
青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業　リスクワークショップ

議事録まとめ

区分 質問事項　（市） 回答　（応募者）

汚泥受入供給 下水・し尿汚泥の前処理方式はどのように考えているのか。 し渣、沈砂は汚泥と性状が異なり、量も少ないため、ピットに直接
投入している。汚泥乾燥機は1系列としている。

1

加熱したほうが臭気が発生しやすいし、乾燥によるガスも発生す
る。臭気や機器点数の面から、乾燥させずに炉にポンプ投入する
ことで考えている。

ダンプでピットに受け入れることを想定している。同様の事例もあ
る。乾燥やし渣の分離などの前処理は行わず、ピットに直接投入
する予定である。

汚泥受入供給 し渣、沈砂処理はどのように行うのか。 し渣、沈砂とも、特別な処理を行うことは考えていません。

2
し渣、沈砂は汚泥と性状が異なり、量も少ないため、ピットに直接
投入している。汚泥乾燥機は1系列としている。

そのままごみピットの受入ゾーンで受け入れ、攪拌ゾーンで攪拌、
均質化を図ることとしている。

汚泥受入供給 汚泥（下水、し尿）の搬入条件の変化がシステム設計及び運営事
業に及ぼす影響について、次の視点から説明してください。
・汚泥性状（水分、灰分）
・搬入量の増加（混焼率の変化、受入れ機器対応）
・搬入調整の必要性

・汚泥性状(水分、灰分)
汚泥については乾燥後に焼却することを想定している。汚泥の含
水率が変化した場合、乾燥工程で乾燥後の含水率が変化するこ
とが考えられるが、それにより焼却に支障が生じることはない。

水分増加は助燃量の増加、水分減少は著しい場合はごみピット
受入への変更等による対応が可能である。灰分の変化はごみを
含めた全体灰分が計画値内であれば対応可能である。

水分過多の場合には、短期的な変動の場合でもごみ発熱量の低
下に伴なうごみ処理は問題ない。灰分変化によりスラグ発生量の
変化が予想されるが、スラグ処理系統機器の余裕の範囲内であ
れば問題ない。運営面に関しては燃料の使用量が増加し、事業
への影響が大きいと考えている。

3

・搬入量の増加（混焼率の変化、受入れ機器対応）
汚泥は乾燥後に焼却する。焼却炉が稼動中であれば乾燥設備も
運転可能です。

汚泥は乾燥後、焼却する計画としてるので、混焼率が多少高く
なっても焼却炉の運転には支障はない。

極端な増加は助燃量の増加や燃焼の不安定化、受入ホッパ、ポ
ンプの容量不足となる。

混焼率が多少変化してもごみ処理には問題ない。汚泥はごみピッ
ト内撹拌により均質化し対応する。

・搬入調整の必要性
共通休炉期間中は汚泥の搬入を停止していただきたい。

条件に関わらず汚泥の搬入調整を行えるほうが本施設の運営の
自由度が高く、効率的運営が行えると考ている。

設備面では十分なピット容量を確保し、運営面では負荷調整や搬
入計画の管理の中で対応可能である。但し、日々の搬入量が平
滑化されている方が好ましいと考ている。

スラグ・メタル 副生成物のメタル・スラグ等の規格外製品の発生率及び規格外
製品の処理等に係るリスクはどうか。

メタルについてはそもそも一定の規格がなく、これまでの有効利用
の中で特に規格外であることについて問題になったことはありま
せん。また、スラグについては、プロセスの特長により重金属のほ
とんどが飛灰にいき、スラグに含まれる重金属は少なく規格外が
問題になる可能性は非常に低いものと考えます。

4

メタルには規格がなく、高価に売れる。スラグは規格外の場合は、
ピットに戻し再度処理する。今までに規格外が出たことはない。ス
ラグ処理は１系列としている。細粒灰貯槽は●日分とっており、共
通系列を補修するのに3日程度あればできるので、特に問題はな
いと考える。スラグはアスファルト骨材として利用予定である。

規格外の製品が発生したことは無い。粒度分布の範囲外の場合
は、搬出先で粒度調整する。一度の破砕で、JIS規格の範囲内に
入るものと考えている。万一規格外の場合は、非常用焼却灰ピッ
トに戻して再溶融する。大きな塊となった場合は、補修後の再起
動時に溶融炉内に戻して再溶融することも可能である。

停電時・地震時・緊急
対応

非常用発電機の負荷としてプラント用として何を想定しているの
か。（給水Ｐ、冷却水Ｐ、ＩＤＦ等）

消防関連、エレベーター、保安照明、無停電電源、直流電源、
タービン保護装置計装用コンプレッサ、受入用の計量や扉等を想
定しています。

5

ボイラ関係ポンプ、機器冷却水ポンプ、計装用コンプレッサ、プ
ラットホームの出入口扉やごみ投入扉などの搬入系統の電源も
確保している。

ボイラ給水ポンプ、脱気器給水ポンプ、機器冷却水ポンプ、計装
用コンプレッサ、ごみ投入扉、補助油ポンプ、消火栓ポンプ、放水
銃用ポンプなどを考えている。

※●は応募者の希望により非表示とした部分です。 1/8
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ごみ受入供給 将来的なごみ量の変動（特に減少が著しい場合）への対応策、効
率的な運営の見込みについて説明してください。

