生した場合のリスクも含めた評価がされなければなら
ないにもかかわらず、そういった評価や説明がされずにガス化溶
融炉の導入が行われることに疑問を感じる。

14

　バグフィルターで捕捉出来るのは粒子状のダイオキシンや重金
属だけで、気化したものは、バグフィルターを通過する。1400℃
の高温ではダイオキシンもほとんどの重金属も気化するため、バ
グフィルターの後に触媒反応塔をおく。又、2005年8月には仙台
市松森清掃工場で触媒が燃え、近隣住民が差し止め訴訟を起こし
ている。その事故は溶融炉事故の数倍・数十倍も起きています。

　溶融炉内で気化した重金属類は、ボイラ及び減温塔を経由して温度を180℃まで下げま
す。ほぼ全ての重金属は、この温度においては固体です。したがって、この排ガスをバグ
フィルターに通すことで、ほぼ全ての重金属が捕集されます。（例：融点/沸点：鉛＝
327/1,750℃、カドミウム＝321/764℃など）
　また、触媒反応塔は、窒素酸化物を除去するために設けるもので、重金属類の除去には、
ほとんど関係しません。

15
　焼却炉の燃焼温度は850℃、溶融炉の溶融温度は1400℃前後で
す。「中間報告」はこの溶融炉の温度を明記していません。

　昨年策定したごみ処理基本計画の資料編でご説明していますが、本計画書資料編§１-５-
(4)（P.資料1-6）に追記しましたので、ご参照ください。

　当然、紙類は、資源物として徹底した分別を行う必要があると考えます。組合として
も、ご意見の考え方は尊重し、組織市町村と一体になって啓発活動に取り組みます。そ
れを達成するためには、住民・事業者及び行政が一体となった協力が必要です。
　また、児童、生徒及び一般住民の方々の見学会については、今後もさらに積極的に受
け入れ、学習の場を提供したいと考えます。

　機械設備である以上「絶対」に事故が起こらないとは言えません。重要なことは、事故の
原因がシステムの致命的な欠陥なのか、維持管理上のミスなのか、事故による周辺への影響
などといった点を見極め、計画、施工が適切になされ、組織的な取組みの中で運転マニュア
ル（手順）に従い、運転、維持管理することによりトラブルが発生することが低くなると考
えます。
　ガス化溶融炉の過去の事故例や安全性については、ご意見を頂いた方々と同様、調査して
おります。
　これらの考え方については、本計画書第２章５-(2)(P.2-14)をご参照ください。
　また、安心・安全を重要課題として、施設の稼動・運転に当たっては、運転管理状況及び
トラブル発生などの情報公開に努めます。
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16

　ガス化溶融炉には溶融炉の前段にガス化部があり、内部は絶え
ず撹拌されている。もしもガス化部に空気が入り込めば爆発は必
至である。穴が空いても空気が流入しないように内部を正圧にす
れば穴から有毒ガスが噴出するでしょう。

　ご心配をいただいたご意見ですが、ガス化溶融炉は、炉から煙突まで密閉した中で、「平
衡通風方式」という排ガスの流れを用いています。これは、煙突の前に置いた誘引送風機
（排ガスを煙突から排出する送風機です。）で、内部の空気を吸引し、煙突に送り込む方式
です。この送風機の能力は非常に大きいため、ガス化炉を含めて全て負圧に保たれます。ま
た、停電時等は、非常用発電機等で、送風機も稼動させ、処理機能を維持します。

17

　ダイオキシンの再合成は300℃前後である。だから電気集塵機
の性能が最もよく発揮されるのは300℃前後であるにもかかわら
ず、この「中間報告」でも180℃以下にガスの温度を下げて集塵
機に送る設計がされている。そのため、焼却炉は連続運転でなく
てはならず、事故による炉の停止は避けねばならなくなる。加え
て溶融炉では、温度が高いため、種々の有害な多環芳香族炭化水
素（PAHs）や、Nitro-PAHsが発生する。これらはダイオキシンよ
りさらに有害だといわれている。

