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町田リサイクル文化センター周辺地区連絡会（第６回） 

議事要録 

 

■ 日時 ２０１４年１２月１２日（金）１８時３０分～２２時００分 

■ 場所 町田リサイクル文化センター 研修室 

■ 出席 委員 ：高橋会長、小林（静）副会長、大谷委員、臼井委員、彦根委員、 

歌代委員、佐藤委員、北原委員、福岡委員、篠島委員、 

小林（哲）委員、八木委員、守屋委員 

■ 欠席 ２名 

■ アドバイザー：荒井 氏（公益社団法人 全国都市清掃会議） 

■ 事務局 ：内山環境資源部長、田後循環型施設建設担当部長、 

水島環境資源部次長 

循環型施設整備課 ：守田課長、清水統括係長、黒須担当係長、深澤担当係長、 

内海主任、竹内主任、久保主事、柳川主事、田中主事 

環境政策課 ：宮坂統括係長、濱田係長 

資源循環課 ：山田次長 

コンサルタト ：株式会社日建設計 

■ 傍聴者３名 

■ 配布資料（当日会場にて配布） 

１   第５回連絡会で頂いたご意見・ご要望について 

追加資料： 

新しい町田リサイクル文化センターを核としたまちづくりコンセプト 

２   施設の整備計画の進め方～アウトラインの検討から施設稼働まで～ 

３－１ （１）排ガスの自主規制値 

３－２ （２）施設配置計画  

３－３ （３）進入路と内部動線 

４   地区連絡会及び勉強会における今後の協議事項について 

 

※その他、提示・配布した資料 

・ 説明用模型（提示） 
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１．開会の挨拶 

内山部長より、開会の挨拶を行った。その後。事務局より配布資料と議題の確認を行

なった。 

 

２．これまでに頂いたご意見・ご要望について 

〇 議題１ これまでに頂いたご意見・ご要望について 

資料１を用い、事務局（黒須担当係長）から、第５回連絡会で委員から頂いたご意

見・ご要望に対して検討した結果について説明した。 

 

（以下、補足説明） 

 

・ 事務局 施設全体を地下化することは、施工上、防災上の課題があるため、困難

であると考えている。 

まず、施工上の課題についてだが、これまで提示してきた新施設の原案でも２６

万ｍ３分の掘削土が発生し、その量は１０トントラック５万２千台分にあたる。１

年３６５日、毎日搬出することを考慮しても、１日あたりトラックが１４０台出

入りすることになる。 

また、防災上の課題として、地下化により集中豪雨の際の施設への浸水が懸念さ

れ、安定操業および機能の維持に影響する可能性がある。 

 

（以下、質疑回答） 

 

・ 守屋委員 前回、新管理棟に関し、高さ制限や、内部の拡充について質問した。

その場での市からの回答では、法的な条件から、整備が難しいものがあるとのこ

とだったが、今回の計画地は市街化区域に該当しており、今回地元から要望して

いるコミュニティ施設であれば、整備に際し特段の制約は無いはずであると考え

ている。用途の制限の考え方について、教えてほしい。 

・ 守田課長 新施設全体が都市計画において都市施設として位置づけられている。

この際、整備可能な機能は「焼却施設」に関連した機能に限定されるため、前回、

制限があるとご説明した。これまで本計画に関し地元から整備のご要望があった

機能のうち、多目的ホールや防災倉庫は整備可能だが、カフェやカラオケルーム

等については焼却施設と関連性が薄いため整備が難しい。コミュニティ施設の詳

細な機能については、次回以降、皆さまと協議させて頂きたい。 

・ 守屋委員 前回、アドバイザーからご紹介いただいた他市事例では、清掃工場を

地域の防災拠点と位置付けているものがあった。町田リサイクル文化センターで

も、同様の対応は可能か。アドバイザーに聴きたい。 

・ 荒井アドバイザー 昨年、環境省からから示された「ごみ処理施設の整備計画」

という指針において、清掃工場を防災拠点化するため強靭な施設とすることが謳

われている。また、施設整備に際し国から交付される補助金の要綱のなかにも、

高効率発電と防災拠点化が謳われており、災害時に地域の役に立つ施設とするよ

う国の指針が出ている。具体的に、どのように防災拠点化するかは今後の協議に
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拠るが、町田市でも同様の対応が可能であると考えられる。 