運転炉数の調整による対応を図る。この場合、運営自体に支障は
生じませんが、1炉運転日数が増加することで、電力や薬剤費等
運転経費は大幅な悪化を招くことになるので、著しいごみ量の変
動・減少が予想される場合には、SPCの経営破綻に対するリスク
対策は十分に検討しておく必要があると考えている。

6

ごみ量の減少に対しては、運転炉数による調整や各炉の低負荷
運転による対応が可能な施設として計画する。しかし、運営効率
の点ではごみ減少量が著しいような社会状況の大きな変化による
リスクは民間のみでの負担は困難と考ている。

電力収支などを考えると、１炉運転よりも２炉運転のほうが電力収
支がよくなるが、２炉運転時はごみピットのごみ量の減少が早くな
る。なるべく効率のいい操炉計画を立てて運営することになると考
えている。

排ガス関連 安定稼働の考え方について、ごみ質の異常や急激な変動などで、
計装制御が追いつかず、炉内～煙突までのガス量がハンチング
を起こすことは無いでしょうか。ある場合、それはどのようなときで
しょうか。

ごみ質の異常や急激な変動などにより、一時的なガス量の極端な
変動や排ガス性状の悪化等が起こった事例はあるが、これまでの
運営実績において、制御不能になるレベルのガス量のハンチング
は発生したことがない。

7

ごみ質の異常や急激な変動などで、ガス量がハンチングを起こす
ことはないが、自動燃焼制御が追いつかないことはあるので、そ
の場合は手動介入することになる。

ご指摘のような状況が発生したとの報告は受けていない。発生す
るとした場合は、ごみが一時的に大量に供給されたなどの場合が
考えられる。通常、試運転中に燃焼空気量の制御速度を調整す
ることにより過剰な反応をしないようにしているので、御心配のよ
うな現象はほとんど発生しないと考えている。

排ガス関連 各基準は停止基準の何％以下とすることではなく、維持管理の容
易性、機器監理の容易性等を考慮して決定していただきたいと考
えていますが、貴グループ（貴社）の考え方を説明ください。

実績を元に、安定した運営管理を実現する。

8

各基準は項目ごとに特性が異なるので、維持管理の容易性、機
器管理の容易性等を考慮し提案する予定である。よって、一律
何％とする提案は予定していない。

各停止基準値に適度な余裕を持たせた運転管理値等を設定す
る。
余裕を大きく取り過ぎると消石灰などの薬剤使用量が増え、資源
の浪費、運営費の増大をまねくので、各停止基準に対し適切な余
裕をみて運転管理値等を設定する。

安全対策 収集車、一般持込み者の転落防止対策について貴グループ（貴
社）の設置例を説明してください。

収集車については、ごみ投入扉前に車止めを設けるとともに、
ループコイルおよび光電管により車両を検知した後に投入扉が開
くよう設定することで、誤って転落することを防止する。
一般持込者については、ダンピングボックスを経由してごみピット
へ投入する。ダンピングボックスの操作はプラットホーム監視員が
行うので、一般持込者(車)がごみピットへ転落することはない。

9

収集車の転落防止対策として、投入扉からピットへのシュート部に
転落防止梁を設置した例がある。一般持込み者転落防止対策と
してはダンピングボックスの設置が一般的である。

車両の転落事故防止対策として、プラットホーム監視室を設ける
ことで投入作業の監視と安全確保を実施する。ごみ投入扉開閉
部には車両止めを設けると共に、傾斜部に転落防止（垂れ壁又は
梁）を設け車両の転落を防止している。一般持込みごみ投入時に
おける手降し者の保護のためダンピングボックスを設けている。

安全対策 ピットへの転落者救出装置について、他市での事例を交えて説明
してください。

万一、ごみピットに人が転落した場合は、転落者救出装置を用い
て救助する。
転落者救出装置はケージ式となっており、通常はごみホッパス
テージに設置し、転落事故があった場合はケージに救出者2名が
乗り込み、ごみクレーンガータに備え付けたホイストにより吊り上
げ、ごみクレーンの走行、横行装置およびホイストの巻上下装置
により落下位置まで移動し、転落者を担架を用いて救助した後
ホッパステージまで戻る。

10
転落者救助装置としては、縄梯子、ゴンドラ(クレーンホイスト利
用、自走式)等を他市の要求に応じて設置した事例がある。

他市においてもピット内への転落者の救出については、プラット
ホーム監視室、中央制御室、ごみクレーン操作室への警報を発令
するとともに、ごみクレーンを非常停止させる。ごみクレーンに救
出装置を取付け、救出者は空気呼吸器を装着し、救出装置を転
落者近傍まで降下し救出する。

※●は応募者の希望により非表示とした部分です。 2/8
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11

火災対策 破砕設備の火災対策(材料、検知システム含む）について、具体
的に説明してください。

・危険物を排除するためのダンピングボックスや受入貯留ヤード、
搬入禁止物ストックヤードを設けます。
・１次破砕機でボンベ等のガス抜きを行い２次破砕機へ送ります。
・火災を防止するための空気希釈装置、ガス検知器、温度検知
器、炎検知器、自動散水装置を設置します。
・破砕機はコンクリート製の部屋に設置し、屋根に爆風口を設け爆
風を外に逃がします。

