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第１章用語の定義 

 

本 事 業  青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業をいう。

建 設 事 業  本事業のうち、本件施設の設計及び施工に係る事業をいう。 

運 営 事 業  

 

本事業のうち、本件施設の運営（運転、点検・検査、補修及び更

新など。）に係る事業をいう。 

構 成 市 町 村  青森市、平内町、今別町、蓬田村をいう。 

圏 域  構成市町村の行政区域をいう。 

応 募 者  本事業の応募に参加する単独企業又は企業グループをいう。 

企 業 グ ル ー プ  本事業の応募に一体として参加する企業の集合体をいう。 

構 成 員  応募者たる企業グループのうち、民間事業者の選定後、運営事業

者への出資を行う者をいう。 

代 表 企 業  応募する単独企業又は企業グループの代表を務める者をいう。 

協 力 企 業  応募者たる企業グループのうち、運営事業者への出資を行わない

者で、本事業の実施に際して、設計及び施工業務、又は運営業務

のうちの一部を請負い又は受託することを予定している者をい

う。 

民 間 事 業 者  応募者の中から本事業を実施する者として選定された単独企業

又は企業グループであり、本事業を実施する者をいう。 

建 設 請 負 事 業 者  本事業において、建設事業を担当する者で、単独企業又は共同企

業体をいう。 

運 営 事 業 者  民間事業者の選定後、構成員が出資を行い設立する特別目的会社

で、運営事業を担当する者をいう。 

事 業 契 約  本事業に係る建設工事請負契約、運営業務委託契約、及び基本契

約を総称して又は個別にいう。 

基 本 協 定  本事業開始のための基本的事項に係り市と民間事業者の間で締

結される青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事

業基本協定書に基づく協定をいう。 

建設工事請負契約  建設事業に係り市と建設請負事業者との間で締結される青森市

清掃施設（新ごみ処理施設）建設工事請負契約書に基づく契約を

いう。 

運営業務委託契約  運営事業に係り市と運営事業者との間で締結される青森市清掃

施設（新ごみ処理施設）運営業務委託契約書に基づく契約をいう。

基 本 契 約  本事業の実施に際し、市・建設請負事業者・運営事業者が締結す

る、相互の協力、支援などについて定める青森市清掃施設（新ご

み処理施設）建設事業及び運営事業基本契約書に基づく契約をい

う。 

本 件 施 設  本事業において建設され、運営されることが予定されている青森

市清掃施設（新ごみ処理施設）をいい、プラント設備、建築物等
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のすべてをいう。 

可燃ごみ処理施設  本件施設を構成する施設のうち、可燃ごみ、破砕選別処理施設か

らの破砕後可燃残渣、し尿汚泥等及び青森市から発生する下水汚

泥等の一部を処理対象物として焼却、溶融処理するための可燃ご

み処理施設をいう。 

し 尿 汚 泥 等  し尿汚泥、し渣、沈砂をいう。 

下 水 汚 泥 等  下水汚泥、し渣、沈砂をいう。 

破砕選別処理施設  本件施設を構成する施設のうち、不燃ごみ及び粗大ごみを処理対

象物として破砕、選別処理するための破砕選別処理施設をいう。

プ ラ ン ト 設 備  本件施設中の設備のうち、処理対象物を焼却、溶融処理または破

砕、選別するために必要なすべての設備（機械設備・電気設備・

計装制御設備等を含む。）を総称していう。 

建 築 物 等  本件施設のうち、プラント設備、可燃ごみ処理工場棟及び破砕選

別処理工場棟を除く設備及び建物を総称していう。 

可 燃 ご み 処 理

工 場 棟 

 本件施設中の建物のうち、可燃ごみ処理施設のプラント設備など

を備えた建物をいう。 

破 砕 選 別 処 理

工 場 棟 

 本件施設中の建物のうち、破砕選別処理施設のプラント設備など

を備えた建物をいう。 

工 場 棟  可燃ごみ処理工場棟と破砕選別処理工場棟を総称していう。 

処 理 対 象 物  構成市町村から排出され構成市町村、排出者及び許可業者が可燃

ごみ処理施設に搬入する可燃ごみ、破砕選別処理施設に搬入する

不燃ごみと粗大ごみ、破砕選別処理施設から可燃ごみ処理施設に

搬入する破砕後可燃残渣、市が搬入する下水汚泥等とし尿汚泥等

から、搬入禁止物を除いたものを総称していう。 

搬 入 禁 止 物  危険物や特定家電製品、パソコン等の市では収集しないごみを総

称していう（詳細な品目については別添資料７のとおり）。 

募 集 要 項  市が本事業の実施に際して配布する入札説明書、要求水準書、落

札者決定基準書、基本協定書（案）、事業契約（案）、リスク管理

方針書その他これらに付属又は関連する書類を総称して又は個

別にいう。 

入 札 説 明 書  青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業 入札

説明書をいう。 

建 設 要 求 水 準 書  青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業 建設

事業 要求水準書をいう。 

運 営 要 求 水 準 書  青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業 運営

事業 要求水準書をいう。 

要 求 水 準 書  建設要求水準書及び運営要求水準書を総称していう。 

落札者決定基準書  青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業 落札

者決定基準書をいう。 

資格審査申請書類  応募者が本事業の応募に際し、市に提出するものとして入札説明
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書に規定する、参加表明書、メンバー構成表、資格審査申請書、

入札参加資格確認書類、委任状、印鑑届、及び印鑑証明書をいう。

入札参加資格確認書類  会社概要、業務経歴書、登記簿謄本、納税証明書、建設実績、運

営実績、参加資格要件を証明する書類の写しなど及び参加資格を

充たしていることの誓約書をいう。 

提 案 書 類  応募者が本事業の応募に際し、市に提出するものとして、入札説

明書に規定する、入札書類提出書、入札書、委任状、非価格要素

提案図書、施設設計図書及び提案図書参考資料をいう。 

参 考 資 料  本事業の公募に際し、市が、応募者に提示する募集要項等以外の

資料などをいう。 

Ｐ Ｆ Ｉ 法  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法

律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。 
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第２章 一般事項 

 

この建設要求水準書は、市が発注する本事業について適用し、市が建設請負事

業者に対して要求するサービスの水準を示したものである。 

なお、本事業の応募者は、本書の要求水準を満足することを前提として、創意

工夫を発揮した自由な提案を行うものであるが、本事業の円滑な推進のために必

要なものについては、提案に含まれていないものであっても、建設請負事業者の

責任において必要な措置を行うものとする。 

 

第１節 本事業の内容 

 

１ 事業名 

青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業 

 

２ 建設の対象となる公共施設等の種類 

一般廃棄物処理施設 

 

３ 公共施設等の管理者等 

青森市長 鹿 内  博 

 

４ 事業の目的 

住民の生活及び事業活動によって排出される一般廃棄物（ごみ）を衛生的にか

つ適正に収集、運搬し、処理、処分することは、住民の健康で文化的な生活と自

然環境を保全し、公衆衛生の向上を図る上で極めて重要な事業である。 

 ごみ処理を取り巻く状況は、ごみ質の多様化、ダイオキシン類対策などが課題

となっている。また、循環型社会形成推進基本法（平成 12 年 6 月 2 日 法律第

110 号）が施行され、3Ｒ（リデュース：発生抑制、リユース：再使用、リサイク

ル：再生利用）、熱回収及び適正処理への取り組みが求められている。 

 このような状況を受け、市では、現在稼働中の三内・梨の木両清掃工場が、供

用開始から 30 年以上が経過し、施設の老朽化とそれに伴う維持修繕費の増加や突

発的な故障による機能停止などが懸念され、両清掃工場に代わる新ごみ処理施設

の早期の供用開始が望まれる状況にある。 

 本事業は、「豊かな自然環境と周辺地域との共生を目指す施設」、「資源循環型社

会の構築を目指す施設」、「エネルギーの有効利用を目指す施設」、「安全・安心、

経済性に優れた施設」をコンセプトとした新たなごみ焼却施設を建設することに

より、処理対象物の適正処理、生活環境の保全、有害物質のさらなる削減を図る

とともに、循環型社会を構築するための資源回収、エネルギー回収を推進するこ

とを目的とする。 
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５ 建設場所 

青森市大字鶴ヶ坂字早稲田 241 番地１ 他 

 

６ 事業方式 

本事業は、民間事業者が、市の所有となる本件施設の建設、運営を一括して受

託する DBO（Design Build Operate）方式により実施するものとする。 

市は、本件施設の建設に係る資金調達を行い、本件施設を所有するものとする。 

なお、市は、本件施設を約 30 年間にわたって使用する予定であり、民間事業者

は、約 30 年間の施設使用を前提として建設及び運営を行うものとする。 

 

７ 建設事業の概要 

(1) 建設する施設 

 本事業において、本件施設として建設する施設は次のとおりである。 

ア 配置する施設 

(ｱ) 可燃ごみ処理施設（他施設と合棟も可能である。） 

(ｲ) 破砕選別処理施設（他施設と合棟も可能である。） 

(ｳ) ストックヤード 

(ｴ) 管理棟（他施設と合棟も可能である。） 

(ｵ) 計量棟（他施設と合棟も可能である。） 

(ｶ) 駐車場 

イ 付属する施設 

(ｱ) 構内道路 

(ｲ) 防災調整池 

(ｳ) 門扉 

(ｴ) 植栽 

(ｵ) その他関連する施設や設備 

(2) 可燃ごみ処理施設概要 

ア 施設規模 

 1 日 24 時間連続運転するものとし、年間稼働日数は 1 炉 280 日以上とする。

施設規模は、2 系列以上で、計画年間処理量、計画月変動係数、施設の稼働体

制（稼働日数、系列数、施設補修時の対応等）などを考慮の上、設定すること。 

イ 計画処理量（平成 27 年度） 

(ｱ)可燃ごみ    84,567t/年 

(ｲ)破砕後可燃残渣  2,960t/年 

(ｳ)下水汚泥等   10,760t/年（搬入ベース） 

（うち、し渣 90t/年、沈砂 170t/年） 

(ｴ)し尿汚泥等    3,769t/年（搬入ベース） 

（うち、し渣 125t/年、沈砂 5t/年） 

ウ 処理方式 

ストーカ炉＋灰溶融炉方式、分離式ガス化溶融炉方式、一体式ガス化溶融炉方
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式のうち、民間事業者が提案する処理方式とする。 

(3) 破砕選別処理施設概要 

ア 施設規模 

 １日 5 時間の処理を行うものとし、運転時間は、設備の立ち上げ立ち下げ及

び清掃を含め７時間以内とする。年間稼働日数は 260 日以上とする。施設規模

は、計画年間処理量、計画月変動係数、施設の稼働体制（設備補修時の対応等）

などを考慮の上、設定すること。 

イ 計画処理量（平成 27 年度） 

(ｱ)不燃ごみ  9,947t/年 

(ｲ)粗大ごみ   401t/年 

ウ 処理方式 

 切断＋一次破砕（低速破砕）＋二次破砕（高速破砕）＋磁力選別＋アルミ選

別＋可燃物選別＋不燃物選別 

 

(4) 事業期間（予定） 

 建設工事請負契約締結日から平成 27 年 3 月 31 日までの期間 

※ 事業期間については必要に応じて、市、建設請負事業者の間で協議するものとし、

協議の方法については、基本契約書に定める。 

 

８ 市が実施する業務の範囲 

(1) 用地の確保、造成 

 市は、本事業を実施するための用地を確保し、建設用地としての造成工事を行

う。なお、造成工事は平成 23 年 12 月頃完了の予定である。 

(2) 環境影響評価手続き 

 市は、平成 22 年 1 月に公告した本事業に係る環境影響評価の事後調査を行う。 

(3) 業務実施状況のモニタリング 

 市は本事業の実施状況の監視を行う。 

(4) 建設費の支払 

(5) 近隣住民同意の取得などの住民対応（市が行うべきもの） 

(6) 本件施設の交付金申請、一般廃棄物処理施設の設置届、各種許認可の手続き 

 市は、循環型社会形成推進交付金の申請手続など、行政手続の対応を行う。 

(7) その他これらを実施する上で必要な業務 

 

９ 本事業の概要スケジュール 

本事業の概要スケジュールは表 1.1.1 のとおりである。 
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表 1.1.1 本事業の概要スケジュール 

入札公告 平成 22 年 4 月 23 日 

落札者の決定 平成 22 年 12 月上旬 

基本協定の締結 落札者決定後速やかに 

運営事業者（特別目的会社）の設立 落札者決定後速やかに 

事業契約締結（基本契約等） 平成 23 年 3 月下旬 

建設工事着手 事業契約締結後 

供用開始 平成 27 年 4 月 1 日 

運営業務委託の終了（委託期間は 20 年間） 平成 47 年 3 月 31 日 

※ 特別目的会社は市内に設立するほか、必要な要件は入札説明書に示す。 
 

１０ 関係官公署の指導など 

(1) 本事業の実施に当たっては、関係官公署の指導などに従う。 

(2) 市及び官公署が必要とする資料、報告や記録書などの提出の指示がある場合は、

速やかに提出する。 
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第２節 事業予定地 

事業予定地における土地利用規制、周辺設備及び地質等の状況は以下のとおり

であり、その他の状況及び条件等については、「青森市清掃施設（新ごみ処理施設）

建設事業に伴う地質調査業務報告書」及び「青森市清掃施設（新ごみ処理施設）

建設事業に係る環境影響評価書」を参照のこと。 

 

１ 建設用地 

建設用地は別添１「事業実施区域位置図」に示すとおりである。 

 

２ 土地利用規制 

(1) 都市計画区域 

 都市計画区域外 

(2) 建ぺい率 

 指定なし 

(3) 容積率 

 指定なし 

(4) 防火地区 

 指定なし 

(5) 日影規制 

 指定なし 

 

３ 敷地周辺設備 

(1) 電気 

 市は、本件施設における特別高圧電線路との連系に係る送電設備の整備につい

て、東北電力株式会社と協議中である。なお、引込工事に係る工事負担金及び工

事用電源については、建設請負事業者の負担とする。工事負担金の積算に当たっ

ては、東北電力株式会社が公表している積算方法に基づいて事業者が行うものと

し、その他必要な条件については、別添資料９に示す。 

 また、隣接する最終処分場浸出水処理施設への送電を行う。建設請負事業者は、

浸出水処理施設電気室まで送電線を架空で敷設するものとし、電気室での接続以

降については本工事範囲外（別途工事）とする。参考として、平成 19 年度から平

成 21 年度の 3 ヵ年における最大需用電力及び使用量等の実績を、別添資料 10 に

示す。 

(2) 用水 

 プラント用水、生活用水ともに井水（地下水）を利用する。地下水の揚水設備

の位置を決定し、飲料やプラント用水として使用するに適正な水質に処理する。

参考として、近接する最終処分場管理棟の井戸水に関する水質分析データを別添

資料 11 に示す。また、雨水を積極的に活用し、地下水揚水量を低減する。 

(3) 排水 

 プラント排水はクローズド処理とする。また、構内の路面排水は、防災調整池
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で流量調整後、二股川に排水できるようにする。また生活排水は、常時合併処理

浄化槽で処理し、可燃ごみ処理施設が稼動時はクローズド処理とする。停止中は、

防災調整池で流量調整後、二股川へ放流する。 

(4) 電話・通信 

 建設請負事業者は、本件施設における電話の使用に必要な工事及び費用負担を

行う。また、インターネットの設備を新たに敷設し、本件施設においてインター

ネットができる環境を整える。電話・通信の環境整備に係るすべての費用は建設

請負事業者の負担とする。なお、市道平岡 8 号線沿線には、光回線ケーブル及び

電話回線が敷設されている。 

(5) ガス 

 都市ガス供給区域外 

 

４ 地質 

建設用地の地質は、別添２「青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業に伴

う地質調査業務報告書の抜粋」に示すとおりである。 

 

５ 全体配置計画 

(1) 本件施設の配置 

 敷地内の配置計画例は別添３「施設配置計画（案）」に示すとおりであり、詳

細な配置、動線は建設請負事業者の提案とするが、配置に係る基本的な条件は次

に示すとおりである。 

ア 工場棟は、維持管理用車両や薬品運搬車の通行のため、施設を周回できる道

路を設ける。 

イ ごみ収集車や搬出入車両などの作業動線と、見学者の動線を区別し、交差し

ないようにする。 

ウ 想定される 1 日当たりの最大搬出入車両台数は、可燃ごみ処理施設でおおよ

そ 310 台、破砕選別処理施設でおおよそ 170 台であり、敷地内（取付道路を除

く）で待車する搬入車を収容できるように、ごみ計量機、ごみ投入扉への進入

口などの渋滞が見込まれる場所は、十分な数量や待車する場所を確保する。な

お、繁忙期（別添資料８参照）においては、約 2 日分の搬入車両が見込まれる

こともあるため、設計においては十分考慮する。また、想定する搬入車両の内

訳は表 1.2.1 のとおりである。 
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表 1.2.1 搬出入車両の内訳（１日当たり） 

項 目 
可燃 

ごみ 

汚泥

等 

不燃 

ごみ 

粗大 

ごみ 
備 考 

ごみ収集車両（直 営） － － 19 台 －  

  〃   （委 託） 142 台 － － 52 台  

  〃   （許 可） 105 台 － 22 台 －  

自己搬入車両 48 台 － 77 台 －  

破砕後可燃残渣の搬出車両※1 － － 3 台 － 10ｔダンプ

溶融スラグまたは焼却灰、飛灰処理物、

薬品などの搬出入車両 
8 台 － － － 

10ｔダンプ

下水汚泥等（八重田浄化センター）※2 － 4 台 － － 10ｔダンプ

下水汚泥等（新田浄化センター）※2 － 3 台 － － ４ｔダンプ

し尿汚泥等※2 － 2 台 － － 10ｔダンプ

小計 303 台 9 台 121 台 52 台 － 

合計 312 台 173 台 － 

※1 車両運搬する場合の想定台数 

※2 し渣及び沈砂は、汚泥と混載しない 

 

エ 可燃ごみ処理施設、破砕選別処理施設、管理棟、計量棟は、それぞれ他施設

と合棟も可能であるが、可燃ごみ処理施設、破砕選別処理施設、管理棟につい

て、別棟の場合は渡り廊下で連絡する。 

オ 敷地や施設外周には植栽を行う。 

(2) 敷地内動線 

ア 構内道路は、原則、右周りの一方通行で、交差をしない動線とする。 

イ 搬入から退出の順路は図 1.2.1のようになり、自己搬入者については表 1.2.2

の区分で受付（住所、氏名などの記載含む）及び、手数料の収納を行う。 

 

図 1.2.1 ごみの搬入から退出までの順路 

 

 

表 1.2.2 自己搬入者の受付 

家庭系  事業系  
自己搬入者 

可燃ごみ 不燃ごみ 可燃ごみ 不燃ごみ 

住所、氏名等記載 有り 有り 無し 無し 

料金収納 無し 無し 有り 有り 

 

ウ 待車する場所については、待車の必要のない車両が安全に走行できるように、

道路の拡幅や安全な待車場所の確保などを行う。 

計量棟 工場棟 搬入 計量棟 退出 

手数料収納 受付 
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第３節 施工モニタリングの実施 

 

１ 設計、施工段階 

市は、監督職員を定め、設計及び施工業務において建設請負事業者の提出する

図書を承認する他、以下に示す業務の進捗を監視し、必要に応じて是正の勧告を

行うものとする。 

(1) 承諾申請図書の承認及び評価 

(2) 施工計画書の承認 

(3) 施工状況及び工程の確認 

(4) 施工検査、工場検査の確認 

(5) 工事の是正処理への勧告 

(6) 試運転計画書、試運転時各試験計画書の承認 

(7) 試運転時各試験結果の承認 

(8) 中間及び竣工検査の実施 

(9) 出来形検査の実施 

(10) その他市が必要と認める事項 
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第３章 建設事業に関する要件 

 

第１節 施設整備のコンセプト 

 

青森市総合計画、青森市環境方針を踏まえ、かつ一般廃棄物（ごみ）処理基本

計画、基本構想、青森市廃棄物循環型社会基盤施設整備事業計画の基本理念や基

本方針を反映した本件施設における施設整備のコンセプトは次に示すとおりであ

る。 

 

１ 豊かな自然環境と周辺地域との共生を目指す施設 

(1) 自然環境の保全を図るとともに、環境への負荷をできる限り最小化する施設。 

(2) 廃棄物の無害化・安定化を図る施設。 

(3) 景観や市民利用を考慮した地域の環境に調和する施設。 

 

２ 資源循環型社会の構築を目指す施設 

(1) 有価物の回収や焼却灰の減量化・減容化・資源化を図る施設。 

 

３ エネルギーの有効利用を目指す施設 

(1) 発電後の廃熱も余すところなく有効に利用する施設。 

(2) 循環型社会形成推進交付金制度における高効率ごみ発電施設に適合する施設。 

(3) 再生エネルギーを積極的に利用する施設。 

 

４ 安全・安心、経済性に優れた施設 

(1) 安定性、安全性、信頼性に優れた施設。 

(2) 緊急時、故障時、災害時に安全に対応できる施設。 

(3) 安定したサービスの提供と経済性を考慮し効率化を図る施設。 
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第２節 建設事業の概要 

 

１ 設計及び施工業務の範囲 

(1) 建設請負事業者は、市との間で締結する建設工事請負契約に基づき、処理対象

物の適正な処理が可能な本件施設の設計及び施工を行う。 

(2) 建設工事の範囲は、土木及び外構工事、建築物等及びプラント設備の工事など、

本件施設の建設に必要なものすべての工事を含む。 

(3) 建設請負事業者は、本件施設の建設などに伴って発生する建設廃棄物などの処

理、処分及びその他の関連するもの、建築確認などの許認可手続、プラント設備

の試運転及び引渡性能試験などの各種業務を行う。 

(4) 建設請負事業者は、市が行う循環型社会形成推進交付金の申請手続など、行政

手続に必要な書類の作成などの協力、支援を行う。 

(5) 具体的な業務の範囲は次のとおりとする。 

ア 事前調査 

 必要な測量、地質調査、電波障害調査などを行う。 

イ 建設用地における本件施設の配置 

 建設用地の全体計画、本件施設の配置、車両動線などの用地利用に係る設計

を行う。 

ウ 本件施設の設計及び施工 

 工場棟をはじめ、事務室や会議室、見学者のための啓発設備及びそれを納め

る諸室などの管理棟、計量棟、ストックヤード及びこれらに関連する構内道路、

駐車場、門扉、防災調整池、植栽工事などの建築物等の設計及び施工を行う。 

エ 関連設備の整備など 

 電力の引き込み、地下水揚水設備の設置、排水設備への接続、電話の引込み、

高調波対策、見学者用説明、啓発機能調度品及び説明用パンフレットの納品、

残土処理及び建物内備品（事務用備品など）の納品などを行う。 

 なお、現時点で地中障害物の存在は確認していないが、予期しない地中障害

物が確認された場合は、速やかに市に報告し、取扱いについて協議する。協議

の結果、撤去する場合は、その方法などについて提案し、市の承諾を得て地中

障害物撤去工事を行う。これに係る費用は別途精算する。 

オ 官公署などへの申請 

 民間事業者は、自らの費用負担で、本事業に必要な申請手続き及び市が行う

申請の協力を行う。なお、市が行う申請、届出は次のとおりである。 

(ｱ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係の申請、届出 

(ｲ) 建築基準法関係の申請、届出 

(ｳ) 大気汚染防止法関係の申請、届出 

(ｴ) 水質汚濁防止法関係の申請、届出 

(ｵ) 騒音規制法関係の申請、届出 

(ｶ) 振動規制法関係の申請、届出 

(ｷ) 労働安全衛生法関係の申請、届出 
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(ｸ) 消防法関係の申請、届出 

(ｹ) 電気事業法関係の申請、届出 

(ｺ) 青森市景観条例関係の申請、届出 

(ｻ) その他必要な申請、届出 

カ 地元雇用、地元経済の活性化及び県産品の活用 

 民間事業者は、本事業の実施に当たっては、地元雇用に配慮する。また、工

事や材料の調達、納品などについては、地元経済の活性化につながるよう配慮

する。特に木材等使用材料は県産材を積極的に活用する。 

キ 運営事業者への本件施設の運転、点検、検査、保守に係る指導 

ク 本事業の実施に必要な部品の供給業務及び本件施設の運営への協力 

ケ その他本事業に必要なすべての業務 

※ 土地造成工事は、業務範囲外 

 

２ 関係法令などの遵守 

本件施設の設計及び施工に関して、遵守する関係法令などは次のとおりである。 

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号） 

(2) 再生資源の利用の促進に関する法律（平成 3 年法律第 48 号） 

(3) 廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係るごみ処理施設の性能に関する指針につ

いて（平成 10 年生衛発第 1572 号） 

(4) ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11 年法律第 105 号） 

(5) ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン 

(6) 環境基本法（平成 5 年法律第 91 号） 

(7) 大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号） 

(8) 悪臭防止法（昭和 46 年法律第 91 号） 

(9) 騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号） 

(10) 振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号） 

(11) 水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号） 

(12) 土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号） 

(13) 水道法（昭和 32 年法律第 177 号） 

(14) 浄化槽法（昭和 58 年法律第 43 号） 

(15) 計量法（平成 4 年法律第 51 号） 

(16) 消防法（昭和 23 年法律第 186 号） 

(17) 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号） 

(18) 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号） 

(19) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91

号） 

(20) 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号） 

(21) 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号） 

(22) 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号） 

(23) 高圧ガス保安法（昭和 26 年法律第 204 号） 
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(24) 航空法（昭和 27 年法律第 231 号） 

