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はじめに 

 

青森市の現有ごみ処理施設は、施設建設後 30 年以上が経過し、設備の老朽化に伴

う点検・補修頻度の増加による稼動率の低下や維持管理費の増大、あるいはライフ

サイクルの変化やリサイクルの推進に伴って変化するごみ質やごみ量への対応が懸

念されています。このため、ごみ排出状況の現状と将来予測を踏まえて、処理効率

に優れ、また環境負荷の小さいごみ処理方式への転換が求められています。 

青森市では平成 16 年 2 月に「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」を策定し、ごみ

の発生抑制、排出抑制、再資源化に視点を置いた、中間処理・最終処分に関する中

長期的な計画を立案しました。その後、平成 17 年 3 月に「一般廃棄物（ごみ）処理

施設整備基本構想」、平成 18 年 3 月には「青森市廃棄物循環型社会基盤施設整備事

業計画」を策定し、現有施設の更新の必要性に鑑み、資源物やエネルギー回収に重

点を置いた新ごみ処理施設の検討を行ってきました。 

新ごみ処理施設は、青森市、平内町、今別町、蓬田村の 1 市 2 町 1 村の可燃ごみ、

不燃ごみ、粗大ごみ及び浪岡地区を除く青森市の下水汚泥等、浪岡地区を除く青森

市、平内町のし尿汚泥等を処理対象としており、可燃ごみ処理施設と破砕選別処理

施設により構成されるものとしております。 

可燃ごみ処理施設における処理方式については、3 つの焼却処理方式（①ストーカ

＋灰溶融方式、②分離式ガス化溶融方式、③一体式ガス化溶融方式）のいずれかを

採用することとしており、今回、環境影響評価を行うにあたっては、各方式におけ

る大気質等の環境に対する最大の影響をもって環境影響評価を実施する方針としま

す。 

また、新ごみ処理施設の事業運営手法は、平成 19 年度に PFI 等導入可能性につい

て検討した結果、DBO方式が最も望ましい事業方式とされ、今後、DBO方式を想定し

建設・運営事業者の選定及び処理方式の決定を行います。そのため、建設・運営事

業者選定後、事業計画が確定した際には、必要に応じて環境影響評価の見直しを行

うこととします。 
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第1章 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 
1.1 事業者の名称 

青森市 
 
1.2 代表者の氏名 

青森市長 鹿内 博 
 
1.3 主たる事務所の所在地 

所 在 地：青森県青森市柳川二丁目１番１号 
部 署：青森市 環境部 清掃事業所 清掃管理課 清掃施設建設準備室 
電話番号：017-761-4427
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第2章 対象事業の目的及び内容 

2.1 対象事業の目的 

2.1.1 対象事業の目的 

本市のごみ処理施設である梨の木清掃工場及び三内清掃工場は、ともに供用開始から 30 年を超

え、老朽化に伴って設備の点検、補修、交換頻度が増加し、稼動効率の低下や維持管理費の増大が

懸念される。また、施設設計時に比べてごみ質が高カロリー化していることから、現有施設の構造

上、単位時間・面積当たりの処理量も低下傾向にあり、安定したごみ処理の持続性確保が困難な状

況となっている。現有施設の概要を表 2.1-1 に、位置を図 2.2-1 に示す。 

また、資源の有効利用や環境負荷の低減を一層促進するために、更なる 3R（ごみの排出抑制（リ

デュース：Ｒeduce）、不用なものの再使用（リユース：Ｒeuse）、廃棄されたものの再生利用（リ

サイクル：Ｒecycle））の推進と廃棄物の適正処理が求められている。 

このため、本対象事業は「青森市廃棄物循環型社会基盤施設整備事業計画」（平成 18年 3 月策定）

や｢東青地域循環型社会形成推進地域計画｣（平成 19 年 1 月 11 日策定）を踏まえて、上述の 2つの

清掃工場に代わる、より周辺環境に配慮し、かつ、再生可能資源やエネルギーの回収に重点を置い

た新ごみ処理施設を整備、建設するものである。 

なお、本対象事業の建設・運営形態については、平成 19 年度の PFI1等導入可能性調査において

比較検討した結果、DBO 方式 2が最も望ましい事業方式とされた。現在、DBO 方式を想定し、平成

20 年度に建設・運営事業者選定委員会を設置し、平成 22 年度中に新ごみ処理施設の建設・運営事

業者を選定するため、準備を進めている。 

 

表 2.1-1 現有施設の概要 

施設名 梨の木清掃工場 三内清掃工場 

区  分 焼却 破砕・選別 焼却 

所 在 地 駒込字深沢 1175 番地 三内字丸山 240 番地 

竣 工 年 昭和 51 年 3 月 昭和 50 年 3 月 昭和 45 年 5 月 

処理方式 全連続ストーカ炉 衝撃・せん断併用 

回転式 

全連続ストーカ炉 

処理能力 450t/日(24 時間) 

（150t/日×3炉） 

100t/日(5 時間) 180t/日(24 時間) 

（90t/日×2炉） 

主要設備 排ガス処理:ろ過式集じん機

エネルギー回収：無 

灰溶融：無 

ハンマークラッシャ 

コンベア 

選別スクリーン 

アルミ選別機 

排ガス処理：ろ過式集じん機

エネルギー回収：無 

灰溶融：無 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
1：PFI とは、公共施設の建設・維持管理・運営について、民間の資金・経営能力・技術力を活用し行う事業（PFI：Ｐ

rivate Ｆinance Ｉnitiative の略）。 

2：DBO 方式とは、施設の設計（Ｄesign）、施工（Ｂuild）及び維持管理・運営（Ｏperate）を民間事業者が一体的に担

う方式で、事業者の創意工夫により建設・運営コストの削減が期待できる PFI 法に準じた手法。 
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2.1.2 PFI 等の導入について 
近年の公共事業では、民間の資金及び経営能力や技術力を活用して、施設の建設、維持

管理・運営を行うものや、施設の建設時に自治体の財源を活用し、維持管理・運営時に民

間の経営能力や技術力を活用するもの等、民間活力の導入による官民パートナーシップに

基づいた様々な PFI 的事業方式が用いられている。 

本対象事業の建設、維持管理・運営については、多額の財政支出が予想されることから、

事業方式について従来の公設公営にこだわることなく、低廉で良質なサービスの提供が可

能と考えられる方式について導入を検討し、DBO 方式が最も望ましい事業方式とされた。 

 
(1) PFI とは 

「PFI（Private Finance Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）」

とは、公共施設の建設・維持管理・運営に、民間の資金・経営能力及び技術力を活用し、

公共が直接事業を実施するよりも、事業コストを削減しつつ効率的かつ効果的に、低廉で

より質の高い公共サービスの提供を目指す事業方式である。 

 
(2) PFI 等の活用効果 

PFI 等を公共施設の整備に活用した場合は、次のような効果が期待される。 

 
1) サービス水準の向上 
利用者のニーズを把握し、満足度を高めるような民間事業者の経営上のノウハウや技術

能力を活用することができるため、公共サービス水準の向上が期待できる。 

 

