
小平・村山・大和衛生組合小平・村山・大和衛生組合

組織市

東大和市

小  平  市

武蔵村山市

★★ 小平・村山・大和衛生組合は、3市の
ごみを処理している清掃工場です。
小平・村山・大和衛生組合は、3市の
ごみを処理している清掃工場です。

組織市

（4）

46

201 _7
《№46主な内容》

・施設更新事業を進めています
・議会報告・各種測定結果について
・ 平成30年度一般会計予算及び
  平成28年度一般会計決算

発行　小平・村山・大和衛生組合　平成30年３月発行
〒187-0033 東京都小平市中島町2番1号　TEL 042-341-4345　FAX 042-343-5374
 小平・村山・大和衛生組合は、小平市、東大和市、武蔵村山市の３市の市民生活から出るごみを処理する清掃工場を管理運営する一部事務組合
（特別地方公共団体）です。

　「つなげよう資源の輪、広げよう地域の和」をテーマとした、組合にとっての一大イベ
ント、「えんとつフェスティバル」が、地域の皆さんとの共催により、さる10月７日（土）に
開催されました。当初は、小雨混じりの空模様でしたが、開会式終了後に雨は上がり、や
や涼しく感じられる中、約2,000人の方が来場され、地場産野菜の直売、ごみ収集車展示、
地域出演者による演奏、大道芸や模擬店などが行われ、楽しみながら清掃工場を知って
いただく１日となりました。地域の方々や農業関係者、福祉団体、武蔵野美術大学の学生
さん、地元企業など、多くの方に支えられ、無事に終了することができました。ありがと
うございました。

●みなさんの清掃工場を見学してみませんか
　衛生組合では３市から収集された可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみを処理しています
が、その量は１日平均で、約191t（平成28年度）にもなります。
　毎日の生活の中で出されるごみがどのように処理されるのか、ごみの分別・減量
がなぜ大切なのかなど、清掃工場を見学しながら学んでみませんか？
○通常の見学の所要時間は100～120分程度です。
○見学できる日は、月～水・金曜日です（ただし、祝日を除きます）。
○見学には事前予約が必要です。詳しくは下記までお問い合わせください。
○見学は団体のみお受けしています。
【見学申込先】　総務課　（☎０４２－３４１－４３４５）

■見学実績 （平成29年４月～平成30年１月）
小平市 武蔵村山市 東大和市 その他 合　計

人　数 団体数 人　数 団体数 人　数 団体数 人　数 団体数 人　数 団体数

小学生 738 11 402 4 548 8 0 0 1,688 23

一　般 148 17 45 6 39 6 19 2 251 31

合　計 886 28 447 10 587 14 19 2 1,939 54

足湯情報 ●今年もゆず湯を実施しました
　今年度も12月22日、23日及び24日の３日間「ゆず湯」を実施し、多くの皆様に
楽しんでいただくことができました。ゆず湯には、血行促進や冷え性の予防等
に効果があるといわれています。今年も、地域の有志の方々のご協力により、ゆ
ず湯を提供いただきました。この場をお借りして心より御礼申し上げます。あ
りがとうございました。

●平成29年度の情報公開の状況
　情報公開制度は、すべての人に小平・村山・大和衛生
組合が保有する文書等の情報の公開を求める権利を保
障するものです。
　情報公開を希望される方は、総務課（４・５号ごみ焼
却施設３階組合事務所）にて公開の請求手続きを行って
ください。なお、平成29年度の公開状況は下の通りです。

期間：平成29年４月１日～30年１月31日
請求件数 １件
公開 ０件
一部公開 １件
撤回 ０件
非公開 ０件（うち不存在　０件）
公開率* 100%
*公開率＝（公開＋一部公開）÷（請求件数－撤回－不存在）

再生紙を使用しています。この紙はリサイクルできますので、再利用してください。
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○ごみの減量や出し方について…小平市資源循環課　☎042-346-9535／東大和市ごみ対策課　☎042-563-2111（代表）／武蔵村山市ごみ対策課　☎042-565-1111（代表）○ごみ処理の見学や質問について…小平・村山・大和衛生組合　☎042-341-4345