貯留ヤード(受入・搬出)への火災検知器・ITV・注水設備の設置、
破砕機内部等適所への監視用lTVと注水設備の設置などを想定
している。
破砕機は一次、二次とも無窓のRC室に設置する。一次、二次破
砕機下部には希釈空気吹込による防爆方式を採用し、可燃ガス
濃度検知時はごみ供給を停止するシステムとする。

維持管理 リスク管理の面から、海外調達する主要設備（一部あるいは全
部）と、製作・納入までの期間が、継続的な運営に対し支障がない
かどうか、説明してください。

主要設備を海外調達する際には、品質管理基準（ＩＳＯの取得等）
や生産管理基準が弊社の海外メーカー採用基準を満足している
ことを条件に実施する。

12

海外調達する主要設備については、未定であるが、採用する場合
は、継続的な運営に支障がなきよう、日常点検を含めた定期的な
点検ならびに日々の在庫管理(消耗品/予備品）により、過去の実
績も踏まえた上で、計画的に消耗品や予備品の補充などを各年
度ごとに実施する。

可動部分がないものと可動部分があるもの（ファン類など）がある
が、海外調達が進んでいるのは一般に前者である。そのため、運
営段階で問題がない。可動部がある機器類は、継続的にメンテナ
ンス体制が取れるメーカーを選定する。また、納入に時間がかか
るものであれば、予備品として持っておくこともひとつの考え方と
思っている。

維持管理 貯留日数７日で、機器の全炉停止による点検、補修工事に対応
可能ですか。また、全炉停止の最長期間はどの様な状況か説明
してください。

貯留日数7日で対応可能です。貯留日数が3日～5日の弊社納入
施設においても、全炉停止に対し問題なく対応しています。全炉
停止の期間は7～10日程度です。

13

リスクワークショップでもご説明したとおり、焼却炉の共通休炉は
蒸気タービンの開放点検が必要な年度を考慮して、最大14日間を
考えており、プラットホームレベル以下の貯留スペースに加え、プ
ラットホームからホッパステージまでの空間を積み上げスペースと
して確保することで、共通休炉期間最大●日分のごみを貯留する
計画とする。

貯留日数７日でも通常の機器の全炉停止による点検、補修工事
に対応可能であるが、ピットでの圧密効果、積上等のスペースの
有効活用により７日以上の全炉停止に対応可能である。また、４
年に１度のタービン点検の期間が７日以上となることが想定され
るが、この場合ﾀｰﾋﾞﾝのバイパス運転等も考慮する。

維持管理 低質ごみが継続して投入された際に助燃を行うと考えられるが、
輻射熱を含めた、ごみ層以外への熱による劣化は心配がないの
か、限界があるものなのか、説明してください。

焼却炉の立上時のように、ごみ層のない状態で助燃バーナを最
大負荷で運転する場合は、火炎による火格子やごみホッパの劣
化が懸念される。その対策として、火炎の広がりが狭いバーナを
採用し、バーナの角度や到達距離も考慮して、ストーカ火格子や
耐火物、ごみホッパ部に火炎が直接触れない設計とする。

14

低質ごみが継続して投入された際に助燃を行うが、起動時のよう
にバーナを定格で使用するのではなく、再燃室温度保持のため必
要分のみ燃料を使用するので、ごみ層以外への影響は小さく、熱
による劣化は心配ないと判断している。

低質ごみが継続されて供給された場合でも、炉内でのバーナ使用
はない。燃料の使用量は増加する場合が考えられるが、炉内の
熱的な状況が変わらないように調整するため耐火物への影響は
無いと考えている。燃焼室は温度が低下する場合灯油の使用を
することとなるが、耐火物への影響はない。

ごみ質 制御システムからのごみ質（発熱量）想定とごみ質分析からの想
定について、変動費改訂等のデータとして利用する場合の考えに
ついて説明してください。

変動費改訂等のデータとしては、制御システムからのごみ質（発
熱量）を正とし、ごみ質分析値は参考値とし、両者の差が特に著し
い場合には原因を調査するといった対応をさせていただきたい。

15

変動費改訂等のデータとしては、制御システムからのごみ質（発
熱量）想定値とごみ質分析値の双方を比較評価して併用するもの
と考えている。

制御システムからのごみ質(発熱量)は実際に処理しているごみの
熱収支から算定しており、処理対象のごみ全体の発熱量を時系
列で表しているので、より正規分布に近いごみ質となる。
一方ごみ質分析は、ごみピットに貯留されているごみのごく一部
のごみの発熱量を計測していることにより、サンプリング数が少な
い場合ばらつきが大きく、ごみピット中のごみ質を代表していると
はいえない場合がある。従って制御システムからのごみ質をベー
スとし、ごみ質分析はその確認用として活用するのが良いと考え
ている。

※●は応募者の希望により非表示とした部分です。 3/8
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ごみ質 ＲＰＳ証書の譲渡後、継続して新エネルギー利用の確認ができる
よう、定期的なごみ性状検査が必要だと考えますが、貴グループ
（貴社）において確認ができるシステムとなっているか、説明してく
ださい。