2) 事業コストの削減 
施設の設計・施工及び維持管理・運営を一体的に民間事業者に委ねることに伴い一括発

注が行われること、仕様発注方式ではなく性能発注方式を採用できること、事業全体のリ

スク管理が効率的に行われることから、事業コストの削減を図ることができる。 

 
3) 財政支出の平準化 
事業方式によっては、施設の建設年次において大きな財政支出が発生せず、建設コスト

もサービスコストに含め、契約期間全体にわたって平準化したコストを民間事業者に支払

うことになる。 
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(3) DBO 方式 
本対象事業において、最も望ましい事業方式とした DBO 方式は、公共が交付金や公債に

より施設建設の資金を低金利で調達し、民間事業者が施設の設計・施工、維持管理・運営

を一体的に担う方式である。 

民間事業者に、事業期間における施設の性能の確保を条件として課すことで、長期間に

わたる維持管理・運営を見通した施設設計、建設を図ることができる。さらに維持管理・

運営についても民間に任せることで、業務の効率化と経費の削減を図る事が可能となる。

廃棄物処理施設の整備運営事業では、DBO 方式がこれまで最も導入事例が多い。 

DBO 方式による整備・運営手法の概要を表 2.1-2 及び図 2.1-1 に示す。 

 

表 2.1-2 DBO 方式による整備・運営手法の概要 

項  目 概    要 

施 設 の 所 有  施設の所有者は建設・運営期間を通して市となる。 
資 金 調 達 交付金、起債、一般財源により市が費用を調達する。 

設 計 ・ 施 工  
 

維 持 管 理 ・ 運 営  

市が要求水準を示し、それを基に設計・施工請負事業者

が設計・建設を行い、SPC1が管理・運営を行う。 

設計・施工請負事業者と SPC が締結した基本契約に基づ

き、それぞれ設計・施工、維持管理・運営を包括的に受

託することにより、適切なリスク分担のもとで、創意工

夫を活かした効率的な事業展開が可能となる。 
 注)1. SPC(Special Purpose Company:スペシャル・パーパス・カンパニー) 

    PFI事業を行う目的で設立される会社：特別目的会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1 DBO 方式による整備・運営手法 

 
(4) PFI 等の導入後の事業責任 

本対象事業においては、DBO 方式による整備・運営手法を用いる予定であるが、事業責

任のある青森市が、設計・施工、維持管理・運営の各段階において、環境影響評価書に記

載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮を含めて、当該対象事業を

実施する。 

国等 青森市 
交付金・起債  

設計・建設契約  維持管理・運営契約  

設計・施工  維持管理・運営  

施設所有  

基本契約  

出資者 

出資  

配当  出資  配当  

配当  

資金調達  

設計・施工請負 

事業者 
ＳＰＣ 
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2.1.3 環境影響評価書の公告・縦覧後の手続き 
本対象事業においては、DBO 方式による整備・運営手法を用いる予定であるため、環境

影響評価書の公告・縦覧後に事業計画が確定する予定である。 
環境影響評価書の公告・縦覧後の手続きについては、青森県環境影響評価条例に規定さ

れている手続きの他、次に示す手続きについて青森市が実施する。 
(1) 事業計画の決定に係る手続き 

事業計画の確定時に次のとおり、計画内容等について公表する。 

時  期：平成 23 年度末まで 

内  容：事業計画の内容、環境影響評価の見直しの有無及び見直しを行う場合の環

境影響評価図書の周知方法 

公告方法：市の公報、日刊新聞紙による公告 

なお、環境影響評価の見直しの判断要件は次のとおりとする。 

要 件 ①：対象事業の一日あたりの処理能力が評価書に示した内容を上回る場合、ま

たは、新たな区域が対象事業実施区域になる場合 

要 件 ②：事業計画の変更に伴って環境の保全上の適正な配慮をするために、環境影

響評価の見直しが必要と判断される場合 

(2) 環境影響評価見直しを行う場合の手続き 
環境影響評価書を見直した図書を作成し、次のとおり公告・縦覧を行い、環境の保全

の見地からの意見を受け付ける。 

なお、意見の内容及び事業者の対応については、事後調査報告書の縦覧と併せて公表

する。 

公告方法：市の公報、日刊新聞紙による公告 

縦覧場所：1 ヶ月間、青森市役所情報公開コーナー、青森市役所柳川庁舎清掃管理課、

駅前再開発ビル（通称アウガ）4 階情報プラザ市政情報提供コーナー、西

部市民センター、青森市役所浪岡事務所市民課、青森市ホームページで縦

覧する。 
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2.2 対象事業の内容 
2.2.1 対象事業の種類 

青森県環境影響評価条例（平成 11 年 12 月 24 日青森県条例第 56 号）別表第 6 号に該当

する一般廃棄物処理施設（焼却施設）の設置 

 
2.2.2 対象事業の実施区域及び対象事業実施区域の選定経緯 

本対象事業の実施区域の位置は、図 2.2-1 に示すとおりである。また、対象事業実施区

域及びその周辺の航空写真は、写真 2.2-1 に示すとおりである。 

所在地：青森市大字鶴ヶ坂字早稲田 241 番地 1 他 

また、新ごみ処理施設建設地については、市民にとって安全で安心な生活環境の確保や、

自然状況、社会的状況といった建設地として要求される条件について検討を重ね、併せて

既設最終処分場と一体的なごみ処理が可能なことから当該地とした。 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 



 

10 

2.2.3 対象事業の規模等 
(1) 施設の規模 

施設の規模は、表 2.2-1 に示すとおりである。 

可燃ごみ処理施設の規模は、可燃ごみ処理施設へ搬入される可燃ごみ、破砕選別処理後

の可燃残渣、下水汚泥等、し尿汚泥等の処理量のうち、下水汚泥、し尿汚泥の前処理（乾

燥処理）の有無や程度により変動する。市は下水汚泥、し尿汚泥を含水率 30%まで乾燥す

る場合の 395t/日規模を想定しているが、処理方式が未定であることから、環境影響評価

には下水汚泥、し尿汚泥の前処理（乾燥処理）なしの場合に想定される最大規模の

435t/日を用いる。 

なお、この施設規模は当初の供用開始時期である平成 26 年度のものであるため、供用

開始時期が平成 27 年度へ変更になったことによる施設規模の見直しを今後行う予定であ

るが、近年のごみ処理量が減少傾向にあること等から、見直し後の施設規模は最大規模の

435ｔ/日を下回ると想定している。 

表 2.2-1 施設の規模 

ごみ処理施設 施設規模 

可燃ごみ処理施設 1 
（エネルギー回収推進施設） 

435t/日以下（24 時間/日稼動） 

破砕選別処理施設 
（マテリアルリサイクル推進施設） 

54t/日以下（5 時間/日稼動） 

注)1.可燃ごみ処理施設の炉数については、事業者選定の段階で確定するが 2 炉又は 3 炉を想定している。 

 