■議会報告

平成29年11月定例会（11月21日開催）
議案番号 内　容 議決結果

議案第11号
平成28年度小平・村山・大
和衛生組合一般会計歳入歳
出決算の認定について

認定

議案第12号
平成29年度小平・村山・大和
衛生組合一般会計補正予算
（第２号）

原案可決

平成30年２月定例会（２月16日開催）
議案番号 内　容 議決結果

議案第１号
（仮称）不燃・粗大ごみ処理施
設整備工事請負契約の締結
について

原案可決

議案第２号
小平・村山・大和衛生組合
（仮称）新ごみ焼却施設事業
者選定審議会設置条例

原案可決

議案第３号
平成29年度小平・村山・大和
衛生組合一般会計補正予算
（第３号）

原案可決

議案第４号
平成30年度における小平・
村山・大和衛生組合を組織
する市の分担金額について

原案可決

議案第５号 平成30年度小平・村山・大
和衛生組合一般会計予算 原案可決

会議録につきましては、作成次第、衛生組合のホームページに
掲載しています。

■ダイオキシン類の測定結果
環境大気
　組合では、立川市清掃工場と連携して、清掃工場周辺の大気中のダイオキシン類濃度の測定を、夏季と冬季の年2回実施
しています。平成29年度夏季分は、平成29年８月16日から８月23日の間、連続で試料を採取しました。

（単位：pg-TEQ/㎥）

測定地点 大気環境基準
測定結果

平成29年度（夏季分) (参考)平成28年度（夏季分）

組合測定
東大和市立第二小学校

0.6以下

0.021 0.0099
小平市立中島地域センター 0.011 0.012
小平市立上水新町地域センター 0.0071 0.011

立川市清掃工場
測定

立川市立けやき台小学校 0.012 0.011
立川市立立川第四中学校　 0.012 0.012
立川市立若葉小学校 0.011 0.012
立川市若葉児童館 0.012 0.014

（注） 大気環境基準は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく、大気の汚染に係る環境基準です。

　本年２月19日に施設整備工事の契約を締結しました。本工事は、性能発注方式※
であるため、現在、施設の仕様に基づき設計等を行っています。施設の整備に係る内
容等については、以下のとおりです。
１. 施設概要について
　契約内容と施設の概要は、以下のとおりです。

（1）施設の建設場所 東京都小平市中島町２番２号
（現小平市清掃事務所用地）

（2）敷地面積 約3,690平方メートル
（3）設置する施設の種類 マテリアルリサイクル推進施設
（4）施設において処理する
　  廃棄物の種類

不燃ごみ
粗大ごみ（可燃性粗大ごみ・不燃性粗大ごみ）

（5）施設規模（処理能力）
28t/日（５時間）
・不燃ごみ：20.4t/日
・粗大ごみ：6.9t/日

（6）施設の処理方式 手選別・破砕・機械選別

（7）施設の操業時間
受入れ：月～金（年末年始を除く）８:30～17:00（基本）
処　理： １日当たり５時間を基本とします。ただし、年末

年始等繁忙期や貯留量の状況により、19時を限
度に延長運転を行います。

（8）建物の概要
・鉄筋コンクリート造及び鉄骨造
・ 地上20m、地下6m程度（ごみピット底盤まで）を標準と
します。

（9）搬入・搬出車両
　 （稼働日平均）

・約42台/日（行政回収及び許可業者。曜日による変動あり。）
・約11台/日（自己搬入及び持込。曜日による変動あり。）
・約20台/日（搬出車）
・合計約73台/日

（10）契約方法及び契約金額 一般競争入札　26億6,760万円（消費税込み）
（11）契約の相手 メタウォーター株式会社　営業本部　東京営業部

（12）工事内容 実施設計、建築工事、土木工事、プラント工事、電気工事、
解体工事（現小平市清掃事務所）他

（13）工期 平成30年２月20日から平成32年３月31日まで
※ 性能発注方式とは、一般の公共施設のように、図面を作成（設計）して、施工を発注する方式と異なり、発
注者が、満たすべき要件や性能水準を規定して、設計と施工を一括して発注する方式です。