1回/月の頻度で行うごみ質の分析の中で、ごみの種類組成分析
を行い、ごみのバイオマス比率を確認します。

16

「バイオマス発電に係る新エネルギー等電気供給量及びバイオマ
ス比率の計算根拠の報告書について」（平成15年2月24日　資源
エネルギー庁　新エネルギー等電気利用推進室）に基づき、運営
事業者において四半期毎にごみ性状検査を行った上で、新エネ
ルギー等電気供給量とバイオマス比率を算出し、毎年度、資源エ
ネルギー庁に報告する。
また、ごみ性状検査は、「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴
う留意事項について」（[改定]平成2年2月1日　衛環22号　環境
省）に基づいて測定する。

定期的なごみ性状検査を実施するものとしている。ごみの分析は
専門機関で行うものとして計画しているが、分析方法、スケジュー
ルについては、弊社にて管理するものとする。

その他 提案する可燃ごみ、不燃ごみ処理施設における作業事故等を教
訓とし、設備等を改善した部分があるのか。

破砕機についてはネットをつけて、破砕物の飛び出しを防止する
ようにした事例があります。

17

炉内メンテ作業時に、主灰シュートに落下するのを防止するため、
安全柵を設置すること、溶融炉点検や機器交換のための危険作
業回避のためのホイストを設置していること、破砕機に爆発防止
の希釈空気を吹込みすることなどが挙げられる。運営中に他自治
体の施設にて効果的な改善策が見つかった場合は、本件にも反
映することを前向きに取り組みたい。

炉内点検時に足場を組むのではなく、足場用のノズルを設置した
り、燃焼室や炉出口のダスト堆積防止のためのダスト払い装置の
設置、また、最終処分量削減のための●●設置などの工夫を施し
ている。

その他 １年ごとの経過検査を実施とありますが、検査の内容について
は、事業者の提案と考えております。対応についての御考えを説
明ください。

経年検査としては、当グループによる毎年の定期整備事前調査
及び、3年毎の第三者機関による精密機能検査での確認を行うと
ともに、各期間のかし担保については、『かし担保確認要領書』を
作成し、事前に貴市より承諾を受けた後、『かし担保確認検査』を
受検する。

18
主なものとして、火格子、焼却炉耐火材、溶融炉耐火材、ボイラの
検査等を想定している。

毎年の定期検査で必要な計測を行うことで、機器の損傷等は確
認できる。また、性能や排ガス関係は年間運転記録等で報告する
ため、これによって確認が可能と考える。具体的な提案は提案書
作成時に行う。

その他 直接搬入車（者）が可燃物と不燃物（粗大含む）を混合積載してき
た場合にも、計量機には出入りで各１回の計量で済ませたいと考
えております。このような場合の対応について、他市での事例を交
えて説明してください。

他市での事例はありませんが、直接搬入車が混載で来場された
場合の対応方法としては、プラットホーム内に秤を用意し、品目別
の重量を記録しておき、記録したデータについては、計量データを
手入力で修正できるような計量システムの仕様とすることが考え
られる。

19

入口・出口の1回計量の場合は、混載車の重量内訳（可燃ごみ・
不燃物）を測定することは出来なくなる。

御市の将来にわたるごみ処理料金体系と搬入ごみ量管理手法の
上で問題がないという前提において、各1回の計量で済ます場合
には、計量員の判断により、混合積載物のうち最も多いと思われ
る区分(可燃物or不燃物)として、計量を行うことを推奨する。

その他 炉体鉄骨が各炉独立した構造でなくとも、あるいは水平荷重が建
築構造物が負担しても、要求水準と同等の安全が保てるかどう
か、貴グループ（貴社）の見解を説明してください。

通常炉間には歩廊を設置するため炉間に梁が必要となる。また、
梁の設置に合わせてブレスを設けることにより、水平荷重に対す
る変形量を減らすことが可能となるので、炉体鉄骨は各炉を接続
した構造とすることをご提案する。その場合でも、各種設計基準を
遵守し、要求水準と同等以上の安全を確保する。

20

設計的な配慮により、いずれの条件においても同様の安全性を保
つ事は可能である。
尚、炉体鉄骨を各炉独立でなく共通架構とした場合には、平面積
に対する高さが相対的に低くなることから、構造的にはより安定に
なり易く、十分な耐震性が確保し易いものと考えている。

弊社では各炉が独立した構造でなくとも、炉体鉄骨の耐震設計を
実施し安全性を考慮している。水平力については、建築構造物に
負担させないものとしている。
仮に水平力を建築構造物に負担させることとした場合でも、安全
を確保した設計とすることは可能である。

21
汚泥受入供給 発熱量の関係から汚泥量とごみ量の割合を考慮する必要はない

のか。
汚泥とごみは基本的にある割合で投入したいと考えています。具
体的な投入の方法は検討中です。

22

汚泥受入供給 汚泥受入・供給のラインはプロセス上緩衝効果を持っていないと
考えるが、余裕を持ったプロセスと言えるのかどうか、説明してく
ださい。

実績があって、故障が少ない乾燥機を採用しているが、絶対壊れ
ないとは言い切れないため、再度詳細を検討する。

※●は応募者の希望により非表示とした部分です。 4/8
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23

汚泥受入供給 乾燥汚泥のピット投入は、経年的な汚泥堆積が心配されるところ
です。また、臭気対策についても懸念があります。事例とともに、
対応策を説明してください。