■施設規模の設定根拠 

可燃ごみ処理施設の施設規模は、平成19年度の実績値 1をもとに、｢青森市廃棄物循環型

社会基盤施設整備事業計画｣(平成 18 年 3 月)で設定した当初の供用開始予定の平成 26 年度

のごみ排出量（目標値）を見直したもの、｢東青地域循環型社会形成推進地域計画｣(平成 19

年 1 月 11 日策定)で計画された汚泥の計画処理量、及び平成 19 年度のあおひらクリーンセ

ンターで処理しているし尿汚泥量をもとに、計画稼動日数や調整稼動率 2、月最大変動係

数 3 を考慮して施設ごとに設定した。なお、本施設の処理対象地域は、青森市、平内町、

今別町、蓬田村の 1 市 2 町 1 村である。 

①可燃ごみ処理施設 

ａ.可燃ごみ［家庭系可燃ごみ＋事業系可燃ごみ］ ：98,332 t/年 

ｂ.可燃残渣［（不燃ごみ＋粗大ごみ）×破砕後可燃物割合 4］： 

 12,048 t/年×31.3%＝ 3,772 t/年 

ｃ.下水汚泥等［前処理なし］ ： 10,760 t/年 

ｄ.し尿汚泥等［前処理なし］ ：  3,930 t/年 

ｅ.処理量［＝ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ］ ：116,794 t/年 

ｆ.施設規模[＝{処理量/年間計画稼動日数(280 日)}÷調整稼動率(0.96)]：435ｔ/日 

②破砕選別処理施設 

ａ.不燃ごみ ：11,627 t/年 

ｂ.粗大ごみ ：  421 t/年 

ｃ.処理量［＝ａ＋ｂ］ ：12,048 t/年 

ｄ.施設規模[＝{処理量/年間計画稼動日数(260 日)}×月最大変動係数(1.15)]：54t/日 
                                                                
1.平成 19 年度の実測値において、計画策定時（平成 16 年度）よりも総ごみ排出量が事業系ごみの減量により約 4%削減さ 
れていることから、当初の供用開始予定年度である平成 26 年度のごみ処理量について見直しを行った。 

2.調整稼動率：正常に運転される予定の日でも故障の修理、やむを得ない一時休止等のために処理能力が低下すること 
を考慮した係数。「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2006 改訂版（社）全国都市清掃会議」において焼却施設規模 
算定には 96%を用いることとされており、これを採用している。 

3.月最大変動係数：年間のごみの排出量が季節によって変動することを考慮した係数。「廃棄物処理施設整備国庫補助業 
に係る施設の構造に関する基準について」（昭和 54 年 9 月 1 日 環整 108 号）では標準として 1.15 を用いるとされて 
いる。 

4.破砕後可燃物割合：平成 16 年度梨の木清掃工場処理実績(31.3%) 
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(2) 対象事業実施区域の面積 
新ごみ処理施設整備用地として市が取得している土地は図 2.2-2 に示す約 68.7ha であ

るが、対象事業実施区域としては、新ごみ処理施設整備に伴い土地の改変が生じる図 2.2-2

に示す区域とする。 

対象事業実施区域の面積は、市道からの取付道路を含めて約 14.7ha である。 

取付道路は、図 2.2-3 に示すとおり、隣接する一般廃棄物最終処分場内の管理道路を利

用して築造するものとし、市道から約 350m の区間は、現道を利用し、勾配、幅員の改修

をする計画である。 

 

(3) 処理方式 
1) 可燃ごみ処理施設 
今後の建設・運営事業者選定の過程で、応募者からの提案を評価した上で下記 3 方式の

うちのいずれかを採用する。 

・ ストーカ式焼却炉＋灰溶融炉 
・ 分離式ガス化溶融炉（流動床式ガス化炉・キルン式ガス化炉） 
・ 一体式ガス化溶融炉（シャフト炉） 

2) 破砕選別処理施設 
・ 破砕（切断＋低速破砕＋高速破砕）＋磁性体・アルミ・可燃残渣・不燃残渣選

別処理施設 
 
(4) 新ごみ処理施設の排ガスに係る諸元 

新ごみ処理施設の排ガスに係る諸元は、表 2.2-2 に示すとおりである。 

 

表 2.2-2 新ごみ処理施設の排ガスに係る諸元 

項 目 諸 元 

煙突高さ 59m 

湿り排ガス量 190,000m3N/時以下 

排ガス温度 210℃以下 

 
(5) 対象事業の実施予定期間 

・ 工事予定期間：平成 21 年度から平成 26 年度 

・ 供用開始予定：平成 27 年度 

 
2.2.4 設置されることとなる施設の概要 
(1) 施設の概要 
1) 施設配置 
市で想定している施設配置計画（案）は、図 2.2-3 に示すとおりである。 

なお、施設配置については、建設・運営事業者からの提案によって決定する。 
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図 2.2.4-1 施設配置計画図 

 

図 2.2-3 
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2) 施設の概要 
施設の概要は、表 2.2-3 に示すとおりであり、主な建築物は可燃ごみ処理施設、破砕

選別処理施設、管理棟から構成される。 

なお、可燃ごみ処理施設、破砕選別処理施設、管理棟については建設・運営事業者か

らの提案により合棟とすることも可能としている。 

 

表 2.2-3 施設計画の概要 

施設 面積 備考 

可燃ごみ処理施設 約 8,000m2以下

構造 鉄筋コンクリート・鉄骨構造 あるいは

鉄筋コンクリート・鉄構造 

高さ 30m 以下 

破砕選別処理施設 約 3,500m2以下

構造 鉄筋コンクリート・鉄骨構造 あるいは

鉄筋コンクリート・鉄構造 

高さ 30m 以下 

管理棟 

（計量設備を含む） 
約 600m2以下

構造 鉄筋コンクリート・鉄骨構造 あるいは

鉄筋コンクリート・鉄構造 

高さ 20m 以下 

煙突 － 

構造 外筒：鉄筋コンクリート 

内筒：鉄 

高さ 59m 

建
築
物
等 

ストックヤード 約 2,000m2以下
構造 鉄筋コンクリート・鉄構造 

高さ 10m 以下 

防災調整池 約 3,600m2  調整池容量：約 8,000m3 

構内道路・駐車場 約 12,300m2以下
乗用車 40 台程度 

バス   4 台程度 

取付道路 約 11,500m2以下  

緑地等 約 105,500m2以上 芝生・緩衝緑地、仮設工用地(原状復旧)等 

合 計 約 147,000m2   
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3) 受入対象廃棄物 