・ 守屋委員 第１回目の地区連絡会で、熱回収施設及び不燃粗大ごみ処理施設、バ

イオガス化施設で今回の施設整備費は約２００億円と聞いた。この整備費には、

新管理棟の整備費も含まれているのか。また、このような施設について国、東京

都、市の財源負担はどのようになるのか。 

・ 田後担当部長 ２００億円という数字の根拠は、２０１２年ごろ整備基本計画の

検討の際にプラントの整備費としてメーカーから提示された数値であり、２６０

トン規模の焼却施設と不燃粗大ごみ処理施設等の整備費として試算されたもので

ある。新管理棟や、煙突の建設にかかる造成費等は含まれていない。そのため、

施設全体の整備費は実際の施設整備費は２００億円よりは多くなり、３００億円

という数値が提示される可能性もある。現在、皆さまにもご議論頂いているが施

設の規模について方向性が出た時点で再度メーカーにアンケートを行い、具体的

な整備費を精査する。 

また、施設整備の財源に関する質問だが、国からの交付金として、循環型社会形

成推進交付金がある。高効率発電を行う場合、発電効率が１７パーセント以上の

プラントでは、１／２補助、その他直接ごみの処理に係る施設では１／３補助と

なる。但し、高額な整備費なので、町田市のみでその他の整備費を負担すること

は難しい面もあるため、実際は借金することになる。 

・ 高橋会長 話を少しもとに戻すが、都市計画上、市街化区域には清掃工場を建て

て良いという分類になっているのか。 

・ 守田課長 都市計画上、市街化区域と市街化調整区域がある。市街化区域が、さ

らに細かく分類されており、今回の地域は市街化区域の準工業地域となっている。

今回は資料を用意していないが、次回、用途地域について詳しく解説する。用途

地域に応じて建設可能な機能が制限されている。 

・ 荒井先生 先程、守屋委員も言及されたが、ごみ処理施設は都市計画法上、「都市

施設」と位置付けられており、都市計画の中で位置が指定される必要がある。建

築基準法５１条の但し書きにおいて、市町村の長が認めれば、都市計画決定がな

くても廃棄物処理施設を整備することができるという例外規定になる。コミュニ

ティ施設については、「都市施設」の範ちゅうから言うと「廃棄物処理施設」との

関連性が薄いため、他市でも様々な工夫をしながら整備している状況である。関

連性をいずれにせよ、用途地域の問題と、都市計画決定の問題は個別に考えるべ

きであり、都市計画において位置を指定しない限り、ごみ処理施設を整備するこ

とはできない。今回の計画地は、都市計画決定をうけており、廃棄物処理施設の

指定もうけているため、ごみ処理施設の建替えも可能であるということになって

いる。皆さんの理解を深めるため、都市計画で指定された用途地域と都市計画決

定の資料を提示してはどうか。 

・ 高橋会長 用途地域の話について、分かり易くまとめた資料を作ってほしい。ま

た、地元から要望している施設を整備するために規定を変える必要があるならば、

用途地域を変えるための条件についても、まとめてほしい。 

・ 高橋会長 施設の地下化について、残土処理が大変だから、地下化できないとい
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う説明はおかしい。残土処理が大変なのは、どこに施設を建設しても同じことで

ある。前回までは、コストがかかるから不可能という話ではなかったのか。出入

りする車両台数が増大するからというのは、理由にはならないと考える。 

・ 田後担当部長 今回は残土処理の規模をご説明したく、目安としてトラック台数

等で説明させていただいたことをご了解頂きたい。 

・ 高橋会長 資料１の市からの回答の欄に、コミュニティ施設については、資源循

環型施設整備基本計画（２０１３年）と擦り合わせるとの記載があるが、施設整

備基本計画の中にコミュニティ施設に関することは記載されていないのではない

か。どうして回答に記載されているのか。 

・ 事務局 本日追加資料として、皆様にご議論いただくコンセプトの要素となる情

報をまとめた。３ページに、資源循環型施設整備基本計画（２０１３年）の抜粋

を掲載した。整備基本計画のなかで、新しい施設に求められる機能・役割として

防災機能、環境学習、ごみの減量啓発、市民協働、景観への配慮、防災機能とい

った目的を掲げている。このような計画と擦り合わせることを考えている。 

 

〇 追加資料 新しい町田リサイクル文化センターを核としたまちづくりコンセプ

ト 

追加資料を用い、田後担当部長から、まちづくりコンセプトの要素となる、地元から

の要望や上位計画等について、概要を説明した。 

 

（以下、補足説明） 

 