２. 施設の特徴
　（１） 粗大ごみの屋内処理
　　　 現在、屋外で選別、貯留を行っている粗大ごみについては、本施設稼働後、全て

屋内において選別、処理し、粉じんや騒音を抑制し、周辺環境に配慮します。
　（２） 建物の気密性の向上
　　　 現在、収集車が入退場する扉やごみピットへ投入する扉は、常に開放して受

入を行っていますが、本施設稼働後は、これらを全て収集車が入退場または
投入する際に開閉するシステムとし、臭気を外へ漏らさないようにします。

　（３） 資源化・防爆機能の充実
　　　 小型家電の資源化や危険物・有害物を除去することを目的に手選別ラインを

設置します。また、破砕設備に爆発防止機能を設置することにより、防爆対策
を充実します。

平成30年度の主な事業
• ３号ごみ焼却施設燃焼設備補修工事
• ３号ごみ焼却施設バグフィルター保温設備等補修工事
• ４・５号ごみ焼却施設燃焼設備補修工事
• ４・５号ごみ焼却施設バグフィルター圧縮空気用ドライヤー補修工事
• ４・５号ごみ焼却施設ITV設備制御装置補修工事
• ４・５号ごみ焼却施設ごみクレーン等補修工事
• ４号炉ガス冷却灰搬出設備補修工事
• ４号炉乾燥段ストーカフレーム等補修工事
• ４号炉バグフィルター補修工事
• ５号炉バグフィルターコンベアチェーン等補修工事
• ５号炉№１空気予熱器伝熱管等補修工事
• 粗大ごみ処理施設振動選別機等補修工事
• ３市共同資源物処理施設整備工事工事監理業務委託
• ３市共同資源物処理施設整備工事
• 不燃・粗大ごみ処理施設整備工事工事監理業務委託
• 不燃・粗大ごみ処理施設整備工事
• ごみ焼却施設環境影響評価業務委託
• ごみ焼却施設発注支援業務委託

塵芥処理場費：
3,338,135千円（約87％）

　　  塵芥処理場建設費：約56％

454,775千円（約12％）

204,946千円（約5％）
小平市分担金：
919,105千円（約24％）

東大和市分担金：
398,822千円

402,073千円（約11％）638,854千円（約17％）

組合債：
1,256,200千円

議会費・予備費・公債費：

3,820,000千円

■焼却灰等の放射性物質濃度及び空間放射線量の測定結果
　組合では、「主灰、飛灰、排ガス」の放射性物質濃度と敷地境界「東西南北４ヵ所及び東側樹林」における空間放射線量の測
定を定期的に実施しています。
　測定結果は、ホームページでもご覧になれます。

■放射性物質濃度測定結果 （単位：主灰・飛灰／Bq/Kg、排ガス／Bq/㎥）

採取日 主灰 飛灰 排ガス ※１　主灰は、焼却炉の灰出設備から排出される灰
※２　 飛灰は、焼却炉の集じん器（バグフィルター）

で捕集された灰
※３　 主灰・飛灰の数値は、「放射性セシウム134」

「放射性セシウム137」の合計値
　　　 （国が示す埋立処分を可能とする放射性物質

の暫定基準値は8,000Bq/Kg以下）
※４　 排ガスは、「放射性セシウム134」「放射性セ

シウム137」のいずれも不検出

平成29年９月15日 28 91 不検出
平成29年10月16日 17 87 不検出
平成29年11月15日 21 109 不検出
平成29年12月15日 21 85 不検出
平成30年１月15日 不検出 59 不検出
平成30年２月15日 不検出 60 不検出