ごみ処理施設別の受入対象廃棄物の種類、搬入形態は表 2.2-4 に、受入対象廃棄物別

の処理方式は表 2.2-5 に、ごみ受入時間は表 2.2-6 に示すとおりである。 

 
表 2.2-4 ごみ処理施設別の受入対象廃棄物の種類及び搬入形態 

施設 
受入対象 

廃棄物 
対象市町村 

搬入形態 

(搬入者) 
主な対象物 

可燃ごみ 

青森市 
平内町 
今別町 
蓬田村 

･ステーション方式 

(委託業者) 

･依頼搬入 

(許可業者) 

･自己搬入 

家庭系ごみ、事業系ごみ 

破砕選別 
処理後 
可燃残渣 

－ 搬  送 
コンベア 1 

不燃ごみ、粗大ごみの破砕・選
別処理した後の可燃残渣 

下水汚泥等 
青森市 
(浪岡地区除く) 

汚泥運搬車搬入 

(委託業者) 

青森市公共下水道施設（新田浄化
センター、八重田浄化センター）
からの搬入汚泥・し渣・沈砂 

可燃ごみ 
処理施設 

し尿汚泥等 
青森市 
(浪岡地区除く) 

平内町 

汚泥運搬車搬入 

(委託業者) 

青森広域事務組合施設（あおひら
クリーンセンター）からの搬入汚
泥・し渣・沈砂 

不燃ごみ 

･ステーション方式 

(市) 

･依頼搬入 

(許可業者) 

･自己搬入 

金属類、せともの、ガラス類、
小型家電等 

可燃

･戸別収集 

(委託業者) 

･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)等の大型の
もので、主として可燃性材料で
構成されているもの。 

破砕選別 
処理施設 

粗大 
ごみ 

不燃

青森市 
平内町 
今別町 
蓬田村 

･戸別収集 

(委託業者) 

･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、スキー等の
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。 

注)1.破砕選別処理後の可燃残渣の搬入方法は建設・運営事業者からの提案による。 
 

表 2.2-5 ごみ処理施設別の受入対象廃棄物別の処理方式 

施設 受入対象廃棄物 処理方式 

可燃ごみ 

破砕選別処理後可燃残渣 

下水汚泥等 

可燃ごみ 

処理施設 

し尿汚泥等 

焼却溶融処理 
金属類 1やスラグ 2・メタル 3：回収・再利用 
溶融飛灰、溶融不適物：最終処分（埋立） 

不燃ごみ 破砕選別 

処理施設 
粗大ごみ 

破砕選別処理 
磁性体・アルミ：破砕選別後再利用 
可燃残渣：破砕後焼却処理 
不燃残渣：最終処分（埋立） 

注)1.金属類：焼却処理後の焼却残渣に含まれている金属 

2.スラグ：焼却灰を溶融処理した後に、冷却し固化したもの 

3.メタル：焼却灰を溶融処理した後に生成される塊状の金属 
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表 2.2-6 新ごみ処理施設のごみ受入時間 

搬入者 
曜日 受入時間 

可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ 

平日 

（月～金） 

委託業者、許可業者

自己搬入 

市、許可業者 

自己搬入 
委託業者、自己搬入

土 

8：00～17：00 

（予定） 
許可業者、自己搬入 許可業者、自己搬入 自己搬入 

 
(2) 主要施設の内容 
1) 可燃ごみ処理施設 
本対象事業における可燃ごみ処理施設の処理方式については、前述のとおり「ストーカ

式焼却炉＋灰溶融炉」、「分離式ガス化溶融炉」、「一体式ガス化溶融炉」の 3 方式について、

信頼性、安全性、安定性、耐久性、経済性等の観点から最終的に建設・運営事業者選定の

段階で決定する。 

各方式の一般的な特徴は、以下に示すとおりである。 

また、現在想定している可燃ごみ処理施設の設備仕様は、表 2.2-7 に示すとおりである。 

 

表 2.2-7 可燃ごみ処理施設の設備仕様 

設備名 処理方式等 

受入・供給 ピット＆クレーン方式、脱水汚泥受入供給設備 

燃焼・溶融 
①ストーカ式焼却炉＋灰溶融炉、②分離式ガス化溶融炉、③一体式ガ
ス化溶融炉のいずれか 

燃焼ガス冷却 廃熱ボイラ方式 

排ガス処理 
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 発電、場内給湯※、場内冷暖房※、構内道路の融雪※等 

通風 平衡通風方式 

溶融スラグ等 
処理 

溶融スラグ冷却：水砕方式 
溶融スラグ貯留：ヤード方式 
溶融メタル貯留：バンカ方式ピット方式 

飛灰処理 飛灰薬剤処理方式（基本） 

排水処理 
プラント排水：生物処理＋凝集沈殿（循環再利用） 
生活排水：浄化槽処理 

電気・計測 分散型自動制御システム方式（DCS） 
注)表中の※は建設・運営事業者提案により必要に応じて設置する設備である。 

 
① ストーカ式焼却炉＋灰溶融炉 

ストーカと呼ばれる金属製の可動式火格子の上でごみの焼却を行う方式であり、ごみは

ストーカの動きによって炉内を投入口から排出口まで徐々に移動しながら燃え、最終的に

焼却灰として排出される。 

排出された焼却灰及び排ガス中から捕集された飛灰は灰溶融炉によって 1,200℃以上の

高温で溶融されスラグとなり、重金属類が安定固化される。このスラグは路盤材といった

建設資材等に再利用することが可能である。また、溶融飛灰は安定化処理後、埋立処分さ

れる。 

ストーカ式焼却炉＋灰溶融炉の処理施設フローを図 2.2-4 に示す。 
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※下水・し尿汚泥の前処理は、必要に応じて行う。  
図 2.2-4 ごみ処理施設フロー（ストーカ式焼却炉＋灰溶融炉） 

 

② 分離式ガス化溶融炉（流動床式ガス化炉・キルン式ガス化炉） 

ガス化溶融技術は、ごみの持つエネルギーを活かして溶融処理する技術であり、分離

式ガス化溶融方式は、ごみの熱分解とガスの燃焼・溶融を異なる炉で行う方式である。

まず熱分解炉でごみを熱分解させて可燃性の熱分解ガスと熱分解残渣、溶融不適物及び

金属類に分離する。次に溶融炉で熱分解残渣を熱分解ガスの燃焼熱によって高温で燃

焼・溶融し、スラグ化する。 

分離式ガス化溶融炉の処理施設フローを図 2.2-5 に示す。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※下水・し尿汚泥の前処理は、必要に応じて行う。  

図 2.2-5 ごみ処理施設フロー（分離式ガス化溶融炉） 

 

ストーカ式焼却炉 排ガス処理装置 

選別装置 焼却灰 飛 灰 

灰溶融炉 

スラグ・メタル 金属類 溶融不適物 

溶融飛灰 

可燃ごみ・ 

可燃残渣 大気へ 

排出 

資源として回収・再利用 最終処分（埋立） 最終処分（埋立） 

下水・し尿 

汚泥 
前処理※

(乾燥) 

 

熱分解炉 
排ガス処理装置 

溶融不適物 スラグ・メタル 金属類 

溶融飛灰 

大気へ 

排出  

溶融炉 

選別装置 

熱分解ガス

 