・ 田後担当部長 整備基本経計画との擦り合わせについて質問があったため、まち

づくりコンセプトについて、追加資料を使用して説明させていただきたい。プラ

ントを中心とした施設の整備のみ先行して計画が進んでいると捉えられがちだが、

そうではないということをご説明したい。地区連絡会のなかでは、時間も限られ

ているため概要のみ説明し、詳細はまちづくり協議会で説明させていただきたい。 

まちづくりコンセプトとは、施設を核とした周辺地域と一体となったまちづくり

について検討するためのものである。 

コンセプトの要素となるもののうち、地元からいただいたご要望について、早期

に対応を求められる要望に関し、まずは、まちづくり協議会と市で基本協定を締

結する事を考えている。 

その他、コンセプトの要素となる上位計画の担当課は、以下のとおりである。 

町田市都市計画マスタープラン：都市づくり部都市政策課 

町田市環境マスタープラン  ：環境資源部環境政策課 

町田市景観計画       ：都市づくり地区まちづくり課 

町田市緑の基本計画     ：都市づくり公園緑地課 

町田市地域防災計画     ：市民部防災安全課 

（その後、上記の上位計画について、概要を説明した） 

最後に、まちづくりコンセプト（案）をまとめた。ここでは、大きく３つのコン

セプト案を掲げたが、今後、皆さまにもご議論いただき具体的な要望を出して頂



5 

 

きながら、要求水準書に反映し、施設と同時に周辺のまちづくりも進めていきた

いと考えている。 

・ 高橋会長 前回の意見に対する市からの回答について、地元として了解したとか

しないとかいう話は、今回は無しということで良いか。 

・ 田後担当部長 今回の会議は、施設の配置や、進入路と内部動線等を決めて頂く

ことが目的なので、前回までに頂いたご質問への回答については、皆さまにご確

認いただければ良い。 

・ 高橋会長 前回の質問に対する市からの回答については、そのような説明があっ

たということで受け止める。 

 

〇 議題２ 施設の整備計画の進め方 

資料２を用い、コンサルタントから、施設の整備計画の進め方について説明した。 

 

（以下、補足説明） 

 

・ コンサルタント 現在は、資料に示すＳＴＥＰ３の段階にあり、平成２５年５月

から平成２７年度まで約３５か月間、随時、詳細について検討していく段階にあ

る。資料下段にＳＴＥＰ３の詳細を記載した。これまでの地区連絡会で、環境影

響調査計画書の提出のため、施設の規模、配置、煙突の位置、進入路について、

概要を仮設定させて頂いた。本日は、環境影響評価書案の作成のため、施設の配

置、自主規制値についてご議論頂き、アウトラインを決定して頂きたいと考えて

いる。施設の外観・内観や、コミュニティ施設の内容については、ＳＴＥＰ４段

階でも議論することが可能であるので、現段階では、建物のおおよその位置と規

模などアウトラインを決めて頂ければよい。 

 

（以下、質疑応答） 

 

・ 高橋会長 事務的にいうと、資料のとおりの流れになると思う。コミュニティ施

設について、我々が要望しているものの全体像を考えると、どこまで要求水準書

に反映されるのかわからない。資料からは、施設のアウトラインの決定まで検討

期間が短いように思う。 

・ 荒井アドバイザー ごみ処理施設の発注の仕方は、設計付き施工契約という特殊

な方式がとられる。一般的な施設では市が図面を用意し業者を決定するが、ごみ

処理施設では設計付き施工契約といって、事業者を決定後、詳細設計を行い、施

設を整備する。また、ごみ処理施設の発注方式は、性能発注方式とも呼ばれてお

り、施設が満たすべき環境基準値等を要求水準書に示し、それらの要求を満たす

よう施設を設計・整備することを求めるものである。 

また、国からの交付金については、ごみ処理施設の焼却設備や発電設備といった

主要部分にのみ適用されるものであり、国の審査を経て交付の対象となる施設や

設備が決定される。そのため、コミュニティ施設については、国の交付金の対象
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外となる可能性もあり、その場合、市の財源により整備することになる。 