■空間放射線量測定結果（地上高さ1m、５回測定の平均値） （単位：μsv/h）

採取日 東 西 南 北 衛生組合東側樹林
（バックグランド）

平成29年９月15日 0.070 0.060 0.052 0.056 0.033
平成29年10月16日 0.068 0.071 0.067 0.067 0.047
平成29年11月15日 0.066 0.055 0.049 0.060 0.042
平成29年12月15日 0.068 0.060 0.054 0.056 0.038
平成30年１月15日 0.070 0.059 0.047 0.063 0.040
平成30年２月15日 0.065 0.063 0.056 0.065 0.039

■平成28年度一般会計決算（概要）
（決算額）

■平成30年度一般会計予算（概要）

歳　　入 1,759,047,745円
歳　　出 1,716,980,213円
差引残額 42,067,532円

平成28年度の主な事業
• ３号ごみ焼却施設灰押出機駆動軸等取替工事
• ５号炉ガス冷却室補修工事
• 粗大ごみ処理施設供給フィーダ等補修工事
• ３市共同資源物処理施設整備工事

３. 主要設備
　（１） 受入供給設備
　　　 不燃ごみについては、臭気対策が期待でき、設備の補修期間中の受入

に対応できるピット方式を採用し、粗大ごみについては、ヤード方式を
採用します。

　（２） 前処理設備
　　　 不燃ごみには、スプレー缶やガスボンベ等の爆発性危険物及び破砕処理困

難物が混入している可能性があり、事故や破砕機の故障を防ぐため、これ
らを破砕処理の前段階で除去する必要があります。また、小型家電につい
ても、別途リサイクルすることができるため、小型家電の選別や危険物・有
害物を除去することを目的に手選別ラインを設置します。

　（３） 破砕設備
　　　 前処理設備で処理した不燃ごみ及び粗大ごみを細かくする粗破砕機及び

破砕機を設置します。
　（４） 選別設備
　　　 破砕設備で細かくした不燃ごみ及び粗大ごみから、鉄類及びアルミ類を選

別し、資源化します。
　（５） 処理フロー
　　　処理フロー図をご参照下さい。
４. 公害防止基準
　（１） 騒音

区分
昼間 朝・夕 夜間

８時～19時 朝：６時～８時
夕：19時～23時

23時～６時

要求水準値 50㏈以下 45㏈以下 45㏈以下
　（２） 振動

区分
昼間 夜間

８時～20時 20時～８時
要求水準値 65㏈以下 60㏈以下

　（３） 悪臭
敷地境界 排出口 排出水

臭気指数12以下 排出口の実高さ及び口径により臭気指数
または臭気排出強度が規定される

臭気指数28以下

　（４） 粉じん
　　・排出基準

場所 基準値
排出口 0.1g/Nm³以下

　　・作業環境基準
場所 基準値

事務室、中央操作室等 0.15mg/m³以下
プラットホーム及び機械室等 1.37mg/m³以下
手選別室 0.15mg/m³以下（目標値）

1.37mg/m³以下（基準値）

（歳出）

（歳入）
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■（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設の整備について

処理フロー図

（2） （3）

○ごみの減量や出し方について…小平市資源循環課　☎042-346-9535／東大和市ごみ対策課　☎042-563-2111（代表）／武蔵村山市ごみ対策課　☎042-565-1111（代表）○ごみ処理の見学や質問について…小平・村山・大和衛生組合　☎042-341-4345

