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西秋川衛生組合ごみ処理施設建設基本計画 概要版 

 

１ 計画の位置づけ 

  西秋川衛生組合（以下「組合」という。）は、あきる野市、日の出町及び檜原村

の３市町村（以下「組織市町村」という。）で構成し、この区域から発生する一般

廃棄物（ごみ）の処理を行っているが、施設の老朽化に加えて循環型社会構築のた

めの熱回収や資源化率の向上及び 終処分場の延命が課題となっている。 

そのため、近い将来の施設更新に向けて、学識経験者、近隣地域住民、組合議員

及び組織市町村担当課長等で構成する「西秋川衛生組合ごみ処理施設建設基本計画

策定委員会」（以下「委員会」という。）を設置し、平成15年９月に策定された「西

秋川衛生組合高尾清掃センターごみ処理施設建設検討委員会報告書」及び平成18年

12月に策定された組織市町村及び組合の「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」をも

とに、熱回収施設、リサイクルセンター、 終処分場の掘り起こし再生、公害防止

対策等の基本的な項目について検討し、環境負荷が少なく、循環型社会の構築に資

することのできる「ごみ処理施設建設基本計画」（以下「本計画」という。）の策

定に当たった。 

なお、分別収集計画に関することについては、今後、組織市町村と協議を行うも

のとする。 

 

２ 計画の目的 

組合では、組織市町村から発生するごみの中間処理として、可燃ごみの焼却、粗

大ごみ処理及び資源回収等を行っている。焼却施設は、昭和53年（1978年）に竣工

した150t/日の施設であり、粗大ごみ処理施設は、昭和54年（1979年）に竣工した30

ｔ/日の施設である。いずれも稼働を開始してからほぼ30年が経過しており、機器設

備類の老朽化が進み、維持管理及び点検整備費が増加するとともに、発生するごみ

質の高カロリー化により処理能力が低下していることに加え、さらなる公害防止対

策を図らなければならない。 

特に、排ガス中のダイオキシン類対策として、ダイオキシン類対策特別措置法に

より平成14年12月１日から既存施設においては、ダイオキシン類の排出基準が５

ng-TEQ/m3N以下、新設を行う場合は１ng-TEQ/m3N以下とされていることから、早い

時期に新設を行い、１ng-TEQ/m3N以下とする必要がある。 

さらに、粗大ごみ処理施設は、アルミ選別機がないため、選別した鉄などの資源

物の純度が低いなどの資源化に対する不備がある。また、不燃物処理・資源化施設

は、平成４年に竣工し、15年が経過しており、作業環境の改善等の様々な問題を抱

えている。 

一方、 終処分場は、あと数年で満杯となる見込みであり、その後の用地の確保

が非常に困難であるため、極力 終処分量の低減化による延命を図らなければなら
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ない。 

したがって、本計画は、組合圏域の生活環境及び周辺地域の自然環境を保全しつ

つ、長期的な展望の下に、処理の効率性、経済性、技術的な安定性を考慮し、かつ

循環型社会形成を目的としたごみ処理に伴うエネルギー回収及び資源回収を図るこ

とのできる、熱回収施設及びリサイクルセンターの建設並び 終処分場の延命化を

柱とする計画を目的として策定するものである。 

 

３ 計画施設 

中間処理施設等の建設 

（１）熱回収施設 

（２）リサイクルセンター 

（３）余熱利用等の設備 

（４） 終処分場再生事業 

（５）既存焼却施設解体事業 

（６）その他上記の工事に伴い必要な設備 

 

４ 計画目標年次と計画処理区域 

計画目標年次は、稼動開始７年後とし、計画処理区域は、組合圏域の全体とした。 

 
               熱 回 収 施 設     平成３０年度 
    計画目標年度          
                リサイクルセンター 平成３２年度 
 
     計画処理区域        組合圏域（あきる野市、日の出町、檜原村） 
 

 