　今回の計画では、電気集塵機は用いず、バグフィルター（耐熱性のろ布で、ばいじんを捕
集するもの）を用います。その直前に設置した減温塔で180℃まで急冷します。このことに
よってダイオキシン類の生成温度である300℃の範囲を短時間で通過する計画とし、ダイオ
キシン類の合成を防ぎます。
　なお、連続運転にするための理由は、ダイオキシン類の合成を防ぐこともにもなります
が、連続運転でなければ、効率的な熱利用、特に発電ができなくなることも大きな理由で
す。
　また、PAHsやNitro-PAHsにつきまして、組織市町村及び組合では、国等の動向を見定めた
上で対応することとし、現時点においてはお答えすることは不可能です。

18

　ガス化溶融炉の選択は、埋立地の延命とダイオキシン問題に答
えようとするに過ぎず、しかも、十分な解決法になっていない。
すなわち、溶融スラグが有効利用できず、結局埋め立てねばなら
なくなれば、莫大な費用と資源とエネルギーを費やすことにな
る。

　ガス化溶融の選択は、本計画書第２章５、６(P.2-13～2-16)のように、ダイオキシンの削
減のみが目的ではなく、灰の資源化、エネルギー効率を活かし、温室効果ガスの削減も大き
な目的としています。
　また、溶融スラグについては、本計画書第２章１１(P.2-21～2-22)にありますように、溶
融スラグの有効利用を考えています。

19
　中間報告の建設費等は、メーカーの回答値のほぼ平均値より低
い。これだけの費用をかけてガス化溶融炉を建設・運転すること
が、それによって実現できる減量目標に比べてどうなのか。

　メーカーアンケートの金額は、あくまでも参考としています。今回採用した建設費は、過
去数年の平均単価を調査し、その上で、建設単価を求めているため、充分にこの金額で建設
が可能と考えています。
　本計画の施設規模は、組織市町村の減量化施策後のごみ量の推計を基に算出した規模と
なっております。

20
　焼却炉価格での談合、癒着が報道されます。納税者である住民
にとって安全でも、低価格でもない焼却炉神話から抜け出す時だ
と思います。

　談合は、必ず排除するよう監視、努力をします。
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21

　溶融スラグの利用先がなく、山積みされていると聞く。国は溶
融スラグのJIS化を決めたが、これで溶融スラグの利用価値が高
まるのか。「中間報告」は見通しが甘すぎないだろうか。
　スラグの安全性にも問題がある。神奈川県藤沢市でスラグを路
盤材とした3ヶ月後にスラグを25％配合した路盤材から鉛が基準
の30倍以上、50％配合した路盤材からは基準の45倍が検出された
という。つまり、鉛はスラグの中に閉じこめられないということ
で、これは、最近の埼玉県日高市の施設から河川に基準の250倍
もの鉛を含んだ排水が放出されていた例が実証している。

　今回、アンケートを行ったメーカーのスラグは、40ヶ所の施設のうち32ヶ所は利用率100%
でした。また、国交省や環境省の通知、JIS化等により、確実にスラグは利用できます。
　また、藤沢市の例は、藤沢市のホームページによると、鉛の溶出はスラグからではなく土
壌からのものとの結論でした。
　さらに、本計画書第４章３（P.4-6～4-7）のように、排水の内、雨水及び処理を行った生
活排水は河川等に放流しますが、それ以外の排水は、全て施設内で再利用するため、河川等
に放流いたしません。

22

　常時1400℃の炉から発散される熱はどれくらいで、周辺の気象
や生物にどのような影響を与えるのか。すぐ近くに老人ホームも
ある。又、熱回収施設（ガス化溶融炉）棟や周辺の施設で働く人
たちの健康に与える影響はどうなのか。

　1400℃前後の溶融後の排ガスは、次の工程で空気と混合し、900℃以上の温度で完全燃焼
させます。その後、ボイラ、減温塔を通し180℃まで温度を下げます。
　また、これらの機器は、厳重に保温しているため、外部に大きな熱が放出されることはあ
りません。

23
　溶融といっても、850度から950度の熱を加えて処理することだ
から、基本的には焼却処理とかわりない。最終的に灰としてしま
うかスラグ化するかの違いくらいと思う。

