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 総合的な評価 5.

本事業の実施による環境への影響について、施設の稼働に伴う影響の現地調査、予測及び影響の分

析の結果を表 5.1.1～表 5.1.4に整理し、総合的な影響を評価した。 

いずれの環境要素に対しても、現在の施設で行われている環境保全対策を引き続き適切に実施する

ことで、焼却時間の延長による環境への影響は回避又は低減され、生活環境保全上の目標との整合は

図られるものと評価した。 

表 5.1.1 施設の稼働に伴う環境影響の総合的な評価（大気質） 

項目 結果 

現地調査 

二酸化硫黄：年平均値 0.001ppm、日平均値の年間 2％除外値 0.002ppm、 

1 時間値の最高値 0.016ppm（過去 5 ヶ年平均値または最高値） 

二酸化窒素：年平均値 0.004ppm、日平均値の年間 98％値 0.010ppm、 

1 時間値の最高値 0.042ppm（過去 5 ヶ年平均値または最高値） 

浮遊粒子状物質：年平均値 0.016mg/m3、日平均値の年間 2％除外値 0.039 mg/m3 、 

1 時間値の最高値 0.152 mg/m3（過去 5ヶ年平均値または最高値） 

塩化水素：平均値 <0.002ppm、最大値 <0.002ppm（2季） 

水銀及びその化合物：平均値 0.0016μg/m3 、最大値 0.0020μg/m3（2 季） 

ダイオキシン類：夏季 0.0063pg-TEQ/m3、秋季 0.011pg-TEQ/m3 、平均 0.0087pg-TEQ/m3 

予測結果 

・最大着地濃度地点（東南東約 800m地点）における長期平均濃度予測 

 二酸化硫黄：0.001063ppm（年平均値）、0.003ppm（日平均値の年間 2％除外値） 

 二酸化窒素：0.00425ppm（年平均値）、0.014ppm（日平均値の年間 98％値） 

 浮遊粒子状物質：0.016024mg/m3（年平均値）、0.039mg/m3（日平均値の年間 2％除外値） 

 水銀及びその化合物：0.0017μg/m3（年平均値） 

 ダイオキシン類：0.0099pg-TEQ/m3（年平均値） 

・短期高濃度予測（1時間値） 

不安定時（風下 628m地点）：二酸化硫黄 0.018ppm、二酸化窒素 0.054ppm、 

浮遊粒子状物質 0.153mg/m3 、塩化水素 0.006ppm 

逆転層発生時（風下 891m地点）：二酸化硫黄 0.018ppm、二酸化窒素 0.048ppm、 

浮遊粒子状物質 0.153mg/m3、塩化水素 0.005ppm 

ダウンウォッシュ時（風下 555m地点）：二酸化硫黄 0.018ppm、二酸化窒素 0.054ppm、 

浮遊粒子状物質 0.153mg/m3、 塩化水素 0.007ppm 

ダウンドラフト時（風下 628m 地点）：二酸化硫黄 0.018ppm、二酸化窒素 0.054ppm、 

浮遊粒子状物質 0.153mg/m3 、塩化水素 0.006ppm 

環境保全 

対策 

各項目の対策に関しては、排ガスに対して以下の処理を行う。 

・ばいじんは、ろ過式集じん器を用いる。 

・硫黄酸化物は、乾式薬剤処理を行う。 

・窒素酸化物は、燃焼制御を行う。 

・塩化水素は、乾式薬剤処理を行う。 

・水銀及びその化合物は、ろ過式集じん器を用い、活性炭噴霧を行う。 

・ダイオキシン類は、ろ過式集じん器を用い、活性炭噴霧を行う。 

生活環境保

全上の目標 

・長期平均濃度予測 

二酸化硫黄    ：日平均値 0.04ppm 以下 

二酸化窒素    ：日平均値 0.04ppm 以下 

浮遊粒子状物質  ：日平均値 0.10mg/m3以下 

水銀及びその化合物：年平均値 0.04μg/m3以下 

ダイオキシン類  ：年平均値 0.6pg-TEQ/m3以下 

・短期高濃度予測 

 二酸化硫黄    ：1時間値 0.1ppm以下 

 二酸化窒素    ：1時間値 0.1ppm 以下 

 浮遊粒子状物質  ：1時間値 0.20mg/m3以下 

 塩化水素     ：1時間値 0.02ppm 以下 

影響の分析 

・本事業では上記に示す環境保全対策を実施することから、各調査項目の影響が実行可能な

範囲内でできる限り回避又は低減されていると判断した。 

・各調査項目の予測結果は現地調査結果と同等であり、目標値を下回っていた。 

以上のことから、生活環境の保全上の目標との整合性は図られているものと判断した。 
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表 5.1.2 施設の稼働に伴う環境影響の総合的な評価（騒音） 