・ 高橋会長 コミュニティ施設も含めた配置、防災施設も含めた配置となると現段

階で判断することはできないと考える。 

・ 荒井アドバイザー このような施設を整備する場合、環境影響評価を行う義務が

ある。排ガス拡散濃度を検討する場合、煙突の位置、自主規制値を決めなければ、

周辺地域への排ガスの影響をシミュレーションすることが出来ない。そのため、

現時点では位置を仮定し、どのような影響が出るのか検討しておく必要がある。 

・ 田後担当部長 コミュニティ施設については、現在ご要望頂いているのは、機能

に関する部分であると考える。現在は、環境影響評価の予測条件とするため、建

物の大きさと位置のみご判断頂き、内部の機能については継続協議とさせていた

だきたい。 

・ 荒井アドバイザー 施設の位置を決めなければならないのは、日影への影響を検

討するためである。今後、メーカーによる詳細設計の段階で、メーカーによりプ

ラントの形状が異なるため、建物の大きさが若干変化することも考えらえるが、

その際にも環境影響評価で予測した影響の範囲以下に建物の位置を収めることに

なる。 

進入路の影響を決めなければならないのは、交通量への影響や、出入りする車両

から発生する排ガスの影響を検討するため必要だからである。 

いずれも、予測評価をしなければ周辺地域の生活環境への影響の程度も分からな

いため、予測評価のための基本的条件となる施設の規模、配置、進入路を決める

必要がある。 

・ 守屋委員 現在の整備計画の進め方や地区連絡会のスケジュールの説明があった

が、今年・来年は環境影響評価（案）、再来年からが詳細設計・実施設計の関連の

申請の手続きということか。 

・ 高橋会長 そうではない。来年度にも詳細設計の基礎となる計画を決めるよう求

められており、 

・ 判断を求められているスピードがとても速い。 

・ 守屋委員 配置計画について、周辺地域に影響が及ぶ以上、地域住民の同意書等

が必要であると考えられるが、どういったタイミングで同意書が必要となるのか、

ご教示頂きたい。 

・ 田後担当部長 要求水準書については、１年程度かけて検討する予定である。タ

イミングとしては、プラントや建物の仕様が全て決まった段階であると考えてい

る。 

・ 守屋委員 補助金の申請において、住民の同意書が必要ではないかと思うが、そ

のタイミングは何時か。 

・ 田後担当部長 排ガスの自主規制値や、振動騒音等にいては、事前に住民との間

に環境基本協定書を締結する事を考えている。遅くとも、メーカーとの契約時ま

でには締結することを考えている。また、その他のご要望については、要求水準

書に反映する。まちづくり協議会との基本協定は年明けすぐにも締結したいと考

えている。これらの協定書が同意書に該当してゆくと考えている。 
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・ 守田課長 法的な手続きとしては、住民の同意は求められていない。 

・ 守屋委員 法的には同意は求められていなくとも、町田の場合、住民の合意を得

て施設整備計画をすすめてゆくと考えて良いか。 

・ 田後担当部長 基本的に、協議の中で住民の合意を得ながら、それらを協定書や

要求水準書に反映しながら計画を推進することになる。 

・ 高橋会長 要望書の中にも、合意を得ながら施設整備を進めて頂けるよう記載し

ており、そのように計画が進められるものと考えている。 

・ 小林（静）副会長 要求水準書（案）の検討期限が平成２７年度５月というのは、

早すぎるのではないか。 

・ コンサルタント 現状のスケジュールでいうと、要求水準書（案）は、事業者を

選定する際に必要である。要求水準書（案）に、要望を反映することを勘案する

と、来年５月あたりが検討の期限となる。 

・ 荒井アドバイザー 説明を補足する。平成２８年度に着工するためには、平成２

７年度中に事業者に基本条件を提示しなければならない。その後、事業者が基本

設計を行い、事業者が提案をまとめるのに３～６か月かかる。仮に、平成２７年

度末に契約をする場合、設計に着手してもらうのが、平成２７年８月～９月頃と

なる。それまでに、地元の合意を得て要求水準書（案）の内容を固め、議会で承

認得ることになる。また、入札公告に関する事務作業等に２か月程度かかるため、

資料に記載された平成２７年度５月という話になったと考えられる。事務作業期

間等を短縮することで、もう少し検討期間を延長することも可能ではないかと考

えられる。 

・ 高橋会長 このスケジュールでは、施設の配置計画等について現段階で判断する

ことは無理である。従って、施設の平成３２年度稼働も無理であると考えられる。 

・ 荒井アドバイザー 環境省の発注仕様書の手引きに則り、まずはたたき台を作成

してはどうか。不足する部分については、今後協議し追記してゆくことにすれば

良い。 

・ コンサルタント （スライドを用いて、新武蔵野クリーンセンター（仮称）の要

求水準書を紹介した。）新武蔵野クリーンセンター（仮称）の要求水準書に示され

ている配置図は、施設の配置の概要を示したものである。また、施設コンセプト

について要求水準書に盛り込みたい理由について、説明する。武蔵野市の場合、

事業の基本条件として、環境保全に配慮した施設づくり等、４つのコンセプトを

提示している。地域社会とくらしに配慮した施設づくりというコンセプトに対し

ては、見学者施設の整備や、全ての市民が利用しやすいようユニバーサルデザイ

ンに配慮したものとすること等が規定されている。これらコンセプトをベースと

して、より詳しい内容を文言で記載している。町田市の要求水準書（案）につい

ても、文言として盛り込む部分の案を提示するので、今後追記したい事柄につい

て協議させて頂くことを考え、先に提示したスケジュールとさせて頂いた。 

・ 高橋会長 要求水準書（案）に抽象的な文言で施設を定義することに、何の意味

があるのか。 

・ 荒井アドバイザー 全てを言葉で書かなければならないわけではない。どのよう
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な方針で施設を整備して欲しいのか、ということについて言葉で記載することに