(25) 電波法（昭和 25 年法律第 131 号） 

(26) 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号） 

(27) 電気工事士法（昭和 35 年法律第 139 号） 

(28) 河川法（昭和 39 年法律第 167 号） 

(29) 砂防法（明治 30 年法律第 29 号） 

(30) 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号） 

(31) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号） 

(32) 電気設備に関する技術基準を定める省令（平成 9 年通商産業省令第 52 号） 

(33) クレーン等安全規則（昭和 47 年労働省令第 34 号）及びクレーン構造規格（平

成 7 年労働省告示第 134 号） 

(34) ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和 47 年労働省令第 33 号） 

(35) 事務所衛生基準規則（昭和 47 年労働省令第 43 号） 

(36) 青森市公害防止条例（平成 17 年 4 月条例第 215 号） 

(37) 青森市建築基準法施行細則（平成 17 年 4 月規則第 160 号） 

(38) 青森市景観条例（平成 17 年 4 月条例第 186 号） 

(39) 青森県環境の保全及び創造に関する基本条例（平成 8 年青森県条例第 43 号）、

など関係する青森県及び青森市の条例や規則など 

(40) その他本事業に関連する法令など 

 

３ 関連する基準・規格などの遵守 

本件施設の設計及び施工に関して、準用又は遵守する基準・規格などは次のと

おりである。 

(1) ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2006 改訂版（社団法人全国都市清掃会議） 

(2) 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン（資源エネルギー庁） 

(3) 系統アクセス検討基準（特別高圧）など東北電力株式会社が定める規定 

(4) 高調波抑制対策技術指針（平成 7 年 10 月社団法人日本電気協会） 

(5) 日本工業規格 

(6) 電気学会電気規格調査会標準規格 

(7) 日本電機工業会規格 

(8) 日本電線工業会規格 

(9) 日本電気技術規格委員会規格 

(10) 日本照明器具工業会規格 

(11) 日本農林規格 

(12) 建築工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

(13) 公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）（国

土交通省大臣官房官庁営繕部） 

(14) 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編、機械設備工事編）（国土交通省大

臣官房官庁営繕部） 

(15) 機械設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 
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(16) 電気設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

(17) 工場電気設備防爆指針（独立行政法人労働安全衛生総合研究所） 

(18) 官庁施設の総合耐震計画基準（平成 19 年 12 月 18 日国営計第 76 号、国営整第

123 号、国営設第 101 号） 

(19) 官庁施設の環境保全性に関する基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

(20) 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準（平成 18 年 3 月 31 日国営整第

157 号、国営設第 163 号） 

(21) 建築設備設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

(22) 建築設備計画基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

(23) 煙突構造設計指針（平成 19 年 11 月社団法人日本建築学会） 

(24) 事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針(平成 4 年 

労働省告示第 59 号) 

(25) 分散型電源系統連系技術指針（平成 4 年 3 月社団法人日本電気協会） 

(26) その他関連法令、規格、基準など 
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第３節 設計、施工の要件 

 

１ 実施設計 

建設請負事業者は、事業スケジュールに遅滞がないよう、工事の実施設計に着

手する。実施設計の作成後、設計の内容について市の承認を得るため、承諾申請

図書を作成し市に提出する。 

 承諾申請図書の承認を得た上で、本件施設などの施工を開始する。なお、承諾

申請図書は、既提出の応募書類に基づくものとし、原則として内容の変更は認め

ない。ただし、内容を上回り、かつ市が認めるものであれば、これを妨げるもの

ではない。 

 

２ 実施設計の確定までの手順 

(1) 建設請負事業者は、応募書類に基づき実施設計を行う。 

(2) 建設請負事業者は、承諾申請図書として市に提出するすべての図書の一覧を 5

部作成し、市に提出し承認を得る。なお、承諾申請図書の内容は、次のとおりで

ある。 

ア 土木・建築及び設備機器詳細図（構造図、断面図、各部詳細図、組立図、主

要部品図、建築意匠図、外構図、付属品図など） 

イ 各工事仕様書 

ウ 各工事計算書（構造計算書を含む） 

エ 施工図 

オ 施工要領書（設計要領書、搬入要領書、据付要領書を含む） 

カ 検査要領書 

キ 各工事積算内訳書 

ク 透視図及び鳥瞰図（方向を変えた各１視点） 

ケ その他必要な図書 

(3) 市は承認後、速やかに建設請負事業者に通知するが、市の承認を得られない場

合は、建設請負事業者は合理的な理由がなければ、一覧の修正を行う。 

 市は承認した後においても、一覧に記載されていないものについて、承諾申請

図書の提出を求めることができるものとし、建設請負事業者は合理的な理由がな

ければ提出する。 

(4) 建設請負事業者は、承諾申請図書を市に 5 部提出し、承認を得る。 

 市は承認した後においても、工事行程に影響を及ぼさない範囲で、変更を指示

することができる。建設請負事業者は、指示の内容について、合理的な理由がな

ければ、承諾申請図書の修正を行う。 

(5) 市の承認後、建設請負事業者は実施設計を確定する。 

 

３ 実施設計のかし 

建設請負事業者は、本件施設などの実施設計を行うため、設計に係るかしにつ

いてはすべての責任を負い、市の承諾申請図書などの承認行為が、建設請負事業
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者の設計に係るかしの責任を回避するものではない。ただし、市が提供する本書

などや市の指示に誤りがあった場合は、この限りではない。 

 

４ 疑義 

本書などに疑義が生じた場合は、市と建設請負事業者との協議の上、疑義に係

る解釈の決定を行う。 

 

５ 許認可 

本件施設の施工に当たって、必要とする許認可については、建設請負事業者の

責任と負担においてすべて取得する。ただし、取得に際して、市が担う必要があ

るものについては市が行うが、必要な協力を行う。 

 

６ 工事の開始 

建設請負事業者は、承諾申請図書の承認後、本件施設の設備の製造及び施工な

どを行う。 

 工事の開始に当たり、建設請負事業者は次に挙げた図書を適時に市に提出し、

市の承認を得る。なお、工事の進捗により図書の修正が必要となった場合は、適

宜修正の承認を得る。 

(1) 履行保証保険契約の保険証券 

(2) 工事工程表 

(3) 建設工事請負契約書（案）に記載された各種届け出やその他必要な書類 

 

７ 責任設計施工 

(1) 建設事業に係る工事については、原則として、仮設工事も含めて建設用地内で

行うものとし、これにより難い場合は市と協議する。 

(2) 工場棟の処理能力及び性能に係る事項は、すべて建設請負事業者の責任により

発揮させるものであり、本書や承諾申請図書などに明示されていない事項であっ

ても、性能を発揮するために必要とされるものは、建設請負事業者の負担で施工

する。 

 

８ 安全衛生管理 

建設請負事業者は、その責任において工事の安全に十分配慮し、作業従事者な

どへの安全教育を徹底し、労務災害や近隣への災害が発生しないように努める。

特に、工事車両の通行や出入りについては、事故や周辺に迷惑が掛からないよう

配慮する。 

 

９ 環境保全 

建設請負事業者は、その責任において周辺環境を考慮し、環境の保全に十分配

慮する。建設廃棄物は、適切にリサイクルや処分を行う。掘削土砂は、敷地配置

計画などにより、建設用地内で利用することを優先し、余剰分（残土）は市が指
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示する場所へ搬入する。 

 

１０ 環境影響評価書の遵守 

事業の実施に当たっては、青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業に係る

環境影響評価書を遵守する。また、市が実施する事後評価により、環境に影響が

見られた場合は、市と協議の上、対策を講じる。 

 

１１ 市が発注する別の工事及び委託業務との調整 

(1) 建設請負事業者は、敷地内において市が発注した別の工事及び委託業務がある

場合、その工事の請負事業者及び委託業務の受託事業者との調整を率先して行い、

その工事及び委託業務が円滑に施工できるよう協力する。 

(2) 建設請負事業者は、本事業に係る工事の進捗状況を把握し管理、記録するとと

もに、市へ報告する。市は、施工監理の受託者とともに進捗状況の確認を行う。 

 

１２ 試運転 

建設請負事業者は、順調かつ安定した連続運転ができることを確認するため、

試運転とそれに係る調整を行う。試運転の前に、試運転の手順や日程及び要領な

どをまとめた試運転要領書を提出し、市の承認を得るものとする。 

 なお、試運転に必要な経費は建設請負事業者が負うものとし、試運転に必要な

処理対象物は、市が準備する。試運転の実施に伴って得られた余剰電力等売却収

入及び副生成物等売却収入については、全て建設請負事業者に帰属する。 

 

１３ 工事に伴う損傷などの復旧 

建設請負事業者は、工事に伴って周辺道路や隣地などに、汚染や損傷などを生

じさせた場合は、市に報告するとともに早急に建設請負事業者負担で復旧に努め

る。 

 設計、施工及び材質並びに構造上の欠陥によるすべての破損及び故障などは建

設請負事業者の負担にて速やかに補修・改造・改善又は取替を行う。ただし、天

災などの不測の事故に起因する場合はこの限りではない。所定の性能が満足でき

ず建設請負事業者にかし担保責任が発生し、それにより市が損害を受けた場合、

建設請負事業者はその損害を賠償する。 

 

１４ 保険への加入 

建設請負事業者は、建設事業による損害を補償するため、火災保険又は建設工

事保険などに加入する。 

 

１５ 材料及び機器 

(1) 使用材料及び機器は、すべてそれぞれの用途に適合する欠点のない製品で、か

つすべて新品とし、原則として JIS や JAS などの前述の規格品を使用する。特に

高温部に使用されている材料は耐熱性に優れたものを使用する。なお、海外製品
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など JIS などによらない場合は、JIS などの規格と同等品以上の性能を有するも

のであることを証明することができ、(3)に規定する内容を証明・保証できる書類

を提出した上で、市の承認を得る。 

(2) 酸・アルカリなど腐食性のある条件下で使用する材料については、耐腐食性に

優れたものを使用する。 

(3) 使用材料及び機器のメーカは、建設請負事業者の自社製品を含め選定基準に係

る資料を提出した上で、市の承認を受ける。また、機器のメーカは、過去の実績・

公的機関の試験成績などを十分検討の上、運営事業期間終了後も約 10 年間にわた

り使用することを見据え、補修や部品納品に係る利便性を考慮し、アフターサー

ビスなどに万全を期すことができるメーカを選定する。なお、あらかじめ使用メ

ーカリストを提出し、市の承認を得る。 

(4) 環境物品などを調達する。 

 

１６ 各工事積算内訳書の作成 

建設請負事業者は、各工事積算内訳書を作成して市へ提出する。 

 

１７ 備品・予備品・消耗品の納品 

建設請負事業者は、本件施設に係る備品や予備品（2 年分）及び消耗品（1 年分）

を納品するものとし、事前にそのリストを作成し市へ提出し、市の承認を得る。

なお、引渡し後の１年間に使用する数が、当初の納入数を超える場合は、超える

分を無償で補給する。 

 

１８ 完成図書 

建設請負事業者は、工事竣工に際して完成図書として次のものを提出する。 

(1) 竣工図 

ア 金文字製本（A4 判） 2 部 

イ 見開き製本（見開き A1 判） 4 部 

ウ 縮刷版見開き製本（見開き A3 判） 5 部 

エ 原図（第 2 原図） 1 部 

オ 縮刷版原図（第 2 原図） 1 部 

(2) 構造計算書、確認申請書 3 部 

(3) 検査及び試験成績書 2 部 

(4) 取扱説明書 5 部 

(5) 機器台帳 2 部 

(6) 機器履歴台帳 2 部 

(7) 試運転報告書（予備性能試験を含む） 5 部 

(8) 引渡性能試験報告書 5 部 

(9) 工程ごとの工事写真 3 部 

(10) 特許一覧表 2 部 

(11) 竣工写真（プロ撮影）キャビネ判、ネガ 各 3 部 
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(12) 官公署届出書類 

(13) 打合議事録、工事日報などその他指示する図書 各 5 部 

(14) 工事過程説明用ビデオ映像（電子記憶媒体） 1 式 

(15) パンフレット 1 式（数量や内容は協議による。） 

(16) 運営マニュアル 1 式 

※ CAD 図面や計算書など、電子記憶媒体で提出できるものは、媒体に収録した

ものも併せて提出する。なお、ファイル形式は PDF ファイルを基本とするが、

竣工図、工程ごとの工事写真、竣工写真、工事過程説明用ビデオ映像、パンフ

レット、その他市が指示する図書のファイル形式については市と協議とする。 

 

１９ 引き渡し 

本件施設の引き渡しは、引渡性能試験、試運転の状況などにより、性能及び機

能を確認し、検査の合格をもって引き渡しとする。 
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第４節 工事監理 

 

１ 工事監理者 

(1) 建設請負事業者は、建築基準法第 5 条の 4 第 4 項の規定に基づき定めた工事監

理者について、市に対し氏名などを報告する。 

(2) 工事監理者は、建築士法第 2 条第 7 項の規定に基づき、建設事業が基本設計図

書及び承諾申請図書などに適合するよう、建築物の質の向上に努め工事監理を行

う。なお、プラント設備工事に関しても以下の「２ 工事監理者の業務」及び「３ 

工事監理者による検査」を実施する。 

 

２ 工事監理者の業務 

(1) 工事監理業務の業務範囲は、次のとおりとする。 

ア 施工計画を確認又は検討する業務 

 実施工程表、施工計画、品質や材料計画の確認や検討など 

イ 設計内容を把握し正確に施工が行えるための業務 

 施設設計図書や非価格要素提案図書、及び承諾申請図書の確認や検討、市と

の打合せ、図面の作成など 

ウ 施工図などを承諾申請図書に照らして検討する業務 

 施工図、材料及び仕上見本、各種機械設備などの検討や確認など 

エ 工事の確認及び報告する業務 

 工事報告の作成、工事の記録、工事と承諾申請図書の内容との確認 

オ 工事監理業務完了の手続き業務 

 業務報告書などの提出 

(2) 工事開始前に工事監理計画書を作成し、市の承認を受ける。なお、工事監理計

画書の内容は次のとおりである。 

ア 建設概要 

イ 品質方針 

ウ 監理重点項目 

エ 監理体制及び業務の分担 

オ 提出書類及びその手順 

カ 工事監理に係る定例会議又は打合せの方法 

キ 建設請負事業者作成書類一覧表 

ク 検査実施計画 

ケ その他必要なもの 

(3) 工事監理者は、市との協議により定めた日から現場に常駐する。 

(4) 工事監理者は、建築士法に基づく工事監理を行い、工事監理の状況について工

事監理報告書を作成し、定期的に市に報告する。なお、工事監理報告書の概要は

次のとおりである。 

ア 工事監理日報 

イ 検査結果報告 
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ウ 指示内容 

エ その他必要なもの 

(5) 工事監理者は、市が要求したときは、工事施工の事前説明及び事後報告並びに

工事現場での施工状況の説明を行う。 

(6) 市への必要書類の提出は、工事監理者が行う。 

 

３ 工事監理者による検査 

(1) 工事監理者は、工事着工までに、建設事業の検査に係る検査要領書を市に提出

して承認を受ける。なお、検査の内容は次のとおりである。 

ア 材料検査 

イ 施工検査 

ウ 工場検査 

エ 完成検査 

(2) 主要な機器、材料の検査及び試験は、市の立会のもとで行う。ただし、市が特

に認めた場合は、建設請負事業者が提示する検査（試験）成績表をもってこれに

代えることができる。 

(3) 検査の終了ごと建設請負事業者に対して速やかに検査の報告を行う。 

(4) 公的又はこれに準ずる機関の発行した証明書などで成績が確認できる機器につ

いては、検査及び試験を省略することができる場合がある。 

(5) 工事に係る検査及び試験の手続きは建設請負事業者において行い、これらに要

する経費は建設請負事業者の負担とする。ただし、市の立会い者の人件費、交通

費などはこの限りでない。 
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第５節 現場管理 

 

１ 現場管理 

(1) 資材置場、資材搬入路、仮設事務所などについては市と十分協議し、他の工事

及び委託業務への支障が生じないよう計画し、実施する。また、整理整頓を励行

し、火災、盗難などの事故防止に努める。 

(2) 工事中は、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成 9 年建設省

告示第 1536 号）で規定された機械の使用など、騒音や振動の発生の防止に努める。

また、必要に応じ騒音、振動の測定を行う。 

(3) 工事車両は、敷地内で車輪、車体に付着した土砂を洗浄し、退出する。 

(4) 工事に伴う排水等については適正に処理した後に、二股川に放流する。 

(5) 工事に際して生じる発生残材は、全て構外に搬出し、再生資源の利用の促進に

関する法律（平成 3 年法律第 48 号）や建設副産物適正処理推進要綱（平成 5 年建

設省経建発第 3 号）及びその他関係法令などに従い、適正に処理し市に報告する。 

(6) 現場は、常に保安、安全上の必要な処置を執るとともに、整理整頓を励行し清

潔にする。また、火災や盗難などの事故防止にも努める。 

(7) 工事資材などの搬入が極端に集中しないように、搬入時期や時間の分散に努め

る。 

 

２ 安全管理 

工事中の危険防止対策を十分行い、併せて作業従業者への安全教育を徹底し、

労務災害の発生がないように努める。また、万一事故が発生した場合には、程度

にかかわらず速やかに市へ連絡するなどの連絡体制を整備する。 

 

３ 仮設工事 

(1) 工事に必要な仮設工事は、提案による。 

(2) 正式な引渡しまでの工事用電力、電話及び水は建設請負事業者の負担にて、関

係機関と協議の上、諸手続きをもって実施する。 

(3) 仮設道路、駐車場については市と協議の上、施工する。 

(4) 市と協議の上、建設請負事業者の負担で監督者（含む事務関係）と施工監理用

の各現場事務所を別室にして設置する。それぞれの広さ、使用人数は協議とする。 

(5) 仮設事務所内には、30 名程度が収容可能な会議室を設ける。 

(6) 電話（FAX 付）、パソコン、プリンター、冷暖房、冷蔵庫、厨房器具、ロッカ

ー、事務机、白板、長机、書棚、作業用保護具（ヘルメット、長靴、安全帯）、

便所（室内）など必要な備品及び消耗品を用意する。内容、仕様、数量などにつ

いては市との協議とする。 

(7) 周辺住民への情報提供のため、工事の進捗状況を報せる掲示設備を設ける。 

(8) 仮設物の建設場所は事業実施区域内とする。 
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第６節 引渡性能試験 

 

建設請負事業者は、建設事業期間中に引渡性能試験を行い、本書で要求する性

能を満足していることを確認の上、市に本件施設を引き渡す。 

 

１ 引渡性能試験方法 

(1) 試験は市立会のもと、後述の表 3.6.1 及び表 3.6.2 に基づいて実施する。 

(2) それぞれの項目ごとに、関係法令及び規格などに準拠して行う。ただし、該当

する試験方法のない場合は、最も適切な試験方法を市に提出し、承認を受けて実

施する。 

(3) 試験は工事期間中に行うものとし、あらかじめ市と協議の上、試験項目及び試

験条件に基づいて、試験の内容及び運転計画などを明記した引渡性能試験要領書

を作成し、市の承認を受ける。 

(4) 可燃ごみ処理施設については、試験に先立って 2 日以上前から定格運転に入る

ものとし、引き続き処理能力に見合った焼却量における試験を 2 日以上連続して

行うものとする。この場合、破砕選別処理施設も定格運転の状態にあるものとす

る。 

(5) 破砕選別処理施設については、試験に先立って 1 日以上前から定格運転に入る

ものとし、引き続き処理能力に見合った処理量における試験を連続 2 時間以上か

つ１日延べ 5 時間実施するものとする。この場合、可燃ごみ処理施設も定格運転

の状態にあるものとする。 

 

２ 引渡性能試験条件 

引渡性能試験は次の条件で行うものとする。 

(1) 計測及び分析の依頼先は、法的資格を有する第三者機関とする。ただし、特殊

な事項の計測及び分析については、市の承認を得て他の適切な機関に依頼する。 

(2) 原則として全炉同時運転により実施する。 

(3) 試験の結果、性能が満足されない場合は、必要な改造、調整を行い、改めて引

渡性能試験を行う。 

(4) 試料の採取場所、採取方法、分析方法の根拠となる各種法令、告示、マニュア

ルなどは、引渡性能試験実施時期において最新のものとする。 

 

３ 予備性能試験 

引渡性能試験を順調に実施し、かつその後の完全な運転を行うために、建設請

負事業者は、引渡性能試験の前に予備性能試験を行い、予備性能試験成績書を引

渡性能試験前に市に提出する。なお、予備性能試験期間は可燃ごみ処理施設が 3

日以上、破砕選別処理施設が 2 日以上とする。 

 予備性能試験成績書は、試験期間中の処理実績及び運転データを記録、整理し

て作成する。 

 ただし、性能が発揮されない場合は、建設請負事業者の責任において対策を施
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し引き続き試験を実施する。 

 

表 3.6.1 可燃ごみ処理施設の引渡性能試験方法 

 試験項目 試験方法 保証値 備考 

１ 可燃ごみ処理施設

のごみ処理能力 

(1) ごみ質分析 

 試験時のごみ質の分析を行

う。 

① 試料採取場所 

 ホッパステージ 

② 試料採取頻度 

 1 日当たり 2 回以上 

③ 分析方法 

 「昭 52.11.4 環境第 95 号

厚生省環境衛生局水道環境

部環境整備課長通知」に準

じ、市が指示する方法によ

る。 

(2) ごみ処理能力の確認 

 現状のごみ質と処理量を比

較し、本書に示すごみ質の範

囲において、承諾申請図書に

記載されたごみ処理能力曲線

図に見合った処理量が達成で

きているか確認する。 

(3) 溶融処理状態の確認 

 承諾申請図書に示す燃焼溶

融温度、自己熱溶融限界やそ

の他設備の状態を確認する。

 現状のごみ

質は、熱収支

の計算による

低位発熱量と

する。ごみ質

分析結果は、

熱収支の計算

結果の参考値

とする。 

２ 

排
ガ
ス 

ばいじん (1) 試料採取場所 

 集じん装置入口と出口及び

煙突において市の指示する箇

所 

(2) 試料採取回数 

 2 回/箇所以上 

(3) 分析方法は JIS Z8808 によ

る。 

0.02g/m3N 以下 

酸素濃度 

12％換算値 

併せて排ガ

スの温度、水

分量、流速、

流量を測定す

る。 
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 試験項目 試験方法 保証値 備考 

塩化水素 

硫黄酸化物

窒素酸化物

(1) 試料採取場所 

① 塩化水素及び硫黄酸化物

については、集じん装置の入

口と出口において市の指示

する箇所 

② 窒素酸化物については、必

要に応じて脱硝設備を設け

る場合は、脱硝反応塔の入口

と出口において市の指示す

る箇所 

脱硝設備を設けない場合は、

集じん装置出口以降におい

て市の指示する箇所 

(2) 試料採取回数 

 2 回/箇所以上 

(3)  分析方法は JIS K0107、

K0103、K0104 による。 

塩化水素 

105mg/m3N 以下 

酸素濃度 

12％換算値 

 

硫黄酸化物 

35m3N/時以下 

 

窒素酸化物 

150ppm 以下 

酸素濃度 

12％換算値 

 

 

吸 引 時 間

は、30 分/回

以上とする。

ダイオキシ

ン類 

(1) 試料採取場所 

 集じん装置、脱硝反応塔入

口と煙突において市の指示す

る箇所 

(2) 試料採取回数 

 2 回/箇所以上 

(3) 分析方法は JIS K0311 によ

る。 

0.05ng-TEQ/m3N 

以下 

 

酸素濃度 

12％換算値 

 

燃焼状態が

安定した時点

から一時間以

上 経 過 し た

後、原則 4 時

間以上採取す

る。 

２ 

排
ガ
ス 

一酸化炭素 (1) 試料採取場所 

 集じん装置出口以降におい

て市の指示する箇所 

(2) 試料測定回数 

 2 回/箇所以上 

(3) 分析方法は JIS K0098 によ

る。 

30ppm 以下 

 

酸素濃度 

12％換算値 

 

吸 引 時 間

は、4 時間/回

以上とする。

３ 

溶
融
ス
ラ
グ 

溶出基準 

含有基準 

 

(1) 試料採取場所 

 溶融スラグストックヤード

(2) 試料採取回数 

8 時間ごと 3 回以上 

(3) 測定方法は JIS K0058-1、

JIS K0058-2 による。 

表 4.1.11 以下 

表 4.1.12 以下 
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 試験項目 試験方法 保証値 備考 

ダイオキシ

ン類 

(1) 試料採取場所 

 溶融スラグストックヤード

(2) 試料採取回数 

 8 時間ごと 3 回以上   

(3) 分析方法は「ダイオキシン類

による大気の汚染、水質の汚濁

（水底の底質の汚染を含む。）及

び土壌の汚染に係る環境基準に

ついて」（平成 11 年環告第 68

号）による。 

0.25ng-TEQ/g 

以下 

 

３ 

溶
融
ス
ラ
グ 

物理的性質 (1) 試料採取場所 

 溶融スラグストックヤード

(2) 試料採取回数 

 8 時間ごと 3 回以上 

(3) 分析方法は JIS A5031 又は、

JIS A5032 による。 

JIS A5031 又 は

JIS A5032 に適合 

 