資源として回収・再利用 最終処分（埋立） 最終処分（埋立） 

前処理※ 

(乾燥) 

可燃ごみ・ 

可燃残渣 

下水・し尿 

汚泥 

熱分解 

残渣 
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③ 一体式ガス化溶融炉（シャフト炉） 

一体式ガス化溶融方式では、コークスや他の助燃材を用いて高温で熱分解と溶融をひ

とつの炉で行う方式である。 

一体式ガス化溶融方式の処理施設フローを図 2.2-6 に示す。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

※下水・し尿汚泥の前処理は、必要に応じて行う。  

図 2.2-6 ごみ処理施設フロー（一体式ガス化溶融炉） 

 
2) 破砕選別処理施設 

処理方法は、まず対象の不燃ごみ・粗大ごみを切断、一次破砕（低速破砕）、二次破砕

（高速破砕）により破砕し、その後、磁力選別機やアルミ選別機によって磁性体とアル

ミを選別するとともに、重力選別あるいは風選別の破砕物選別機等によって可燃及び不

燃残渣を選別・回収するものである。磁性体やアルミは、金属回収業者へ売却する等有

効活用し、可燃残渣については焼却処理、不燃残渣については埋立処分する。 
 

3) 管理棟 
管理棟は、鉄筋コンクリート・鉄骨構造あるいは鉄筋コンクリート・鉄構造、高さ 20m

以下で設置する計画である。 

 
4) ストックヤード 

スラグ等の資源物の保管のため、約 2,000m2 以下のストックヤードを設置する計画であ

る。 

 

 

熱分解溶融炉 
排ガス処理装置 

スラグ・メタル 

溶融飛灰 

大気へ 

排出 

石灰 
コークス 供給装置 

資源として回収・再利用 最終処分（埋立） 

前処理※ 

(乾燥) 

可燃ごみ 

可燃残渣 

下水・し尿 

汚泥 
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5) 防災調整池 

防災調整池は、対象事業の実施による土地利用が森林から施設用地に変わることに伴

って、対象事業実施区域内に降る雨水が流れる量を一時的に調整し、下流河川の負荷を

軽減する目的で設置する計画である。防災調整池は、二股川の現状の河川流下能力（3～

10 年降雨確率の流量相当）及び将来の河川改修計画がないことを踏まえ、「河川事業と森

林法に基づく開発許可との調整に関する事務処理の手引き（案）」（青森県土木部河川課）

に示される 30 年確率降雨強度に対して必要な調整容量を確保する計画とし、対象事業実

施区域北側の沢部に約 8,000m3 の容量をもつ防災調整池を設置する。なお、防災調整池の

容量の計算式等は資料編に記載した。 

雨水排水ルートは、図 2.2-7 に示すとおりであり、防災調整池下流側から流量調整を

行った上で二股川に放流する。 

 

 
図 2.2-7 雨水排水ルート 
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6) 給・排水計画 

新ごみ処理施設における給・排水計画のフローを図 2.2-8 に示す。 

① 給水計画 

新ごみ処理施設で利用する上水、プラント用水は地下水を利用するものとし、対象事

業実施区域内に井戸を設置する計画である。地下水の揚水量として最大 500m3/日を、井

戸深度は約 200m を計画している。 

 
② 排水計画 

排水は、雨水と汚水を分けて処理する計画である。 

雨水は、対象事業実施区域北側の沢部に設置する防災調整池にて流量調整を行った上

で二股川に放流する計画である。（図 2.2-9 参照） 

新ごみ処理施設で生じる洗車排水、ごみピット排水及びボイラー排水は、焼却熱によ

る蒸発散により失われる排水を除き、可燃ごみ処理施設内に設置する排水処理施設（生

物処理＋凝集沈殿）によるクローズドシステムにより施設内で循環再利用する計画であ

り、基本的に排水は生じない。 

また、施設内で生じる生活系排水については、常時浄化槽にて「環境省関係浄化槽法

施行規則」（昭和 59 年 3 月 30 日 厚生省令第 17 号）に定める放流水の水質の技術上の

基準(BOD:20mg/L 以下及び BOD 除去率 90%以上)以下まで処理し、可燃ごみ処理施設稼動

時はクローズドシステムにより施設内で循環再利用するが、可燃ごみ処理施設停止時(年

間最大 85 日)は、防災調整池にて流量調整を行った上で二股川へ排水する。(図 2.2-9 参

照) 

 

 
図 2.2-8 給・排水計画フロー 

井

戸 

新ごみ処理施設 
・可燃ごみ処理施設  
・破砕選別処理施設  

管理棟  

排水処理施設  

（生物処理・凝集沈殿） 

浄化槽  防災調整池  二股川  

事業実施区域内雨水  

可燃ごみ処理施設稼動時  

可燃ごみ処理  
施設停止時  

生活系排水  

処理水  

排水※  

※排水内訳  
洗車排水  

 ごみピット排水  
 ボイラー排水  
 

焼却熱による  
蒸発散（一部） 

プラント用水  

上水  

凡例  

    ：給水  

    ：排水  
循環再利用  
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図 2.2-9 放流河川等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-9 

放流河川等の状況 
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7) 構内道路・駐車場 
構内道路・駐車場は、以下のとおり計画する。 

・ 構内道路は、搬入・搬出用車両（大型車）を考慮し、片側幅員 3.25m を確保する。 

・ 防災調整池への管理用通路は道路幅員 5m を確保する。 

・ 切土構造の場所は、法尻と道路の離隔を 5m 以上確保する。 

・ 駐車場は用地内に乗用車 40 台程度、バス 4 台程度を確保する。 

・ 構内道路、駐車場周辺を含めた敷地内緑化や法面緑化、小動物の落下防止や移動

を可能とした側溝への蓋かけ等、対応が可能な箇所について、できる限り陸生動

物に配慮する。 

 
8) 取付道路 

市道から新ごみ処理施設までの取付道路は、以下のとおり計画する。 

取付道路の配置図は前掲図 2.2-3 に、標準横断面図は図 2.2-10 に示すとおりである。 

・ 取付道路は、隣接する一般廃棄物最終処分場の管理用道路の改修を基本とする。 

・ 切盛土等の土地改変をできる限り避けることとし、市道から約 350m の範囲は現道

の整形により幅員を確保する。 

・ 道路規格は、計画交通量（表 2.2-9 参照、531 台/日）、主な対象車種を考慮し、第

3 種 4 級 1とする。 

・ 道路勾配は、当該地域が積雪寒冷地域にあたることや、地形への状況を考慮し、

最大 7.5%とする。 

・ 道路幅員は、主に 4t から 10t のごみ等搬出入車両が通行することから、7m を確保

する。 

・ 二股川の横断部は、極力、河川線形を変えないようカルバート構造とする。横断

部の平面図及び断面図は図 2.2-11 に示すとおりである。 

・ 取付道路の周辺の法面緑化、小動物の落下防止や移動を可能とした側溝への蓋か

け等、対応が可能な箇所について、できる限り陸生動物に配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                
1:道路規格は「道路構造令」（昭和 45 年 10 月 29 日政令第 320 号）において以下のとおりに定められている。 
第 3 種：その他の道路（地方部）、4 級：市町村道（平地部）計画交通量 500 台/日以上 1500 台/日未満 
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図 2.2-10 取付道路の標準横断面図 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.2-11 二股川横断部の平面図及び水路断面図 