乾燥汚泥をピット貯留するのは事例として持ち合わせていない。
沈降した汚泥は、ごみピット汚水ろ過機で捕集し、ごみピットに返
送する。堆積して問題になることは無いと考える。乾燥して投入す
るため、汚泥はごみに付着すると想定している。

24

汚泥受入供給 汚泥の受入れ、供給はどの様にお考えですか。汚泥のピット直投
は、経年的な汚泥堆積が心配されるところです。また、臭気対策
についても懸念があります。事例とともに、対応策を説明してくだ
さい。

汚泥は比率として全体の1割強程度であるため、汚泥だけが沈降
することはないと考えている。また、臭気はごみピットから吸引す
る。炉が停止しているときは脱臭装置を設けて、外に臭気が漏洩
しない対策を実施する。

25

汚泥受入供給 下水・し尿汚泥をごみピットに直接投入か。また、発熱量の関係か
ら汚泥量とごみ量の割合を考慮する必要はないのか。

下水・し尿汚泥はごみピットに直接投入する。汚泥量とごみ量の
割合については、基本的には、ごみクレーンによるごみピット内の
ごみの均質化が大前提となる。

26

汚泥受入供給 下水・し尿汚泥は、フローで受け入れホッパーから汚泥ポンプで投
入するとあるが、乾燥しないのか。

加熱したほうが臭気が発生しやすいし、乾燥によるガスも発生す
る。臭気や機器点数の面から、乾燥させずに炉にポンプ投入する
ことで考えている。

27
汚泥受入供給 汚泥供給系の能力は全体の１００％×２系ですか。それとも５０％

×２系ですか？また、汚泥乾燥機は何系列ですか？
100％の２系列としている。乾燥機は１系列である。

28
溶融関連 プラズマ発生用電極（黒鉛電極を使用することによる）の非水冷

化とあるが実績と保守性を説明してください。
電極は消耗してきたら継ぎ足して継続して使っていく。溶融炉内は
還元雰囲気としており、電極の減りは少ない。

29

溶融関連 灰溶融設備関係の安全管理体制が重要と思われるが、どうか。 スラグは連続出滓、メタルは炉底にたまる構造としており、●日に
１回程度側壁に穴を開けて抜き出す。メタル出滓時に万一不可抗
力が起こった場合でも、出滓を停止する対策を取っている。また、
炉内が負圧のため、可燃ガスが炉外へ漏洩しない。窒素封入など
まで行なう必要がない。メタル出滓時に炉本体を傾けるのは、フレ
キシブル関係装置が複雑となるため採用していない。炉底を含め
た耐火物は、●年程度で補修する。黒鉛電極を用いた施設は全
国●施設ある。

30
溶融関連 細粒灰貯槽の容量と灰溶融施設規模、運転計画の関連について

説明ください。
灰溶融設備は、想定した運転計画により発生する焼却灰を問題
なく処理できる能力としている。

31

溶融関連 ガス化溶融炉からのガス漏洩の検知システムの二重化、現場確
認方法等の安全対策について説明してください。（リスクイベントツ
リ―3/6）CO濃度過剰発生に関連して）

ガス漏洩対策として、原則は炉内圧を負圧にし、もし正圧となった
場合は、給じんを止めて、給じん機の出口ダンパを閉めて防止す
るシステムを組んでいる。漏洩時の現場確認には、必要に応じエ
アラインマスク等を使うことも可能なように考えている。

32
溶融関連 「溶融前処理装置をバイパスするルートの確保」とありますが、付

着灰等の後処理についてはどの様に対応するか説明ください。
●mm以上の大型不適物は少量であると考えられるため、付着灰
を積極的に除去することは考えていない。

33

溶融関連 主灰の灰搬出装置から不適物ピットへのラインの活用方法はどの
ように考えていますか？灰溶融施設点検時の対応はどのように
考えていますか？

灰搬出装置から●mm以上のものを不適物ピットに搬入させること
としている。溶融炉が2系列あるため、全量をバイパスすることは
考えていない。両方の灰溶融炉を止めることは考えていない。

34

溶融関連 落じん灰は少量であるが、水封装置を経由して灰溶融するプロセ
スとなっています。加湿灰を溶融する、あるいは細粒灰装置に送
ることで、固着の心配などはありませんか。

落じん灰は投入ごみの1000分の１程度と考えている。水封として
いるのは、火災対策である。量的に少ないため、湿灰としても問題
ないと考えている。

35

溶融関連 「落下灰コンベアは水封式を採用」とありますが、乾式の方が耐久
性が高く、灰溶融処理にも有利と思いますが、考え方を説明してく
ださい。

落じん灰は投入ごみの1000分の１程度と考えている。水封として
いるのは、火災対策である。量的に少ないため、湿灰としても問題
ないと考えている。

36

溶融関連 非常用焼却主灰ピットの利用頻度はどの程度で想定しています
か？

焼却主灰貯槽の予備としての位置づけであるため、使用頻度は
非常に少ない。乾燥が必要なほどの加湿は行なわず、灰加湿後
は非加湿灰と混合しながら再投入するので、灰が固着することは
ほとんどない。