なる。 

・ 田後担当部長 コンセプトについて、３つの要素があることを説明したが、全要

素が揃ってから、要求水準書がかたちになるものと考えており、今回提示したス

ケジュールに拘らず、十分に議論をすべきであると考えている。これにより、後

のスケジュールが短くなったとしても、平成３２年度稼働を目指して、行政内の

手続き期間や工期を工夫し、行政側で対応すべき事柄であると考えている。 

一方で、現段階では、環境影響評価のための予測条件として、配置計画を決定し

て頂きたい。これは、要求水準書への反映案は切り分けて考えていただきたい。 

・ 歌代委員 まちづくり協議会は市に要望書を出している。これはここの施設だけ

でなく、プール等周辺施設の整備に関する要望も含まれている。来年の５月まで

に要望への回答をもらって、我々が了解できる内容かどうか。今、受けているも

のは遥か先になりそうなレベルの回答である。現在のスケジュールでは判断でき

ないと、会長はおっしゃっている。 

・ 篠島委員 現段階でどういう計画があるのかということを具体的に出して頂かな

いと、詳細な姿が見えないと、安心できない。地元からは、どのようなものをど

のような目的で整備して欲しいのか、再三提示している。良い施設ができること

の確証が欲しい。だから、協定を締結したいとか、文書や絵で残したいという要

望を出している。 

・ 田後担当部長 地元からの要望書として、２次要望が出されていることについて

は、１次要望での回答が不十分であったということとして、重く受け止めている。

市からの一方的な回答とならないよう、皆さまと協議しながら要望に沿ったもの

を出していきたいと思っている。口約束だけでなく、確証を持っていただくため

のものとして、まずは基本協定書の締結を目指している。そのような理由から、

２次要望書の回答には、お時間を頂きたいと考えている。 

・ 高橋会長 ２次要望を出したのが、８月２２日だが、その回答について市の内部

で対応をまとめるのに時間がかかっているのではないか。１０月に出た回答も、

基本協定に関しては全く触れられていなかった。時間が無いというわりに、市の

内部での検討に時間を要されている。このようなことも勘案すると、平成２７年

度５月までに要求水準書（案）を作成することはできないのではないか。 

・ 田後担当部長 市の内部での対応時間がかかっていることについては、言い訳の

仕様もない。現状、できる限りの対応を取らせて頂いていることについては、何

とかご理解いただきたい。今後もこのようなスタンスを続けるつもりはなく、で

きる限り早期に対応するようにしていく。まずは、基本協定書の締結から行って

いきたい。 

環境影響評価のための予測条件の設定と、要求水準書（案）の作成については切

り分けて考えて頂きたいという要望についてはいかがか。 

・ 高橋会長 了解したとかしないとかのレベルではない。ひとまず、議題３の説明

をお願いしたい。 
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〇 議題３ 環境影響評価の予測条件について 

資料３－１、を用い、コンサルタントから施設整備基本計画に基づいた自主規制値

を説明した。 

資料に記載した新しい町田リサイクル文化センターの排ガス自主規制値（案）は、資

源循環型施設整備基本計画に決められた値に準拠した。 

 

（以下、質疑応答） 

 