■議会報告

平成29年11月定例会（11月21日開催）
議案番号 内　容 議決結果

議案第11号
平成28年度小平・村山・大
和衛生組合一般会計歳入歳
出決算の認定について

認定

議案第12号
平成29年度小平・村山・大和
衛生組合一般会計補正予算
（第２号）

原案可決

平成30年２月定例会（２月16日開催）
議案番号 内　容 議決結果

議案第１号
（仮称）不燃・粗大ごみ処理施
設整備工事請負契約の締結
について

原案可決

議案第２号
小平・村山・大和衛生組合
（仮称）新ごみ焼却施設事業
者選定審議会設置条例

原案可決

議案第３号
平成29年度小平・村山・大和
衛生組合一般会計補正予算
（第３号）

原案可決

議案第４号
平成30年度における小平・
村山・大和衛生組合を組織
する市の分担金額について

原案可決

議案第５号 平成30年度小平・村山・大
和衛生組合一般会計予算 原案可決

会議録につきましては、作成次第、衛生組合のホームページに
掲載しています。

■ダイオキシン類の測定結果
環境大気
　組合では、立川市清掃工場と連携して、清掃工場周辺の大気中のダイオキシン類濃度の測定を、夏季と冬季の年2回実施
しています。平成29年度夏季分は、平成29年８月16日から８月23日の間、連続で試料を採取しました。

（単位：pg-TEQ/㎥）

測定地点 大気環境基準
測定結果

平成29年度（夏季分) (参考)平成28年度（夏季分）

組合測定
東大和市立第二小学校

0.6以下

0.021 0.0099
小平市立中島地域センター 0.011 0.012
小平市立上水新町地域センター 0.0071 0.011

立川市清掃工場
測定

立川市立けやき台小学校 0.012 0.011
立川市立立川第四中学校　 0.012 0.012
立川市立若葉小学校 0.011 0.012
立川市若葉児童館 0.012 0.014

（注） 大気環境基準は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく、大気の汚染に係る環境基準です。

　本年２月19日に施設整備工事の契約を締結しました。本工事は、性能発注方式※
であるため、現在、施設の仕様に基づき設計等を行っています。施設の整備に係る内
容等については、以下のとおりです。
１. 施設概要について
　契約内容と施設の概要は、以下のとおりです。

（1）施設の建設場所 東京都小平市中島町２番２号
（現小平市清掃事務所用地）

（2）敷地面積 約3,690平方メートル
（3）設置する施設の種類 マテリアルリサイクル推進施設
（4）施設において処理する
　  廃棄物の種類

不燃ごみ
粗大ごみ（可燃性粗大ごみ・不燃性粗大ごみ）

（5）施設規模（処理能力）
28t/日（５時間）
・不燃ごみ：20.4t/日
・粗大ごみ：6.9t/日

（6）施設の処理方式 手選別・破砕・機械選別

（7）施設の操業時間
受入れ：月～金（年末年始を除く）８:30～17:00（基本）
処　理： １日当たり５時間を基本とします。ただし、年末

年始等繁忙期や貯留量の状況により、19時を限
度に延長運転を行います。

（8）建物の概要
・鉄筋コンクリート造及び鉄骨造
・ 地上20m、地下6m程度（ごみピット底盤まで）を標準と
します。

（9）搬入・搬出車両
　 （稼働日平均）

・約42台/日（行政回収及び許可業者。曜日による変動あり。）
・約11台/日（自己搬入及び持込。曜日による変動あり。）
・約20台/日（搬出車）
・合計約73台/日

（10）契約方法及び契約金額 一般競争入札　26億6,760万円（消費税込み）
（11）契約の相手 メタウォーター株式会社　営業本部　東京営業部

（12）工事内容 実施設計、建築工事、土木工事、プラント工事、電気工事、
解体工事（現小平市清掃事務所）他

（13）工期 平成30年２月20日から平成32年３月31日まで
※ 性能発注方式とは、一般の公共施設のように、図面を作成（設計）して、施工を発注する方式と異なり、発
注者が、満たすべき要件や性能水準を規定して、設計と施工を一括して発注する方式です。

２. 施設の特徴
（１） 粗大ごみの屋内処理
　　　 現在、屋外で選別、貯留を行っている粗大ごみについては、本施設稼働後、全て

屋内において選別、処理し、粉じんや騒音を抑制し、周辺環境に配慮します。
　（２） 建物の気密性の向上
　　　 現在、収集車が入退場する扉やごみピットへ投入する扉は、常に開放して受