1 号水路 

2 号水路 

管理用道路  

単位：mm

1 号水路  

2 号水路

単位：mm

切土部 

盛土部 

※2 段目以降の盛土勾配は 1：1.8 とする。 

※一部区間  
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9) 緑化計画 

緑化は、対象事業実施区域周辺の緑との調和を図るとともに、景観にも配慮するため、

建築物、駐車場、道路以外のエリアは極力、植栽する計画とする。造成法面については、

種子の吹き付け等による緑化を行うとともに、周辺緑地と造成法面との間は約 10m の緩

衝緑地を確保する計画とする。対象事業実施区域内全体の緑地面積は、約 105,500m2以上

である。 

なお、植栽樹種の計画に際しては、青森市の原植生や周辺の緑との連携、景観、風環

境等を総合的に勘案し、今後検討していく。本対象事業における植栽予定樹種を表 2.2-8

に示す。 

 

表 2.2-8 植栽予定樹種 

区分 植栽予定樹種 

高木・中木 コナラ、ミズナラ、エゾヤマザクラ、ナナカマド、ヤマモミジ、

アオモリトドマツ 

低木 タニウツギ、ウツギ、ムラサキシキブ、ヤマハギ、ヤマツツジ 

草木等 シバ、ススキ、ヨモギ 

 

10) サーマルリサイクル計画 
可燃ごみ等の焼却処理に伴い発生するエネルギーは、サーマルリサイクルによる有効

利用を図る。エネルギー回収の基本的な方法は、ボイラー設備・発電設備等とする。特

に、発電ではごみ焼却による発熱量に対し 10%以上の熱回収率を確保する計画である。発

電電力は場内利用を図り、余剰分が見込まれる場合は電力会社等への売電も計画する。

また、発電後の排熱も、できる限り蒸気や温水として施設内での有効利用を図る。なお、

下水汚泥、し尿汚泥の混焼のための汚泥乾燥等が必要な場合には、そのエネルギーとし

て余剰排熱や発電電力を有効利用する。 

 
11) マテリアルリサイクル計画 

可燃ごみ処理施設にて回収される金属類やメタルは金属回収業者に売却する等の有効

利用を図る。また溶融処理により発生するスラグについては、路盤材といった建設資材

等としての再利用を図る。 

破砕選別処理施設にて選別・回収される磁性体やアルミは、そのまま金属回収業者へ

売却する等、金属類やメタルと同様に有効活用する。 

 
12) 搬入・搬出計画 

本対象事業の搬入・搬出車両発生台数は、表 2.2-9 に示すとおりである。 

新ごみ処理施設へのごみ搬入車両台数及び通勤車両台数については、現ごみ処理施設

における平成 19 年度の実績を、下水・し尿汚泥の搬入車両台数については各施設へのヒ

アリングを踏まえ、通勤車両を含む 1 日の搬入車両台数を 522 台/日とした。さらに、搬

入時間を 9 時間（8 時から 17 時）とした場合、集中交通量は 58 台/時間となる。 

金属類やメタル・スラグ・磁性体・アルミ等の資源物の搬出車両台数は、現ごみ処理

施設や同規模施設に関して実績のあるプラントメーカーへのヒアリングを踏まえ9台/日

とし、搬入・搬出車両の合計は 531 台/日（59 台/時間）である。 
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表 2.2-9 搬入・搬出車両発生台数 

  単位：台/日 

内
訳 

施
設 

区別     
搬入 

車両 

搬出 

車両 
合 計 備考 

委託業者 142 0 142 

許可業者 92 0 92 
4t 積載の車両による搬入 

可燃ごみ 

自己搬入 48 0 48 自家用車による搬入 

下水汚泥等 7 0 7 10t 積載の車両による搬入

し尿汚泥等 2 0 2 10t 積載の車両による搬入

破砕選別処理可燃性残渣 0 0 0 
破砕選別処理施設から場

内移動 

薬品、燃料等 1 0 1 10t 積載の車両による搬入

スラグ・金属類 0 7 7 
場内ストック・10t 積載の

車両による搬入 

可
燃
ご
み
処
理
施
設 

焼却残渣 0 0 0 
一般廃棄物最終処分場へ

の移動 1 

市 19 0 19 
不燃ごみ 

許可業者 22 0 22 
4t 積載の車両による搬入 

粗大ごみ 委託業者 52 0 52 4t 積載の車両による搬入 

自己搬入（不燃・粗大ごみ） 77 0 77 自家用車による搬入 

破砕選別処理可燃性残渣 0 0 0 
可燃ごみ処理施設から場

内移動 

破砕選別処理不燃性残渣 0 0 0 
一般廃棄物最終処分場へ

の移動 1 

ご
み
処
理 

破
砕
選
別
処
理
施
設 

鉄・アルミ 0 2 2 
場内ストック・10t 積載の

車両による搬入 

通勤 通勤車両 60 0 60 - 

合計 合計台数 522 9 531 - 

時間平均 搬入時間 9 時間（台/時間） 58 1 59 - 

注)1.「一般廃棄物最終処分場への移動」については、一般廃棄物最終処分場が対象事業実施区域に隣接して

いることから発生交通量として見込まない。 
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(3) 工事計画 
1)  工事工程 

本対象事業の工事工程は、表 2.2-10 に示すとおり、平成 21 年度から平成 23 年度にか

けて樹木伐採～造成工事を行い、平成 23 年度から平成 26 年度にかけて約 3 年間の建設

工事を計画している。 

供用開始予定時期は、平成 27 年度を予定している。 

 

表 2.2-10 工事工程 

項  目 
平成 21 

年度 

平成 22 

年度 

平成 23 

年度 

平成 24 

年度 

平成 25 

年度 

平成 26 

年度 

平成 27 

年度 

           
樹木伐採 

           

           
仮設調整池工事 

           

           
取付道路工事 

           

           

造
成
工
事 

敷地造成工事 
           

           
防災調整池工事 

           

           
杭工事 

           

           
山留工事 

           

           