溶出基準 (1) 試料採取場所 

 飛灰処理物を搬出する装置

の出口付近 

(2) 試料採取回数 

 8 時間ごと 3 回以上 

(3) 分析方法は「産業廃棄物に

含まれる金属などの検定方

法」（昭和 48 年環告第 13 号）

のうち、埋立処分の方法によ

る。 

表 4.1.9 以下  

４ 

飛
灰
処
理
物 

ダイオキシ

ン類 

(1) 試料採取場所 

 飛灰処理物を搬出する装置

の出口付近 

(2) 試料採取回数 

 8 時間ごと 3 回以上 

(3) 分析方法は「ダイオキシン

類対策特別措置法施行規則第

2 条第 2 項第 1 号の規定に基

づき環境大臣が定める方法」

（平成 16 年環告第 80 号）に

よる。 

3ng-TEQ/g 以下  

５ 

騒音 (1) 測定場所 

 敷地境界線上とし、詳細は

市との協議による。 

(2) 測定回数 

 各時間区分の中で、各１回

以上測定する。 

(3) 測定方法は「騒音規制法」

による 

6：00～8：00 

50dB 以下 

8：00～19：00 

55dB 以下 

19：00～21：00 

50dB 以下 

21：00～6：00 

45dB 以下 

測定は定常

運 転 時 と す

る。 
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 試験項目 試験方法 保証値 備考 

６ 振動 (1) 測定場所 

 敷地境界線上とし、詳細は

市との協議による。 

(2) 測定回数 

 各時間区分の中で、各１回

以上測定する。 

(3) 測定方法は「振動規制法」

による 

8：00～19：00 

60dB 以下 

19：00～8：00 

55dB 以下 

測定は定常

運 転 時 と す

る。 

７ 悪臭 (1) 測定場所 

 敷地境界線及び排出水出口

とし、詳細は市との協議によ

る。 

(2) 測定点数 

市との協議による。 

(3) 測定回数 

 同一測定点につき 1 回以上

(4) 測定方法は「悪臭防止法」

による。 

敷地境界： 

臭気強度 3 以下 

 

排出水： 

臭気度 4 以下 

測定は、昼

及びごみ収集

車 搬 入 終 了

後、構内道路

を散水した状

態で行う。 

８ ガス滞留時間 算定方法については、市との協

議による。 

2 秒以上 温 度 条 件

850℃以上 

 

９ 炉体、ボイラケー

シング外表温度 

(1) 測定場所 

 炉体やボイラケーシングの

外表面などで詳細は市との協

議による。 

(2) 測定回数 

 市との協議による。 

(3) 測定方法 

記録計による連続記録 

室温 

＋40℃以下 

 

10 蒸気タービン発電

機 

非常用発電機負荷

しゃ断試験及び負

荷試験 

(1) 試験方法は、蒸気タービン

発電機は JIS B8102、非常用

発電機は JIS B8041 による。

(2) 測定方法は、発電機計器盤

と必要な計器による。 

 経済産業局

の安全管理審

査の合格をも

って性能試験

に代えること

ができる。 

11 緊急作動試験 定常運転時において、全停電緊

急作動試験を行う。 

受電などが 10 分間

停止してもプラン

ト設備が安全であ

ること。 

 

12 脱気器酸素含有量 (1) 測定回数 

 1 回以上 

(2) 測定方法は JIS B8224 によ

る。 

JIS B8223（ボイ

ラの給水及びボ

イラ水の水質） 

提案するボ

イラの種類、

圧力、補給水

の種類に適合

した水質とす

る。 
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 試験項目 試験方法 保証値 備考 

13 作業環境中のダイ

オキシン類濃度 

(1) 測定場所 

 市との協議による。 

(2) 測定回数 

 1 回/日×2 日間 

(3) 測定方法は「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」別

紙１「空気中のダイオキシン

類濃度の測定方法」（平成 13

年基発第 401 号）による。 

2.5pg-TEQ/m3  

14 その他 市との協議による。  市 が 必 要 と

認めるもの 

 

 

表 3.6.2 破砕選別処理施設の引渡性能試験方法 

 試験項目 試験方法 保証値 備考 

１ 破砕選別処理施設

のごみ処理能力 

 

(1) ごみ質分析 

 試験時のごみ質の分析を行

う。 

① 試料採取場所 

 各貯留設備 

② 試料採取頻度 

 １時間ごとに 3 検体のサ

ンプリングを行う。 

③ 分析方法 

 「昭 52.11.4 環整第 95 号

厚生省環境衛生局水道環境

部環境整備課長通知」に準

じ、市が指示する方法によ

る。 

  

２ 選別能力（純度） (1) 試料採取回数 

 3 回/種類以上 

 

測定場所、測定方法及び測定時

間は別途協議による。 

① 鉄分中の鉄

分純度 95％以

上 

② アルミ中の

アルミ純度

85％以上 

③ 破砕後可燃

残渣中の可燃

物純度 80％以

上 

④ 破砕後不燃

残渣中の不燃

物純度 80％以

上 

湿重量％ 

 

不燃物純度の

分析において

10mm の ふ る

いの通過物は

すべて不燃物

とする。 
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 試験項目 試験方法 保証値 備考 

３ 破砕能力 (1) 試料採取場所 

  各貯留設備 

(2)  試料採取回数 

 １時間ごとに 4 検体のサン

プリングを行う。 

(3)  分析方法 

「昭 52.11.4環整第 95号厚生

省環境衛生局水道環境部環境

整備課長通知」に準じ、市が

指示する方法による。 

設定した 1 日 5

時間当りの処理

能力以上とす

る。破砕ごみの

最大寸法は、一

次破砕 400mm 以

下、二次破砕

150mm 以下とす

る。 

破砕寸法は破

砕されたごみ

の 重 量 の

85％以上が通

過するふるい

目の大きさと

する。 

４ 粉じん (1) 測定場所 

 ろ過式集じん機出口・排気

出口において市の指定する箇

所。 

(2) 測定回数 

 3 回/箇所以上  

(3) 測定方法 

  大気汚染防止法による。 

0.1g/m3N 以下  

５ 外表温度 (1) 測定場所 

 機器の外表面などで詳細は

市との協議による。 

(2) 測定回数 

 市との協議による。 

(3) 測定方法 

記録計による連続記録 

室温 

＋40℃以下 

 

６ 緊急作動試験 定常運転時において、全停緊急

作動試験を行う。 

受電などが10分間

停止してもプラン

ト設備が安全であ

ること。 

 

７ その他 市との協議による。  市 が 必 要 と

認めるもの 
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第７節 かし担保 

 

１ 設計に係るかし担保 

(1) 承諾申請図書に記載した本件施設の性能及び機能は、すべて建設請負事業者の

責任において保証する。 

(2) 引き渡し後、本件施設の性能及び機能について疑義が生じた場合は、性能確認

試験要領書を作成し市の承認を得た上で、建設請負事業者の負担において性能確

認試験を行う。 

(3) 性能確認試験の結果、性能及び機能を満足できなかった場合は、建設請負事業

者の責任において速やかに改善する。 

(4) 設計上のかしにより市が損害を受けた場合は、建設請負事業者はその損害を賠

償する。 

 

２ 施工に係るかし担保 

施工に係るかし担保期間は次のとおりとし、１年ごとの経年検査を実施するも

のとする。 

(1) 本件施設の建築工事については、引き渡し後 2 年間とする。 

(2) 工場棟のプラント設備については、引き渡し後 3 年間とする。 

(3) 施工上の重過失によるものは、引き渡し後 10 年間とする。 

(4) 施工上のかしにより市が損害を受けた場合は、建設請負事業者はその損害を賠

償する。 
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第４章 可燃ごみ処理施設に係る機械設備などの工事仕様 

 

第１節 可燃ごみ処理施設の設計及び施工に関する計画主要目 

 

１ 処理能力 

可燃ごみ処理施設は、1 日 24 時間連続運転するものとし、年間稼働日数は 1 炉

280 日以上とする。施設規模は、２系列以上で、計画年間処理量、計画月変動係

数、施設の稼働体制（稼働日数、系列数、施設補修時の対応等）などを考慮の上、

設定すること。 

 

２ 処理対象物 

(1) 対象物  

ア 可燃ごみ 

 構成市町村で収集したもの、住民や許可業者などが直接可燃ごみ処理施設に

搬入するもの 

イ 破砕後可燃残渣 

 不燃ごみ、粗大ごみを破砕選別処理施設で破砕処理、選別処理した後の可燃

残渣 

ウ 下水汚泥等 

 青森市公共下水道施設である新田浄化センター及び八重田浄化センターから

搬入する脱水汚泥、し渣、沈砂 

エ し尿汚泥等 

 青森地域広域事務組合し尿処理施設であるあおひらクリーンセンターから搬

入する脱水汚泥、し渣、沈砂 

(2) 計画年間処理量（平成 27 年度） 

ア 可燃ごみ（84,567 ｔ/年） 

イ 破砕後可燃残渣（2,960 ｔ/年） 

ウ 下水汚泥等（10,760ｔ/年（搬入ベース：脱水汚泥含水率 81.76％）） 

（うち、し渣 90t/年、沈砂 170t/年） 

エ し尿汚泥等（3,769 ｔ/年（搬入ベース：脱水汚泥含水率 81.54％）） 

（うち、し渣 125 t/年、沈砂 5t/年） 

(3) 計画ごみ質 

 処理対象物から想定される計画ごみ質は、表 4.1.1 に示すとおりである。 

 なお、平成 16 年度から平成 20 年度における可燃ごみ処理実績から試算した灰

分の出現頻度を図化したものを図 4.1.1 に示す。なお、可燃ごみ処理実績には、

下水汚泥等及びし尿汚泥等は含まない。 
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表 4.1.1(1) 計画ごみ質（可燃ごみ） 

  低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ 

水分（％） 59.91 49.80 39.21 

灰分（％） 11.00 8.00 6.00 
三
成
分 可燃分（％） 29.09 42.20 54.79 

炭素（％） 12.97 19.22 25.58 

水素（％） 1.93 2.83 3.74 

窒素（％） 0.43 0.52 0.53 

硫黄（％） 0.00 0.01 0.01 

塩素（％） 0.15 0.22 0.27 

元
素
組
成 

酸素（％） 13.61 19.40 24.66 

低位発熱量（kJ/kg） 5,400 8,100 10,800 

低位発熱量（kcal/kg） 1,300 1,900 2,600 

単位体積重量（kg/㎥） 238 192 145 
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図 4.1.1 可燃ごみ処理実績から算出した灰分の出現頻度（汚泥等を除く） 
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表 4.1.1(2) 計画ごみ質（脱水汚泥・し渣） 

 
 

下水道 

脱水汚泥

し尿処理

脱水汚泥
し渣 

水分（％） 81.76 81.54 60.15 

灰分（％） 5.30 4.39 1.69 
三
成
分 可燃分（％） 12.94 14.07 38.16 

炭素（％） 6.53 7.00 23.13 

水素（％） 0.71 0.78 2.49 

窒素（％） 1.10 1.32 1.44 

硫黄（％） 0.52 0.47 0.67 

塩素（％） 0.02 0.02 0.04 

元
素
組
成 

酸素（％） 4.06 4.48 10.39 

低位発熱量（kcal/kg） 198 198 2,040 

単位体積重量（kg/㎥） 639 639 461 

※1 cal＝4.186J 

 

表 4.1.1(3) 計画ごみ質（沈砂） 

含水率（％） 灼熱減量（％） 灼熱残分（％） 

9.1 3.6 87.3 

 

３ 処理方式 

ストーカ炉＋灰溶融炉方式、分離式ガス化溶融炉方式、一体式ガス化溶融炉方式

のうち、民間事業者が提案する処理方式とする。 

 

４ ごみ搬入日時 

搬入曜日及び時間帯は、以下の通り（予定）とする。なお、構成市町村で開催

されるイベントの前後など、市が必要とする場合には、曜日及び時間帯の一部を

変更する場合がある。過去 3 ヵ年（平成 18 年度～20 年度）における可燃ごみの

最大年間搬入日数は 312 日、下水汚泥等の最大年間搬入（搬出）日数は 305 日で

ある。し尿汚泥等の最大年間搬入（搬出）日数は 246 日（想定）である。 

(1) 収集ごみ （委託）  ：曜日 月曜日～金曜日（祝日含む） 

     ：時間 8：30～16：30 

(2) 許可搬入ごみ及び自己搬入ごみ ：曜日 月曜日～土曜日（祝日含む） 

     ：時間 8：30～16：30 

 

５ 稼働時間 

(1) １日 24 時間連続運転とし、年間稼働日数は 1 炉 280 日以上とする。また、系列

それぞれにおいて 90 日以上の連続運転が可能なものとし、灰溶融炉についても一

系列当り 90 日以上の計画作業日における安定稼働が可能なものとする。 
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(2) 施設引渡後１年以内に系列それぞれにおいて 90 日以上連続運転の確認を行う。 

(3) 連続運転とは、処理システムを停止することなく、運転を継続している状態で

ある。従って、連続運転中に非常停止、緊急停止などによる処理システムの停止

があってはならない。ただし、システムの一部を停止又は予備系列への切り替え

などのため、一時的にごみの供給などを停止する場合で、日当りの定格処理量が

80％以上を処理する場合はこの限りでない。その場合であっても、一年間当たり

では定格量を処理すること。なお、天災など不測の事態及び警報などに対する運

転員の対応遅れにより、システムを停止した際の扱いについては、その都度協議

する。 

 

６ 変動係数 

処理対象物（可燃ごみのみ）の搬入量に係る月変動係数は表 4.1.2 に示すとお

りである。下水汚泥等及びし尿汚泥等の搬入量は、ごみ搬入日においてほぼ定量

である。 

 

表 4.1.2 変動係数 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

Ｈ18 0.98 1.05 1.05 1.23 1.11 1.06 1.01 0.99 0.93 0.87 0.81 0.90

Ｈ19 1.02 1.04 1.08 1.24 1.10 0.94 1.02 1.01 0.92 0.84 0.83 0.94

Ｈ20 1.05 1.05 1.02 1.06 1.10 1.13 1.01 0.97 1.01 0.86 0.79 0.93

 

７ 主要設備方式 

(1) 運転方式 

 1 炉 1 系列で構成し、定期補修時及び定期点検時においては、他系列は原則と

して常時運転できるものとし、共通する部分を含む設備の補修作業の安全が確保

されるよう考慮する。 

(2) 設備方式 

 仕様の概要は表 4.1.3 のとおりである。 

 

表 4.1.3 可燃ごみ処理施設の仕様概要 

設備名 仕様概要 

受入、供給設備 ピット＆クレーン方式、脱水汚泥受入供給設備 

燃焼、溶融設備 
ストーカ炉＋灰溶融炉、分離式ガス化溶融炉、一体式

ガス化溶融炉のいずれか 

燃焼ガス冷却設備 廃熱ボイラ方式 

排ガス処理設備 
ろ過式集じん器、有害ガス除去装置（乾式塩化水素除

去方式）、触媒脱硝方式※ 

余熱利用設備 発電、場内給湯、場内冷暖房、構内道路の融雪※など 

通風設備 平衡通風方式 

溶融スラグ等処理設備 
溶融スラグ冷却 水砕方式 

溶融スラグ貯留 ヤード方式 
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溶融メタル貯留 提案による 

飛灰処理設備 
飛灰薬剤処理方式を基本とするが、溶融処理の提案も

可とする。 

排水処理設備 
プラント排水 生物処理＋凝集沈殿  

生活排水 合併処理浄化槽 

電気、計装設備 分散型自動制御システム方式（DCS） 

※事業者提案による。 

 

８ 公害防止基準 

(1) 排ガス基準 

 煙突出口において、表 4.1.4 に示す基準以下とする。 

 

表 4.1.4 排ガス基準 

ばいじん濃度 0.02 g/ｍ3N (O212%換算値) 

塩化水素濃度 105 mg/ｍ3N (O212%換算値) 

硫黄酸化物 35 ｍ3N/時 大気汚染防止法の規制値 K=14.5 

窒素酸化物 150 ppm (O212%換算値) 

ダイオキシン類 0.05 ng-TEQ/ｍ3N (O212%換算値) 

一酸化炭素 30 ppm (O212%換算値の 4 時間平均値) 

 

(2) 排水に関する基準 

ア プラント排水 無放流 

イ 生活排水 

 常時合併処理浄化槽で処理し、可燃ごみ処理施設が稼働中はクローズド処理

とする。プラントが停止してクローズド処理ができないときには、防災調整池

で流量調整後、二股川に放流するものとし、処理水については水質汚濁防止法

を遵守するとともに、浄化槽出口において表 4.1.5 に示す基準以下とする。 

 

表 4.1.5 浄化槽の排水基準 

ＢＯＤ 20 mg/L （除去率 90％以上） 

 

(3) 騒音基準 

工場棟が定格負荷運転時に敷地境界線上において、表 4.1.6 の基準以下とする。 

 

表 4.1.6 騒音基準 

朝 （ 6:00～ 8:00） 50 dB 

昼 （ 8:00～19:00） 55 dB 

夕 （19:00～21:00） 50 dB 

夜 （21:00～ 6:00） 45 dB 
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(4) 振動基準 

 工場棟が定格負荷運転時に敷地境界線上において、表 4.1.7 の基準以下とする。 

 

表 4.1.7 振動基準 

昼 （ 8:00～19:00） 60 dB 

夜 （19:00～ 8:00） 55 dB 

 

(5) 悪臭基準 

 敷地境界線上において、表 4.1.8 の基準以下とする。 

 

表 4.1.8 悪臭基準 

敷地境界線 臭気強度 3 以下 

排出水 臭気度 4 以下 

 

(6) 飛灰処理物 

ア 溶出基準 

 表 4.1.9 の基準以下とする。 

 

表 4.1.9 飛灰処理物の溶出基準 

カドミウム及びその化合物 0.3 mg/L 

鉛及びその化合物 0.3 mg/L 

六価クロム及びその化合物 1.5 mg/L 

ひ素及びその化合物 0.3 mg/L 

水銀及びその化合物 0.005 mg/L 

セレン及びその化合物 0.3 mg/L 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 

 

イ ダイオキシン類含有量 

 表 4.1.10 の基準以下とする。 

 

表 4.1.10 飛灰処理物のダイオキシン類含有基準 

ダイオキシン類含有量 3 ng-TEQ/g 

 

(7) 溶融スラグの品質基準 

ア 溶出基準 

 表 4.1.11 の基準以下とする。 
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表 4.1.11 溶融スラグの溶出基準 

カドミウム 0.01 mg/L 

鉛 0.01 mg/L 

六価クロム 0.05 mg/L 

ひ素 0.01 mg/L 

総水銀 0.0005 mg/L 

セレン 0.01 mg/L 

ふっ素 0.8 mg/L 

ほう素 1.0 mg/L 

 

イ 含有基準 

 表 4.1.12 の基準以下とする。 

 

表 4.1.12 溶融スラグの含有基準 

カドミウム 150 mg/kg 

鉛 150 mg/kg 

六価クロム 250 mg/kg 

ひ素 150 mg/kg 

総水銀 15 mg/kg 

セレン 150 mg/kg 

ふっ素 4,000 mg/kg 

ほう素 4,000 mg/kg 

 

ウ 利用用途に応じて、一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化し

たコンクリート用溶融スラグ骨材（JIS A 5031）、一般廃棄物、下水汚泥又はそ

れらの焼却灰を溶融固化した道路用溶融スラグ（JIS A 5032）に適合する。利

用用途を変更する場合は、適用する JIS 規格も変更し、規格を満足するために

必要な設備などについても運営事業者の負担とする。 

 

エ ダイオキシン類含有量 

 表 4.1.13 の基準以下とする。 

 

表 4.1.13 溶融スラグのダイオキシン類含有基準 

ダイオキシン類 0.25 ng-TEQ/g 
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(8) 作業環境基準 

 全炉定格負荷運転時に可燃ごみ処理施設内において、表 4.1.14 の基準以下とす

る。 

 

表 4.1.14 作業環境基準 

ダイオキシン類 2.5 pg-TEQ/ｍ3 
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第２節 総則 

 

１ 配置及び動線計画など 

(1) 本件施設は、周囲の環境との調和を図り、安全性、機能性、経済性、合理性を

図った施設とする。 

(2) 機器の搬出入、薬品や灯油及び油脂類の受け入れ、溶融スラグなどの有価物や

不燃物などの搬出、ストックヤードへの運搬などの車両が円滑に走行できるよう

に、設備の配置を行う。 

(3) プラント設備の補修や取り替えに係る機材の搬出入路を確保する。 

(4) 見学者通路は、適切な室内環境を確保する。 

 

２ 安全衛生管理 

(1) 保守の容易な設備の設置、作業の安全の確保、各種保安装置及び必要な予備機

器の確保、各種設備の適所への設置など、運転管理における安全の確保に配慮す

る。 

(2) 関連法令に準拠して、安全、衛生設備を完備する他、作業環境を良好な状態に

保つように、騒音や振動の防止、必要換気量や必要照度及びゆとりあるスペース

を確保する。 

(3) 室内騒音が約 80 デシベルを超えると予想されるものについては、機能上及び保

守点検上支障のない限度において、減音対策を施す。騒音が特に著しい機器類は

別室へ設置するとともに、部屋は吸音工事を施す。 

(4) 飛灰処理室などの粉じんに関する作業環境基準は、2mg/m3 以下とする。 

(5) ダイオキシン対策として、以下の事項に留意する。 

ア 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（平成 13

年基発第 401 号）及び廃棄物焼却施設解体作業マニュアル（社団法人日本保安

用品協会）など、最新版の厚生労働省の通達、マニュアル、要綱などを遵守す

る。 

イ 施設内の要所にエアシャワー室を設け、ダストの飛散を防止する。 

ウ 補修要員の着衣は、場内で洗濯、乾燥するものとし、その排水は排水処理設

備にて適正な水質に処理する。 
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第３節 各設備共通仕様 

 

１ 歩廊、階段など 

(1) プラント設備の運転及び保全のため、設備、機器などの周囲に必要な歩廊、階

段、点検台などを設ける。 

(2) 歩廊は、2 方向避難の確保のため、原則として行き止まりにしない。 

(3) 階段の傾斜角、蹴上げ、踏面の寸法はできるだけ統一を図り、踏面には滑り止

め対策を施す。 

(4) 梯子の使用はできるだけ避ける。 

(5) 歩廊、階段の幅は、原則として、日常点検及び避難などに使用する主要なもの

は 1,200mm（有効）以上 、その他のものは 800mm（有効）以上とする。 

(6) 機械の回転部及び突起部周辺など、通路が狭くなる恐れのあるところは、通路

幅に余裕をもって配置する。 

(7) 腐食が懸念される部分の材料は、ステンレス鋼を使用するなど腐食対策を行う。 

(8) 高所作業が必要な所では、転落防止柵、安全帯や転落防止用ネット取り付けフ

ック、十分な高さの作業用踏み台の設置など、安全な作業が行えるよう配慮する。 

(9) 見学者が、広範囲で見学対象の設備全体が視界に入るよう、歩廊や機器の配置、

形状などに配慮する。 

(10) 補修などを考慮し、炉室と外部は直接出入りできるようにし、機器、機械の搬

入を考慮して、その出入り幅はできるだけ広くし、補修用工具、機材搬入用の吊

り上げホイスト、吊り上げフック及び吊り上げスペースを確保する。 

(11) 床はグレーチング主体で構成し、必要に応じチェッカードプレートを敷設し、

安全に作業ができる構造とするとともに、工具、部品などの落下を防止する。 

(12) コンベヤ類には、原則として点検歩廊を設ける。 

 

２ 機器など 

(1) プラント設備や建築設備は環境への優しさと省エネに視点を持った設計とする。 

(2) 各種設備や機器の管理、点検、整備、補修作業に必要な設備を、必要な箇所に

安全かつ容易に作業ができるよう設置する。 

(3) 通常運転のもとで計測、分析の必要な場合、各現場で直接測定できるような箇

所に測定口を設置する。 

(4) 機器、部品などは、補修、修理時の利便性を考慮し、できるだけ統一を図り互

換性を持たせる。 

(5) ポンプ、ブロア、コンプレッサーは交互運転が可能なようにする。 

(6) 機器の回転部分、稼働部分には、安全標識をし安全カバーなどの防護対策を行

う。 

(7) 粉じんが発生する箇所には、適切な防じん対策を講じ、作業環境の保全に配慮

する。 

(8) 臭気が発生する箇所には適切な臭気対策を講ずる。 

(9) 炉体付近や建屋最上階部は気温が上昇するので、給気、換気が十分行えるよう
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にする。 

(10) 使用環境に応じて、ステンレス鋼などを使用するなど十分な腐食対策を行う。 

(11) 炉本体、ボイラ、配管などで、熱を放射するもの、人が触れ火傷する恐れのあ

るものは防熱、保温工事を施工する。 

(12) 集じん器、煙道など、低温腐食を生じる恐れのあるものは保温を施工する。 

(13) 配管は、ドレン滞留、エア滞留、放熱、火傷、結露、発錆、振動、凍結、異種

金属接触腐食、ガルバニック腐食、局部電流腐食などの対策を考慮して計画し、

詰りが生じ易い流体用の配管には掃除が容易なように考慮する。 

(14) 汚水系統の配管材質は管（外面、内面）の腐食などに配慮し、適切な材質を選

択する。 

(15) 設備の種類ごと色彩計画に基づき配色し、設備名称や炉番号などを明記する。 

(16) 塗装は、耐熱性、耐薬品性、防食性、耐候性、配色などを考慮する。 

(17) 配管の塗装については、各流体別に色分けし、内部流体と流れ方向を明示する。 

(18) 減温塔より後段の機器及びダクト等に使用する鋼材は、原則として耐硫酸露点

腐食鋼以上の材質を選択する。 

 