37
スラグ・メタル  メタル・スラグの処理で磁選機を経由するのみであるが、規格外

の製品の発生率はどうか。
フロー図は概略を示したもので、磨砕機は設置します。

38

スラグ・メタル  スラグ・メタル処理設備は一系列となるのか。 スラグ・メタル処理設備は共通設備（一系列）となる。大きな塊を除
去して後段の設備に影響が内容に工夫している。他施設でも同じ
く共通設備としており、そのような実績を踏まえて提案している。

39

スラグ・メタル スラグの磨砕機を設置するようだが、ここで粒度調整をするのか。
また、粒度調整することによれば、規格外の製品は発生しないの
か。

粒度調整自体は、磨砕機の上にある粒度調整篩で調整する。磨
砕機では、スラグの角取りを目的として設置している。

40

スラグ・メタル スラグをごみピットに戻しているが、考え方について説明してくださ
い。

規格外の発生率などのデータは持ち合わせていない。仮に規格
外の製品が発生したとしても、ピット等に戻して再度溶融処理を行
う方法も可能と考える。

41
スラグ・メタル 溶融スラグの磨砕機あるいは分級機で何種類の粒度調整ができ

るのか。
スラグは、クラッシャで粒度調整する。

42
スラグ・メタル スラグストックヤード等はどのようにするのか。 フローに記載はないが、ヤードは工場棟とは別棟で設置する予定

である。

43 スラグ・メタル
スラグ処理設備はJIS対応スラグ製造のための設備ですか？ そのとおりである。

44

スラグ・メタル 溶融管理装置・耐火物保護機構の採用　鍋底形状採用で炉底耐
火物保護（メタル被覆）について説明してください。

起動時には事前に炉内に金属類を投入しておき、運転初期から
炉底はメタルで覆われるようにしている。傾けたときのため、配管
をホースとしたり、灰投入口を移動式シュートとしたりしている。メ
タルは2週間に１回程度で排出する計画である。

※●は応募者の希望により非表示とした部分です。 5/8
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45

停電時・地震時・緊急
時対応

停電時の安全停止及び完全停止までの排ガス管理方法について
説明してください。

商用電源が落ちた場合はタービンの自立運転に移行して炉の操
業が確保できる。また、タービンがトリップした場合は、非常用発
電機にて排ガス関係を含めて炉を安全に埋火するために、この非
常用発電機を使うことになる。

46

停電時・地震時・緊急
時対応

溶融炉を緊急停止した際、復旧までのプロセスや留意点について
説明してください。

溶融物が炉底に固着した時は、炉内を加熱し、炉底電極と通電が
できるようになったら通常時に戻るようにしている。定常運転に戻
るまでには、最大で●●時間程度と考える。

47

停電時・地震時・緊急
時対応

停電時の対応で、灰溶融炉を安全停止した際、復旧のプロセスに
ついて説明してください（溶融浴の除去など）。

灰溶融炉は2系列あるので、運転していなかった炉を立ち上げる
ことになる。
停電により停止した灰溶融炉の立上は、通常の立上げの方法と
同様である。立上げには4～5日は必要となる。

48
停電時・地震時・緊急
時対応

フェールセーフ設計で、非定常時にどのような対応となるのか、具
体例を挙げて説明してください。

例えば●●●冷却水がなくなった場合などには、流量を検知し、
その時点で非常用ポンプが稼動するような対策を考えている。

49

停電時・地震時・緊急
時対応

施設の運転に係る設備・機器　で誘引送風機が停止した場合、運
転系列がインターロックにより安全に停止　とあるが排ガスが誘引
されないことから●●があるのでは。

IDFは惰性で回転しているため、通風力はあり、緊急停止時も炉
内負圧が保たれる。

50

停電時・地震時・緊急
時対応

●●●の冷却機構について説明してください。また、非常時、故障
時にどのような対策が必要となるのか、説明してください。

●●●部からの水冷ケーブルに、水が流れ、水は中心から冷やし
て、その後に外筒を冷やす。冷却水タンクのレベルで漏洩がわか
る。実際に水が漏れた事例もあったが、水蒸気爆発は起こらな
い。漏水量が多い場合は、タンクの水位レベルで把握可能であ
る。

51
停電時・地震時・緊急
時対応

自動停止システムの採用となっているが、具体的にはどのような
ものなのか、またその実績・信頼性はどうなのか。

停電が起こると自動停止システムが作動し、施設を停止します。
実績として、当該システムが作動しなかった施設はありません。

52

可燃性粗大ごみの処理 可燃性粗大ごみを切断機を経て直接ごみピットに投入している
が、不燃物も混入すると思われるが支障ないのか。

不燃物が投入されても、まったく問題はない。リサイクル施設で発
生する不燃残渣についても、可燃ごみピットで受け入れて、極力
最終処分量を低減するシステムを構築したい。

53

可燃性粗大ごみの処理 可燃性粗大ごみの処理として、切断機の必要性はありませんか。
畳等もこのラインを通しますか？1次破砕機と2次破砕機の間に途
中引き抜きラインを設けませんか。