土
木
工
事 

掘削工事 
           

           建築工事(基礎 
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2) 造成工事 
① 樹木伐採 

対象事業実施区域は、現在山林であり、造成により施設用地を確保する計画である。 

造成工事に先立ち、樹木伐採を行う。 

② 仮設調整池工事 

仮設調整池は、造成工事に伴い発生が予測される濁水の対策として対象事業実施区域

北端に設置する計画である。仮設調整池の計画位置を図 2.2-12 に示す。 

仮設調整池は、二股川の現状の河川流下能力（3～10 年降雨確率の流量相当）及び将来

の河川改修計画がないことを踏まえ、「河川事業と森林法に基づく開発許可との調整に関

する事務処理の手引き（案）」（青森県土木部河川課）に示される 30 年確率降雨強度に対

して必要な調整容量を確保する計画とし、調整容量は約 17,400m3 である。設置期間は、

敷地造成工事が完了する平成 23 年度までとし、完了後は、設置前の状態へと原状復旧を



 

27 

行う。 

また、仮設調整池工事にあたっては、二股川への濁水等の影響を踏まえ、施工前に仮

設調整池設置箇所の河川の切り回しや土のうの設置により、河川水が施工区域内に入ら

ないようにする。また、敷地造成工事の完了後は、速やかに埋め戻し、原状復旧する計

画であるが、原状復旧の際も同様に河川の切り回しや土のうの設置により、濁水の発生

に配慮する。 

使用する主な建設機械はバックホウ、ブルドーザである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 2.2-12 仮設調整池の計画位置 

③ 取付道路工事 

対象事業実施区域の東側に接する一般廃棄物最終処分場内の現有道路を改修して、取

付道路を整備する。市道から約 350m の区間は、現道を利用し、勾配、幅員を改修する計

画である。約 350m から新ごみ処理施設までの区間は、前掲図 2.2-10 に示す断面を標準

とした切盛土により道路を整備する。 

 また、二股川の横断部は、前掲図 2.2-11 に示す断面とし、極力、河川線形を変えな

いようカルバート構造とする。 

使用する主な建設機械はバックホウ、ブルドーザ、アスファルトフィニッシャである。 

④ 敷地造成工事 

造成する地盤標高は、施設用地として必要な面積を確保するとともに、造成土量や新

規法面の規模、道路延長を考慮し標高 80m レベルとする。造成により生じる建設発生土

は、防災調整池堰堤等の盛土材、隣接する一般廃棄物最終処分場の覆土材として利用す

る計画である。使用する主な建設機械は、バックホウ、ブルドーザ、リッパ装置付きブ

ルドーザ、クレーンである。 

 

3) 建設工事の概要 
① 防災調整池工事 

建設工事に先立ち、対象事業実施区域北側の沢部に防災調整池を設置する。使用する

主な建設機械は、バックホウ、コンクリートポンプ車である。 

② 土木・建築工事 

杭・山留工事、掘削工事からなる土木工事を実施し、掘削工事終了後に鉄筋コンクリ

ート工事、鉄筋工事等の躯体工事を順次実施する。使用する主な建設機械は、バックホ

ウ、クローラクレーン、コンクリートポンプ車である。 

 

仮設調整池
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③ 機械工事 

機械工事は、施設の躯体工事の進捗に合わせて、設備機器の搬入・設置、電気工事を

実施する。使用する主な建設機械は、ラフタークレーンである。 

④ 外構工事 

舗装・植栽工事等を、機械工事の進捗に応じて順次施工する計画である。使用する主

な建設機械は、バックホウ、ブルドーザ、アスファルトフィニッシャである。 

 

4) 建設機械稼動計画 
工事内容ごとの主な建設機械は、表 2.2-11 に示すとおりである。 

 

表 2.2-11 主な建設機械(工事用車両を除く) 

工事内容 主な建設機械 

仮設調整池工事 バックホウ 
ブルドーザ 

取付道路工事 
バックホウ 
ブルドーザ 
アスファルトフィニッシャ 

敷地造成工事 
バックホウ 
ブルドーザ 
リッパ装置付きブルドーザ 
クレーン 

防災調整池工事 バックホウ 
コンクリートポンプ車 

土木・建築工事 
バックホウ 
クローラクレーン 
コンクリートポンプ車 

機械工事 ラフタークレーン 

外構工事 
バックホウ 
ブルドーザ 
アスファルトフィニッシャ 

 
5) 工事用車両走行ルート 

工事用車両の走行ルートは、道路幅員や配慮施設（病院等）、人と自然との触れ合いの

活動の場（森の広場）へのアクセスルートや立地を考慮し、図 2.2-13 に示すとおり計画

する。 
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図 2.2-13 工事用車両の走行ルート 

 

図 2.2-12 
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2.2.5 環境保全対策 
(1) 工事中 
1) 大気、騒音、振動、水質、地形、地質 

工事中の主な環境保全対策は、以下に示すとおりである。 

・ 造成工事等に伴う粉じんの飛散防止のため、晴天時の散水、強風時の作業の一時

中断等を実施する。 

・ 建設機械は可能な限り排出ガス対策型、低騒音型の建設機械や低振動工法の採用

に努める。 

・ 建設機械の燃料には良質の燃料を使用するとともに、アイドリングストップの励

行に努める。 

・ 工事用車両の走行に際しては、走行時間の分散、走行ルートの限定、アイドリン

グストップの励行、安全走行の励行に努める。 

・ 工事工程の平準化及び建設機械の効率的な稼動に努める。 

・ 造成工事等に伴い発生する濁水については、仮設調整池において濁水中の土砂を

沈降させて放流する。また、土砂流出の低減を図るため、裸地部についてはシー

ト養生や早期緑化の実施に努める。 

・ 基礎・躯体工事時に発生するアルカリ排水については、定期的なモニタリングを

行い、必要に応じて中和処理等のアルカリ排水対策を実施し、二股川が流入する

新城川の基準である B 類型の環境基準値（pH:6.5～8.5）及び農業用水基準値

（pH:6.0～7.5）を満たす値まで調整して排水する。 

・ 道路・施設用地において、新たに形成される造成法面の構造は、「設計施工マニュ

アル（案）[河川編・道路編]」（平成 11 年 10 月、(社)東北建設協会）に示されて

いる標準値を基本とし、また、法面保護を兼ねた種子等による法面緑化や小段へ

の植栽を行う。 

 

2) 廃棄物等 

廃棄物等の処理計画については、以下に示すとおりである。 
・ 造成工事に伴い発生する建設発生土については、全量を防災調整池堰堤の盛土材

及び隣接する青森市一般廃棄物最終処分場の覆土材として使用し、対象事業実施

区域及び隣接する青森市一般廃棄物最終処分場の外への搬出はしない。また、他

地域から対象事業実施区域に土砂を搬入する計画もない。 

・ 隣接する青森市一般廃棄物最終処分場までの搬出ルートは、土地造成に先立ち再

整備し、運搬上の安全性を確保する。 

・ コンクリート型枠の木製の建設資材は可能な限り再使用し、木くずの発生抑制に

努める。また、木製以外の建設資材についても、再資源化しやすいものの使用や、

分別を徹底し、廃棄物の再資源化、有価物としての再利用に努める。 

・ 伐採樹木の幹部は建設用資材等として再利用する。 

・ 除根や枝葉はチップ化し、一部を対象事業実施区域内の緑化基盤材として再生利

用し、残りは場外の有効利用先に搬出し、再生利用に努める。 
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(2) 供用後 
1) 大気、騒音、振動、悪臭 