３ 電気、制御、操作盤 

(1) 鋼板製の受変電盤、配電盤、監視盤、制御盤、操作盤などの板厚、材質は適切

なものを選択する。 

(2) 扉を鍵付きとする場合は、共通キーとする。 

(3) 塗装は、盤の内外面とも指定色とし、プラント及び建築関係についても統一す

る。 

 

４ 積雪、凍結対策 

(1) 積雪による人や車両の通行障害に配慮するとともに、積雪荷重に対して構造耐

力上、十分に安全な計画とする。 

(2) 配管、弁、ポンプ、タンクなどの運転休止時の凍結防止は、原則として水抜き

処置による。 

(3) 運転中に凍結のおそれのある機器、配管は、保温又はヒータなどの加温設備を

設け保温をする。 

(4) 凍結の恐れのある薬品の貯槽には、保温又はヒータなどの加温設備を設け、凍

結防止対策を講ずる。 

(5) 結露発生のおそれのある部屋は、十分な結露防止のための処置を施す。 

(6) 計装用空気配管の凍結防止対策として、計装用空気は除湿する。 

 

５ 火災対策 

(1) 本件施設での火災に対応するため、消防の用に供する設備、消火活動上必要な

設備、防火水槽、消防用水及び自動放水装置などより構成される消防設備を整備

する。 

(2) 消防設備は消防関係法令を遵守して設ける。 
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(3) 危険と考えられる箇所については、建設請負事業者の提案とし、各設備の内容

は、所轄消防署と協議の上決定する。  

 

６ 地震対策 

(1) 本件施設においては、耐震安全性の分類を「官庁施設の総合耐震計画基準」（平

成 19 年 12 月 18 日付け国営設第 101 号）により、構造体Ⅱ類として耐震化の重要

度係数を 1.25 以上、建築非構造部材Ａ類、建築設備甲類とする。 

(2) 建築基準法、消防法、労働安全衛生法などの関係法令に準拠した設計とする。 

(3) 機器、配管、ダクト類の支持架構の耐震計算には、（社）日本電気協会発行「電

気技術基準調査委員会」編による「火力発電所の耐震設計規定」を基準とする。 

(4) 指定数量以上の灯油、軽油、重油などの危険物は、危険物貯蔵所に格納する。 

(5) 灯油、軽油、重油などの貯蔵タンク、サービスタンクなどには、必要な容量の

防液堤をタンクごと設ける。また、タンクからの移送配管は、地震などにより配

管とタンク及び配管同士との結合部分に損傷を与えないよう可とう性などを持た

せる。 

(6) 塩酸、苛性ソーダ、アンモニア水などの薬品タンクの設置については、必要な

容量の防液堤を薬品ごとに設ける。また、タンクからの移送配管は、地震などに

より配管とタンク及び配管同士との結合部分に損傷を与えないよう可とう性など

を持たせる。 

(7) 電源あるいは計装制御用空気源が断たれたときは、各バルブ、ダンパなどの動

作方向はプロセスの安全サイドに働くようにする。 

 

７ その他 

(1) 道路を横断する配管、ダクト類は道路面からの有効高さを 4m（消防との協議）

以上とする。 

(2) 労働安全上危険と思われる場所には、安全標識を JIS Z 9103 により設ける。 

(3) 各作業に適する作業環境を確保する。 

(4) 工場棟内は機器や付属装置の機能に応じ、日常の運転管理に十分な明るさを確

保する。 
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第４節 受入、供給設備 

 

１ ごみ計量機 

(1) ごみの計量は、委託収集車は 1 度計量（搬入時のみ）とし、許可業者、自己搬

入者は 2 度計量（排出時に料金の収納を行う。）とする。また、スラグ、不燃物

などを場外に搬出する車両は、搬出時に計量を行う。 

(2) 計量機の数量は、搬入用、退出用合わせて 2 基以上とし、一方通行とする。た

だし、繁忙期においても、計量の待車が場外に出ることがないよう数量や配置を

計画する。 

(3) 計量機の最小秤量は 10kg とし、最大秤量は、搬出入車両の種類を勘案して設定

する。 

(4) 搬出入車両などに対する安全に十分配慮し、動線や配置及び計量機を設ける。 

(5) 計量機は大屋根で覆い、風除けを設け、大屋根の軒高は搬出入車両の種類を考

慮して設ける。 

(6) 進入可否を表示できるよう信号機などの必要設備を設ける。 

(7) 重量の表示は、計量室内及び計量機ごとに配置する。 

(8) 外部に計量ポストを設ける場合は、凍結対策を行う。 

 

２ プラットホーム 

(1) プラットホームの有効幅は、搬入車両（最大積載量 10t）がごみピットに投入

作業中に、隣のごみ投入扉に他の車両（最大積載量 10t）が寄り付くための切り

返し場所を十分に確保すると共に、さらにその搬入車両（最大積載量 10t）の脇

を入退出するための車両（最大積載量 10t）が、安全に通行できる十分な長さを

確保する。 

(2) 進入、退出は一方通行で、見通しをよくし、床面には車輌誘導線を書き入れる。 

(3) プラットホームの監視員が控えるプラットホーム監視員室、便所、洗浄用水栓

及び床面など清掃用の高圧洗浄装置を必要な箇所に必要な数量を設置する。 

(4) プラットホーム監視員室は、全体を見渡せる場所に設ける。また、室内には湯

沸かし設備を設ける。 

(5) 床面に対摩耗、滑り止め対策を行うとともに、安全かつ容易に行える構造と十

分な広さを確保する。また、各ごみ投入扉間には、ごみ投入作業時の安全区域を

設ける。 

(6) ごみ投入時の車両転落防止装置を設置する。 

(7) 床面には水勾配を設け、排水溝へ容易に集水するようにし、排水溝は十分な幅

を持たせる。 

(8) 自然光を採り入れるなど、十分な照度を確保する。また、照明は、蛍光灯、水

銀灯などを使用し、高所に取り付ける水銀灯などは安全に交換できる構造とする。 

(9) プラットホームに設置される操作盤、スイッチなどは、防水防錆仕様とする。 

(10) 残響及び鳥対策を行う。 

(11) プラットホーム監視員室付近に、搬入されたものから分別した有価物などが仮
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置きできる場所（30m2 程度）を設ける。 

(12) 夜間などのプラットホーム出入口扉全閉時に燃焼用空気が吸引できる空気取

入れ口を設置する。 

 

３ プラットホーム出入口扉 

(1) 出入口の吹き抜け防止を図る。 

(2) エアカーテンを設置し、出入口扉と連動で動作するものとする。停電時にも運

転が可能な機能を有する。また、メンテナンスが容易に行えるようにする。 

(3) 車両検知は異なる原理のもの 2 種以上を組み合わせるなどし、車両通過時に扉

が閉まらない構造とする。 

(4) 現場操作も行える構造とする。 

 

４ ごみ投入扉 

(1) 数量は、ダンピングボックス用を含めて 8 基以上とする。 

(2) 使用する搬出入車両の寸法、仕様及び搬入台数に適応するものとし、搬出入車

両の安全などを確保する。 

(3) ごみ投入扉の開閉は、クレーン操作室（又は中央制御室）からのインターロッ

クを設けるなど、クレーンの操作に支障がないようにする。 

(4) 扉番号表示板、誘導表示灯、動作始動警報装置など、各種の安全対策を施す。 

(5) 本扉全閉時においても、燃焼用空気が吸引できる空気取入れ口を設置する。 

(6) 扉開閉時に本扉とごみクレーンバケットが接触しないようにする。 

(7) 扉の前に必要な高さの車止めを設置し、基礎の必要部には掃除口を設け、十分

な衝撃強度及び耐久性を持たせる。 

(8) 電動式又は油圧駆動式とし、駆動油圧の圧力不足に伴う扉の自然開閉を防止す

る。 

(9) 駆動シリンダの点検が容易に行えるよう、点検歩廊などを設ける。 

 

５ ダンピングボックス 

(1) 数量は 2 基以上とする。 

(2) 主に自己搬入される可燃ごみの確認・分別及び投入に使用するものとし、プラ

ットホーム内に設ける。また、必要に応じて、自己搬入以外のごみにも使用する。 

(3) 搬入車両から直接ダンピングできる強度を有するものとし、稼働安全柵、両端

に固定安全柵を設ける。 

(4) 可燃ごみの確認・分別作業を行い、搬入禁止物等（搬入禁止物及び処理不可能

物をいう。以下同じ。）を除去した後、不燃ごみ貯留設備へ投入できるものとす

る。 

(5) プラットホーム監視員室に近い位置に設置する。 

(6) 転落や挟まれなど、ごみ投入時に対する安全対策を講ずる。 

(7) 操作は現場押釦操作式とし、ごみクレーン操作室（又は中央制御室）からのイ

ンターロックを設ける。また、ダンピングボックス用ごみ投入扉とインターロッ
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クを設け、扉開時のみ投入可能とする。 

(8) 搬入禁止物等が発見された時に、これを除去する装置と一時貯留するスペース

を設ける。また、一時貯留スペースから搬入禁止物等ストックヤードに搬送する

装置を設ける。 

 

６ ごみピット 

(1) 形式は地下ピット式とし、構造は水密鉄筋コンクリート造とする。 

(2) ピットの貯留量は、７日分以上とし、プラント設備の点検時や事故等による全

炉停止から復旧までの期間においても、ごみの受入れに支障のない十分な容量と

する。また、貯留ごみの比重及びそれに基づくピット容量については、事業者の

実績及び経験を活かした提案とする。 

(3) 流動床式ガス化溶融炉の場合は、受入れごみピットと破砕ごみピットの２ピッ

ト方式とし、ごみ破砕機は処理系統から外して、単独で破砕処理ができるように

する。 

(4) ピットの長さ、幅とも、ごみクレーンの安定稼動に支障のない長さと幅を確保

する。 

(5) ピットの有効容量算出の基準レベルは、投入扉下面の水平線以下とする。 

(6) 投入口のシュート部は、特に耐摩耗性、耐腐食性に優れた材質、施工とする。 

(7) トップライトを設けるとともに、各ピット底部照度は 150 ルクス以上を確保す

る。また、照明は、蛍光灯、水銀灯などを使用し、高所に取り付ける水銀灯など

は安全に交換できる構造とする。 

(8) 底部の汚水が速やかに排出されるように、適当な水勾配、底部形状を設ける。

また、スクリーンは、ステンレス鋼製とし清掃の容易な構造とする。 

(9) ピット内壁の三方向の側壁に、打ち込み表示式のごみ残量表示用目盛を設ける。 

(10) 炉の運転停止時においても、プラットホームや見学者通路などに臭気がもれな

いよう、防臭対策を講ずる。 

(11) ピット内を負圧に保つため、燃焼用空気の取入口をピット内に設置する。なお、

取入口の位置については、飛散ごみによる閉塞防止などを十分考慮する。 

(12) 設置するピットの全範囲において、火災発生を早期に検出できる赤外線式火災

検知システムを計画し、検出した火災を早期に、確実に消火できる放水銃装置を

必要数設置する。放水銃装置は、遠隔及び現場操作が行えるようにする。 

(13) バケットの衝突に備えて鉄筋のかぶり厚を十分に厚くする。 

(14) ピット内は多湿となるため、付近の機器の腐食防止を行う。 

(15) ごみピットの躯体は、ごみクレーン受梁以上の高さまで SRC 造又は RC 造とす

る。 

(16) ピットへの転落者救助装置を設置する。 

 

７ ごみクレーン 

(1) 2 基とする。 

(2) バケットは予備を設ける。 
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(3) 印字項目は、投入時刻、投入量、クレーン番号、炉番号、ごみ破砕機番号、毎

時投入量小計、1 日投入量合計とする。 

(4) 日報、月報、年報を記録できるものとする。また計量データは中央制御室の DCS

にも表示するものとする。 

(5) 走行レールに沿って両側に安全規則、法規などに準拠した安全通路を設ける。

本通路は全て歩廊とし、天井梁下より 2m 以上のスペースを設け、腐食防止や作業

員の転倒防止のため滑り難い構造や材質を使用するなどの安全に配慮する。 

(6) 常用巻上限界におけるバケット下端とホッパ上端とのスペースを 1m 以上確保

する。 

(7) 全炉稼動時においても、ごみホッパへのごみの投入はごみクレーン 1 基で行え

るものとし、その際の稼働率はごみの受入、攪拌作業は除いて、余裕をもった設

計とする。 

(8) クレーンの振れ止め装置を設ける。 

(9) 予備バケット置場及びクレーン保守整備用の作業床を設ける。なお、バケット

置き場の床は、爪による破損を防止する処置を行う。 

(10) ごみクレーンバケット単体が搬入できる、開口寸法以上の維持管理用マシンハ

ッチを設置する。 

(11) マシンハッチからの荷揚げ用のホイストを設置する。 

 

８ ごみ破砕機（必要な場合設置。ただし、流動床式ガス化溶融炉は必須とする。） 

(1) 数量は 2 基以上とする。 

(2) 材質は耐磨耗性、耐腐食性を考慮したものとする。 

(3) 本体内部は、閉塞やブリッジなどが起こりにくい構造とする。 

(4) ごみに混入した異物が容易に排出できる構造とし、かつ、異物を容易に本件施

設外に排出できるルートを確保する。なお、そのルートの床は、洗浄のため防水

を考慮した仕上げとする。 

(5) 本体の構造は、点検、補修が容易にできるものとし、本体周辺は点検、補修の

ために十分なスペースを設ける。 

 

９ 脱水汚泥等受入供給設備 

(1) 下水汚泥等及びし尿汚泥等を受入れて貯留し、燃焼、溶融設備へ供給する。必

要に応じて汚泥乾燥設備に供給する。 

(2) 受入設備は専用のホッパまたはごみピットを兼用するものとする。ごみピット

で受入貯留する場合は、必要に応じて前段で乾燥処理し、燃焼、溶融設備への供

給に支障のないようにする。 

(3) 専用ホッパの場合、ホッパ上部に開閉式投入口を設ける。 

(4) 材質は耐久性、耐腐食性を考慮したものとする。 

(5) 受入ホッパの貯留量は、搬入量の２日分とする。受入ホッパ以降、必要に応じ

て乾燥処理し、燃焼、溶融設備への供給に支障のない状態で、プラント設備の点

検時や事故等による全炉停止から復旧までの期間においても、受入れに支障のな
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い十分な容量とする。 

(6) 供給装置は、定量的に切り出せるものとする。 

(7) 清掃、点検の容易なものとする。 

 

１０ 搬入禁止物等ストックヤード 

(1) ダンピングボックスなどにおいて分別、除去した搬入禁止物等を一時貯留する

ものである。破砕選別処理施設と合棟とする場合、当該施設の搬入禁止物等スト

ックヤードとの兼用も可とする。 

(2) 搬出車への積み込み作業が容易で、かつ、安全に行えるものとし、十分な面積

を有するものとする。 

(3) 腰壁は鉄筋コンクリート造とする。 

 

１１ 脱臭装置 

(1) 全炉停止時において、ごみピット内及び脱水汚泥受入供給設備内の臭気が外部

に拡散しないように、負圧に保つとともに脱臭を行う装置である。 

(2) 出口臭気濃度を悪臭基準に適合する。 

(3) 全炉停止期間以上の連続運転能力を有するものとする。 

 

１２ 薬液噴霧装置（消臭剤及び防虫剤） 

(1) ごみピット、脱水汚泥受入ホッパ及びプラットホームへ消臭剤や防虫剤を適宜

噴霧する装置である。 

(2) 消臭剤噴霧ノズルは、ごみ投入扉毎に設置する。 

(3) 本装置の遠隔操作は、プラットホーム内のプラットホーム監視員室及びクレー

ン操作室で行えるよう設ける。 

(4) 噴霧ノズルは薬液の液だれ防止を図る。 

(5) 薬液の搬入、注入を容易に行える位置に設ける。 
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第５節 燃焼、溶融設備 

 

１ ストーカ炉＋灰溶融炉方式 

(1) ストーカ炉＋灰溶融炉 

ア ごみ投入ホッパ・シュート 

(ｱ) 数量は各炉 1 基とする。 

(ｲ) 滑り面にライナを貼るなど、耐摩耗性や耐腐食性に十分配慮する。 

(ｳ) ホッパは定量供給性をもたせるものとし、圧密やブリッジなどによる停滞

が発生しないような形状とし、ブリッジ解除装置を備える。 

(ｴ) ホッパと投入ホッパステージ床との間は密閉する。 

(ｵ) レベル指示計は、クレーン操作室（又は中央制御室）に設けるとともに、

ブリッジ警報も合わせ設ける。 

(ｶ) ホッパの上端は、安全、作業性から投入、ホッパステージ床から 1.1m 以

上の高さを確保し、ごみ投入の際、ごみやほこりが飛散しにくい構造とする。 

(ｷ) ブリッジ解除装置の操作はクレーン操作室（又は中央制御室）、現場で行

えるようにする。 

(ｸ) ホッパステージは、鉄筋コンクリート製の落下防止壁を設け、要所に床清

掃用吐き出し口を設ける。また、床を水洗浄できるよう、床勾配、排水口な

どを設け、防水を考慮した仕上げとする。 

 

イ 給じん装置 

(ｱ) 数量は各炉 1 基とする。 

(ｲ) 焼却炉へのシール機能を有するものとし、焼却炉との接合部の密閉性が十

分確保される構造とする。また、運転中に逆着火が生じないようにする。 

(ｳ) ごみ供給に対し、落じんがなく、安定した定量供給が行え、十分な能力を

持つものとする。 

(ｴ) 構造は十分堅固なものとし、材質は耐摩耗性、焼損、腐食及びせん断を生

じないよう考慮する。 

(ｵ) 本装置の周辺に、点検整備、交換補修時の十分なスペースを確保する。 

 

ウ 焼却炉 

(ｱ) 焼却炉本体 

① 数量は各炉 1 基とする。 

② 構造は地震、熱膨張などにより崩壊しない竪牢な構造とする。 

③ 炉内に外部から空気が漏れ込まないような構造とする。 

④ 高温となる箇所はクリンカ防止対策を行う。 

⑤ 処理後の灰及び不燃物などの排出が円滑に行える構造とする。 

 

(ｲ) 燃焼装置 

① ごみ層への空気供給を均一に行い、ごみを連続的に攪拌し、安定燃焼させ、
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燃焼後の灰及び不燃物の排出が容易に行うことができるものとする。 

② 構造は地震、熱膨張などにより崩壊しない竪牢な構造とする。 

③ 自動燃焼制御装置を設け、給じん装置、火格子の速度制御等の自動化を図

るとともに、極力落じん物（アルミ等）が少ない構造とする。 

 

(ｳ) 炉体鉄骨及びケーシング 

① 耐震、熱応力に耐える強度を有する。 

② ケーシングの表面温度は室温＋40℃以下とする。 

③ 炉体鉄骨は各炉独立した構造とし、水平荷重は建築構造物が負担しないも

のとする。構造計算は建築と同一条件のもとに行う。 

④ 炉外周に適所に設けた点検口などにおいて、安全かつ容易に点検、清掃及

び補修作業ができるような構造とする。 

 

(ｴ) 油圧装置 

① 油圧ポンプ等主要なものは予備を備えるものとする。 

② 油タンクは消防検査合格基準適合品とし、周囲に防油堤を設置すること。

なお、必要に応じ防音対策を施す。 

 

(ｵ) 二次燃焼室 

① 二次燃焼室は焼却炉本体の直後に設置し、未燃ガスの燃焼を完結させるた

めにガス滞留時間を確保する容積を有するとともに、炉の立ち上げ及び立

ち下げ時におけるダイオキシン類発生防止も併せて抑制する設備とする。

（必要な位置での温度計測が可能なこと。） 

② 燃焼室内のガス滞留時間は 850℃以上の再燃焼温度域で 2 秒以上とする。 

③ 二次燃焼空気の均一混合攪拌を図り、必要に応じ再燃焼バーナを設置する

こと。 

 

エ 助燃装置 

(ｱ) 炉を速やかに始動することができ、また燃焼室出口温度を所定の値に保つ

容量をもつものとする。また、必要に応じ再燃焼用バーナを設置する。 

(ｲ) 焼却炉立ち上げ時にバーナのみで 850℃以上に昇温できるものとする。 

(ｳ) 燃料貯留槽は、消防法令などに基づく屋外貯蔵所とし、適正な容量を設け

る。 

(ｴ) 油面計を見やすい位置に設置する。 

(ｵ) バーナには油受けを設け、油漏れにより周辺が汚れないようにすること。 

 

オ 灰溶融炉設備 

鉄分及び破砕不適物を除去した焼却灰を全量溶融処理し、溶融スラグ及び溶融

メタルをそれぞれの貯留設備に搬出できるものとする。また、前処理装置及び灰

溶融施設が故障した場合は切替が可能になるように計画すること。 
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（参考図：灰溶融炉設備） 

焼却灰

灰出装置

磁選機Ⅰ

粒度選別機Ⅰ

磁選機Ⅱ

粒度選別機Ⅱ 破砕機

加湿装置 細粒灰貯槽

定量供給装置

灰ピット

前処理装置

磁選機Ⅰ

磁選機Ⅱ

粒度選別機Ⅰ

粒度選別機Ⅱ 破砕機

非常時

破砕不適物
ピット 鉄分ピット

ホッパ

溶融炉

スラグピットメタルピット

 

 

(ｱ) 焼却灰搬送コンベヤ 

① 金属線等の異物が詰らない構造とする。 

② 摺動部分はウェアリングプレートを設置し、取替え可能とする。 

③ 安全に点検・清掃及び補修作業が行える構造とすること。 

④ 切替ダンパを設け、緊急時に焼却灰を灰ピットに導く。 

 

(ｲ) 磁選機 

① 吸着した鉄は、円滑に分離、排出ができるものとする。 

② 密閉式とし、詰まり等がない構造とすること。また、詰まり除去作業が容

易に行える構造とする。 

③ 周辺の機器・部品は、極力磁性体の使用を避け、処理に支障をきたさない

ものとする。 

 

(ｳ) 粒度選別機 

① 本体は密閉式とし、必要な箇所に点検口を設ける。 

② 金属線等の異物が詰らない構造とする。 
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(ｴ) 破砕機 

① 数量は２基以上とする。 

② 密閉式とし、騒音・振動対策を施す。 

 

 

(ｵ) 細粒灰貯槽 

① 灰の飛散防止対策を施す。 

② ブリッジ防止装置及び解除装置を設ける。 

③ 主要部材は対摩耗対策を施す。 

 

(ｶ) 鉄分ピット 

① 容量は、搬出頻度を考慮し、十分余裕のある容量とする。 

 

(ｷ) 破砕不適物ピット 

① 「（ｶ） 鉄分ピット」に準ずる。 

 

(ｸ) 灰ピット 

① 緊急時の焼却灰を一時貯留できるものとし、十分余裕のある容量とする。 

② 粉じんを防止するため加湿装置を設ける。 

 

(ｹ) 灰クレーン 

① 手動、半自動操作が可能なものとする。 

 

(ｺ) 灰溶融炉 

① 形式は提案とし、数量は２基以上とする。 

② 炉体は密閉構造とし、外気との可動シール部分が極力少ない構造とする。 

③ 耐火材は、塩基度及び使用温度条件等を十分考慮して耐久性に優れた材料

を選定する。 

④ 築炉構造は極力補修期間の短縮を考慮し、炉内耐火物は交換が容易な構造

とする。 

⑤ 炉内耐火物の耐久性測定を目的に、炉内耐火物温度測定用の温度計を必要

箇所に設ける。 

⑥ 炉底が破損した場合の溶融物流出防止対策を講ずる。 

⑦ 溶融メタルの出滓作業は自動又は遠隔操作とする。また、有害ガスの漏洩

防止や火花等の飛散防止対策を考慮する。 

⑧ 溶融炉内補修時に炉内部の溶融物、灰等を除去できる構造又は残らない構

造とする。必要箇所に覗き窓を設けるとともに、運転管理上必要な箇所は

ＩＴＶによる常時監視を行うものとする。 

⑨ 炉壁からの放熱対策として室内換気を考慮すること。 
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⑩ 溶融スラグは連続的かつ安定的に出滓可能とすること。 

⑪ 炉内圧は負圧を保ち、炉内の異常燃焼、圧力上昇対策を考慮すること。 

⑫ 炉体外周には、各部の温度上昇に応じた断熱材を使用し、放熱を極力防止

すること。 

⑬ 維持管理用として、適切な箇所にホイスト及びホイストレールを設置する

こと。 

⑭ 発生ガス漏れ監視装置を備えるものとする。 

 

(ｻ) 二次燃焼室 

① 「ウ （ｵ） 二次燃焼室」に準ずる。ただし、②を除く。 

 

(ｼ) ガス冷却塔 

① 「第６節 １４ 減温塔」に準ずる。 

 

(ｽ) バグフィルタ 

① ろ過式集じん器とし、数量は各炉１基とする。 

② 灰溶融炉 1 基あたり飛灰払落装置、飛灰排出装置、ろ布自動逆洗装置、緊

急用バイパスダクト、灰溶融炉用誘引送風機各 1 式を備える。 

③ 除じん後の排ガスは焼却炉設備の排ガス処理上の有効な箇所へ導き、焼却

炉排ガスと合併処理する。 

 

２ 分離式ガス化溶融炉方式 

(1) 流動床式ガス化溶融炉 

ア ごみ投入ホッパ・シュート 

(ｱ) 「１ （1） ア ごみ投入ホッパ・シュート」に準ずる。 

 