一次破砕機もあるため、維持管理も考えて切断機は必要ないと考
えている。搬入量が少ないため、まとめた処理も可能と考えてい
る。

54
可燃性粗大ごみの処理 可燃性粗大ごみを切断機を経て直接ごみピットに投入している

が、不燃物も混入すると思われるが支障ないのか。
不燃物も混入するが量が少ないので問題ない。他施設での実績
もある。

55
ごみ受入供給 ごみピット容量の確保では、予備機クレーンも入れて合計３台と考

えて良いのか。
常用１基、予備機１基、予備バケット１基で計画している。

56 ごみ受入供給
副資材を搬入する際の飛散対応はどのようにするのか。 環境集じん器を設置して飛散を極力抑えることを考えている。

57

排ガス関連 イベントツリーでＣＯ過剰発生とはどういうことか。 ごみのドカ落ちにより燃焼室温度が低下し、燃焼用空気が増やせ
ない、調整ができないときに未燃状態が発生し、COが過剰発生す
ると考えている。

58
排ガス関連 高ＮＯｘ時の対応について、説明してください。 今回の計画ごみ質の範囲内の場合、提案予定の処理方式におい

ては高ＮＯｘが出ることは想定しておりません。

59

排ガス関連 停止基準の未達　有害ガス防止対策　業界初採用したバグフィル
タによるとあるがどのようなものなのか。

性状は通常のバグフィルタと同じである。ごみ焼却施設に最初に
納入したメーカーということである。ばいじんは連続分析している
ため、異常検知は瞬時にできる。バグは数室に分かれて逆洗する
ため、一室に異常があれば、そこを止めて連続運転は十分可能で
ある。時期が来れば、サンプリングを行なって点検を行なう。

60

排ガス関連 排ガス濃度管理について、どのようなリスク回避を考えているの
か、説明してください。

薬品供給量を制御することで排ガス濃度は制御可能である。特に
燃焼制御を頻繁にしないと基準値を超過するという考えは持って
いない。

61

飛灰処理 ボイラ、エコノマイザ灰の溶融による処分量の削減は可能です
か？

溶融することについては全く問題ない。要求水準書に「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」との記載があるため、常時溶融とするとバイパスが必要
となり、設備構成が増えるため、飛灰処理とすることとしている。

62
飛灰処理 再投入ホッパー設置する意味は何か。飛灰を溶融するということ

なのか。
非常用ピットは、主灰貯槽の非常用として設ける。その非常用ピッ
トの灰を再投入ホッパから投入して溶融することを考えている。

63

飛灰処理 返送灰移送コンベア、返送灰吹込装置での詰り防止対策につい
て、説明してください。

返送灰移送コンベヤの場合、シュート部の取付角度は基本的に
垂直となるようにし、垂直とならない場合は、ノッカー等の設置を
考えている。返送灰吹込装置の輸送装置には、自動で詰まりを検
知するシステムを組んでいる。

64

教育・体制 運転シミュレータの機能と実施事例について説明してください。 数値等は過去の事例から反映しており、誤った操作を取ると、機
能停止の失敗等となるようにプログラムされている。実際に施設
に納入されることも多い。

65
教育・体制 試運転時に徹底指導とあるが、供用開始後も継続的に訓練が必

要と考えるがどうか。
技術力の向上のため、運営期間中は教育訓練を継続して行いま
す。

66
教育・体制 人事・組織体制の不備　労務災害の発生　従業員への安全衛生

に関する教育・訓練が継続的に必要と考えるがどうか。
訓練は恒常的に行なう。

67
教育・体制 安全管理体制にて、「ハザードマップ」という用語が出てきておりま

すが、具体的にどのような内容か説明してください。
標識と同様にマップもある。後日整理して回答する。

※●は応募者の希望により非表示とした部分です。 6/8
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68
教育・体制 運転員教育の不備　誤操作によるトラブル・故障発生　配属時教

育と年１回の教育・訓練　とあるが回数が少なすぎるのでは。
訓練は恒常的に行なう。

69

構内道路・計量 渋滞というリスク要因に対する対策がインターロックを考慮した装
置設計となっていますが、どのような解決策、リスク回避策となる
のでしょうか、説明してください。

「渋滞」というリスク要因からインターロックを考慮した装置設計に
はなっていない。図示の誤りである。

70

構内道路・計量 敷地内の道路凍結等による冬期間の事故防止対策は何か。 積雪、凍結に対しては除雪あるいは融雪、除雪による道路幅の縮
小に対しては余裕のある構内道路計画、吹雪時の視界不良に対
しては反射板の設置や積雪を前提とした標識計画を考えている。

71

安全対策 「危険物を排除できる施設整備」での火災検知器・放水銃の設置
とは具体的にどの様にするのか。

ごみピットに赤外線の火災検知器を設置して、早期検知したいと
考えています。同時に早期消火のため、放水銃を設置する予定で
す。検知範囲はピット全面をカバーします。

72
安全対策 水冷火格子での冷却水のリーク対策を説明してください。 火格子が割れても冷却水が漏洩しない構造となっている。また、

万一の水の漏洩対策のため、流量監視を行う。

73

破砕残渣の量把握 破砕残渣のうち、破砕後可燃残渣の量を把握したい場合に対応
について、ご説明ください。

搬入される粗大ごみや不燃ごみの量から、鉄・アルミ・破砕不燃
物を差し引いて算出します。また、収支の目安は1週間毎でも可能
でしょうが、1か月単位での収支の方がよいと考えます。

74

破砕残渣の量把握 破砕残渣のうち、破砕後可燃残渣の量を把握したい場合に対応
について、ご説明ください。

計量データからの換算（差分）で行なうことを予定している。これは
ベルトスケールと計量スケールが合わない傾向にあるためであ
る。日単位での算出は可能ではあるが、一週間単位などのほうが
正確ではないかと考えている。