５ 施設整備の緊急性 

組合の焼却施設は、先にも触れたように稼動開始後30年を経過する。したがって、

施設内外に様々な問題を抱えており、本施設の更新は緊急を要する。 

（１）既存施設の老朽化 

焼却施設は、施設全体の経年劣化が進み、その効果が十分に発揮されていな

い。また、年々維持管理と点検整備にかかる費用は増加しており、職員にかか

る負担も大きくなっている。 

さらに、耐震基準も旧基準の構造である。したがって、個々の設備を更新す

るよりも、全体を早急に更新する必要がある。 

（２）ごみ発生量と高カロリー化への対応 

ごみの発生量は横ばい状態であるが、ごみ質の高カロリー化が進んでいる。

したがって、発熱量の高いごみ質に対応可能な施設整備が急務である。 

（３）ダイオキシン類の削減 

既存施設は、ダイオキシン類対策特別措置法により、平成14年12月１日以後
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は排ガス中のダイオキシン類濃度が５ng-TEQ/m3N以下とされ、そのための施設

の改善を行ったところである。しかしながら、新設する場合の規制値は、１

ng-TEQ/m3N以下とされており、周辺環境の保全を考慮すると、既存施設を早急

に建替え、この新しい規制値に準拠できるようにする必要がある。また、灰に

含まれるダイオキシン類の削減も必要である。 

（４）周辺環境の保全 

新の公害防止技術を備えた新たな中間処理施設の建設により、周辺環境の

保全を現在以上に確保することが必要である。 

（５） 終処分量の低減化 

組合の 終処分場は、現状の施策のままでは平成27年度に満杯となる見込み

であるが、新たな 終処分場用地の確保は非常に困難である。したがって、

終処分量をできる限り低減化して 終処分場の延命化を図り、将来的にはゼロ

エミッションが可能な中間処理施設等の建設計画が必要である。 

 

６ 本事業計画の主要事項 

本事業計画の主要な項目についての検討結果を次に示す。 

（１）施設の計画位置と概要 

計画施設の計画位置は、周辺地域の方々の理解を得た上で、既存施設の南側

とする。 

なお、計画施設の建設には、既存の敷地では敷地面積が不足するため、周辺

の土地を取得する。このため、現在、都市計画決定されているごみ処理施設の

位置にこの部分を追加する都市計画変更を行う。 

（２）本事業計画施設 

本事業計画における施設は、次のとおりとする。 

ア 熱回収施設 

（ア）処理能力 

      １１７t/日（組織市町村の人口及びごみ量の推定結果に基づく。） 

（イ）運転時間 

全連続運転式（24時間連続運転炉） 

（ウ）処理方式 

      ガス化溶融方式 

（エ）灰処理方式 

  主 灰 ：ガス化溶融炉で溶融を行う。 

    飛 灰 ：キレート固定処理 

 （オ）排ガス冷却設備 

ボイラ、エコノマイザー及び減温塔 
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イ リサイクルセンター 

（ア）処理（選別）能力 

現時点では、おおむね次の能力とする。 

缶 類    約５t/日  

びん類     約６t/日     計 約１３.２t/日 

ペットボトル 約２t/日 

発泡トレイ  約０.２t/日 

なお、リサイクルセンターの整備規模及び処理方法等については、

リサイクルセンターの実施計画策定時に決定する。 

（イ）処理方式 

缶・金属類  ： 手選別による異物の除去後、磁力選別及びアルミ

選別の後プレス 

びん類    ： 手選別による生きびん選別及び異物の除去後、無

色、茶色、その他の色に選別 

ペットボトル ： 手選別による異物の除去後、圧縮、梱包 

発泡トレイ  ： 手選別による異物の除去後、減容 

（ウ）中古品再生利用・展示施設 

   家具、自転車等の修理・再生及び展示に必要な面積を有する適切な

計画とする。 

 

７ 燃焼排ガスの設計基準等 

（１）燃焼排ガスの設計基準 

委員会の検討の結果、煙突から排出されるガスの設計基準は、大気汚染防止

法等に対して次の自主規制値を設けた。 

 

［表-1］排 ガ ス の 排 出 基 準 

 

 

 

 

 

 

 