　灰として最終処分するか、スラグとして再利用するかは、循環型社会を目指す上で大きな
差があると考えています。
　最終処分場は、限りある貴重な財産であり、新たな最終処分場の確保は非常に困難な状況
にあると考えます。貴重な財産である最終処分場を可能な限り将来にわたって大切に使用し
ていくための方法であり、埋立処分量「ゼロ」を目指した取組みが必要であると考えます。

3 最終処分場掘り起こし再生に関すること

No 意　　　　　　　　　　見 見　　　　　　解

24

　処分場内部の灰に含まれるダイオキシン類・重金属類が掘り起
こしの際に周辺環境中に飛散する恐れがある。「中間報告」で
は、周りを囲った中で掘り起こし作業を行うことになっている
が、危険な作業をさせられる労働者の人権はどうなるのか。

　掘り起こし作業は、移動式テント内で飛散のないよう散水した上、内部を換気し、作業環
境は、厚生労働省の基準（基発401：「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく
露防止対策要綱」）に基づいて行います。なお換気した空気は、バグフィルターで除じんし
ます。

25

　最終処分の灰を多くの欠陥を持つ溶融炉で処理すれば、多量の
ダイオキシン類・重金属類が環境中に飛散されることは避けられ
ない。なぜ今更危険を冒して掘り起こす必要があるのでしょう。
施策に一貫性を持っていただきたい。

　ガス化溶融炉の安全管理については、本計画書第２章５（P.2-13～2-14）をご参照くださ
い。また、掘り起こしに関しては、本計画書第２章９（P.2-19～2-21）をご参照ください。
　排ガスは、法規制値を下回る自主規制値（本計画書第２章４-(5)（P.2-11)をご参照くだ
さい。)を設け、運転管理に努めます。さらに、重金属類の飛散については、No14のとお
り、バグフィルター内の温度が180℃であるため、ほとんどの重金属は、ここで捕集されま
す。
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26

　埋め立てたごみを掘り起こした場合の環境汚染と再焼成した場
合の環境汚染の問題も深刻である。ダイオキシンや重金属類を多
量に含んだ焼却灰は少しの大気でも舞い上がり飛散する。微量で
も人体への影響は大きい物質です。

27
　御前石の埋立地は安全性については今まで特に問題を起こして
いない。再度掘り起こすことで汚水漏れや灰の飛散などの大きな
リスクを持つことになるのではないか？

28

　再焼成することで二酸化炭素の発生が加速し温暖化に拍車をか
けることになる。重金属類が気化し大気中に放出される。微量で
あっても長期的には環境中に蓄積され有毒化・有害化することは
明白である。
　さらに、大気汚染や水質汚染を一層深刻化、エネルギーの浪費
に繋がる。また税金の無駄遣いにもなりかねない。

4 その他

No 意　　　　　　　　　　見 見　　　　　　解

29

　きわめて重要な施設で、高額な事業費を必要とする本計画は、
３市町村住民への説明が不足していると考える。次の、きめ細か
い広報を要望する。住民対象の説明会の実施。「概要版」「配布
窓口」をより多く設ける。意見募集期間が15日では短すぎる。

30
　経過を知らされないまま、結果だけを知らされ、2週間で理解
しろというのは、住民に対して不親切である。説明会を開くこと
が当然と思う。

31 　策定委員会で発言された委員の意見の要約がない。 　議事録をホームページで掲載します。

32
　手続き上のことだが、私共が選んだ議員が出席している議会で
ありながら議会報告を一度も頂いていない。

　組織市町村への報告は致しました。議会への報告は、組織市町村の判断で行っていると考
えます。今回の中間報告については、３市町村とも、９月議会で報告したと聞いています。
西秋川衛生組合議会には、１０月の定例議会で報告しました。

　最終処分場掘り起こし再生に関しては、本計画書第２章９（P.2-19～2-21）をご参照くだ
さい。最終処分場の掘り起こし再生は、組合の貴重な財産の延命と、埋立物を再溶融し、ス
ラグの有効利用を図ることで循環型社会の構築に資すると考えています。
　また、排ガスは、法規制値を下回る自主規制値を設け、運転管理に努めます。なお、排水
の内、雨水及び処理を行った生活排水は河川等に放流しますが、それ以外の排水は、全て施
設内で再利用するため、河川等に放流いたしません。本計画書第４章３（P.4-6～4-7）をご
参照ください。