イ 給じん装置 

(ｱ) 数量は各炉 1 基とする。 

(ｲ) 熱分解炉へのシール機能を有するものとし、熱分解炉との接合部の密閉性

が十分確保される構造とする。また、運転中に逆着火が生じないようにする。 

(ｳ) ごみ供給に対し安定した定量供給が行え、十分な能力を持つものとする。 

(ｴ) 炉停止時に炉内の保有熱により、給じん装置内のごみが着火しないよう配

慮した構造とする。 

(ｵ) 構造は十分堅固なものとし、材質は耐摩耗性、焼損、腐食及びせん断を生

じないよう考慮する。 

(ｶ) 本装置の周辺に、点検整備、交換補修時の十分なスペースを確保する。 

 

ウ 熱分解設備 

(ｱ) 熱分解炉 

① 数量は各炉 1 基とする。 
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② 構造は地震、熱膨張などにより崩壊しない竪牢な構造とする。 

③ 炉内に外部から空気が漏れ込まないよう、炉運転時はごみによりシールを

行い、炉停止時は給じん装置のダンパによりシールする。 

④ 炉内から熱分解ガスが外部に漏れ出さない構造とし、可燃ガス・一酸化炭

素の漏洩検知装置、換気装置及び圧力センサを適所に設置する。 

⑤ 処理後の不燃物などの排出が円滑に行える構造とする。 

⑥ 炉停止時における未燃ガス滞留防止対策及び起動時の爆発防止対策とし

て、ハード面ではダクトワークなどで排ガスの滞留が生じないよう配慮し

た設計とし、ソフト面では特に起動時、停止時の制御について爆発防止に

十分配慮したシステムを構築する。 

⑦ 熱分解設備における失火対策として、一定時間異常低温の状態が継続した

場合などにおける制御上のバックアップを設ける。 

⑧ 炉床が均一に流動できるように、適切な散気装置を設置する。 

 

(ｲ) 燃焼溶融炉 

① 数量は各炉 1 基とする。 

② 構造は地震、熱膨張などにより崩壊しない竪牢な構造とする。 

③ 熱分解ガス及び熱分解固形物などを連続的に高温で燃焼させ、溶融スラグ

を連続して安定的に排出する機能（燃焼溶融炉）と、ガスを完全燃焼させ

る機能（再燃焼炉）を備えたものである。 

④ 熱分解ガス及び熱分解炉飛散灰分とその他の灰を連続的に所定量投入で

きるものとし、高温で燃焼させるとともにそれら灰分を連続的に溶融、ス

ラグ化できるものとする。 

⑤ 炉停止時における未燃ガス滞留防止対策及び起動時の爆発防止対策とし

て、ハード面ではダクトワークなどで排ガスの滞留が生じないよう配慮し

た設計とし、ソフト面では特に起動時、停止時の制御について爆発防止に

十分配慮したシステムを構築する。 

⑥ スラグ出滓口付近でのスラグ排出不良を生じないようにする。 

⑦ 補修頻度が少なくなるよう配慮した構造とする。 

 

(ｳ) 炉体鉄骨及びケーシング 

① 「１ （1） ウ （ｳ） 炉体鉄骨及びケーシング」に準ずる。 

 

エ 助燃装置 

(ｱ) 炉を速やかに始動することができ、また燃焼室出口温度を所定の値に保つ

容量をもつものとする。また、必要な場合には再燃焼用バーナを設置する。 

(ｲ) 燃料貯留槽は、消防法令などに基づく屋外貯蔵所とし、適正な容量を設け

る。 

(ｳ) バーナには油受けを設け、油漏れにより周辺が汚れないようにすること。 

(ｴ) 運転中、必要な場合には、燃焼溶融を安定して維持できるものとする 
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(ｵ) 油面計を見やすい位置に設置する。 

 

オ 残渣選別装置 

(ｱ) 残渣排出装置 

① 抜き出されたものは高温であるため、設備の耐熱性及び防熱を十分考慮す

る。 

② 搬送部は、残渣などの噛み込み、詰まりなどがなく、磨耗の少ない構造、

材質とし、熱膨張、過熱などの対策を講じる。 

③ 残渣の排出においては、連続又は間欠抜き出しとし、残渣がブリッジによ

る閉塞を起こさない構造で、かつ、各装置からの粉じんの発生及び振動の

発生を抑える構造とする。 

④ 外部に粉じんが漏れないよう密閉構造とする。 

⑤ 振動の防止対策を講じる。 

 

(ｲ) 砂分級装置 

① 抜き出される残渣と砂は高温であるため、設備の耐熱性及び防熱を十分考

慮するとともに、適切な冷却装置を設ける。 

② 後段の搬送部は、残渣などの噛み込み、詰まりなどがなく、磨耗の少ない

構造、材質とし、熱膨張、過熱などの対策を講じる。 

③ 外部に粉じんが漏れないよう密閉構造とする。 

④ 騒音の発生が少なくなるよう配慮する。 

⑤ スクリーンの目詰まり対策を講じ、スクリーンの取替えが容易な構造とす

る。 

⑥ 振動が他機器に伝播しないように十分な防振対策を行う。 

⑦ 接続フレキシブル部分は、耐熱性があり、始動、停止時のアンバランスを

十分考慮する。 

 

(ｳ) 砂循環エレベータ 

① 砂を熱分解炉へ入れない場合には、砂貯留槽へ入れられるようにする。 

② 砂、ダストなどの粉じんが外部へ飛散しないよう、密閉構造とする。 

③ 騒音（摩擦音）対策として形式、形状、機長を検討し、対策を講じる。 

④ 振れ対策を講じる。 

 

(ｴ) 砂貯留槽 

① 炉の定期点検時などに、炉内にある新砂及び循環砂の全量を貯留できる十

分な容量を有する。 

② 余剰砂を適宜抜き出せる構造とし、抜き出し先は溶融処理する工程と場外

搬出する工程を設ける。 

③ 外部に粉じんが漏れないよう密閉構造とする。 
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(ｵ) 砂供給装置 

① 形式、数量は提案による。 

② 炉内圧に対し、十分にシールできる構造とする。 

③ 粉じんなどが飛散しないよう気密性を十分考慮する。 

 

(ｶ) 磁力選別機 

① 形式、数量は提案による。 

② 吸着した鉄は、円滑に分離、排出ができるものとする。 

③ 密閉式とし、詰まりなどがない構造とする。また、詰まり除去作業が容易

に行える構造とする。 

④ 周辺の機器・部品は、極力磁性体の使用を避け、処理に支障をきたさない

ものとする。 

 

(ｷ) アルミ選別機 

① 形式・数量は、提案による。 

② 密閉式とする。 

③ 異物の除去作業性を考慮した点検口を設ける。また、点検口の周囲は、鋼

板敷きとする。 

④ 耐摩耗性に優れたものとする。 

 

(ｸ) 不燃物粒度選別機（必要に応じて設置） 

① 選別中の不燃物が飛散しないようにする。 

② 本機付近はメンテナンススペースを十分に確保する。 

③ 破砕に適さないものは不燃物貯留装置へ搬送する。 

 

(ｹ) 不燃物粉砕機（必要に応じて設置） 

① 選別後の不燃物を溶融処理に適したサイズに粉砕する。 

② 本体内部は、閉塞が起こりにくい構造とする。 

③ 本体の構造は、点検、整備が容易にできるものとし、特に消耗しやすい部

分は、容易に取替ができる構造とする。 

④ 騒音対策、振動対策、粉じん対策を考慮する。 

⑤ 破砕し難い不燃物（真鍮などの非鉄金属、ステンレス鋼など）を排出でき

る設備を設ける。 

⑥ 破砕後の不燃物を貯留する設備と搬送する設備を設ける。 

 

(ｺ) 磁性物貯留装置 

① 形式・数量は提案による。 

② 容量は、搬出頻度を考慮し、十分余裕のある容量とすること。 
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(ｻ) アルミ貯留装置 

① 形式・数量は提案による。 

② 容量は、搬出頻度を考慮し、十分余裕のある容量とすること。 

 

(ｼ) 不燃物貯留装置 

① 形式・数量は提案による。 

② 容量は、搬出頻度を考慮し、十分余裕のある容量とすること。 

 

(2) キルン式ガス化溶融炉 

ア ごみ投入ホッパ・シュート 

(ｱ) 「１ （1） ア ごみ投入ホッパ・シュート」に準ずる。 

 

イ 給じん装置 

(ｱ) 「２ （1） イ 給じん装置」に準ずる。 

 

ウ 熱分解設備 

(ｱ) 熱分解炉 

① 数量は各炉 1 基とする。 

② 構造は地震、熱膨張などにより崩壊しない竪牢な構造とする。 

③ 炉内に外部から空気が漏れ込まないよう、炉運転時はごみによりシールを

行い、炉停止時は給じん装置のダンパによりシールする。 

④ 炉内から熱分解ガスが外部に漏れ出さない構造とし、可燃ガス・一酸化炭

素の漏洩検知装置、換気装置及び圧力センサを適所に設置する。 

 

(ｲ) 燃焼溶融炉 

① 数量は各炉 1 基とする。 

② 構造は地震、熱膨張などにより崩壊しない竪牢な構造とする。 

③ 熱分解ガス及び熱分解固形物などを連続的に高温で燃焼させ、溶融スラグ

を連続して安定的に排出する機能（燃焼溶融炉）と、ガスを完全燃焼させ

る機能（再燃焼炉）を備えたものである。 

④ 熱分解ガス及び熱分解炉飛散灰分とその他の灰を連続的に所定量投入で

きるものとし、高温で燃焼させるとともにそれら灰分を連続的に溶融、ス

ラグ化できるものとする。 

⑤ スラグ出滓口付近でのスラグ排出不良を生じないようにする。 

⑥ 補修頻度が少なくなるよう配慮した構造とする。 

 

(ｳ) 炉体鉄骨及びケーシング 

① 「１ （1） ウ （ｳ）炉体鉄骨及びケーシング」に準ずる。 
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エ 助燃装置 

(ｱ) 「２ （1） エ 助燃装置」に準ずる。 

 

オ 残渣選別装置 

(ｱ) 残渣排出装置 

① 「２ オ （ｱ） 残渣排出装置」に準ずる。 

 

(ｲ) 磁力選別機 

① 「２ （1） オ （ｶ） 磁力選別機」に準ずる。 

 

(ｳ) アルミ選別機 

① 「２ （1） オ （ｷ） アルミ選別機」に準ずる。 

 

３ 一体式ガス化溶融炉方式 

(1) シャフト式ガス化溶融炉 

ア ごみ投入ホッパ・シュート 

(ｱ) 「１ （1） ア ごみ投入ホッパ・シュート」に準ずる。 

 

イ 給じん装置 

(ｱ) 「２ （1） イ 給じん装置」に準ずる。 

 

ウ 熱分解溶融設備 

(ｱ) 熱分解溶融炉 

① 数量は各炉 1 基とする。 

② 構造は地震、熱膨張などにより崩壊しない竪牢な構造とする。 

③ 目詰まり、ブリッジ等の不具合を起こさず、かつ、空気等酸化剤の供給及

び炉内の可燃ガスの通過等が安定して行える構造とする。 

④ 炉内から可燃性ガスが外部に漏れ出さない構造とし、可燃ガス・一酸化炭

素の漏洩検知装置、換気装置及び圧力センサを適所に設置する。 

⑤ スラグ出滓口付近でのスラグ排出不良を生じないようにする。 

⑥ 溶融メタルの出滓作業は自動又は遠隔操作とする。また、有害ガスの漏洩

防止や火花等の飛散防止対策を考慮する。 

⑦ 溶融スラグは連続的かつ安定的に出滓可能とすること。 

⑧ 補修頻度が少なくなるよう配慮した構造とする。 

 

(ｲ) 炉体鉄骨及びケーシング 

① 「１ （1） ウ （ｳ） 炉体鉄骨及びケーシング」に準ずる。 

 

エ 助燃装置 

(ｱ) 熱分解溶融炉を速やかに始動することができ、また燃焼室出口温度を所定
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の値に保つ容量をもつものとする。また、必要な場合には再燃焼用バーナを

設置する。 

(ｲ) 熱分解溶融炉立ち上げ時にバーナ及びコークス、またはバーナの熱量のみ

で昇温できるものとする。 

(ｳ) 燃料貯留槽は、消防法令などに基づく屋外貯蔵所とし、適正な容量を設け

る。 

(ｴ) バーナには油受けを設け、油漏れにより周辺が汚れないようにすること。 

(ｵ) 運転中、必要な場合には、燃焼溶融を安定して維持できるものとする。 

(ｶ) 油面計を見やすい位置に設置する。 

 

オ 副資材受入・供給装置 

(ｱ) 熱分解溶融炉への副資材投入量は、中央制御室の設定基準に従って、自動

的にごみ投入量に比例して調整できるものとする。 

(ｲ) 受入貯留容量は運転に支障のないよう、十分な容量を確保する。 

 

カ 酸素発生装置 

(ｱ) 形式は PSA（Pressure Swing Adsorption）方式とし、数量は提案によるも

のとする。 

(ｲ) 防音対策を十分に考慮する。 

 

キ 窒素発生装置 

(ｱ) 形式は PSA（Pressure Swing Adsorption）方式とし、数量は提案によるも

のとする。 

(ｲ) 漏洩防止対策を考慮する。 

(ｳ) 防音対策を十分に考慮する。 
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第６節 燃焼ガス冷却設備 

 

１ 廃熱ボイラ 

(1) 廃熱ボイラ本体 

ア 数量は各炉 1 缶とし、形式は提案によるものとする。 

イ ボイラ各部の設計は、電気事業法・発電用火力設備に関する技術基準を定め

る省令及び厚生労働省鋼製ボイラ構造規格及び JIS などの規格・基準に適合す

る。 

ウ 蒸気条件は、発電効率、経済性などを総合的に勘案して提案によるものとす

る。 

エ 蒸発量を安定化させるための制御ができるようにする。 

オ 伝熱面はクリンカ、灰などによる詰まりの少ない構造とする。 

カ 過熱器はダストや排ガスによる摩耗、腐食の起こり難いよう材質、構造、位

置に特別の配慮をする。 

キ ガスのリーク防止対策を十分行う。 

ク 炉内に水冷壁を設ける場合は、腐食防止などのため適切な耐火材を施工する。 

ケ 発生蒸気は全量過熱する。 

コ 廃熱ボイラはダストの払い落としの容易な構造を有するものとする。 

サ ボイラドラムの保有水量は、時間最大蒸気量を考慮したものとする。 

シ ボイラ安全弁用消音器を設置する。 

 

(2) エコノマイザ 

数量は各炉 1 基とする。 

 

(3) ボイラ鉄骨、ケーシング、落下灰ホッパ、シュートなど 

ア 耐震、熱応力に耐える強度を有する。 

イ ボイラ鉄骨は各缶独立した構造とし、水平荷重は建築構造物が負担しないも

のとする。 

ウ ケーシングの表面温度は室温＋40℃以下とする。 

エ ガスリーク対策を十分に行う。 

オ シュートは適切な傾斜角を設け、ダストが堆積しないようにする。 

カ 作業が安全で容易に行えるように、適所にマンホール又は点検口を設ける。 

キ ボイラダストは、熱分解炉、燃焼溶融炉、熱分解溶融炉などに再投入又は飛

灰処理装置へ搬送する。 

 

２ 高圧及び低圧蒸気だめ 

(1) 点検、清掃が容易な構造とする。 

(2) 架台は、熱膨張を考慮した構造とする。 
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３ スートブロワ 

(1) 中央制御室から遠隔操作により自動的にドレンを切り、順次すす吹きを行う構

造とする。 

(2) 自動運転中の緊急引抜が可能な構造とする。 

(3) ドレン及び潤滑油などにより、歩廊部が汚れないよう対策を施す。 

(4) 作動後は、圧縮空気を送入するなど内部腐食を防止できる構造とする。 

(5) すす吹きは、機械式を採用するなど確実な方法を取る。 

 

４ 蒸気復水器 

(1) 堅牢かつコンパクトな構造とし、振動が建屋に伝わらない構造とするとともに、

排気が再循環しない構造、配置とする。 

(2) 送風機は、低騒音、省エネ型とする。 

(3) 容量は、高質ごみ定格稼働時に発生する蒸気から、プラント設備で運転中に常

時使用する高圧蒸気を除いた全量をタービンバイパスに流したときの蒸気量（タ

ービンバイパス減温水を含む）に対し適切な余裕を持たせる。 

(4) 吸気エリア、排気エリアの防鳥対策を行う。 

(5) 寒冷時の過冷却に対し適切に対処すること。 

 

５ 排気復水ポンプ 

キャビテーションを起こさないよう配置などを考慮する。 

 

６ 復水タンク 

フラッシュ蒸気は、蒸気復水器下部に導き拡散する。 

 

７ 純水装置 

(1) 能力は、ボイラ全基分の最大蒸発量時の補給水量に対して十分余裕を見込む。 

(2) 流量計及び導電率計の信号により自動的に再生を行う。 

(3) 本装置の区画は防液堤で囲う。 

 

８ 純水タンク 

容量は、純水再生中のボイラ補給水量を確保するとともに、ボイラ水張り容量

も考慮する。 

 

９ 脱気器 

(1) 負荷の変動に影響されない形式、構造とする。 

(2) 自動的に温度、圧力、水位の調整を行い、ボイラ給水ポンプがいかなる場合に

もキャビテーションを起こさないようにする。 

 

１０ 脱気器給水ポンプ 

(1) 吐出量は、脱気器の能力に十分な余裕を見込んだ容量とする。 
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(2) 過熱防止装置を設け、余剰水は復水タンクへ戻す。 

 

１１ ボイラ給水ポンプ 

(1) 過熱防止装置を設け、余剰水は脱気器に戻す。 

(2) 容量は、ボイラの最大蒸発量に対して十分な余裕を見込む。 

(3) 接点付軸受温度計を設ける。 

 

１２ 連続ブロー装置 

(1) 缶水の導電率が最適値となるよう、ブロー量を自動制御する。 

(2) 本装置の配管口径、調節弁口径は、缶水が十分吹き出しできる容量とする。 

(3) 流量指示計は、詰まりのない構造でかつ耐熱性を考慮する。 

(4) ブロータンクのフラッシュ蒸気は、蒸気復水器下部に導き拡散する。 

(5) 可燃ごみ処理工場棟内の不要蒸気ドレンは、独立の配管でブロータンクまで集

める。 

(6) ブロー水は、ブロー水冷却装置で冷却し、排水処理設備に移送する。 

 

１３ ボイラ用薬液注入装置 

(1) 本装置は、ボイラの腐食やスケール付着などの防止のため、ボイラ水に必要な

薬液を添加するものであり、注入箇所は各社仕様による。 

(2) 各タンクには給水（純水）配管を設け、薬剤が希釈できるようにする。 

(3) 各タンクの液面「低」警報を中央制御室に表示する。 

(4) 各ポンプは、注入量調整が容易な構造とする。 

(5) 炉の運転に支障のない容量とすること。 

 

１４ 減温塔 

(1) 形式は水噴射式（完全蒸発型）とし、数量は各炉 1 基とする。 

(2) 噴射水槽を設けるものとする。 

(3) 設備の入口における燃焼ガスの温度に関わらず、排ガス温度を所定の温度に冷

却できるようにする。 

(4) 噴射水の飛散を防止し、噴霧水を完全に蒸発できる構造、形状などとする。 

(5) 内面は、耐熱、耐水、耐酸性や飛灰の付着、低温腐食対策に配慮する。 

(6) 噴射ノズルは、腐食が起こらないように配慮するとともに、容易に脱着できる

ものとする。 

(7) 沈降した飛灰が円滑に排出可能な形状とするとともに、排出装置を設ける。 
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第７節 排ガス処理設備 

 

１ 集じん装置 

(1) ろ過式集じん器（バグフィルタ）とする。 

(2) 数量は各炉 1 基とする。 

(3) 集じん器入口部は、排ガスがろ布に直接接しない構造とし、更にろ布全体で均

等に集じんできるようにする。 

(4) 本体及びろ布は、誘引送風機の最大能力時の風量、静圧に十分耐えられる設計

とする。 

(5) マンホール、駆動軸周辺の鋼板は腐食し易いので、保温など、適切な腐食防止

対策を講じる。 

(6) 保温ヒータは底板だけでなく底部側板、集じん灰排出装置にも設ける。 

(7) 長期休炉時のバグフィルタ保全対策を考慮する。 

(8) バグフィルタ交換時のメンテナンススペースを考慮する。 

(9) ろ布洗浄用空気は除湿空気とする。 

 

２ 薬剤噴霧装置 

(1) 乾式薬剤噴霧方式とする。 

(2) 連続運転期間中、計画量を安定して貯留できる容量を確保する。 

(3) 薬剤貯留槽本体は可燃ごみ処理工場棟専用室に設ける。 

(4) 薬剤貯留槽室内には、掃除装置配管や洗浄水栓を設ける。 

(5) タンクローリ車の受入れが容易に行える位置に設け、受入口付近に上限警報を

設置する。 

(6) 薬剤貯留槽内でブリッジを起こさないようエアレーション、槌打装置などを設

ける。 

(7) 薬剤輸送管については、閉塞しないように材質、構造に配慮し、配管途中での

分岐、連結はしない。 

(8) 予備機を 1 基設ける。 

 

３ 排ガス再加熱器（必要に応じて設置） 

(1) 数量は各炉 1 基とする。 

(2) 伝熱管は容易に交換できるような構造とし、本体などは腐食に配慮する。 

 

４ 脱硝設備（必要に応じて設置） 

(1) 触媒脱硝装置 

ア 数量は各炉 1 基とする。 

イ 薬剤注入率は、最適な効率が図られるようにする。 

ウ 使用薬剤のガス漏れ検知のため検知器を設置する。 

エ 本装置の触媒は、ダイオキシン分解効果を有するものを選択する。 

オ 触媒の交換が容易に行えるようにする。 
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(2) 脱硝薬剤噴霧装置 

ア タンクローリ車の受入れが容易に行える位置に設け、受入口付近に液面上限

警報を設置する。 

イ 安全弁、放出管などからの放出ガスは、除害装置を設置し放出ガス及び漏れ

たガスの拡散を防ぐ。 

ウ アンモニア水受入配管部分の残存液を、少なくなるように考慮する。 
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第８節 余熱利用設備 

 

１ 蒸気タービン 

(1) 蒸気タービンの基数及び能力は、発電効率、経済性、工場棟の運転計画などを

総合的に勘案して、提案によるものとする。 

(2) 効率よく、安全性の高いタービンとする。 

 

２ ロードヒーティング用熱交換器（必要に応じて設置） 

(1) 市が指定する場所に融雪対策を実施し、それ以外の場所については提案とする。 

(2) 清掃、点検の容易な構造とする。 

(3) 使用しない期間の設備保管を十分考慮する。 

(4) 原則として蒸気タービン廃熱を利用し、効率、経済性などを総合的に勘案して、

形式は提案によるものとする。 

 

３ 汚泥乾燥設備（必要に応じて設置） 

(1) 設備は効率、経済性などを総合的に勘案して、提案によることとする。 

(2) 清掃、点検の容易なものとする。 

(3) 適切な臭気対策を講ずる。 

 

４ 冷暖房空調設備(必要に応じて設置) 

(1) 設備は効率、経済性などを総合的に勘案して、表 4.8.1 のとおりとする。 

(2) 清掃、点検の容易なものとする。 

 

表 4.8.1 冷暖房空調方式 

 可燃ごみ処理施設 破砕選別処理施設 管理棟 計量棟 

方式 余熱利用 提案 提案 提案 

 

５ 場内利用 

(1) 本件施設の給湯は余熱を利用したものとする。 

(2) 清掃、点検の容易なものとする。 

 

６ 予備ボイラ 

(1) 予備ボイラは休炉時に必要な蒸気又は温水を供給できるように設置するものと

し、形式・数量は提案によるものとする。 

(2) 点火後自動運転による操作とする。 
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第９節 通風設備 

 

１ 押込送風機、二次送風機 

(1) 押込送風機、二次送風機とも数量は各炉 1 基とする。 

(2) 必要な最大風量、風圧に更に 20％以上の余裕を持たせる。 

(3) 吸込空気は、ごみピット、破砕ごみピットより吸引するので、吸引口にはスク

リーンを設ける。スクリーンは交換の容易な構造とする。 

(4) 入（出）口ダンパ、ベーンとの起動インターロック、誘引送風機との運転イン

ターロックを設ける。 

(5) 軸受温度計を設置する。 

(6) 軸受冷却水遮断警報装置を設置する。 

 

２ 空気予熱器 

(1) 形式は蒸気式空気予熱器またはガス式空気予熱器とし、数量は各炉 1 基とする。 

(2) 蒸気式空気予熱器は、原則としてベアチューブ式とする。 

 

３ 誘引送風機 

(1) 必要な最大風量に 30％以上、最大風圧に 20％以上の余裕を持たせる。 

(2) 入（出）口ダンパ、ベーンとの起動インターロックを設ける。 

(3) 風量調整方式は回転数、ダンパ併用制御とする。 

(4) 軸受温度計を設置する。 

(5) 軸受冷却水遮断警報装置を設置する。 

 

４ 煙突 

(1) 形式は外筒支持型鋼製内筒式とし、数量は内筒を炉数分とする。 

(2) 内筒の高さは 59m とする。 

(3) 外部保温とし、保温材おさえは耐腐食性に優れたものを使用する。 

(4) 排ガス吐出速度は 20m/s 以上を基本とするが、笛吹現象を起こさないものとす

る。 

(5) 外観は周辺環境及び建物と調和のとれたものにする。 

(6) 内筒の部分補修が可能なように、外筒内に内筒を周回する階段を煙突頂部まで

設け、高さが 6m 以内毎に踊り場を設置する。 

(7) 頂部ノズルの腐食を考慮し、SUS316L または同等品以上の材質とし、交換が容

易な構造とする。 

(8) 煙突内の照明は維持管理上支障のないように十分な照度を確保する。 

(9) 排ガス測定口付近以下が常に負圧となるよう設計する。 

(10) 内筒継ぎ目の溶接部は、内側を全周溶接とする。 

(11) 内筒の底板及びドレン抜き管の腐食防止対策を講ずる。 
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５ その他の関連装置 