・ 高橋会長 ２０１３年までの資源循環型施設整備基本計画検討委員会でも、再三

申し上げたが、町田市では環境先進都市ということを謳っており、環境に影響す

る物質は、極限まで低減するよう要望している。町田市が最も自主規制値の厳し

い施設となるよう要望してきたが、資料に記載された他市事例を見るかぎり、町

田市より厳しい規制値が設定されている施設も多くある。環境先進都市町田とし

ては、最も低い値に合わせたいというのが、私の希望である。 

・ 荒井アドバイザー 他の事例を見ながら考えてゆくということになるが、自主規

制値をメーカーの保証値とすると、それらに対応するため施設の整備コストがか

かる。また、自主規制値をこれ以上下げても、数字の違いによる環境への影響の

違いは殆どない。東京都２３区では、水銀は０．０５ｍｇ／㎥としている。水銀

については、現在のところ、基準となるものが示されていない。今後、水俣条約

との関係で、規定されていくものと考えられる。今回提示されている町田市の自

主規制値は、法令上の環境基準値を十分に達成したものである。全国的にみても、

トップレベルのものとして遜色のない数値である。 

・ 高橋会長 自主規制値を低い値にしたいという主旨は、近隣に居住している住民

として、提示された基準値が健康上問題が無く、本当に安全なのかどうか判断が

できないため、可能な限り低い値として頂くよう、要望している。 

・ 大谷委員 バイオガス化施設とストーカ炉を保有している類似例として、資料に

記載されていない、南但の排ガス自主規制値が知りたい。 

・ 田後担当部長 南但の排ガス自主規制値は、ばいじん：０．０４ｇ／㎥Ｎ、硫黄

酸化物：１７．５ｐｐｍ、窒素酸化物：１５０ｐｐｍ、塩化水素：３０ｐｐｍ、

ダイオキシン：０．０５ｎｇ－ＴＥＱ／㎥Ｎ、水銀：規定なし、である。 

・ 福岡委員 数字的なことはよくわからないが、他市と比較してもトップクラスの

基準値であるとの印象を持った。税金を利用して整備する施設なのだから、いく

らでも整備費をかけて良いというものではないし、アドバイザーの助言のとおり、

このあたりが妥当なのではないかと思う。 

・ 大谷委員 下小山田の場合、多摩市の煙突からの影響もある。町田、多摩の両方

の影響を考慮して自主規制値を設定して頂きたい。また、庁内において各課への

地元要望の浸透状況はどのようであるか。あまり、地元の要望が庁内に浸透して

いないように感じられる出来事があった。 

・ 内山部長 地元からの要望への対応については、担当課で行き違いがあった件、

申し訳なかった。現在、副市長からの指示もあり、担当課において適切に対応で
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きる体制を整備している。 

・ 田後担当部長 大谷委員からの意見について、多摩ニュータウン環境組合の焼却

施設からの影響があることはわかっているので、まずは新施設の煙突の位置を仮

定して頂き、双方の影響をシミュレーションし、皆さんにご提示しながら議論を

進められるようにしたい。 

・ 高橋会長 町田市よりも厳しい基準値を採用した事例が多くあるのに、整備コス

トが高価になることや、資源循環型施設整備基本計画に記載されている値よりも

自主規制値を低くしても環境への影響がほとんど変わらない等の抽象的な事柄を

理由に、最も厳しい自主規制値の設定が難しいと回答されても、納得がいかない。 

・ 田後担当部長 ご指摘の施設については、西秋川衛生組合や相模原市南清掃工場

のことだと思う。これらの施設にはガス化溶融炉が採用されており、町田市の新

施設とは、炉の型式が異なるため、同じ土俵で議論できないことをご理解頂きた

い。 

・ 高橋会長 資源循環型施設整備基本計画の審議会の際の議論を蒸し返すわけでは

ないか、当時は、窒素酸化物の規制値は３０ｐｐｍが限度であるとの説明から、

これを設定した。それに対し、日野市が町田市と同じ炉の型式で窒素酸化物の規

制値２０を謳っている理由は何なのか。 

・ 田後担当部長 資源循環型施設整備基本計画検討時は、ストーカ炉、乾式洗煙設

備では３０ｐｐｍが最も厳しい数値であった。今後、他市で２０ｐｐｍを実行す

るようになれば、町田市でも同等のレベルを検討してゆく必要があると考えてい

る。 

・ 事務局 焼却施設の炉の型式によっても、排ガスに含まれる物質に違いが生じる。

排ガスの温度が高い施設では、硫黄酸化物の値は低くなるが、窒素酸化物につい

ては空気中の窒素と排ガスが反応しやすくなるため、どうしても窒素酸化物の濃

度の低減に限界が生じる傾向になる。 

窒素酸化物の除去には、触媒反応塔で多くのアンモニアを使用することになる。

大量のアンモニアを使用すると、プラント内で反応しなかったアンモニアが直接

大気に排出されるおそれがある。薬剤コストもかかる。 

・ 荒井アドバイザー 環境省が環境基準値として示されている、人の健康に影響の

ないレベルの窒素酸化物濃度に対し、先にスライドで示した煙突からの排ガスの

拡散濃度シミュレーションによる窒素酸化物の値は１００分の１以下である。東

京都が発表している空気中の窒素酸化物の濃度によれば道路脇で測定された実測

値は、環境省の示す環境基準値の３分の２程度の値をしめしている。従って、熱

回収施設の排ガスの影響よりも、自動車の排ガスの影響の方がずっと大きいとい

える。熱回収施設の排ガスが、環境に与える影響は極めて低く、敢えて基準値を

整備基本計画より下げる必要は無いと考えられる。 

・ 高橋会長 さきほどアドバイザーからの話にもあったが、水銀については国とし

ても規制される方向にあると理解した。 

・ 荒井アドバイザー 現在は仮に、水銀の規制値は０．０３で予測評価を行い、国

の規制が入った段階で数値を見直すことになると考えられる。 
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・ 高橋会長 とにかく、クリーンな施設をつくってもらったということを、我々が