物　　質 単　位 自主規制値 自主／法規制

ばいじん量 g/m3N 0.08 0.01 以下 １／８

Ｋ値 17.5 17.5

ppm 20 以下

窒素酸化物 ppm 250 50 以下 約１／５

塩化水素 ppm 430 30 以下 約１／１４

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 1 0.01 以下 １／100

法規制値

硫黄酸化物 １／35以下
数百～5,000
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（２）公害防止設備 

計画施設の主要な公害防止設備は、次のとおりとする。 

［表-2］公害防止等設備 

項  目 設  備  の  内  容 

熱しゃく減量 溶融を行うことによって熱しゃく減量は、０％とする。  

ば い じ ん ろ過式集じん器を用い、０.０１g/m3N 以下とする。 

硫黄酸化物 乾式除去設備で２０ppm以下とする。 

窒素酸化物 燃焼制御＋触媒脱硝設備により５０ppm以下とする。 

塩化水素 乾式除去設備で３０ppm以下とする。 

 

ダイオキシン類 

ダイオキシン類削減ガイドラインの新設に係る維持管理基準等

を遵守することなど、適切な設備を設置し、排ガス中の濃度を 

０.０１ng-TEQ/m3N 以下とする。 

 

 

排  水 

場内で発生する排水は、処理後減温塔に使用するなど、循環利用

等に利用することにより無放流とする。なお、生活排水は、合併

処理浄化槽により処理し、場外に放流する。雨水は、場外に放流

する。 

 ただし、下水道放流も検討を行うが、この場合は、下水道への

放流基準値以下とする。 

騒  音 

振  動 

騒音・振動発生機器は、工場棟内に納め、計画強度以上の騒音又

は、振動が外部に漏洩する可能性がある場合は、室内に設置し、

防音又は、振動防止設備を設置する。 

 

悪  臭 

ごみピット等から発生する臭気は、燃焼設備に導入し、燃焼脱臭

する。居室等は室内をプラス圧の換気とし、悪臭が漂うことを防

止する。施設の停止時は、活性炭等により吸着除去する。 

 

８ 溶融の必要性とガス化溶融方式 

 （１）溶融の必要性 

    ごみを焼却した灰には、様々な物質が含まれるため、 終処分場に埋め立て

る。しかし、 終処分場の容量には限りがあるため、灰を高温で溶融し、ガラ

ス状にして路盤材やアスファルト用の砂分などとして利用することにより、灰

の資源化と 終処分場の延命を図ることができる。そのために、灰溶融が必要

となる。 

これらの状況を踏まえ、本計画では、ごみの中に含まれる灰分を溶融によっ

て資源化を図ることとした。 

 （２）ガス化溶融方式採用に関する安全性の確認 

    調査結果では、現在ガス化溶融方式（ガス化流動、シャフト、キルンの３方

式）で、85か所が稼動し、15か所が建設中である。 
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稼働中の施設のうち、数か所でトラブルが発生しており、ストーカ＋灰溶融

方式における灰溶融炉のトラブルも起こっている。 

したがって、次のような考えに基づいて、ガス化溶融方式の安全性を確認し

た。 

ア 平成16年以後は、トラブルはほとんど起こっていない。今後は、さらに安

定すると思われる。 

イ トラブルが起きた施設は、実績が少ないメーカーに偏っている傾向がある。

したがって、メーカー選定の際は、トラブルの有無についての過去の実績

を踏まえた選定条件とする。 

ウ 今後の選定に当たっては、ガス化溶融方式を選定した自治体に対するアン

ケートを行うことなどで、より確実な情報を得る。 

 

９ 不燃・粗大ごみ処理 

  ガス化溶融方式で建設する場合の、不燃・粗大ごみ処理について検討を行った。

結果は、次のとおりである。 

（１）処理方法の比較検討 

次の処理方法の比較検討を行った。 

（処理案－１）不燃・粗大ごみ処理施設で処理を行う場合 

処理系統が複雑で選別された資源物も布や紙などが混入し、純度が低

く、そのままでは資源とはなりにくい。 

（処理案－２）不燃・粗大ごみは破砕後すべて溶融する場合 

前処理・破砕の過程で資源物を選別し、残りは溶融することでスラグ

及び純度の高い金属又はメタルが得られ、資源物の量が向上する。 

（２）結果 

   ア 資源化の効果を考慮すると、資源物が、より純度の高い（処理案－２）が

優れていると思われる。 

イ 中・長期的な財源を考慮すると、可燃ごみを溶融するシステムを採用する

場合は、粗大ごみ処理施設を建設しない（処理案－２）が有利である。 

   ウ （処理案－１）は、不燃・粗大ごみ処理を行った上、残さは溶融施設で溶

融処理を行うため、電力等のエネルギーを２重に使用することになる。した

がって、（処理案－２）より多くのＣＯ2が発生している。 

 