75
破砕残渣の量把握 破砕残渣のうち、破砕後可燃残渣の量を把握したい場合に対応

について、ご説明ください。
コンベヤスケールを設置して計量する。

76
破砕選別処理関連 破砕選別施設の集じん装置はサイクロン、バグフィルタ式の併用

ですか。
両方設置する。

77

破砕選別処理関連 破砕機が停止した場合の粗大ごみ、不燃ごみの受入体制・余裕
率の考え方を説明してください（搬入停止など、公共側リスクにな
る部分も含む）

変動係数は●程度で計画しています。ピットで●日分と受入ヤー
ドで対応できると考えています。破砕機そのものが完全に使用不
可能になる状況は想定しておりませんが、そのような場合は、空
地等を有効利用して受入れたごみを仮置きする等の対応ができる
ものと考えます。

78

破砕選別処理関連 破砕機が停止した場合の粗大ごみ、不燃ごみの受入体制・余裕
率の考え方を説明してください（搬入停止など、公共側リスクにな
る部分も含む）

破砕機が停止した場合はごみの受入だけとなる。ストック量とし
て、年間計画処理量に変動率を考慮した量としている。変動率の
高い時期にも対応可能としている。破砕機が故障するとしたら、ベ
ルトの損傷程度と想定している。ベルトは予備品として納入予定
のため短期間での交換が可能である。また、定期的なハンマの交
換は貯留期間内で対応可能と考える。

79

ピット火災対策 Ⅱごみピット火災　2早期消火で「ごみピット自動放水設備を設置」
とあるがどの様なものか。

ごみピットの温度を検知して警報が鳴るシステムとしている。実際
に火災が生じた場合は、手動と自動の切り替えができる放水銃を
設置しているため、放水銃でごみピット内で発生した火災の消火
に当たる。

80
ピット火災対策 「ピット火災対策」での走査型赤外線式温度計の設置とは具体的

にどのようなものか。
ごみピットを番地分けし、各番地の温度を三次元的に把握する。
一つの温度計で監視を行なう。高さ方向はごみクレーンで計る。

81

雨水利用・給排水 給排水の関係で雨水の利用を考えているようだが、どれくらいの
水量か。また、降雪期にはどう考えているのか。

雨水は、植栽への散水、トイレ用水、洗車用水等に使用すること
を考えている。雨水の集水範囲や利用量の具体については、現
在設計中である。

82

その他 語句の意味
高度燃焼制御装置（ハイブリッドＡＣＣ）とは。薬品の被毒とは。地
元協議会への参加とはどういうことを想定しているのか。

ハイブリッドACCとは、ファジー制御を利用して、目的の温度や供
給量などを制御する方法である。PID制御よりも多少複雑な制御
方式である。薬品の被毒とは、漏洩した苛性ソーダや塩酸などの
薬品が作業員に触れることをいう。地元協議会への参加とは、例
えば地元で開かれるお祭りなどに参加し、地元との協調性を高め
るというような意味で理解いただきたい。

83

その他 リスク顕在化の欄が空白となっているのはなぜか。 特に大きいものを◎、また、リスクは十分にヘッジされ、このプラン
トで発生することはない，もしくは被害がほとんど発生しないと考
えられるものについては、空欄としている。

84

その他 「日常の周辺モニタリングの徹底」と記載されいてますが、他自治
体での事例を説明してください。

運転班が点検ルートを決め、モニターするチェックリストを持ちな
がら、安全に運転できているかを直接目で確認することを考えて
いる。

85

その他 ＥＧＲファンの運転頻度、特性、制御方法等を説明してください。 EGRファンは常時使用することで計画しており、流量を制御するこ
とは考えていない。設置届時に届け出るガス量は、ERGファンを稼
動しているときの量となる。また、施設を安定稼動のための重要な
機器としており、定格処理は十分可能である。

86
その他 ボイラドラム保有水１０分間の根拠を説明してください。 完全ブラックアウトとなった状態からでも10分持ちこたえることがで

きるという意味である。

87

その他 炉の立上、立下-ろ過式集じん器-ろ布　バグフィルターの破損の
早期発見・補修についての対応はどのように考えているのか。

破損が起こった場合は出口ばいじん計で感知できるため、その場
合は炉を止めて交換する。なお、毎年の検査や過去の経験によ
り、ろ布の劣化状況を確認できる。ろ布の亀裂はあまり経験がな
い。まず問題なく、リスクも低いと考えている。

※●は応募者の希望により非表示とした部分です。 7/8
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88

その他 ごみ量変動（少量搬入）　適切な発電機容量設定　とあるがどの
ような考え方に基づき設定するのか。

発電機設定に当たり、何を一番と考えるかが問題であり、蒸気が
最大のときに設定する考え方と、最大点を下げて最も頻度が高い
ところに近づけて設定する考え方があるが、今後様々検討しなが
ら、設定していく。

89
その他 注水時のガス量増加（水蒸気による）に対する２次側設備の余裕

は十分でしょうか。
高質ごみでも十分対応可能である。また、●●を超えないように
注水量を設定している。

※●は応募者の希望により非表示とした部分です。 8/8