胸を張って言えるようにしてほしい。施設の型式の違い等があるようであれば、

合理的な理由を示して、自主規制値を説明してほしい。 

・ 荒井アドバイザー 武蔵野市では、規制基準を挙げた際の整備コストへの影響を

試算した。町田市では、事業費として先程３年の整備期間で３００億円という目

安が示されたが、１年あたり１００億円というと、かなりのインパクトである。

費用対効果という側面からも、自主規制値を検討してゆく必要があると考えられ

る。 

・ 高橋会長 排ガスの影響を受ける施設に対してインセンティブが示されないと、

なかなか住民に対する説明が難しいという点をご理解頂きたい。売電収入の地元

還元等を検討していただかないと、地元住民に対しても説明がしにくい。 

・ 大谷委員 現在、排ガスの自主規制値のみ説明されているが、排水等に関して自

主規制値は無いのか。 

・ 田後担当部長 排水については、振動、騒音と同様、公害防止基準として国また

は東京都の基準に則り管理してゆくことになる。自主規制値を設定するのは、あ

くまでも排ガスのみである。 

・ 荒井アドバイサー 下水は、下水排水基準に合わせて整備する。 

・ 田後担当部長 環境影響評価の予測評価に用いる値としては、整備基本計画に記

載した値を用いていきたい。 

・ 高橋会長 資料３－１、２ページの、町田市の数値について、臭気のところに１

０と１２と２つの数値が並んでいる理由は何か。 

・ 事務局 公害防止基準値は、用途地域によって異なっている。最終処分場側が１

２、その他住居側の地域が１０ということになっている。 

・ コンサルタント 臭気の公害防止基準値は、法令により用途地域ごとに規制基準

が設定されている。本計画地は準工業地域であるため、１２であるが・・・ 

・ 高橋会長 自主規制値の話をしているときに、法条例上の基準を説明されても話

にならない。 

・ 事務局 資料３－１において、排ガスは「自主規制値」を掲載しており、騒音・

振動・臭気・排水については、法令で規定されている「公害防止基準」を掲載し

ている。 

・ 田後担当部長 今後、住民との環境協定のなかで、必要に応じて自主規制値とし

て新たに臭気の数値を見直すことも考えられる。 

・ 事務局 現在のリサイクル文化センターにおいては、敷地境界で定期的に臭気測

定を行い、それらを公表している。 

・ 高橋会長 臭気は機械的に数値測定ででるものなのか。 

・ 事務局 臭気は、機械で測定できるものではなく、臭気判定士が官能試験により

判定するものである。かつては、物質ごとに臭気を測定していたが、これでは複

合的な臭いが判定できないため、近年はこれらを考慮し、臭いについてはなるべ

く無臭に近づけることを目標とし、人の嗅覚で臭いの強さを判定している。 

・ 田後担当部長 臭気の発生のおそれがある部分には、必ず脱臭設備を配置し、無
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臭に近づける。 