10 廃プラスチックの処理 

 不燃ごみの多くを占める廃プラスチック処理の検討を行った。結果は、次のとお

りである。 

（１）廃プラスチックの処理方法 

廃プラスチックは、次の処理方法が考えられる。 

ア 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（以下「容リ
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法」という。）に基づいてプラスチックを分別し、資源化する。 

イ 計画する溶融施設で発電等の熱源とする。 

（２）結果 

ア 費用においては、容リ法に基づいてプラスチックを分別し資源化する場合

より、計画する溶融施設で発電等の熱源とする場合の方が安価である。 

イ 温室効果ガス削減量においては、容リ法に基づいてプラスチックを分別し

資源化する場合より、計画する溶融施設で発電等の熱源とする場合の方が、

削減量が大きい。 

 

11 余熱利用の概要 

熱回収施設の余熱利用として、発電所登録を行う。発電した電気は、場内で利用

し、余剰電力は、電力会社等に売電する。さらに、残った余熱については、場内の

冷暖房及び給湯に利用する計画とする。また、隣接する福祉施設等への熱オンライ

ン供給の可能性についても併せて今後検討する。 

 

12 終処分場の掘り起こし再生 

  終処分場は、限りある貴重な財産であり、新たに 終処分場用地の確保が困難

である一方、埋立物が再利用できることは、循環型社会に大きく資することである。 

本計画では、熱回収施設の建設に伴い、第２御前石 終処分場の埋立物を掘り起

こし、その延命を図るとともに、埋立物を溶融することによってスラグ化し、再利

用することを計画している。 

（１）掘り起こしの意味 

    終処分場を掘り起こして再生することには、次の意味がある。 

ア 終処分場埋立物を再生利用することで、循環型社会に貢献する。 

イ 終処分場埋立物を高温で溶融することにより、重金属類をガラス質に閉

じこめ、安全性をより高める。 

ウ 終処分場の延命化を図ることで、処分場用地の確保が、ほぼ必要なくな

り、組織市町村及び組合の新たな財政負担が少なくなる。 

（２）掘り起こしのありなしの比較 

    掘り起こしを行う場合（掘り起こしあり）と掘り起こしを行わない場合（掘

り起こしなし）との、使用可能年数、処理費及び建設費等の比較を行った。 

（３）結果 

ア 終処分場の延命化においては、掘り起こしを行う場合の方が、概算で平

成80年まで使用可能であり、新たな 終処分場用地の確保が非常に困難であ

る状況下において有利である。 

イ 費用においては、掘り起こしを行う場合の方が、掘り起こしを行わない場

合に比べて大きく削減できる。 
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13 既存焼却炉の解体計画 

既存の焼却施設は、昭和53年（1978年）に建設され、ほぼ30年を経過しており、

内外部とも老朽化が進んでいる。したがって、組合で計画する熱回収施設の完成後、

使用停止後の焼却施設は、安全性に配慮しながら全体を解体撤去し、跡地には、リ

サイクルセンターの一部を建設する。 

解体撤去に当たっては、機器の内部にダイオキシン類等の付着が考えられるため、

外部への飛散のないよう、万全の対策を施して撤去する。  

なお、アスベストに関しての調査は終了しており、既存焼却施設において壁等の

吹き付け材料には、アスベストを含有するものはなかったが、撤去に当たっては、

必要に応じて調査を行うものとする。 

 