(1) 風道 

ア 数量は各炉１基とする。 

イ 風速は 12 m/s 以下とする。 

ウ 必要な材質、厚さを確保するものとする。 

エ 振動、騒音が発生しない構造とする。 

(2) 煙道 

ア 数量は各炉１基とする。 

イ 風速は 15 m/s 以下とする。 

ウ 必要な材質、厚さを確保するものとする。 

エ 保温外装仕上げとする。 

オ ダストの堆積及び腐食を防止するために、水平煙道は避ける。 

カ 縮継手は、ガス漏れがないようにする。 

キ 点検口などの気密性に留意する。 

ク 継目の溶接は、内側全周溶接とする。ただし、内部からの溶接施工ができな

い部分についてはこの限りではない。 
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第１０節 溶融スラグ等処理設備 

 

１ 水砕装置 

(1) 水砕した溶融スラグ・メタルは、水砕ピット底部に設置した掻上げコンベヤで

溶融スラグ・メタル搬送コンベヤに搬送する。 

(2) 水砕槽本体は耐腐食、耐磨耗を考慮する。 

(3) コンベヤ乗り継ぎ部などには点検口を設け、搬送状況が確認できるようにする。 

(4) 溶融物による急激な水温上昇、蒸発に対応した水量を確保した水砕ピット容量

とする。 

(5) 発生蒸気が炉室内に漏出しないようにする。 

(6) 水質管理に必要な計器を設け、監視可能なものとする。 

 

２ 溶融スラグ・メタル冷却水処理設備 

(1) 水砕水槽は、水砕水の塩濃度による腐食や微細スラグによる磨耗に耐性のある

材質選定を行う。 

(2) 腐食や磨耗が生じたときには容易に補修、交換できる構造とする。 

 

３ 溶融スラグ磨砕機 

(1) 予備を設ける。 

(2) ふるい目を通過しなかった溶融スラグは、再度磨砕機に返送する工程を設ける。 

(3) 利用用途に応じて、JISA5031、A5032 の物理的性状を満足する。なお、利用用

途を変更する場合には適用する JIS 規格も変更し、規格を満足するために必要な

設備についても運営事業者の負担とする。 

 

４ 溶融スラグ・メタル搬送コンベヤ 

(1) 耐摩耗性、耐腐食性を考慮して、底板には交換可能な磨耗板を内張りするとと

もに、溶融スラグやメタルなどのコンベヤ外への散乱を防止する。 

(2) 溶融スラグ・メタル冷却水槽出口における溶融スラグ・メタルへの付着水を減

少させる方策を考慮する。 

 

５ 溶融スラグストックヤード 

(1) 屋外のヤードの貯留量は、3 箇月分以上とする。 

(2) 開口寸法は、ショベルローダによる作業に支障がないものとする。 

(3) 屋外のヤードには屋根を設置するなどして、雨雪が入り込まないようにする。 

 

６ 溶融メタル磁選機（必要に応じて設置） 

(1) 形式、数量は提案によるものとする。 

 

７ 溶融メタル貯留設備（必要に応じて設置） 

(1) 形式、数量は提案によるものとする。 
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(2) 十分な貯留量を確保する。 

(3) バンカを提案する場合は、搬出車１台分の容量に分割する。 
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第１１節 飛灰処理設備 

 

本設備は、廃熱ボイラ、集じん装置、減温塔から排出される飛灰を、それぞれ

適合する方法で処理するものである。それらの飛灰は、薬剤処理を行うことを基

本とするが、提案により溶融処理する場合は薬剤処理する工程に切り替えられる

装置構成とする。 

 

１ 各種搬送コンベヤ 

(1) コンベヤの点検、整備スペースを設ける。 

(2) コンベヤの耐摩耗対策を考慮する。  

(3) 本体から飛灰が発生しないよう防じんカバーなどの対策を講じる。 

(4) コンベヤのテール部及びヘッド部付近に、搬送物などのこぼれ落ち及び堆積が

生じない構造とする。 

(5) 下流側機器とのインターロックを設ける。 

(6) 搬送物に応じて、気密性の確保や保温などの必要な対策を講じる。 

(7) 養生コンベヤは、養生時間を十分に取る。 

 

２ 飛灰貯留槽 

(1) ブリッジが生じず、飛灰の切り出しがスムーズに行える構造とする。 

(2) 貯槽内での飛灰の吸湿固化対策を講ずる。 

(3) バグフィルタの払い落としはタイマにて自動的に行う。 

 

３ 定量供給装置 

(1) 飛散防止対策を講ずる。 

(2) 下流側機器とのインターロックを設ける。 

 

４ 混練機 

(1) 飛散防止対策を講ずる。 

(2) セルフクリーニング機構を持つ。 

(3) 閉塞しにくい機構とする。 

(4) 磨耗しにくい材質を使用する。 

(5) 発じんが 2mg/m3 以上の場合は、専用の室内に設置し、内部空気の除じんが可能

な換気設備を設ける。 

 

５ 飛灰処理物バンカまたはピット 

(1) 十分な貯留量を確保する。 

(2) ブリッジが起こらず円滑に排出できる形状とする。 

(3) 架台の寸法は運搬車両が十分安全に通過できる寸法とする。 

(4) 排出ゲート部にはゴム板、散水、集じん設備などを設け、積み込み時の飛散を

防止する。 
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第１２節 給水設備 

 

本件施設の運転及び維持管理に必要なプラント用水及び生活用水は、地下水を

用いる。また、雨水なども積極的に活用し、用途毎に適した水質に処理し使用す

る。ただし、揚水量は 500m3/日を上限として、できる限り少なくするため支障の

ない限り循環利用する。各種用水の貯蔵方式、水量については、提案による。 
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第１３節 排水処理設備 

 

１ 排水処理設備 

ごみピット排水は、集水、ろ過した後炉内噴霧とする。 

 プラント排水及び洗車排水は、無機系排水処理装置及び有機系排水処理装置で

処理した後、再利用（無放流）とする。排水は再利用するものとするが、処理水

の水質は場内の利用に支障がないものとする。また生活排水は、常時合併処理浄

化槽処理し、可燃ごみ処理施設が稼働中はクローズドシステムとし、停止中は、

防災調整池で流量調整後、二股川に放流する。 

 

２ 合併処理浄化槽 

排水基準以下の水質に浄化できるものとする。 
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第１４節 雑設備 

 

１ 雑用空気圧縮機 

(1) 必要な空気量に対して、十分な能力を有する。 

(2) 自動アンローダ運転と現場手動ができるものする。 

(3) 必要な貯留量の雑用空気タンクを設ける。 

 

２ 環境集じん装置 

(1) 燃焼、溶融設備、排ガス処理設備、飛灰処理設備、灰出し設備など、粉じんが

発生する箇所から集じん除去するためのものである。 

(2) 集じんダストは溶融処理する。 

 

３ 機器工具類 

本件施設の保守点検整備に必要な機器工具類を準備する。 

 

４ 測定検査器具類 

ごみ質、排ガス、水質などの分析、電気機械関係測定、作業環境測定などに必

要な測定器具類を準備する。 

 

５ 保護具類、エアシャワールーム、更衣室など基発第 401 号対応設備 

(1) 保護具の内、レベル 1～レベル 3 に対応する保護具類及び給気用コンプレッサ

を必要数準備する。 

(2) プレッシャデマンド形エアラインマスク（JIS T 8153 適合）はエアラインを外

した時、防じん防毒併用呼吸用保護具となるものを使用する。作業場所に応じて、

プレッシャデマンド形空気呼吸器（JIS T 8155 適合）も使用できるものとする。 

(3) 中央制御室から機械設備室への最初の扉部及びその他の箇所（必要数）にエア

シャワールーム及び更衣室など、必要な設備、数量を設ける。 

 

６ 場内案内説明板 

場内見学者コース順のポイント毎に、映像、音声、視覚効果などを利用した説

明、案内システムを設ける。 

 

７ 説明用パンフレット 

(1) カラー印刷による建設概要説明用、成人用及び小学生用の施設説明用パンフレ

ットを市内にて作成し、市へ納品する。 

(2) それぞれ A4 判とし、数量は以下のとおりとする。パンフレットの内容は本件施

設全体に関するものとし、詳細については協議とする。 

ア 施設説明用（成人用）  11,000 部 

イ 施設説明用（小学生用）  4,000 部 
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８ 説明用映写設備 

(1) 研修室に再生装置及び大型モニタなどを設置する。 

(2) 説明用の工場棟の内容紹介を 15 分程度にまとめた映像の電子記憶媒体を納品

する。 

(3) 研修室に備える啓発・環境学習機能のひとつとして、見学者用に、ごみ処理量、

公害監視データなど各種プロセスデータの表示や中央制御室オペレータコンソー

ル主要画面の表示を行う。 

(4) 取り込むデータ及びオペレータ画面については、別途市と協議する。 

 

９ 洗車設備 

(1) 車両退出路の適切な位置に配置するものとし、数量は 1 基以上とする。 

(2) 形式は手動洗車式とし、詳細の仕様は提案とする。 

(3) 敷地外への洗車噴霧水の飛散防止対策を講ずる。 

(4) 洗車排水は排水処理設備へ導水する。 
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第５章 破砕選別処理施設に係る機械設備などの工事仕様 

 

第１節 破砕選別処理施設の設計及び施工に関する計画主要目 

 

１ 処理能力 

１日 5 時間の処理を行うものとし、運転時間は、設備の立ち上げ立ち下げ及び

清掃を含め７時間以内とする。年間稼働日数は 260 日以上とする。施設規模は、

計画年間処理量、計画月変動係数、施設の稼働体制（設備補修時の対応等）など

を考慮の上、設定すること。 

 

２ 処理対象物 

(1) 対象物  

ア 不燃ごみ 

 構成市町村で収集したもの、住民や許可業者などが直接破砕選別処理施設に

搬入したもの 

イ 粗大ごみ 

(2) 計画年間処理量（平成 27 年度） 

ア 不燃ごみ（9,947ｔ/年） 

イ 粗大ごみ（  401ｔ/年） 

(3) 計画ごみ質 

 処理対象物から想定される計画ごみ質は、表 5.1.1～表 5.1.4 に示すとおりで

ある。 

 

表 5.1.1 計画ごみ質 

処理対象物 処理量 t/年 単位体積重量 t/m3 

不燃ごみ 9,947 0.15（参考） 

可燃性粗大ごみ 0.10（参考） 

不燃性粗大ごみ 
401 

0.15（参考） 
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表 5.1.2 主な粗大ごみの種類と搬入個数の割合 

主な種類 割合（％）

（参考） 

主な種類 割合（％） 

（参考） 

ソファー 13 ストーブ 15 

ベッド 11 エレクトーン 1 

棚、たんす 14 机、テーブル 6 

畳 1 スキー 3 

ミシン、編み機 1 物干し 1 

自転車 25 その他 9 

 

表 5.1.3 組成割合（参考） 

処理対象物 種類 割合（重量％） 

不燃ごみ 不燃物 43.9 

粗大ごみ 可燃物 27.4 

 鉄類 25.8 

 アルミ類 2.9 

 計 100 

 

表 5.1.4 搬入形態等 

  搬入形態 主な対象物 

不燃ごみ 不燃ごみ 透明の袋 

（収集・自己搬入）

金属類、せともの、ガラス類、

小型家電など 

可燃性 

粗大ごみ 

 

戸別収集 

自己搬入 

木製家具（たんす、椅子、ベッ

ド、机、食堂セット、応接セッ

ト等）、畳、じゅうたん、マッ

トレス（スプリング入を除く）

等大型のもので、主として可燃

性材料で構成されているもの。

粗大ごみ 

不燃性 

粗大ごみ 

戸別収集 

自己搬入 

家電品（洗濯機、冷蔵庫、テレ

ビ、エアコンを除く）、自転車、

流し台、ガス器具、ストーブ、

物干し台・竿、スキー等比較的

大型のもので、主として不燃性

材料で構成されているもの。 

※上に示す粗大ごみを処理できる最大寸法を設定すること。 
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３ ごみ搬入日時 

搬入曜日及び時間帯は、以下の通り（予定）とする。なお、構成市町村で開催

されるイベントの前後など、市が必要とする場合には、曜日及び時間帯の一部を

変更する場合がある。過去 3 ヵ年（平成 18 年度～20 年度）における最大年間搬

入日数は 244 日である。 

(1) 収集ごみ（直営）      ：曜日 月曜日～金曜日（祝日含む） 

     ：時間 8：30～16：30 

(2) 許可搬入ごみ及び自己搬入ごみ：曜日 月曜日～土曜日（祝日含む） 

     ：時間 8：30～16：30 

 

４ 稼働時間 

(1)１日 5 時間の処理を行うものとし、90 日間以上にわたり、この間の計画作業日に

おける安定運転が可能なものとする。 

(2)施設引渡後１年以内に系列それぞれにおいて 90 日間以上の期間内の計画作業日

における安定運転の確認を行う。 

(3)安定運転とは、設備の故障や運転員の誤操作などにより処理システムを停止する

ことなく、運転を継続している状態である。従って、運転中に非常停止、緊急停

止などによる処理システムの停止があってはならない。ただし、システムの一部

を停止又は予備系列への切り替えなどのため、一時的にごみの供給などを停止す

る場合で、日当りの定格処理量の 80％以上を処理する場合はこの限りでない。そ

の場合であっても、一年間当たりでは定格量を処理すること。なお、天災など不

測の事態及び警報などに対する運転員の対応遅れにより、システムを停止した際

の扱いについては、その都度協議する。 

 

５ 変動係数 

処理対象物の搬入量に係る月変動係数は、表 5.1.5 に示すとおりである。 

 

表 5.1.5 月変動係数 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

Ｈ18 1.30 1.17 1.20 1.15 1.01 1.03 0.99 0.98 0.88 0.61 0.72 0.96

Ｈ19 1.19 1.14 1.20 1.21 1.13 0.95 1.04 0.98 0.82 0.61 0.63 1.09

Ｈ20 1.29 1.16 1.11 1.14 1.19 1.12 1.15 0.94 0.85 0.62 0.62 0.80

 

 

６ 主要設備方式 

(1) 設備方式 

 仕様の概要は表 5.1.6 のとおりである。 
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表 5.1.6 破砕選別処理施設の仕様概要 

設備名 仕様概要 

受入、供給設備 

・不燃ごみ 

一時貯留→ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽ→受入供給設備（提案） 

・可燃性粗大ごみ 

一時貯留→粗大ごみ用作業車による供給 

・不燃性粗大ごみ 

一時貯留→ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽ→受入ホッパ 

破砕設備 一次破砕→二次破砕、切断機 

搬送・選別設備 搬送コンベヤ、磁力選別機、アルミ選別機、破砕物選別機 

貯留・搬出設備 

・磁性物、アルミ 

ホッパ→（金属圧縮機）→貯留 

・破砕後不燃残渣 

不燃物貯留装置（提案） 

・破砕後可燃残渣 

搬送コンベヤ→（可燃ごみ処理施設ごみピットへ） 

排水処理設備 表 4.1.3 のとおり 

電気、計装設備 表 4.1.3 のとおり 

 

７ 公害防止基準 

(1) 排水に関する基準 

「第４章 １節 ８ 公害防止基準 （2）排水に関する基準」に準じる。 

(2) 騒音基準 

「第４章 １節 ８ 公害防止基準 （3）騒音基準」に準じる。 

(3) 振動基準 

「第４章 １節 ８ 公害防止基準 （4）振動基準」に準じる。 

(4) 悪臭基準 

「第４章 １節 ８ 公害防止基準 （5）悪臭基準」に準じる。 

(5) 粉じん濃度基準 

 表 5.1.7 の基準以下とする。 

 

表 5.1.7 排気口出口の粉じん濃度  

排気口出口の粉じん濃度 0.1 g/m3N 
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第２節 総則 

 

１ 配置及び動線計画など 

「第４章 第２節 １ 配置及び動線計画など」に準じる。 

 

２ 安全衛生管理 

「第４章 第２節 ２ 安全衛生管理」に準じる。 
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第３節 各設備共通仕様 

 

１ 歩廊、階段など 

「第４章 第３節 １ 歩廊、階段など」に準じる。 

 

２ 機器など 

「第４章 第３節 ２ 機器など」に準じる。 

 

３ 電気、制御、操作盤 

「第４章 第３節 ３ 電気、制御、操作盤」に準じる。 

 

４ 積雪、凍結対策 

「第４章 第３節 ４ 積雪、凍結対策」に準じる。 

 

５ 火災対策 

「第４章 第３節 ５ 火災対策」に準じる。 

 

６ 地震対策 

「第４章 第３節 ６ 地震対策」に準じる。 

 

７ その他 

「第４章 第３節 ７ その他」に準じる。 
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第４節 受入、供給設備 

ごみ計量機、プラットホーム出入口扉、ごみ投入扉（必要に応じて）、受入貯留

ヤード、ダンピングボックス、不燃ごみ貯留設備、不燃ごみ供給設備などにより

構成する。 

（参考図） 

可燃ごみ処理施設
ごみピットへ

不燃性粗大ごみ

不燃ごみ貯留設備

不燃ごみクレーン

ダンピングボックス

不燃ごみ受入ﾎｯﾊﾟ

不燃ごみ受入
供給ｺﾝﾍﾞﾔ

不燃ごみ

搬送コンベヤ

切断機

可燃性粗大ごみ

粗大ごみ受入貯留ヤード 不燃ごみ受入貯留ヤード

搬
入
禁
止
物
等

搬入禁止物等
ストックヤード

ダンピングボックス

※１

※１

搬
入
禁
止
物
等

主
に
自
己
搬
入

主
に
自
己
搬
入

破砕機

不燃ごみ供給設備

 

１ ごみ計量機 

「第４章 第４節 １ ごみ計量機」に準じる。 

 

２ プラットホーム 

(1) プラットホームの有効幅は、搬入車両（最大積載量 10t）が受入供給設備に投

入作業中に、隣の受入供給設備に他の車両（最大積載量 10t）が寄り付くための

切り返し場所を十分に確保すると共に、さらにその搬入車両（最大積載量 10t）

の脇を入退出するための車両（最大積載量 10t）が、安全に通行できる十分な長

さを確保する。 

(2) 進入、退出は一方通行で、見通しをよくし、床面には車輌誘導線を書き入れる。 

(3) プラットホームの監視員が控えるプラットホーム監視員室、便所、洗浄用水栓

及び床面など清掃用の高圧洗浄装置を必要な箇所、数量で設置する。 

(4) プラットホーム監視員室は、全体を見渡せる場所に設ける。 

(5) 床面に耐摩耗、滑り止め対策を行うとともに、安全かつ容易に行える構造と十

分な広さを確保する。また、各ごみ投入扉間には、ごみ投入作業時の安全区域を
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設ける。 

(6) ごみ投入時の車両転落防止装置を設置する。 

(7) 床面には水勾配を設け、排水溝へ容易に集水するようにし、排水溝は十分な幅

を持たせる。 

(8) 自然光を採り入れるなど、十分な照度を確保する。また、照明は、蛍光灯、水

銀灯などを使用し、高所に取り付ける水銀灯などは安全に交換できる構造とする。 

(9) プラットホームに設置される操作盤、スイッチなどは、防水防錆仕様とする。 

(10) 残響及び鳥対策を行う。 

(11) すべての搬入車両がダンプ姿勢で走行できる高さを確保する。 

(12) 荷降ろしによる衝撃、ショベルローダ・バックホウ等の重機作業による衝撃等

に耐える強度を有する。 

(13) 不燃・粗大ごみは投入前に全量の確認・分別を行うため、不燃・粗大ごみの受

入ヤードやダンピングボックス前は作業性、安全性を考慮して十分な広さを確保

する。 

(14) 自己搬入ごみは、安全性を考慮してプラットホームに専用のダンピングボック

ス等の装置を設けるものとする。 

 

３ プラットホーム出入口扉 

「第４章 第４節 ３ プラットホーム出入口扉」に準じる。 

 

４ ごみ投入扉（必要に応じて設置） 

(1) 使用する搬出入車両の寸法、仕様及び搬入台数に適応するものとし、搬出入車

両の安全などを確保する。 

(2) 扉番号表示板、誘導表示灯、動作始動警報装置など、各種の安全対策を施す。 

(3) 扉の前に必要な高さの車止めを設置し、基礎の必要部には掃除口を設け、十分

な衝撃強度及び耐久性を持たせる。 

(4) 電動式又は油圧駆動式とし、駆動油圧の圧力不足に伴う扉の自然開閉を防止す

る。 

(5) 駆動シリンダの点検が容易に行えるよう、点検歩廊などを設ける。 

 

５ 不燃ごみ受入貯留ヤード 

(1) 不燃ごみを一時貯留するものとし、プラットホーム内に設ける。 

(2) 不燃ごみは、本ヤード上またはダンピングボックス上において、原則として全

量、作業員が確認・分別するものとする。 

(3) 確認・分別後はごみを「不燃ごみ貯留設備」への投入・移動作業が容易で、か

つ、安全に行えるものとし、十分な面積を有するものとする。 

(4) 広さは、必要容量を確保できるものとするとともに、ごみ搬入車が安全に進入

し、速やかに退出できるよう十分な広さを有するものとする。また、高さは、搬

入車両がダンプ姿勢で走行可能な天井高を確保する。 

(5) 腰壁は鉄筋コンクリート造とする。 
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６ 粗大ごみ受入貯留ヤード 

(1) 粗大ごみを一時貯留するものであり、プラットホーム内に設ける。 

(2) 粗大ごみは、本ヤード上またはダンピングボックス上において、原則として全

量、作業員が確認・分別するものとする。 

(3) 粗大ごみ搬入車と粗大ごみ用作業車による不燃ごみ受入ホッパまたは切断機へ

の投入・移動作業が容易で、かつ、安全に行えるものとし、十分な面積を有する

ものとする。 

(4) 広さは、必要容量を確保できるものとするとともに、ごみ搬入車が安全に進入

し、速やかに退出できるよう十分な広さを有するものとする。また、高さは、搬

入車両がダンプ姿勢で走行可能な天井高を確保する。 

(5) 腰壁は鉄筋コンクリート造とする。 

 

７ ダンピングボックス 

(1) 数量は提案とする。 

(2) 主に自己搬入される不燃ごみ及び不燃性粗大ごみの確認・分別及び投入に使用

するものとし、プラットホーム内に設ける。また、必要に応じて、自己搬入以外

のごみにも使用する。 

(3) 搬入車両から直接ダンピングできる強度を有するものとし、稼働安全柵、両端

に固定安全柵を設ける。 

(4) 不燃ごみの確認・分別作業を行い、搬入禁止物等を除去した後、不燃ごみ貯留

設備へ投入できるものとする。 

(5) プラットホーム監視員室に近い位置に設置する。 

(6) 転落や挟まれなど、ごみ投入時に対する安全対策を講ずる。 

(7) ピットを設ける場合、操作は現場押釦操作式とし、ごみクレーン操作室（又は

中央操作室）からのインターロックを設ける。また、ダンピングボックス用ごみ

投入扉とインターロックを設け、扉開時のみ投入可能とする。 

(8) 搬入禁止物等が発見された時に、これを除去する装置と一時貯留するスペース

を設ける。また、一時貯留スペースから搬入禁止物等ストックヤードに搬送する

装置を設ける。 

 

８ 不燃ごみ貯留設備 

(1) 作業員が確認・分別を行った後のごみを貯留するもので、十分な容量とする。 

(2) ピット・ヤード等により計画する。計画にあたっては十分な耐久性を持たせ、

長期間の使用に耐える構造とする。 

 

９ 不燃ごみ供給設備 

(1) 提案する不燃ごみ貯留設備に応じて、不燃ごみクレーン、不燃ごみ受入ホッパ、

不燃ごみ供給コンベヤなどを計画する。 
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１０ 搬入禁止物等ストックヤード 

(1) 不燃ごみ受入貯留ヤード、粗大ごみ受入貯留ヤード、ダンピングボックスにお

いて分別、除去した搬入禁止物等を一時貯留するものである。可燃ごみ処理施設

と合棟とする場合、当該施設の搬入禁止物等ストックヤードとの兼用も可とする。 

(2) 搬出車への積み込み作業が容易で、かつ、安全に行えるものとし、十分な面積

を有するものとする。 

(3) 腰壁は鉄筋コンクリート造とする。 

 

１１ 薬液噴霧装置（消臭剤及び防虫剤） 

(1) プラットホーム、貯留ヤード、投入装置、貯留装置などへ消臭剤や防虫剤を適

宜噴霧する装置である。 

(2) 本装置の遠隔操作は、プラットホーム内のプラットホーム監視員室で行えるよ

う設ける。 

(3) 噴霧ノズルは薬液の液だれ防止を図る。 

(4) 薬液の搬入、注入を容易に行える位置に設ける。 
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第５節 破砕設備 

 