入を行っていますが、本施設稼働後は、これらを全て収集車が入退場または
投入する際に開閉するシステムとし、臭気を外へ漏らさないようにします。

　（３） 資源化・防爆機能の充実
　　　 小型家電の資源化や危険物・有害物を除去することを目的に手選別ラインを

設置します。また、破砕設備に爆発防止機能を設置することにより、防爆対策
を充実します。

平成30年度の主な事業
• ３号ごみ焼却施設燃焼設備補修工事
• ３号ごみ焼却施設バグフィルター保温設備等補修工事
• ４・５号ごみ焼却施設燃焼設備補修工事
• ４・５号ごみ焼却施設バグフィルター圧縮空気用ドライヤー補修工事
• ４・５号ごみ焼却施設ITV設備制御装置補修工事
• ４・５号ごみ焼却施設ごみクレーン等補修工事
• ４号炉ガス冷却灰搬出設備補修工事
• ４号炉乾燥段ストーカフレーム等補修工事
• ４号炉バグフィルター補修工事
• ５号炉バグフィルターコンベアチェーン等補修工事
• ５号炉№１空気予熱器伝熱管等補修工事
• 粗大ごみ処理施設振動選別機等補修工事
• ３市共同資源物処理施設整備工事工事監理業務委託
• ３市共同資源物処理施設整備工事
• 不燃・粗大ごみ処理施設整備工事工事監理業務委託
• 不燃・粗大ごみ処理施設整備工事
• ごみ焼却施設環境影響評価業務委託
• ごみ焼却施設発注支援業務委託

費：費塵芥処理場費処理場芥塵芥処理場費：
））約87％7％）（約円円3,338,135千 88 （約約 ％3 338 35 約88 135千円 ％千千 約8約87％）約33,338,135千円（約87％）

6％6％56約5費：約費：約　　  塵芥処理場建設費 56％6理場建設費：約約56％芥処理場建設 ％理 ％理場建設 約芥処 場 設塵芥処理場建設費：約56％

454,775千円（約12％）454,775千円（約12％）

204,946千円（約5％）204,946千円（約5％）
市分担金：市分市平市小平小平小小 市分担金小平市分担金小平市分担金：

円（約24％）円千919,105千0 （約24％919 千919 105千円05千円（約24％）9 約919,105千円（約24％）

大和市分担金：大東大 分担金東大大和市 担東 和市分担金大大大和市分担金東大和市 担東東大和市分担金：
8,822千円98398,88 223 8 8988 89 2千円9839398,822千円

402,073千円（約11％）402,073千円（約11％）約17％）約17％）（約（638,854千円（約（約638,854千 約 7％約8 8 円 ％638 854千 ％4 約 7％）638,854千円（約17％）

組合債：組合債：
千円2000千1,256,2000256,20 円0千1 2001,256,200千円

費：費：費費議会費・予備費・公債費議会費・予備費・公債費：

3,820,000千円3,820,000千円

■焼却灰等の放射性物質濃度及び空間放射線量の測定結果
　組合では、「主灰、飛灰、排ガス」の放射性物質濃度と敷地境界「東西南北４ヵ所及び東側樹林」における空間放射線量の測
定を定期的に実施しています。
　測定結果は、ホームページでもご覧になれます。

■放射性物質濃度測定結果 （単位：主灰・飛灰／Bq/Kg、排ガス／Bq/㎥）

採取日 主灰 飛灰 排ガス ※１　主灰は、焼却炉の灰出設備から排出される灰
※２　 飛灰は、焼却炉の集じん器（バグフィルター）

で捕集された灰
※３　 主灰・飛灰の数値は、「放射性セシウム134」

「放射性セシウム137」の合計値
　　　（国が示す埋立処分を可能とする放射性物質

の暫定基準値は8,000Bq/Kg以下）
※４　 排ガスは、「放射性セシウム134」「放射性セ

シウム137」のいずれも不検出

平成29年９月15日 28 91 不検出
平成29年10月16日 17 87 不検出
平成29年11月15日 21 109 不検出
平成29年12月15日 21 85 不検出
平成30年１月15日 不検出 59 不検出
平成30年２月15日 不検出 60 不検出