14 溶融スラグの利用 

熱回収施設では、ごみは高温で溶融し、ガラス質の「スラグ」として利用する計

画とする。 

高温で溶融されたスラグは、重金属類等が完全にガラス質の中に封じ込められて

無害化される。このスラグは、コンクリート、アスファルトの骨材、路盤材及びコ

ンクリート２次製品の骨材等に用いられる。 

また、金属は鉄やアルミに分別され、メタル類は重機のカウンターウエイトなど

に再利用される。 

 

15 事業費の概算 

  本計画の事業費の概算は、おおむね次のとおりである。なお、 終的な事業費は、

実施計画で工事内容と併せて検討する。 

 

［表-3］合計事業費等 （単位：千円） 

 
熱回収施設

6,537,000

割合 66%

金額 4,329,200

2,207,800

事　業　費

交付金対象
事業費

交付金対象外事業費

 

 

 

 

 

終処分場
再生事業

リサイクル
センター

合　計

112,000 635,000 7,284,000

71% 76% 67%

79,100 481,200 4,889,500

32,900 153,800 2,394,500

注）交付金対象事業費の金額の１/３が国庫交付金である。 
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16 事業工程 

 （１）熱回収施設等の事業工程 

    熱回収施設及びリサイクルセンターの事業工程は、次のとおりである。 

 
項　目

生活環境
影響調査

基本計画

用地取得
測量等

造成工事

熱回収施設等
建設工事

終処分場再生
事業(掘起し)

リサイクル
センター
建設工事

H.18 H.19 H.20 H.21 H.22 H.23 H.24 H.25

工事

設計・工事実施計画

設計･工事解体実施計画

設計・工事実施計画

稼働開始

外構等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図-1］熱回収施設等の事業工程の概要（案） 

 

 （２） 終処分場第３期しゃ水シート工事の工程 

    組合の第２御前石 終処分場は、平成22年度に埋立を完了すると推察され  

る。そのため、第３期しゃ水シート工事を次の工程で行う。 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

工事

埋立

工事

埋立

工事 ＊

埋立

平成年度

第１期

第２期

第３期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注) 平成28年以後の埋立期間については、熱回収施設の竣工及び 終処分場掘り起

こしの有無により異なる。 

 ＊実施設計 

［図-2］ 終処分場の施設整備工事・埋立工程 
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17 造成計画の内容 

建設用地を確保するために、基本計画時に南側山林を取得し、組合用地を拡張す

る。追加（拡張）面積は、建物用地を熱回収施設の処理規模及び付属施設及び建物

や外構・車路等の建物用地面積から推定して、おおよそ１ha 以上が望まれるため、

その面積を確保し、この他に、緑地の保全に係わる緑地率・森林率で定められてい

る規制値を満足できるものとして、その面積算出を行った。 

 

18 造成工事項目 

造成工事の工事項目は、次のとおりである。 

（１）建設用地とする宅地造成及び市道に接続する搬入路を造成する。搬入路の幅

は３車線と歩道を含み、13ｍとする。 

（２）開発造成に伴い、防災用として雨水の洪水調整池の設置が森林法で求められ

ているため、拡張敷地内に設けるものとする。 

（３）第３駐車場から既存焼却場の煙突裏へ通じる場内迂回道路を確保する。 

（４）建設用地の造成では、建物の基礎やごみピットが深いため、その部分を除き

造成する。（注：建物の地下部分は、造成土量の 10％を超えるため、同時施工

が工事費の削減と工期短縮となる。） 

 

19 計画築造物 

  計画施設と工事種別 

ごみ処理施設建設計画における計画施設は、プラント設備計画及び既存施設の状

況から次に挙げる施設の工事種別とする。 

既存の不燃物処理・資源化施設は、第１資源化施設棟、追加して設ける施設を第

２資源化施設棟とする。 

（１）熱回収施設関係 

    熱回収施設棟・煙突  ： 新築 

    スラグストックヤード棟： 新築 

    車庫１棟       ： 新築 

（２）リサイクルセンター関係 

    第１資源化施設棟   ： 既存資源化施設の改造・改修 

    第２資源化施設棟   ： 新築 

    ストックヤード棟   ： 既存建家の改造 

    車庫２棟       ： 既存びん作業建家の車庫利用替え（工事なし） 

    修理再生展示施設   ： 管理棟に併設 

（３）付属共通施設関係 

    管理棟・渡り廊下   ： 新築 

    計量棟        ： 新築 

    洗車場        ： 新築 
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    増圧給水設備棟    ： 新築 