　現時点では地元との合意に向けた協議を最優先事項とし、国や東京都とも協議を進めて行
きたいと考えています。
　このため市民説明会等については、これらの事が確定し、収集や分別方法なども具体化し
た時点で、組織市町村の意向を含めて今後の課題と致します。
　なお、意見の募集期間が短いとのご意見については、貴重なご意見として受け止め、今
後、配慮いたします。
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西秋川衛生組合ごみ処理施設建設基本計画（中間報告） 

に対するパブリックコメントの概要及び見解書 

 

１ ３Ｒの推進と循環型社会の構築 

ごみ処理基本計画及び本計画の基本は、あくまでも３Ｒの推進と循環型社会の構

築にあります。そのために、様々な検討を行いました。 

（１）循環型社会形成への要素 

検討の要素は、次のとおりです。 

ア 排出抑制と資源化の推進 

イ 経済性、効率性の要素 

ウ 温室効果ガスの削減 

 （２）検討内容 

   ア 排出抑制及び資源化の施策 

ごみ処理基本計画では、排出抑制及び資源化に向けて、住民、事業者及び

行政が行う３Ｒ達成のための行動目標をまとめています。この中で、レジ袋

の減量化（マイバッグ運動）、新聞・雑誌類の資源化の推進、生ごみの堆肥化

などを推進することとしています。 

また、一般収集資源及び集団回収量のより多くの増加も目標としています。 

 イ 資源化の推進 

   現在より、より多くの資源化を進めるために、資源の量を増加させる努力

を行う一方、拠点回収から一般収集するとともに、新たに発泡トレイの収集・

資源化を開始することを検討しています。 

 ウ 検討の経緯 

   資源化や排出抑制を推進しても、ごみは発生します。そのため、残るごみ

の処理は、経済的、効率的かつ温室効果ガスの削減に効果のある方法を検討

しました。 

（３）まとめ 
    多くの方から寄せられた、「生ごみ堆肥化の推進などの再資源化を進めるべ

きである。」に関しては、その他の資源化を含めて今後も資源化の努力を続け

ます。また、「ガス化溶融方式は、ごみの減量化と分別意識の低下を招く。」

とのご意見に関しては、今後も継続して特に「資源」の分別を徹底していく

ことで、意識の低下は避けられるものと考えています。 

    なお、策定委員会では、中古品再生利用の推進も必要であるとの意見によ

り、計画施設で、家具や自転車等の中古品再生・展示を計画しています。 
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２ 生ごみの処理について 

  生ごみは、堆肥化により資源化することが可能ですが、次の問題点があります。 

（１）純度と収集に関して 

ア 純度 

生ごみを堆肥化するためには、ビニールや金属類の混入は絶対に避けなけ

ればなりません。堆肥として使う人は大変迷惑します。 

これを避けるためには、次のことが必要です。 

（ア）絶対に金属やビニールを入れない事を全ての人が守る。 

（イ）三角コーナー等ではビニール製の網を使用しないか、使用しても収集に

出す場合は、紙などの袋に移す。 

（ウ）生ごみの収集には、バケツで出すか、コーティングされていない紙袋を

用い、ビニール袋は使わない。 

イ 収集頻度 

現在、燃えるごみの収集は、ほぼ週に２回行っています。生ごみを分別収

集する場合は、量が非常に少ないため、週に２回の収集が困難となり、週１

回以下になることが考えられます。この場合、家庭内での夏期の悪臭が問題

となります。 

（２）需要と供給に関して 

現在、様々なところで堆肥化が行われていますが、生ごみを堆肥化する場合、

堆肥の需要の確保と季節変動への対応（ストックヤードの確保）が必要となり

ます。 

（３）結果 

   組織市町村では、現在、生ごみ処理機等に対して補助を行っています。この

補助制度を維持するとともに、団地や集合住宅、地区、学校ごとに小規模の堆

肥化装置を設置し、住民の協力のもとで、管理・運営する方法が適切と考えま

す。 
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