■空間放射線量測定結果（地上高さ1m、５回測定の平均値） （単位：μsv/h）

採取日 東 西 南 北 衛生組合東側樹林
（バックグランド）

平成29年９月15日 0.070 0.060 0.052 0.056 0.033
平成29年10月16日 0.068 0.071 0.067 0.067 0.047
平成29年11月15日 0.066 0.055 0.049 0.060 0.042
平成29年12月15日 0.068 0.060 0.054 0.056 0.038
平成30年１月15日 0.070 0.059 0.047 0.063 0.040
平成30年２月15日 0.065 0.063 0.056 0.065 0.039

■平成28年度一般会計決算（概要）
（決算額）

■平成30年度一般会計予算（概要）

歳　　入 1,759,047,745円
歳　　出 1,716,980,213円
差引残額 42,067,532円

平成28年度の主な事業
• ３号ごみ焼却施設灰押出機駆動軸等取替工事
• ５号炉ガス冷却室補修工事
• 粗大ごみ処理施設供給フィーダ等補修工事
• ３市共同資源物処理施設整備工事

３. 主要設備
　（１） 受入供給設備
　　　 不燃ごみについては、臭気対策が期待でき、設備の補修期間中の受入

に対応できるピット方式を採用し、粗大ごみについては、ヤード方式を
採用します。

　（２） 前処理設備
　　　 不燃ごみには、スプレー缶やガスボンベ等の爆発性危険物及び破砕処理困

難物が混入している可能性があり、事故や破砕機の故障を防ぐため、これ
らを破砕処理の前段階で除去する必要があります。また、小型家電につい
ても、別途リサイクルすることができるため、小型家電の選別や危険物・有
害物を除去することを目的に手選別ラインを設置します。

　（３） 破砕設備
　　　 前処理設備で処理した不燃ごみ及び粗大ごみを細かくする粗破砕機及び

破砕機を設置します。
　（４） 選別設備
　　　 破砕設備で細かくした不燃ごみ及び粗大ごみから、鉄類及びアルミ類を選

別し、資源化します。
　（５） 処理フロー
　　　処理フロー図をご参照下さい。
４. 公害防止基準
　（１） 騒音

区分
昼間 朝・夕 夜間

８時～19時 朝：６時～８時
夕：19時～23時

23時～６時

要求水準値 50㏈以下 45㏈以下 45㏈以下
　（２） 振動

区分
昼間 夜間

８時～20時 20時～８時
要求水準値 65㏈以下 60㏈以下

　（３） 悪臭
敷地境界 排出口 排出水

臭気指数12以下 排出口の実高さ及び口径により臭気指数
または臭気排出強度が規定される

臭気指数28以下

　（４） 粉じん
　　・排出基準

場所 基準値
排出口 0.1g/Nm³以下

　　・作業環境基準
場所 基準値

事務室、中央操作室等 0.15mg/m³以下
プラットホーム及び機械室等 1.37mg/m³以下
手選別室 0.15mg/m³以下（目標値）

1.37mg/m³以下（基準値）
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循環ポンプ 破砕残渣

貯留ホッパ
アルミ類
貯留ホッパ

鉄類
貯留ホッパ

ごみピット
粗大選別ヤード

受入ホッパ
貯留ホッパ

破砕・選別
各所集塵

破砕機室 粗破砕機用
保全ホイスト

高速回転
破砕機用
保全ホイスト

メンテナンス
ホイスト

精選機用
送風機

磁性物用
精選機

磁選機

粗破砕機
高速回転
破砕機

破砕機室
爆発排気筒

高速回転破砕機
爆発排気筒冷却塔不

燃
ご
み

投
入
コ
ン
ベ
ア

手選別室

小型家電 不適物

予備バケット

切替ダンパ

前
室

不燃ごみ
ピット ごみクレーン

プラットホーム

各受入ヤード

選別ヤード

不燃ごみピット

不燃ごみ

＊2

＊1

＊1

＊2

粗大ごみ

搬出室

機械選別室

粗大ヤード

不適物ヤード

■（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設の整備について■（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設の整備について
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