（４）付属設備 

    浄化槽        ： 熱回収施設棟、管理棟の生活排水処理施設の 

新設及び下水道放流の検討 

    燃料タンク      ： 地下埋設式新設 

    その他設備      ： 炉の緊急停止用ガス貯留タンク等の新設 

 

20 計画用地の概要 

（１）所在地（計画地） 

    住居表示： 東京都あきる野市高尾５２１ 

    地名地番： 東京都あきる野市高尾５２１番地の１、外 

 （２）計画用地 

    敷地面積：     約 4.64ha 

    工事範囲面積：   約 3.18ha 

    拡張造成地面積：  約 1.55ha 

    施設用地面積：   約 2.69ha（既存造成地＋拡張造成地） 

 （３）設計 GL（地盤高さ） 

    建設用地外構の舗装仕上げ面を設計 GL とする。 

    設計 GL±０＝標高２２９ｍ（既存外構に同じ） 

 （４）特殊条件 

    隣接して老人福祉施設があるため、騒音・振動に注意する。 

 

21 既存施設との工事関係 

 （１）工事中の仮設 

    実施計画時に詳細な計画をする。 

 （２）継続使用する建物について 

既存の資源化施設、ストックヤード棟、びん作業棟を改造・改修し、利用す

る。これらの建物は、比較的新しい建物で、新耐震設計基準に改正された以降

の建物である。 

    

22 計画築造物の内容規模 

計画する建築物・工作物等の施設内容と概略規模を想定して、次の［表-4］に示

す。 
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[表-4] 計画築造物の内容と規模 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設内容

熱回収設備、発電設備 2,600

エレベーター設備 ～4,500

延床面積 7,000

～12,000

煙突 処理棟一体又は独立、高さ60m程度 築造面積 (25) m2

スラグストックヤード棟 溶融スラグのストック 建築面積 150 m2

車庫１棟 ダンプ車、ホイールローダー 建築面積 80 m2

缶類、びん類処理、ＰＥＴ減容 建築面積 1,154 m2

延床面積 1,750 m2

トレイ減容、新聞、雑誌

ダンボール、紙パック、布類、有害物

ストックヤード棟 コンテナ、パレット、搬入物予備貯留 建築面積 117 m2

車庫２棟 ダンプ車、重機 建築面積 70 m2

修理再生展示施設 修理室、展示室、その他 建築面積 150 m2

事務室、中会議室、大会議室、玄関ﾎｰﾙ、 建築面積 400 m2

その他 延床面積 750 m2

渡り廊下 幅２m、延長さ55m以上 延床面積 110 m2

計量棟 入･出方向の２基、屋根付、計量事務室 建築面積 240 m2

洗車場棟 収集車２台用、高圧洗浄装置 建築面積 100 m2

増圧給水設備棟 貯留槽、ポンプ 建築面積 10 m2

浄化槽 地下埋設 築造面積 10 m2

燃料タンク 地下埋設 築造面積 10 m2

その他設備 屋外設置 築造面積 ＊ m2

車路・歩道 車道・歩道、白線、ガードレール等

駐車場 来客用、従業員用

構内給水 散水栓用

構内排水 車路排水

構内外灯 外灯・庭園灯、防犯灯

植栽・造園 植樹、花壇、屋上緑化

門・囲障 門扉、門塀、通用口、フェンス、境界杭の一部

概略規模

付
属
施
設

設
備

施設

熱
回
収

リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー

建築面積 350 m2

建築面積 m2

管理棟

第１資源化施設棟

第２資源化施設棟

熱回収施設棟

m2

延床面積合計

［10,800～15,850］m2

注：熱回収施設の概略規模は、メーカーアンケートの数値によるため方式により面積のばらつきがある。

外
構

建築面積合計

［5,500～7,400］m2

 

 