１ 一次破砕機 

(1) 本破砕機は、主に爆発事故を防止するために処理対象物を前処理破砕するもの

であり、次の二次破砕機に供給しても支障のないようにするものである。 

(2) 破砕物の最大寸法は、二次破砕機に供給するのに支障がない寸法とする。 

(3) 破砕物等の飛散、落下防止対策を行う。 

(4) 非常停止装置を設ける。 

(5) 過負荷防止対策を考慮する。 

(6) ごみ質の変動に対しても、容易に処理ができる構造とし、中央操作室よりの遠

隔操作とする。 

(7) 摩耗、腐食、損傷を十分考慮した材質とし、堅牢で耐久性があり点検、整備が

容易な構造とする。また、破砕刃等は、耐摩耗性を有するものとする。 

(8) 爆発性危険物の混入が考えられるため、必要に応じ、蒸気等の注入による酸素

濃度の低下対策を行う。 

(9) 火災の自動検知を行い、受入コンベヤ、供給コンベヤ、破砕機等の自動停止及

び中央操作室へ警報表示を行う。 

(10) 火災の自動検知から水噴霧の自動注入等の対策を行う。 

(11) 万一の爆発に備え、頑強な構造にするとともに、天井部等に爆風の逃がし口を

設け、また二重室構造にする等、被害を最小限にとどめる機構とする。 

(12) 粉じんの飛散を防止するため、集じん設備を設置し、適所に散水できる散水設

備を設置する。 

 

２ 二次破砕機 

(1) 本破砕機は、一次破砕機で破砕したごみと、粗大ごみを次の工程に供給しても

支障のないように破砕するものである。 

(2) 不燃性粗大ごみが破砕可能なものとする。 

(3) 破砕後の最大寸法は、150mm 以下とする。 

(4) 破砕物等の飛散、落下防止対策を行う。 

(5) 非常停止装置を設ける。 

(6) 過負荷防止対策を考慮する。 

(7) ごみ質の変動に対しても、容易に処理ができる構造とし、中央操作室よりの遠

隔操作とする。 

(8) 摩耗、腐食、損傷を十分考慮した材質とし、堅牢で耐久性があり点検、整備が

容易な構造とする。また、破砕刃等は、耐摩耗性を有するものとする。 

(9) 爆発性危険物の混入が考えられるため、必要に応じ、蒸気等の注入による酸素

濃度の低下対策を行い、爆発防止対策などを設ける。 

(10) 火災の自動検知を行い、不燃ごみ供給コンベヤ、破砕機などの自動停止及び中

央操作室へ警報表示を行う。 

(11) 火災の自動検知から水噴霧の自動注入等の対策を行う。 
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(12) 万一の爆発に備え、頑強な構造にするとともに、天井部等に爆風の逃がし口を

設け、また二重室構造にする等、被害を最小限にとどめる機構とする。 

(13) 粉じんの飛散を防止するため、集じん設備を設置し、適所に散水できる散水設

備を設置する。 

 

３ 切断機（必要に応じて設置） 

(1) 本破砕機は、可燃性粗大ごみを可燃ごみ処理施設で処理するための前処理とし

て、支障のない大きさに切断するものである。 

(2) 非常停止装置を設ける。 

(3) 過負荷防止対策を考慮する。 

(4) 摩耗、腐食、損傷を十分考慮した材質とし、堅牢で耐久性があり点検、整備が

容易な構造とする。また、破砕刃等は、耐摩耗性を有するものとする。 
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第６節 搬送・選別設備 

 

１ 搬送コンベヤ 

(1) 不燃ごみ及び粗大ごみを破砕した後に、選別機、貯留装置等へそれぞれ目的別

に搬送するものである。 

(2) 破砕物の飛散防止のため、ケーシングで覆う。 

(3) コンベヤからの落下物を生じないような構造とする。 

(4) 原則として、点検・補修が容易に行える構造とする。 

(5) ごみやベルト等が発火した場合等の火災対策を設ける。 

(6) 緊急停止装置を設ける。 

(7) 点検・補修が容易に行える構造とする。 

 

２ 磁力選別機 

(1) 「第４章 第５節 ２（1）オ 残渣選別装置 （ｶ） 磁力選別機」に準じる。 

 

３ アルミ選別機 

(1) 「第４章 第５節 ２（1）オ 残渣選別装置 （ｷ） アルミ選別機」に準じる。 

 

４ 破砕物選別機 

(1) 破砕物を破砕後不燃残渣、破砕後可燃残渣等に選別するものとする。 

(2) 選別中のごみが飛散、発じんしない密閉構造とする。 

(3) 必要に応じ、消火用の散水ノズルを設ける。 

(4) 点検・補修が容易に行える構造とする。 

(5) 緊急停止装置を設ける。 
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第７節 貯留・搬出設備 

 

（参考図） 

※　可燃ごみ処理施設が流動床ガス化溶融炉の場合は、破砕ごみピットまで搬送する。

搬送コンベヤ

磁力選別機

破砕物選別機

アルミ選別機

金属圧縮機
（必要に応じて）

磁性物貯留装置

磁性物ホッパ アルミホッパ不燃物貯留装置

金属圧縮機
（必要に応じて）

アルミ貯留装置

一時貯留ヤード 一時貯留ヤード

磁性物

破砕後不燃残渣 破砕後可燃残渣

アルミ

最終処分場へ
可燃ごみ処理施設
ごみピットへ※

 

 

１ 磁性物ホッパ 

(1) 圧縮機に供給することが可能な配置、高さとする。 

(2) ゲートは開閉が確実に行える駆動方式とする。 

 

２ アルミホッパ 

(1) 「１ 磁性物ホッパ」に準じる。 

 

３ 金属圧縮機（必要に応じて設置） 

(1) 選別した磁性物及びアルミが圧縮成型できるものとし、操作が容易に行なえる

こと。 

(2) 鉄及びアルミが各々確実に成型できるものとする。 

 

４ 一時貯留ヤード 

(1) 選別した磁性物、アルミをストックヤードに搬送するまで貯留するスペースを

設ける。 

(2) 車両への積み込みは原則として屋内でできる構造とする。 
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５ 磁性物貯留装置 

(1) 「第４章 第５節 ２（1）オ 残渣選別装置（ｺ）磁性物貯留装置」に準じる。 

 

６ アルミ貯留装置 

(1) 「第４章 第５節 ２（1）オ 残渣選別装置（ｻ）アルミ貯留装置」に準じる。 

 

７ 不燃物貯留装置 

(1) 「第４章 第５節 ２（1）オ 残渣選別装置（ｼ）不燃物貯留装置」に準じる。 
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第６章 電気計装設備 

第１節 電気設備 

特別高圧受電設備を設置し、本件施設へ電力供給を行う。設備範囲は、特別高

圧線引き込み取り合い点（責任分界点）以降の、本件施設の運転並び運用に必要

なすべての電気設備とする。 

 

１ 電気方式 

(1) 受電方式は、交流 3 相 3 線式の 1 回線受電で架空引き込み方式とする。責任分

界点は電力会社の規定する架空引き込みの場合に準ずる。 

(2) 使用する電気装置、機器は、関係法令、規格を遵守し、使用条件を十分満足す

るように、合理的にかつ安全面を考慮して設計、製作されたものとする。 

(3) 施設で使用する全電力に対して、十分な容量を有する適切な形式の電気設備と

する。 

(4) 受変配電設備は、機器の事故などにより電力供給が極力停止しないシステムと

する。 

(5) 変圧器など、施設が長期にわたって運転不能となる機器の事故が考えられる場

合には、適切な対応策を講じる。 

(6) 配電盤・電気機器のメンテナンスのため、十分なメンテナンススペースを設け

るものとする。 

(7) 配電盤の扉を開けたとき、充電部に触れる危険性があるところには、保護カバ

ーを設置する。また、外線･盤間端子台にもカバーを設置する。 

 

２ 特高受変電・送電設備 

(1) キュービクル形ガス絶縁開閉装置 

ア ガス圧系統ごとに、温度補償付き圧力スイッチ及び点検用バルブを設ける。 

イ 遮断器には、現場手動操作のための操作スイッチと入切表示窓及び度数計を

設ける。 

ウ 断路器は、電動操作式とし、現場手動操作のための操作スイッチと入－切表

示窓及び手動操作ハンドルを設ける。 

エ 接地開閉器は、電動操作式又は手動操作式とし、電動操作式には現場手動操

作のための操作スイッチと入－切表示窓、手動操作式には手動操作ハンドルと

入-切表示窓を設ける。 

オ 避雷器接地側には、各相に放電電流記録装置と 3 相一括の放電度数計を設け

る。 

(2) 特高変電設備保護監視盤 

ア 電力会社と協議の上で決定する。 

イ 各継電器は、電力会社変電所の継電器から所内フィーダ回路に至るまで保護

協調を十分考慮する。 

ウ タービン発電機を電力会社系統と並列運転を行う場合には、分散型電源系統
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連係技術指針を満足する保護継電器を設ける。単独運転防止装置は実施設計時

に電力会社を交えた協議により決定する。 

(3) 特高変圧器は、電圧変動に対応できる設備とする。 

 

３ 高圧受配変電設備 

(1) 配電盤は、作業性、保守管理性の容易性、能率性、安全性を考慮し、盤の面数、

配置、大きさ、構造などは施設の規模に適合したものとする。 

(2) 各盤の扉は十分な強度を有するとともに、盤内機器から発生する熱の放散を十

分考慮した設計とする。 

(3) 高圧回路の真空遮断機は、変圧器などの機器に損傷を与えないように低サージ

形のものを用いる。 

(4) 高圧受電盤、高圧配電盤 

ア 高圧変圧器は、火災時を考慮してモールド形変圧器とする。 

イ 常用－非常用母線連絡遮断器盤は、系統復電時、非常用発電機を本遮断器に

より系統と瞬時並列運転を行って、非常用負荷を停電させることなく正常状態

に復帰させる。ただし、電力会社との協議により瞬時並列運転が不可となった

場合は除外する。 

(5) 進相コンデンサ盤 

ア タービン発電機の制御と協調をとりながら、以下の制御を満足させる方法と

する。 

イ 進相コンデンサ制御 

 受電単独時、受電、自家発並列運転時とも APFR 設置点の力率制御を下記のよ

うに行う。 

(ｱ) 2 炉運転時、APFR 設置点力率を 1.0≧PF≧0.95（遅れ）の範囲に保つ。 

(ｲ) 所内最大負荷時においても、APFR 設置点力率が 0.85 以上となるようにす

る。 

(ｳ) コンデンサバンク数及び各容量は、コンビネーションスタータの開閉頻度

を考慮しつつ、所内負荷変化に応じて力率制御精度を高く保つよう選定する。 

(6) 自動負荷選択遮断 

 受電とタービン発電機が並列運転を行っているときに、落雷など何らかの原因

によって受電又は発電機がトリップした場合には、適切な負荷（高圧又は低圧）

を自動選択遮断することによって、残った電源が過負荷又は契約電力超過になら

ずに継続して運転が可能となるようにする。 

  

４ 電力監視操作設備 

(1) 受電、タービン発電機、所内、非常用発電機各回路などは DCS を構成するオペ

レータコンソール上に表示し、専用モニタを介し操作、監視できるものとする。 

(2) 受電回路の WHM は買電用、売電用の 2 台とし、VarM、PFM は 4 象限のものを用

いる。計量機器の買電用は電力会社負担、売電用は建設請負事業者負担とする。 

(3) 中央制御室に設置されるので、中央監視盤やオペレータズコンソールとバラン
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スのとれたものとする。 

(4) 保安専用電話などの関連機器は近傍に集中させる。 

 

５ 低圧配電設備 

(1) 各盤の扉は十分な強度を有するとともに、盤内機器から発生する熱の放散を十

分考慮した設計とする。 

(2) 容量の大きい配線用遮断器には、ハンドルの操作力軽減のための補助アダプタ

を用意する。 

 

６ 動力配電設備 

(1) 低圧動力制御盤はコントロールセンター方式を採用する。 

(2) 現場制御盤は、バーナ制御盤、クレーン用動力制御盤、誘引送風機制御盤、集

じん装置制御盤、有害ガス除去設備制御盤、排水処理設備制御盤など設備単位の

付属制御盤などに適用する。主要な盤名を記載する。 

(3) 現場操作盤、現場操作箱は、現場操作に適するように各装置、機器の近くに個

別又は集合して設ける。 

(4) 各装置、機器の運転及び制御が容易にかつ効率的に行えるができるもので、操

作、監視は遠隔制御監視方式とし、中央制御室にて集中監視制御ができる。また

現場において装置、機器の試験運転などのために単独操作が行えるものとし、こ

の場合現場操作盤に操作場所の切換スイッチを設ける。 

(5) 現場に設置される盤について、特にシーケンサなどの電子装置が収納される盤

については、じんあい、水気あるいは湿気、ガス、高温などの悪環境下でも長年

にわたり問題が生じないように、配置、構造などについて十分留意する。 

(6) 各機器フィーダ（末端のフィーダ）の ELCB 又は MCCB は、そのフィーダに短絡

事故が発生したとき、上位の ELCB 又は MCCB に頼ることなく自身で短絡電流を遮

断（全容量遮断）できるように設ける。 

(7) 落雷などによる系統の瞬時停電時（1 秒程度以下）、施設が運転継続するのに

必要な機器は電圧復帰後運転を継続するよう設ける。 

(8) インバータを使用する場合は高調波対策を施す。 

(9) 補修用電源として動力と電灯の電源を必要箇所に設ける。 

(10) 内線規程に準じて力率調整を行うものとする。 

 

７ 電動機 

(1) 電動機の定格電圧、定格周波数は電気方式により設けるものとし、汎用性、経

済性、施工の容易性、ケーブルの電圧降下などを考慮して選定する。 

(2) 電動機の種類は主としてかご形 3 相誘導電動機とし、その形式は適用規格に準

拠し、使用場所に応じたものを選定する。 

(3) 原則として直入始動とするが、始動時における電源への影響を十分考慮して始

動方法を決定する。 

(4) VVVF は、各種流量制御などを効率よく行うことが要求される場合に使用する。 
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８ 蒸気タービン発電設備 

(1) 同期発電機 

ア 形式・数量は提案によるものとする。 

イ 力率は 80%（遅れ）とする。 

ウ 発電電圧は 6.6kV とする。 

(2) タービン発電機制御盤 

 蒸気タービン発電機の制御、保護、監視及び遮断器の操作などを行う。なお、

前述の中央制御室設置の電力監視操作盤からも必要な監視及び操作が可能なよう

にする。 

ア 発電機単独運転時は発電機端子電圧一定制御を、受電との並列運転時は受電

点の無効電力一定制御（AQR、Q≒0）を行う。 

イ 発電機の出力容量オーバーに対する保護を設ける場合には、上記の AQR とは

別の独立した機能とする。 

ウ 本盤は、電力監視操作盤の一部（タービン発電機監視操作盤）として設置し

てもよい。 

エ 本装置で発電機遮断器の他高圧受電盤遮断器の自動同期投入を行えるように

設ける。 

オ 中央制御室設置の電力監視操作盤からも上記各遮断器の同期投入操作が行え

るように設ける。 

カ 同期投入はかなり慎重さを要する操作なので、手動による同期投入操作を行

う場合には周波数調整、電圧調整のみとし、同期投入は上記自動同期投入装置

（25）による。 

キ 自動同期投入装置（25）には、両系統電圧の差電圧を検出する差電圧継電器

を設けて、差電圧がほぼ 0 となったときに動作するようにして、自動同期投入

装置（25）と差電圧継電器の双方の動作で同期投入が行われるようにする。 

(3) 受発電設備の運転方式は、通常運転は電力会社とタービン発電機の並列運転を

行うものとし、余剰電力は電力会社へ送電する。なお、タービン発電機の休止時

あるいは発電電力不足時には、本件施設の運転は必要な電力を電力会社から買電

することによって行う。 

(4) 受電側停電時は自立運転できるものとし、発電電力の不足分については負荷の

自動選択遮断を行って発電機のトリップ防止を行う。 

 

９ 非常用発電設備 

本設備は、全停電時にプラントを安全に停止するために必要な機器の電源、ご

みの搬入に必要な電源、及び建築設備の非常用動力、非常灯の電源を確保するた

めのものである。 

(1) 電力監視操作盤に非常用発電機の監視計器を設置するとともに、重故障及び軽

故障一括表示を行う。 

(2) 運転制御は自動及び手動制御とする。 
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１０ 無停電電源装置 

直流電源装置、交流電源装置から構成される。 

(1) 直流電源装置 

 受配電設備、発電設備の制御電源及び交流無停電電源装置の直流電源として設

置する。 

(2) 交流電源装置 

 計装設備などの交流無停電電源として設置する。 

(3) 商用電源全停電の際、万一非常用発電機が運転されなくても 30 分間は電源を供

給できる容量とする。 

(4) 無停電電源装置は、常時インバータを使用し、インバータの故障時及び点検時

はサイリスタスイッチにより、商用電源に無瞬断切り替えとする。 

 

１１ 電気配線工事 

配線の方法及び種類は、敷設条件、負荷容量及び電圧降下などを検討して決定

し、法に準じて施工する。 
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第２節 計装設備 

 

本設備は、プラント設備の運転操作、監視、制御の集中化と自動化を行うによ

り、プラント設備の信頼性の向上と省力化を図るとともに、運営管理に必要な情

報収集を合理的、かつ迅速に行うことを目的としたものである。 

 本設備の中枢をなすコンピューターシステムは、危険分散のため DCS とし、EIC

統合システムによる各設備、機器の集中監視、操作及び自動順序起動、停止制御、

自動燃焼制御をはじめとする各種自動制御、並びに機器整備管理などを行う。ま

た、本システムの重要部分は冗長化を図り、十分信頼性の高いものとし、工場の

運転管理及び運営管理に必要な情報を各種帳票類に出力するとともに、運営管理

及び保全管理に必要な統計資料を作成する。 

 

１ 計装制御計画 

監視項目、自動制御機能、データ処理機能は以下のとおりとする。 

(1) 一般項目 

ア 一部の周辺機器の故障及びオペレータの誤操作に対しても、システム全体が

停止することのないよう、フェイルセーフ、フェイルソフト、フールプルーフ

などを考慮したハードウェア、ソフトウェアを設ける。 

イ 環境対策を十分考慮の上、ごみ処理プロセスの雰囲気に適したシステム構成

とし、停電、電圧の変動及びノイズなどに対して十分な保護対策を講ずる。 

(2) 監視項目 

ア レベル、温度、圧力などプロセスデータの表示、監視 

イ ごみクレーン運転状況の表示 

ウ 主要機器の運転状態の表示 

エ 受変電設備運転状態の表示、監視 

オ 電力デマンド監視 

カ 各種電動機電流値の監視 

キ 機器及び制御系統の異常の監視 

ク 公害関連データの表示、監視 

ケ その他運転に必要なもの 

(3) 自動制御機能 

ア ごみ焼却関係運転制御 

 自動立上、自動立下、緊急時自動立下、燃焼制御（CO、NOx 制御含む）、焼却

量制御、蒸気発生量安定化制御、その他 

イ ボイラ関係運転制御 

 ボイラ水面レベル制御、ボイラ水質管理、その他 

ウ 蒸気タービン発電機運転制御 

 自動立上、停止、その他 

エ ごみクレーンの運転制御 

 攪拌、投入、つかみ量調整、積替、その他 



 

 97

オ 動力機器制御 

 回転数制御、発停制御、交互運転、その他 

カ 給排水関係運転制御 

 水槽などのレベル制御、排水処理装置制御、その他 

キ 公害関係運転制御 

 排ガス処理設備制御、飛灰処理装置制御、その他 

ク 受配電発電運転制御 

 自動力率調整、非常用発電機自動立上、停止、運転制御、その他 

ケ その他必要なもの 

コ 施設機能の発揮及び運転に必要な自動運転制御装置を設ける。 

(4) データ処理機能 

ア ごみの搬入データ 

イ 飛灰処理物、溶融スラグ、磁性物、アルミなどの搬出データ 

ウ ごみ焼却データ 

エ ごみ低位発熱量演算データ 

オ 受電、売電量など電力管理データ 

カ 各種プロセスデータ 

キ 公害監視データ 

ク 排ガス量データ 

ケ 薬品使用量、ユーティリティ使用量などのデータ 

コ 各機器の稼働状況のデータ 

サ アラーム発生記録 

シ その他必要なデータ 

 

２ 計装機器 

(1) 一般計装センサ 

 以下の計装機器を必要な箇所に、適切な形式、測定レンジ幅のものを設ける。 

ア 重量センサなど 

イ 温度、圧力センサなど 

ウ 流量計、流速計など 

エ 開度計、回転数計など 

オ 電流、電圧、電力、電力量、力率など 

カ 槽レベルなど 

キ pH、導電率など 

ク その他必要なもの 

(2) 大気質測定機器 

 本機器は、煙道排ガス中のばい煙濃度並びに気象測定を行うためのものである。

ばい煙濃度計は、できるだけ複数の計装項目を同一盤面に納め、コンパクト化を

図るとともにサンプリングプローブ、導管などの共有化を図る。 
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(3) ITV 装置 

ア プラント運転上必要かつ十分なカメラ及びモニタを設置する。 

イ 計量の待ち台数を確認できるカメラ、門扉の監視カメラなども併せて設ける。 

ウ 屋外に設置するカメラには、内部結露防止対策を講じる。 

 

３ 中央制御装置 

(1) 中央監視盤 

 プラント監視用モニタを設置する。モニタは必要かつ十分な台数とし、画面切

換、分割表示が可能なものとする。また、必要に応じて、プラントの警報表示灯、

各種記録計などを設置する。なお、見学の主要な箇所であるため、見学者用設備

としても配慮する。 

(2) オペレータコンソール（機械設備、電気設備） 

 形式は、提案とする。プラント運転・監視用に複数台を設置し、不具合発生時

でも運転・監視をバンプレスに引継ぎができる冗長構成とする。 

(3) ごみクレーン制御装置 

 形式は、オペレータコンソールと意匠上の統一を図る。 

(4) プロセスコントロールステーション 

 各プロセスコントロールステーションの構成及びデータウェイは冗長構成とす

る。 

(5) 建築設備関係運転制御装置 

 建築設備機器の発停制御その他を中央制御で行うこと。 

 

４ データ処理装置 

(1) データロガ 

ア 冗長化により、プライマリーがダウンした場合でも、継続運用ができる信頼

性の高い構成とする。 

イ 記憶装置（ハードディスクドライブなど）への記録は 2 台平行して行い装置

の故障によるデータの損失がないようにする。 

ウ 運転管理に必要な出力装置を設ける。形式、数量は提案による。 

(2) 管理棟事務室用データ処理端末 

ア 本設備は、管理棟事務室での運転管理用に、ごみ焼却量、公害監視データな

ど各種プロセスデータの表示、解析及び中央制御室オペレータコンソール主要

画面の表示を行うものである。 

イ 本設備からの機器操作はできないものとする。 

ウ 運転データは、汎用 LAN を介してデータロガから取り込む。 

エ 取り込むデータ及びオペレータ画面については、別途市と打ち合わせる。 

オ データの保存期間は、原則として 5 年以上とし、必要なものについては、市

との協議により保存期間を別途定める。 
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５ ローカル制御装置 

(1) ごみ計量機データ処理装置 

ア 計量機台数分の計量が同時、並行に行えるよう計画とする。 

イ 計量受付終了後 1 日分の計量データを集計用プリンターへ出力するとともに

データロガへ転送できるようにする。 

ウ 印字項目は、計量年月日、時刻、地区、搬入出区分、種別、搬入・搬出者名、

車番、総重量、空車重量、正味重量、料金、及びその他必要なものとした計量

表を発行する。 

エ 自動計量システムのソフトウェアは、広範に使用されている OS 上で起動する。 

オ 手動計量、データの修正、検索機能を有するものとする。 

カ 本計量機によるデータは、中央制御室に設置するデータ処理装置に連結し、

各地区、車両、ごみ種別に日報、月報、年報が作成できるようにする。 

キ 伝票の表記方法は、市との協議による。 

ク プラットホーム監視用としてカラーモニタを設置する。 

ケ 計量を頻繁に行う車両（委託収集など）に対して、計量カードなどを発行で

きるシステムとし、スムーズな計量ができるようにする。 

(2) ごみクレーン自動運転制御装置 

 ごみクレーンの全自動、半自動、手動の各運転制御を行えるようにする。 

 

６ 計装用空気圧縮機 

(1) 必要な空気量に対して、十分な能力を有する。 

(2) 無給油式（オイルフリー）とする。 

(3) 数量は 2 基以上とする。 

(4) 自動アンローダ運転と現場手動ができるものする。 

(5) 必要な貯留量の計装用空気タンクを設ける。 

(6) 除湿装置を設ける。 

 

７ その他制御装置 

その他の施設機能の発揮及び運転に必要な自動運転制御装置を設ける。 
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第７章 土木建築工事仕様 

 

第１節 計画基本事項 

 