市民や付近住民にとって安全で安心な施設とするため、供用後の環境保全対策は、公

害防止のための自主基準を設け、周辺環境への配慮を徹底する。自主基準値は、法令や

条例で定めている各種の環境基準値、排出基準値を参考にする。 

大気については、可燃ごみ処理施設に、ろ過式集じん機、有害ガス除去装置（乾式塩

化水素除去方式）等の排ガス処理装置を設置し、表 2.2-12 に示す自主基準値を満足す

るよう対策を講じるとともに、適切な燃焼管理、定期的な施設の保守点検に努める。ま

た、ごみ等搬出入車両の走行に際しては、アイドリングストップの励行、安全運転の励

行に努める。 

騒音、振動については、発生源設備の建物による伝搬防止対策、施設内の機器配置、

必要に応じた遮音措置、防振ゴム等による振動伝搬防止等により、可燃ごみ処理施設、

破砕選別処理施設の両施設稼動時に敷地境界線において、表 2.2-13 に示す青森市公害

防止条例施行規則の規制基準を満足するよう対策を講じる。 

ごみの搬入に伴い発生する悪臭については、臭気の拡散を防止するため、ごみの投入

口であるプラットホームを屋内構造とし、搬入口への扉とエアーカーテンを設置する。

また、ごみピット内を常に負圧に保ち、屋外及びプラットホーム内への臭気の拡散防止

を図り、敷地境界線において表 2.2-13 に示す基準値を満足するよう対策を講じる。施

設停止時の生活系排出水の悪臭については、浄化槽による適正処理と浄化槽の定期点

検・清掃作業の実施により表 2.2-13 に示す基準値を満足するよう対策を講じる。なお、

煙突排出口から発生する悪臭については、最大着地濃度地点での値が敷地境界線での基

準値未満となるよう計画する。 

表 2.2-12 大気(排出ガス)に係る基準値 

項  目 基準値 自主基準値 1 備考 

1 ばいじん 
大気汚染防止法 

0.04g/m3N 以下 
0.02g/m3N 以下 12%酸素換算値 

2 硫黄酸化物 

大気汚染防止法 

K 値規制 K＝14.5 

(187m3N/時)
※ 

35m3N/時以下 

※K 値規制による許

容排出量は、計画値

（煙突高さ、排ガス

温度等）を用いて求

めた値である。 

3 窒素酸化物 
大気汚染防止法 

250ppm 以下 
150ppm 以下 12%酸素換算値 

4 塩化水素 大気汚染防止法 
700mg/m3N 以下 

105mg/m3N 以下 12%酸素換算値 

5 ダイオキシン類 
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対策特別措置法 

0.1ng-TEQ/m3N 以下 
0.05ng-TEQ/m3N 以下 12%酸素換算値 

注)1.各項目の自主基準値は、既設の清掃工場における排出状況を基に定めている。 
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表 2.2-13 騒音、振動及び悪臭に係る基準値 

項目 
時間の区分 
【規制対象】 

基準値 1 備  考 

朝( 6 時－ 8 時) 50dB 

昼( 8 時－19 時) 55dB 

夕(19 時－21 時) 50dB 
騒音 

夜(21 時－ 6 時) 45dB 

昼( 8 時－19 時) 60dB 
振動 

夜(19 時－ 8 時) 55dB 

敷地境界線における許容限度 

敷地境界線 
臭気強度
3 以下 

6 段階臭気強度表示法による臭気
強度 3｢楽に感知できるにおい｣ 

悪臭 

排出水 
臭気度 
4 以下 

「JIS K 0102 10.2(臭気強度)」に
よる臭気度 

注)1.｢青森市公害防止条例施行規則｣(平成 17 年 4 月 1 日 規則第 184 号) 

 
2) 水 質 

排水は、雨水と汚水を分けて処理する計画である。 
雨水は、対象事業実施区域北側の沢部に設置する防災調整池にて流量調整を行った上

で二股川に放流する計画である。 

新ごみ処理施設で生じる洗車排水、ごみピット排水及びボイラー排水のうち、焼却熱

による蒸発散により失われる排水を除き、可燃ごみ処理施設内に設置する排水処理施設

（生物処理＋凝集沈殿）によるクローズドシステムにより施設内で循環再利用する計画

であり、基本的に排水は生じない。 

施設内で生じる生活系排水については、常時浄化槽にて「環境省関係浄化槽法施行規

則」（昭和 59 年 3 月 30 日、厚令第 17 号）に定める放流水の水質の技術上の基準

(BOD:20mg/L 以下及び BOD 除去率 90%以上)以下まで処理し、可燃ごみ処理施設稼動時は

クローズドシステムにより施設内で循環再利用し、可燃ごみ処理施設停止時(年間最大

85 日)については、防災調整池にて流量調整を行った上で二股川へ排水する。 

また、施設からの生活排水の抑制のため、節水の励行に努める。 
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3) 廃棄物等 

廃棄物等の処理計画については、以下に示すとおりである。 

・ ごみの焼却に伴い発生するスラグは、道路用骨材、コンクリート骨材、コンクリ

ート二次製品として再資源化に努める。 

・ 発生したスラグ等の資源物は、ストックヤードの建屋で保管するとともに、スト

ックヤードへの搬送段階においても、雨水にさらされることがないよう適切な管

理を行う。 

・ 金属類やメタル、スラグ、磁性体、アルミ等は、可能な限り回収し、再資源化す

る。 

・ 溶融飛灰は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」（昭和 46 年 9 月 23 日 

政令第 300 号）に基づく、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分再

生の方法として環境大臣が定める方法に基づき適正に処理・処分する。 

 

4) 温室効果ガス等 

温室効果ガス等の主な対策については、以下に示すとおりである。 

・ ごみ等搬出入車両のドライバーへの教育訓練の徹底を図る。 

・ 低公害車両の導入を検討する。 

・ 二酸化炭素吸収源としての緑地を敷地内に確保し、適正な維持・管理を図る。 

・ 可燃ごみ処理施設の設計にあたっては、温室効果ガスの排出抑制に係る最良技術

の導入を検討する。 

 

5) その他 

緑化は、対象事業実施区域周辺の緑との調和を図るとともに、景観にも配慮するため、

建築物以外のエリアは極力、植栽する。造成法面については、種子の吹き付け等による

緑化を行うとともに、周辺緑地と造成法面との間は、約 10m の緩衝緑地を確保する。 

緑地等は、対象事業実施区域内全体で約 105,500m2以上確保する計画である。 

なお、植栽樹種の計画に際しては、青森市の原植生や周辺の緑との調和、景観、風環

境等を総合的に勘案し、今後検討していく。本対象事業における植栽予定樹種を前掲表

2.2-8 に示す。 