項目 結果 

現地調査 

敷地境界（北側） 

環境騒音レベル（90％レンジ上端値） 

朝（LA5） ：49dB（主に鳥の声及び自動車の走行音） 

昼間（LA5）：57dB（主に清掃センター搬出入車両音及び焼却炉の稼働音） 

夕（LA5） ：45dB（主に焼却炉の稼働音） 

夜間 22:00～0:00（LA5） ：43dB（主に焼却炉の稼働音） 

夜間 0:00～6:00（LA5）  ：40dB（主に自動車の走行音及び鳥の声） 

環境騒音レベル（等価騒音レベル） 

昼間（Leq）：54dB 

  夜間（Leq）：41dB 

施設騒音レベル（90％レンジ上端値） 

朝 ：施設稼働なし 

昼間 11:00～11:30（LA5）：50dB 

昼間 14:00～14:30（LA5）：50dB 

昼間 18:00～18:30（LA5）：45dB 

夕  20:00～20:30（LA5）：44dB 

夜間 22:00～22:30（LA5）：44dB 

予測結果 

敷地境界（北側） 

朝         ：50dB（施設寄与値 44dB）増加 1dB 

昼間       ：57dB（施設寄与値 50dB）増加 0dB 

夕         ：45dB（施設寄与値 44dB）増加 0dB 

夜間(22:00～0:00)：44dB（施設寄与値 44dB）増加 1dB 

夜間(0:00～6:00) ：44dB（施設寄与値 44dB）増加 4dB 

環境保全 

対策 

・法令に基づき、公害防止基準等を設定し、順守する。 

・現在稼働していない夜間に稼働させるため、夜間については屋外での作業を行わないなど、

現況を著しく悪化させることがないように配慮する。 

生活環境保

全上の目標 

朝  ：55dB 

昼間：60dB 

夕 ：55dB 

夜間：50dB 

※館山市公害防止条例（その他の地域）より 

影響の分析 

・本事業では上記に示す環境保全対策を実施することから、騒音への影響が実行可能な範囲

内でできる限り回避又は低減されていると判断した。 

・敷地境界（北側）における予測結果は全時間帯で目標値を下回っていた。 

以上のことから、生活環境の保全上の目標との整合性は図られているものと判断し

た。 
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表 5.1.3 施設の稼働に伴う環境影響の総合的な評価（振動） 

項目 結果 

現地調査 

敷地境界（北側） 

環境振動レベル（80％レンジ上端値） 

昼間（L10）      ：34dB 

  夜間 19:00～0:00（L10）：33dB 

  夜間 0:00～8:00（L10）：32dB 

施設振動レベル（80％レンジ上端値） 

昼間 11:00～11:10（L10）：34dB 

  昼間 14:00～14:10（L10）：33dB 

昼間 18:00～18:10（L10）：33dB 

  夜間 20:00～20:10（L10）：33dB 

  夜間 22:00～22:10（L10）：32dB 

予測結果 

敷地境界（北側） 

昼間            ：34dB（施設寄与値 34dB）増加 0dB 

夜間 19:00～0:00 ：33dB（施設寄与値 33dB）増加 0dB 

夜間 0:00～8:00  ：33dB（施設寄与値 33dB）増加 1dB 

環境保全 

対策 

・法令に基づき、公害防止基準等を設定し、順守する。 

・現在稼働していない夜間に稼働させるため、夜間については屋外での作業を行わないなど、

現況を著しく悪化させることがないように配慮する。 

生活環境保

全上の目標 

昼間 60dB 

夜間 55dB 

※館山市公害防止条例（その他の地域）より 

影響の分析 

・本事業では上記に示す環境保全対策を実施することから、騒音への影響が実行可能な範囲

内でできる限り回避又は低減されていると判断した。 

・敷地境界（北側）における予測結果は全時間帯で目標値を下回っていた。 

以上のことから、生活環境の保全上の目標との整合性は図られているものと判断した。 

 

表 5.1.4 施設の稼働に伴う環境影響の総合的な評価（悪臭） 

項目 結果 

現地調査 
敷地境界（風上）：特定悪臭物質 22項目全てにおいて不検出、臭気指数<10 

敷地境界（風下）：特定悪臭物質 22項目全てにおいて不検出、臭気指数<10 

予測結果 

煙突排ガスの排出における予測結果は、工事中の稼働は焼却炉 2炉同時稼働が 1炉稼働にな

ることで悪臭の発生要因は増加しない。現状で稼働していない夜間において、焼却炉が稼働

するが、現地調査結果（風下）は特定悪臭物質が全項目で検出限界未満、臭気指数が 10未

満であることから、夜間についても現況と同様で臭気は検出されないと予測した。 

なお、本予測結果は焼却炉が 2炉同時稼働している現況値を元に予測しているため、1 炉稼

働時の悪臭は予測値よりも低くなる可能性がある。 

環境保全 

対策 
・活性炭吸着方式の脱臭装置を設けるものとする。 

生活環境保

全上の目標 

アンモニア 1ppm、メチルメルカプタン 0.002ppm、硫化水素 0.02ppm、硫化メチル 0.01ppm、

二硫化メチル 0.009ppm、トリメチルアミン 0.005ppm、アセトアルデヒド 0.05ppm、プロピオ

ンアルデヒド 0.05ppm、ノルマルブチルアルデヒド 0.009ppm、イソブチルアルデヒド

0.02ppm、ノルマルバレルアルデヒド 0.009ppm、イソバレルアルデヒド 0.003ppm、イソブタ

ノール 0.9ppm、酢酸エチル 3ppm、メチルイソブチルケトン 1ppm、トルエン 10ppm、スチレ

ン 0.4ppm、キシレン 1ppm、プロピオン酸 0.03ppm、ノルマル酪酸 0.001ppm、ノルマル吉草

酸 0.0009ppm、イソ吉草酸 0.001ppm 

※悪臭防止法における特定悪臭物質濃度規制より 

影響の分析 

・本事業では上記に示す環境保全対策を実施することから、騒音への影響が実行可能な範囲

内でできる限り回避又は低減されていると判断した。 

・予測結果は、現地調査結果（風下）は特定悪臭物質が全項目で検出限界未満、臭気指数が

10 未満であることから、夜間についても現況と同様で臭気は検出されないとしている。以

上のことから、生活環境の保全上の目標との整合性は図られているものと判断した。 

 

 