１ 計画概要 

(1) 工事範囲 

 本件施設の工事範囲は、下記工事一式とする。 

ア 工場棟建設 

イ 管理棟建設 

ウ 計量棟建設 

エ 防災調整池建設 

オ 駐車場整備 

カ 構内道路整備 

キ 門、囲障設置 

ク 構内照明設置 

ケ 構内排水設備設置 

コ 管理棟と工場棟間の高架通路設置（合棟で計画する場合は不要） 

サ 植栽、芝張整備 

シ 地中障害撤去（確認された場合で、市と協議の上、撤去となった場合） 

ス 仮設調整池の原状復旧（建設請負事業者は防災調整池を設置後、仮設調整池

の埋め戻しを行い、原状復旧する。なお、仮設調整池は工事範囲外であり、造

成工事請負事業者が設置する。） 

セ 測量（必要に応じて実施） 

ソ 地質調査（必要に応じて実施） 

タ その他関連するもの 

(2) 工事に係る環境保全対策 

ア 必要に応じた散水、工事関係車両の洗浄や搬出入道路の清掃など、粉じん飛

散防止対策を行う。 

イ 工事に伴う排水等については適正に処理した後に、二股川に放流する。 

ウ 低騒音、低振動型の機械を使用する、運搬車や工事の集中を避けるなど、騒

音や振動の低減に努める。 

エ 工事車両の走行ルートについては環境影響評価書を遵守し、適宜交通指導員

を配置するなど、事故や交通渋滞を防止する。 

(3) 工事に係る安全対策 

ア 建設請負事業者は、その責任において工事中の安全に十分配慮し、工事車両

を含む周辺の交通安全、防火などを含む現場安全管理に万全の対策を講ずる。 

イ 工事車両の出入りについては、周囲の一般道に対し迷惑とならないよう配慮

するものとし、特に場内が汚れで泥などを持ち出す恐れのある時は、場内で泥

を落とすなど、周辺の汚損防止対策を講ずる。 
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ウ 工事中は騒音、振動発生を防止する。また、必要に応じ騒音、振動の測定を

行う。 

(4) 測量及び地質調査 

ア 敷地及び周辺を工事前に測量して工事を施工する。 

イ 地質は、市が提示するもので不十分と判断する場合は、建設請負事業者にお

いて調査を行う。 

(5) 掘削工事 

 地下掘削に伴う仮設工事においては「国土交通省大臣官房技術調査室監修土木

工事安全施工指針（第 8 章基礎工事）」に従い、調査を実施する。 

 掘削工事着工に先立ち、地下水の圧力などの検討（透水試験及び観測井の調査

など）を十分に行い、工事の進捗状況に支障を来さないよう考慮する。 
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第２節 建築工事 

 

１ 全体計画 

(1) 本件施設は居室を中心として、十分な断熱を行う、空調設備は運転効率の高い

インバータ運転を行う、熱損失を抑制し空調負荷を軽減する換気機器を使用する、

空調機の冷暖房効果を高めるエアーサーキュレーターを設置するなど、省エネ対

策を行う。 

(2) 照明は、人員配置や業務内容から必要にして十分な照度を設定するが、トップ

ライトによる自然光を利用する、人感センサ型の照明にするなど、設備の省エネ

対策を行う。 

(3) 機種、機能、目的の類似した機器は、専用室へ集約した配置とし、点検整備作

業の効率化、緊急時への迅速な対処ができるように設ける。 

(4) 主要な専用室については室名札を設ける。 

(5) 児童、高齢者及び身障者を含む見学者の対応として、見学者動線に係る設備に

ついては次のような対策を行う。 

ア 出入口 

(ｱ) 直接地上に通じる出入口の幅は、1,200mm 以上とする。 

(ｲ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易

に通過できる構造とし、かつその前後に段差を設けない。 

イ 廊下 

(ｱ) 床表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げ、その前後の階段等との色の

明度の差が大きいこと等により、その存在を容易に識別できるものとし、必

要な箇所に、点状ブロック等を敷設する。 

(ｲ) 幅は 1,800mm 以上とする。 

(ｳ)  50m 以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設ける。 

(ｴ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易

に通過できる構造とし、かつその前後に段差を設けない。 

ウ 傾斜路（階段に代わるもの、又は階段に併設するものに限る） 

(ｱ) 幅は 1,200mm 以上とし、勾配は 1/12 を超えない。 

(ｲ) 床表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げ、その前後の廊下等との色の

明度の差が大きいこと等により、その存在を容易に識別できるものとし、必

要な箇所に、点状ブロック等を敷設する。 

(ｳ) 高さが 750mm を超えるものにあっては、高さ 750mm 以内ごとに踏幅 1,500mm

以上の踊場を設ける。 

エ 階段 

(ｱ) 幅は 1,400mm 以上、けあげは 160mm 以下、踏面は 300mm 以上とする。 

(ｲ) 床表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げ、踏面の端部とその周囲の部

分との色の明度の差が大きいこと等により、段を容易に識別できるものとし、

必要な箇所に、点状ブロック等を敷設する。 

(ｳ) 段鼻の突き出しがないこと等により、つまずきにくい構造とする。 
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オ エレベータ 

(ｱ) かご及び昇降路の出入り口の幅は 800mm 以上、かごの幅は 1,400mm 以上、

かごの奥行きは 1,350mm 以上とし、かごは、車いすの転回に支障がない構造

とする。 

(ｲ) 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅および奥行きは、1,500mm

以上とする。 

(ｳ) かご内および乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装

置を設ける。 

(ｴ) かご内に、かごが停止する予定の階およびかごの現在位置を表示する装置

を設ける。 

(ｵ) かご内に、かごが到着する階並びにかごおよび昇降路の出入り口の戸の閉

鎖を音声により知らせる装置を設ける。 

(ｶ) かご内および乗降ロビーに設ける制御装置は、点字その他の方法により視

覚障害者が円滑に操作することができる構造とする。 

(ｷ) かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる

装置を設ける。 

カ 便所 

(ｱ) 便所内に、車いす利用者が円滑に利用できるよう、十分な空間を確保し、

腰掛け便座、手すりなどを適切に配置した便房を１以上設ける。 

(ｲ) 便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造の水栓器具を設けた

便房を１以上設ける。 

(ｳ) オストメイト対応の便房を１以上設ける。 

(ｴ) 男子用小便器は、床置式又は壁掛式（受け口の高さが 350mm 以下）を１以

上設ける。 

 

２ 本件施設の外観 

(1) 施設を高さ、壁面の質、形状により分節し、周辺地域に圧迫感や閉塞感、不快

感などの印象を与えない、親しみやすいシンプルなデザインとする。 

(2) 本件施設の色彩は、明度を上げ（5～8 の範囲）、彩度を落とす（4 以下）もの

とし、反射率も低く押さえる。 

(3) 本件施設は、各施設が調和のとれたデザインとする。 

(4) 工場棟、管理棟及び計量棟は、明るく清潔なイメージ、機能的なレイアウト、

より快適安全な室内環境、部位に応じた耐久性などに留意し、各部のバランスを

保った合理的な計画で、統一したイメージにする。 

 

３ 工場棟平面計画 

(1) 工場棟は、一般の建築物と異なり、熱、臭気、振動、騒音が発生する特殊な形

態の大空間を形成するので、これを機能的かつ経済的なものとするため、プラン

ト機器の配置計画、構造計画並びに設備計画は、適切な連係を保ち相互の専門知

識を融合させ、総合的にみてバランスのとれた計画とする。 
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(2) 工場棟は、耐力上必要な部分は鉄筋コンクリート造とし、その他の部分は鉄骨

造とする。 

(3) 建物の配置は、プラント全体計画に基づき、経済性、安全性、美観、維持管理

の容易性を考慮した計画とする。 

(4) 騒音が発生する機器が設置されている専用室は、原則として隔離された部屋と

し、防音対策を講ずる。なお、室内温度の管理のための換気などを十分に行うが、

吸排気口からの騒音の漏れに配慮する。 

(5) 振動が発生する機器は、十分な防振対策を行う。 

(6) マシンハッチ、ホイスト、吊り金具などを要所に設ける、消耗品などを置く倉

庫を能率的に配置するなど、点検、整備、保守などの作業の利便性を確保する。 

(7) 作業用の専用室から居室や通路などへの出入り口には、防臭区画としての前室

を設けるとともに、専用室側に手洗い場（温水）を配置する。また、必要に応じ

てエアシャワーを設置する。 

(8) 作業員が使用する居室は、工場棟内に設置する。 

(9) 日常点検、補修、整備作業への円滑な動線や、工事への十分な所要スペース及

び衛生器具などを確保する。 

(10) 作業員の作業動線と見学者動線は、中央制御室以外では交差しないようにする。 

(11) ごみからの汚水や散水などで汚れる床は、洗浄のため防水を考慮した仕上げと

するとともに、作業員の転倒防止のため滑り難い構造や材質とする。 

(12) 管理棟と工場棟との渡り廊下には傾斜をつけない。（合棟で計画する場合は不

要） 

(13) 施設玄関には施設名板を設ける。 

(14) 見学者通路、ホールについては、次に示す事項に配慮する。 

ア 見学者動線及び見学者に対する説明用スペースは、小学生の視点や多人数の

見学にも配慮し広くする。 

イ 見学者は、広範囲な設備かつ見学している対象の設備の全体が視界に入るよ

うに、点検歩廊を見学者通路側の壁面まで設置しないなど、機械設備や歩廊の

配置や形状に配慮する。 

ウ 見学窓は、天井から床まで可能な限り広くし、手すりを設置するなど寄りか

かりに配慮する。使用するガラスは耐衝撃性を有し、万が一破損した場合、破

片が飛散しない材料とする。 

エ 見学者動線には、適切な箇所に平面、断面図などを用いた順路や位置を明示

した案内板を設ける。 

オ 見学者に係る説明板や案内板などの設備については、統一したイメージのデ

ザインとする。 

カ 見学者通路は、通常の維持管理作業動線を考慮に入れ、十分な臭気、騒音、

振動への対策を行う。 

キ 採光、日照を十分考慮し、明るく清潔感があるものとする。 

ク 主な見学場所は以下のとおりとする。 

(ｱ) 管理棟研修室から工場棟へのルート確保 
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(ｲ) ごみピット 

(ｳ) プラットホーム 

(ｴ) 中央制御室（可燃ごみ処理施設） 

(ｵ) 中央操作室（破砕選別処理施設） 

(ｶ) クレーン操作室 

(ｷ) 炉室 

(ｸ) 集じん器や有害ガス除去設備 

(ｹ) その他 

ケ 見学者数の実績は、表 7.2.1 のとおりである。 

 

表 7.2.1 施設見学の実績 

施設名 梨の木清掃工場 一般廃棄物 

最終処分場 

ＥＣＯプラザ青森

人数 2,687 186 1,571
平成 19年度 

団体 46 4 36

人数 2,982 123 2,485
平成 20年度 

団体 52 7 47

 

４ 管理棟平面計画 

(1) 配置する居室は、事務室(応接コーナー含む)、会議室、休憩室（男女）、食堂・

台所・湯沸かしスペース、更衣室（男女）、浴室（脱衣室含む）、洗濯・乾燥器

室、書庫、倉庫、研修室・器材庫、便所・洗面所（男女）、多目的トイレ、エレ

ベータなどとする。 

(2) 管理棟内の事務室や会議室のエアコンディショナー及び蛍光灯器具などは、省

エネ法及び「青森市地域新エネルギー・省エネルギービジョン（平成 21 年 2 月）」

に定めるトップランナー基準方式に基づき設置する。 

 

５ 計量棟計画 

(1) 照明・空調・居住性について十分配慮する。特に断熱工事を十分行う。 

(2) 居室には、計量中の車両の排ガスが入り込まないようにする。 

(3) 計量棟又は付近に便所を設ける。 

(4) 金銭を取り扱うため、防犯対策を行う。 

(5) 秤量部への風雪侵入対策を行う。 

 

６ 一般構造 

(1) 屋根 

ア 炉室の屋根は、採光に配慮し、換気装置を設けるものとし、雨仕舞と耐久性

に配慮する。 

イ 外壁と屋根の結露防止を行う。 
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(2) 床 

ア 重量の大きな機器や振動を発生する設備が載る床は、スラブを厚くし、小梁

を有効に配置して構造強度を確保し振動を押さえる。 

イ 工場棟 1 階の床は、地下室施工後の埋戻土などの沈下の影響を受けない構造

とする。 

ウ 汚水が垂れる、飛じんが発生するなど、清掃、水洗が必要な専用室の床は、

防水を行う。 

エ 電力や通信用配線が煩雑となる事務室、中央制御室、電算機室などは、原則

としてフリーアクセスフロアとし、用途や機能に応じて強度や高さを定める。

なお、床下は、防じん塗装以上の仕上げを行う。 

(3) 内壁 

ア 各室の区画壁は、要求される性能や用途上生じる要求（防火、防臭、防音、

耐震、防煙、防湿）を満足すると共に、意匠についても配慮する。 

イ 不燃材料、防音材料などは、それぞれ必要な機能を満足すると共に、用途に

応じて表面強度や吸音性など、他の機能と適切な施工方法をも考慮し選定する。 

(4) 建具 

ア 必要に応じて、防火性、耐食性、遮音性及び機能性を確保する。 

イ 外部に面する建具は、耐風、降雨を考慮した、耐久性・気密性の高いものと

する。 

ウ 機材の搬出入を行う扉は、搬出入が想定される機材の最大寸法を考慮して計

上や大きさを決め、特に大きいものは防音扉とする。 

エ 臭気のある室内に出入りする扉はエアタイト構造とし、中央制御室などへの

出入口には前室を設ける。 

オ 居室のガラスは、ペアガラスとし、十分な強度を有し台風時の風圧にも耐え

るものとする。また、必要に応じて野鳥が衝突することを防止する対策をとる。 

カ 夜間照明への昆虫類などの誘引防止のため、ブラインドなどを設置し日没後

は光の漏洩を防止する。 

キ 網戸を設ける。 

 

７ 仕上計画 

(1) 外部仕上 

ア 環境に適合した仕上計画とし、違和感のない、清潔感のあるものとし、工場

全体の統一性を図る。 

イ 材料は経年変化が少なく、防汚性、耐候性があり、色調変化（色あせ）がし

難いものとする。 

ウ 屋根、外部仕上げは、鳥の止まりそうな所へは防鳥網の取り付けなど鳥害対

策を行う。 

エ 通気管などには防虫網を設ける。 

(2) 内部仕上 

 各部屋の機能、用途に応じて必要かつ適切な仕上材を採用し、温度、湿度など
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環境の状況も十分考慮する。 

(3) 寒冷地対策 

ア 建築物の主要な出入口は、積雪によって車両や人の通行が阻害されないよう

に配慮する。また、建設物から出入口、道路などへの雪の落下防止対策を講じ

る。 

イ 建設物の基礎底盤は、凍結帯より下部に設ける。また、凍結帯に設ける鉄筋

コンクリート部分は、鉄筋のかぶり厚さを増すなど、構造上の配慮をする。 

ウ 建築物の天井、床、壁には、熱伝導率の低い断熱材を使用し、防寒、結露対

策を講じる。 

エ 外部に面する建具、屋外に設ける階段、タラップなどは、耐候性の良好な材

料を使用する。また、建具は、積雪、凍結対策に配慮する。 

オ 建設設備の機器及び配管は、凍結対策に配慮する。 

カ 給排気口及び屋外設備の機器が雪に埋没しないように配慮する。 

キ つららができないように配慮する。 

 

８ 工場棟の主な専用室の大要 

(1) 油圧装置室 

ア 作動油の交換作業が容易な位置とする。 

イ 必要で十分な換気を行える構造とする。 

(2) 復水器室 

 十分な高さを有する遮音壁を設け、吸音処理行う。 

(3) 破砕機室 

ア 爆発や火災対策を考慮した鉄筋コンクリート構造とし、適切な位置に大型機

器搬入のための十分な広さを有する開口部及び防音防爆用のドアを設ける。 

イ 万一爆発した場合にも、他の系列に影響を与えない構造とする。 

(4) 各種送風機室 

ア 誘引送風機、押込送風機、空気圧縮機、その他の騒音発生機械は、原則とし

て専用の室に収納し、防音対策、防振対策を講じる。 

イ 誘引送風機を配置した専用室には、機材の搬出入のための開口部を設ける。 

(5) ストックヤード 

 床面及び壁面は、排出時のショベルローダなどの作業を考慮する。 

(6) バンカ室 

 粉じんなどの飛散防止対策を行う。 

(7) 搬出設備室 

ア 溶融スラグ、磁性物、集じん灰などの搬出設備は、できるだけ一室にまとめ

て設置し、特に搬出時の粉じん対策には万全を期す。 

イ 原則として、他の部屋とは隔壁により仕切り、気密性を確保する。特にコン

ベヤなどの壁貫通部の周囲は確実に密閉する。 

(8) 各種排水処理水槽 

ア 系統ごとに適切な位置に設け、悪臭、湿気、漏水の対策を講じる。 
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イ 酸欠の恐れのある場所、水槽などは、入り口又は目立つ所に「酸欠注意」の

標識を設けるとともに、作業時十分な換気が行える設備を設ける。 

ウ 砂取りや清掃が必要な水槽については、作業が容易な位置、構造とする。 

(9) 中央制御室 

ア 各専門室と密接な連係を保ち、なかでも炉本体、電気関係諸室とは異常時の

対応を考慮し、距離的にも短く連絡できる位置に配置する。 

イ プラントの運転、操作、監視を行う中枢部であり、常時運転員が執務するの

で、照明や空調及び居住性について十分配慮する。 

ウ 主要な見学設備であるため、監視盤やパネルなどは意匠に配慮する。 

(10) クレーン操作室 

ア ピットに面し、ピット内及び周辺の状況が見通せる位置とする。 

イ 監視窓は、はめ込みとし、自動洗浄装置を設けるとともに、窓面に影反射の

ないよう考慮する。 
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第３節 土木工事及び外構工事 

 

１ 土木工事 

(1) 山留、掘削 

ア 土工事は安全で工期が短縮できる合理的な工法を採用する。 

イ 掘削土砂は工事範囲内で利用することを優先し、余剰分（残土）は市が指示

する場所へ搬入する。 

(2) 外構工事 

 外構施設については敷地の地形、地質、周辺環境との調和を考慮した合理的な

設備とし、施工および維持管理の容易さ、経済性などを検討した計画とする。 

(3) 構内道路および駐車場 

ア 十分な強度と耐久性を持つ構造および、無理の無い動線計画とし、必要箇所

に白線、車止め、道路標識を設け、車両の交通安全を図る。 

イ 計画する駐車量は、大型バス用 4 台程度、一般乗用車 40 台程度（身障者用 3

台、市用・来客者用など）とし、運営事業者用は別途必要台数を確保する。 

ウ 構内道路の設計はアスファルト舗装要綱（社団法人 日本道路協会編）によ

る。 

エ 市が指定する場所には必要に応じて凍結防止対策（ロードヒーティング、融

雪装置）を行う。 

(4) 構内雨水排水設備工事 

ア 工事内容 

(ｱ) 防災調整池 

(ｲ) 排水溝 

(ｳ) 配水管 

(ｴ) 付帯設備 

イ 施工 

 敷地内に適切な排水設備を設け、位置、寸法、勾配、耐圧に注意し、不等沈

下、漏水のない計画とする。 

(5) 植裁芝張工事 

 造成法面については、種子吹付け等による緑化を行うとともに、その他の敷地

内空地は原則として高木、中木、芝張りなどにより良好な環境の維持に努める。 

ア 植裁は、付近の植栽との調和を図る。なお、付近の植生については、環境影

響評価書を参考とする。 

イ 必要に応じて植栽への散水設備などを設ける。 

(6) 構内照明工事 

ア 場内及び構内道路その他必要な箇所に、外灯を常夜灯回路とその他の回路に

分けて設ける。なお、過剰な外灯の設置は避ける。 

イ 点滅は、自動操作及び可燃ごみ処理工場棟の中央制御室による手動操作とす

る。 

(7) 門扉工事 
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ア 意匠に配慮した門柱とし、鋼製門扉を設置する。 

イ 降雪時においても使用できるような構造とする。 

 

２ 土木仕様 

(1) 構内道路工事 

ア 幅員は、7.0ｍ以上とする。ただし、取付道路との連続性を図る。 

イ アスファルト舗装に路面標示をする。 

ウ 施工前に、CBR 試験を実施して最終仕様を決定する。 

エ 必要な排水設備を設ける。 

(2) 駐車場 

ア 白線、案内矢印引き、車止め設置のアスファルト舗装とする。 

イ 路面厚は、構内道路に準拠する。 
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第４節 建築機械設備工事 

 

１ 空気調和設備工事 

原則として、管理棟や工場棟の各居室、見学者通路、計量棟、電気室、計算機

室などを対象とする。 

 

２ 換気設備工事 

(1) 本件施設の作業環境を良好に維持し、各機器の機能を保持するため、換気を必

要とする部屋に応じた換気を行う。 

(2) 建物全体の換気バランスをとるとともに、位置及び構造を十分に考慮する。 

(3) 臭気の発生する部屋では、他の系統のダクトと確実に分離するとともに、でき

るだけ単独に離して排気する計画とする。また、建築プラン上でも前室を設ける

など気密化を計る。 

(4) 換気設備の機器及び風道などは、可燃ごみ処理工場棟の特殊性（腐食ガス）を

考慮して使用材料を選定する。 

(5) 換気設備は、合理的なゾーニングに基づいて、可能な限り系統分けを行い、実

際の運転状態に合う省エネにも対応できるものとする。また、建築的に区画され

た壁を貫通してダクトを共用する場合は、運転を停止する時も、臭気などの拡散

が起こらないように考慮する。 

(6) 耐食性を必要とするダクトの材質は、原則として塩ビ製とする。ただし、強度

と耐侯性を必要とする場合は、FRP 製を使用する。 

(7) 送風機の機種及び材質は、使用目的に適した物を選定する。 

(8) 騒音、車両排ガス、粉じんなどから給排気口の設置場所に考慮する。 

(9) 室温が高い炉室・各機器室・電気室などや、粉じん・臭気が問題となる諸室な

どは、室内条件を十分把握して換気設計基準を設定する。 

 

３ 給排水衛生設備工事 

(1) 給水水量は、建設請負事業者職員は提案した人数となるが、市職員は 5 人程度

を想定する。 

(2) 便所の手洗いは自動水栓、浴室の水栓はサーモスタット付き水栓（シャワー付

き）とする。 

(3) 洋式便所は温水洗浄便座、小便器はセンサ付きとする。 

 

４ 消火設備工事 

消防法規に基づくものとし、実際の施工に際しては、所轄の消防署と打合せの

上行うものとする。 

 

５ 給湯設備工事 

各室及び対象室に給湯設備を設ける。なお、給湯水栓は混合水栓とし、給湯は余

熱利用とするが、離れた施設については電気式も可とする。 
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６ エレベータ設備工事 

(1) 第２節 建築工事 １ 全体計画 オ エレベータの記載内容に準じて必要数

設置する。 

(2) 停電や地震などの災害時に対応できる機種とする。 

(3) 見学者が利用するエレベータは、身障者仕様とする。 
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第５節 建築電気設備工事 

 

１ 動力設備 

(1) 本設備は、建築設備の各種ポンプ、送排風機、空調、給水、排水設備などに含

まれる電動機類の電源設備である。 

(2) 電気室に主幹盤を設け、各制御盤、電灯分電盤にケーブル配線を行うことを原

則とする。 

(3) 機器の監視は、中央制御室での集中監視とし、制御は各現場制御盤による分散

制御とする。 

(4) 電動機の分岐回路は、原則として 1 台ごとに専用の分岐回路とする。 

(5) やむを得ず地階など湿気の多い場所に制御盤などを設置する場合は、簡易防滴

形とし、スペースヒーター組み込みとする。 

(6) 床面に機器、盤類を据え付ける場合は、コンクリート基礎を設ける。 

 

２ 照明及び配線工事 

(1) 照明設備は、作業の安全及び作業能率と快適な作業環境の確保を図った設計と

する。 

(2) 照度は、適用規格（JIS 基準）による。 

(3) 非常用照明、誘導灯などは建築基準法、消防法に準拠し、省電力に心掛けて設

置する。 

(4) 保安照明は、常に人の使用する部分の点検通路、廊下、階段に設置する。 

(5) 照明器具は、用途及び周辺条件により、防湿、防水、防じんタイプを使用する。

なお、破損の危険性がある場所は、ガード付とする。 

(6) 炉室などの高天井付器具については、安全に交換でき、保守点検上支障のない

る構造とする。 

(7) 外灯は基本的に高圧ナトリウムランプとする。 

(8) コンセントは、維持管理性を考慮した個数を設置し、用途及び使用条件に応じ

て防水、防爆、防湿型とする。 

 

３ その他工事 

(1) 自動火災報知設備 

ア 消防法規に基づくものとし、実際の施工に際しては、所轄の消防署と打合せ

の上行うものとする。 

イ 設置場所は可燃ごみ処理施設の中央制御室とする。 

(2) 電話設備工事 

ア 市用の外線 3 回線を確保し、その他の電話、内線電話設備を設ける。 

イ 必要な箇所から、局線への受発信、内線の個別、一斉呼出、内線の相互通話

ができるものとする。 

ウ 工場棟内は騒音が大きいため、居室関係以外の内線電話は PHS などの移動体

通信設備とする。 
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(3) 拡声放送設備工事 

ア AM、FM ラジオチューナー内蔵型、一般放送、非常放送兼用、BGM 放送（CD/DVD）

機能を有している。 

イ スピーカーは、必要な場所に、必要な台数を設置する。また、敷地外周への

放送設備も設ける。 

ウ マイクロホンは、事務室、可燃ごみ処理施設の中央制御室、破砕選別処理施

設の中央操作室などに設置する。 

エ 会議室、プラットホームにはローカル放送設備を設ける。 

(4) インターホン設備 

 相互通話式のものを敷地出入口に設置する。 

(5) テレビ受信設備 

 地上波デジタル受信・BS・ラジオの受信アンテナとする。 

(6) 避雷設備 

 関係法令に基づいて設置する。 

(7) 防犯警備設備 

 工場棟及び管理棟について、防犯上の警備設備の設置が可能なように電気配管

工事などを行う。 

(8) 時計設備 

 工場棟及び管理棟並びに計量棟の時計は親子時計とし、親機を可燃ごみ処理施

設の中央制御室に設置する。 

(9) その他 

 必要に応じて予備配管を設ける。 