・ 荒井アドバイザー 臭気判定の仕組みに関する説明。清掃工場で周辺地域に臭気

を感じさせるような施設は、そもそも不適切であると考えられる。臭気対策につ

いては建設の時から配慮してゆく必要がある。 

・ 高橋会長 通常運用時に臭気が出ないのは当たり前である。トラブル発生時の対

応を懸念している。西秋川衛生組合で振動の基準値が３０ｄＢに設定されている

理由はなにか。 

・ 事務局 施設に隣接している高齢者福祉施設に配慮したためと聞いている。 

・ 高橋会長 振動対策として、どのような方法があるのか。 

・ 荒井アドバイザー 振動発生源となる機器を防振ゴムの上に設置することで振動

を抑制したり、建物から独立した基礎に乗せ建物に振動が伝搬しないようにした

りすることで対策できる。一般的に、振動に関して周辺地域から苦情が出ること

はまずない。むしろ、低周波騒音について苦情が出ることの方が多い。 

・ 高橋会長 振動については、一般の人にはなかなか分からないことがある。身近

な例では、小学校の給食室から発生する低周波音について、課題になったことが

ある。 

・ 事務局 環境影響評価の予測評価のため、排ガスの条件設定について改めて議論

して頂きたい。 

・ 高橋会長 騒音、振動、臭気について議論する機会はめったにない。この機会に、

この程度議論することは、私は必要であると考えている。 

・ 田後担当部長 低周波の話が出たが、本施設でも北西側地域で低周波を感じると

の苦情を受け、数年間、原因究明を行ったことがある。新施設でも影響が考えら

れる場所への対策を行った後、更に影響があれば、個別に丁寧に対応させて頂き

たい。 

・ 荒井アドバイザー 環境影響評価の予測条件について、現在仮決定した基準値を

後から引き上げる（３０から５０にする）ことはできないが、引き下げることは

可能である。妥協案かもしれないが、現段階では資源循環型施設整備基本計画に

記載された基準値を仮採用し、要求水準書の策定までにさらに議論を重ねてはど

うか。 

・ 田後担当部長 予測評価のための条件設定と、要求水準書への案の盛り込みは切

り分けて考えて頂きたい。 

・ 高橋会長 時間も遅いので、判断を次回にしたい。 

・ 田後担当部長 前回までにもそのようなご意見を頂き、延期してきたが、判断に

必要な情報として不足しているものがあれば、ご教示頂きたい。 

・ 小林（静）副会長 現在施設の規模や配置、進入路、煙突の位置について仮決定

したとして、今後、その内容について、今後の環境影響評価の手続きにおいて、

変更はどの程度可能か。変更理由書のようなものを出せば、大きな変更も可能な

のか。 

・ 田後担当部長 前回よりご提示している配置計画や進入路の計画に、これまで頂

いた要望を配置計画にも盛り込んでいる。排ガス規制値についても、他市と比較
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し、遜色のない厳しい基準を設定している。予測評価のための仮決定案として、

現在提示している案をベースとしていきたい。 

・ 小林（静）副会長 我々としては、大きな計画変更はできないが、軽微な変更な

ら可能であるということを確認したかった。 

・ 荒井アドバイザー 焼却炉の規模を大きく変えたりすることは不可であるが、排

ガスの窒素酸化物の自主規制値を３０から２０にする程度のことは、軽微な変更

として可能である。 

・ 田後担当部長 要望やコンセプトについては、２５日のまちづくり協議会で丁寧

に説明させて頂く。あくまでも、東京都に環境影響評価書を提出するための手続

きのひとつとして、本日、ご判断頂きたいと考えている。 

・ 高橋会長 しかし、排ガス規制値に関して、町田市で資源循環型施設整備基本計

画に記載した値としている理由書等も示して頂きたいと要望しているが、それら

も提示されていない中、判断しなければならない理由は何か。 

・ 田後担当部長 アドバイザーからの助言にあるとおり、今回は、あくまでも、資

源循環型施設整備基本計画に記載した値を上限と考え、仮決定して頂き、今後さ

らに議論を重ねて値を提言してゆくことも考えられる。 

・ 高橋会長 やはり、判断は次回にしたい。 

・ 福岡委員 自治会に帰り、地元の住民に説明するための資料がないと困るという

会長のご意見もわかるが、我々の会議は、新しい町田リサイクル文化センターを

少しでも良い施設にするための検討を行う場であり、施設自体を建てない事にす

るためのものではない。次回にしても、同様の事態になるのではないか。これま

でにも議論を積み重ねてきた経緯もあるし、排ガスの自主規制値についても、他

市事例との比較やアドバイザーの助言から考えて妥当ではないかと考えている。

我々はリスクゼロを求めがちだが、リスクゼロはあり得ないと考える。話を先に

進めるためにも、ここで決めてはどうか。 

・ 田後担当部長 皆さまの疑問を解決するための資料や、排ガス基準値の根拠とな

る資料を用意する等、地元の皆さまにご理解頂けるよう、出せるものは出してい

く。 

・ 高橋会長 本日判断せず、１月に議論を延長することで具体的にどのような影響

があるのか。 

・ 田後担当部長 本日ご判断頂かないと、環境影響評価の提出スケジュールに影響

が生じてしまう。今月中に環境影響評価書案を作成したいと考えている。 

・ 高橋会長 そうはいっても、時間切れである。 

・ 田後担当部長 ご判断を次回に先送りする理由として、我々の説明が足りなかっ

たり、判断に必要な情報が足りなかったりするということか。 

・ 高橋会長 それもある。では、残りの資料については２５日のまちづくり協議会

の際に、改めて協議することとしたいが、いかがか。 

・ 市と委員で協議した後、議題３の残り（資料３－２、資料３－３）及び議題４ 今

後の進め方（案）については、２０１４年１２月２５日１６時からのまちづくり

協議会の場で、地区連絡会（第６回）のつづきとして改めて議論することとした。 
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（２２時 閉会） 

 

 