23 配置計画の方針と配置計画 

配置計画の方針は、次に示す 適な配置となる事項を組み入れたものとした。本

方針をもとに作成した配置計画は、巻末の図－１ごみ処理施設建設基本計画図（案）

を参照のこと。 

（１）各建物は、熱回収施設ゾーン、リサイクルセンターゾーン、管理ゾーンにグ

ループ分けした配置とする。 
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（２）搬入車と来客は、敷地入口で分ける。搬入車は、計量後に熱回収施設と資源

化施設に動線を分離する。各ゾーンでは、原則一方通行とする。 

（３）計量棟は、熱回収施設及びリサイクルセンター施設の手前に配置し、管理棟

に近い位置とする。 

（４）管理棟は、熱回収施設及びリサイクルセンター施設の各々に行きやすく、両

施設が見える位置にし、南面採光できる配置とする。 

（５）洗車場は、熱回収施設及びリサイクルセンター施設の共用しやすい位置にす

る。 

（６）熱回収施設は、北を受入側とし、処理施設と煙突の向きは、南の山側に配置

する。 

（７）付属建物のストックヤード、車庫は、各処理施設での作業の近い位置に配置

する。 

（８）燃料タンク、浄化槽等の設備は、関係する設備に近い位置とし、建物から離

し、安全な位置とする。 

 

24 リサイクルセンターの建物検討 

（１）第１資源化施設棟の改造 

既存の処理設備から不燃物処理を除き、びん類、缶類の処理ライン設備を簡

素化、ペットボトル減容施設の設置及び建物の壁の撤去、間仕切り壁の変更、

ピットの埋め戻し等の改造を行う。また、建設後 15 年を経過しており、塗装や

防水材は耐久年数を超えているため、内外装の改修を行うこととする。 

（２）既設ストックヤードの改造 

既設のストックヤードをコンテナ及びパレットの貯留、缶類の搬入予備貯留

として利用しやすくなるように、検討を行い、現状の仕切壁を一部撤去し、５

か所のヤードを３か所に分ける改造を行うこととした。 

（３）第２資源化施設棟及び再生展示室の建物の検討 

    焼却棟の建物を改造・改修する場合と新築する場合の検討を行い、建設費が

安く、作業動線の良好な配置ができる新築案を採用した。 

（４）以上の事項を踏まえ、リサイクルセンターの建物は、次のとおりとする。 

    第１資源化施設：改造・改修 

（びん類選別設備、缶類圧縮設備、ペットボトル減容設備） 

    第２資源化施設：新築（発泡トレイ減容設備、ストックヤード） 

    再生展示室  ：管理棟に併設 

 

25 ごみ処理施設の耐震設計 

新耐震設計法は、建築基準法（1950、S25）以後に新潟地震Ｍ7.5（1964）及び十

勝沖地震Ｍ7.9（1968）により構造が強化される改正があり、伊豆大島近海地震Ｍ7.0

（1978）及び宮城県沖地震Ｍ7.4（1978）などでさらに強化した構造に改正（1981、
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S56 施行）したものである。 

新耐震設計法の地震安全に関する目標は、震度５程度の中地震に対してほとんど

被害を生じず機能を維持し、震度６程度の大地震に対して外壁のひび割れやタイル･

モルタル等の欠損などの部分的被害は生じても人命に被害を生じないものとしてい

る。 

近年の兵庫県南部地震（阪神大震災）、今年の新潟県中部沖地震（柏崎）などの状

況から、公共建築物での重要防災拠点の施設は、人命の他に通信機能などがあるた

め、耐震基準以上に強固な建物にする必要がある。東京都では平成 8 年末に公共建

築物に対し、用途係数として消防署･警察署･防災本部庁舎等を 1.5 とし、一般庁舎･

学校･清掃工場等を 1.25 とし、それ以外を 1.0 と、重要な施設に対して耐震強度を

高めている。 

本計画では、都の基準に準ずる耐震設計とし、清掃工場の用途係数 1.25 とする。

なお、熱回収施設の機械設備は、自動停止装置を設け、震度５以上で安全に自動停

止するシステムとする。 
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