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 都市計画対象事業の名称、目的及び内容 

2.1 都市計画対象事業の名称 

（仮称）印西クリーンセンター次期中間処理施設整備事業（以下、「本事業」という。） 

2.2 都市計画対象事業の目的 

千葉県北西部に位置し、印西地区（印西市・白井市・栄町）の一般廃棄物中間処理を担う

印西クリーンセンター（以下、「現施設」という。）は、千葉ニュータウン中心部の千葉ニュ

ータウン中央駅近傍に所在している。 

この地域は、昭和 59 年の千葉ニュータウン中央駅開業から約 37 年の間に商業施設、高

層住宅及び企業オフィスビルが林立するなど、大きく変貌を遂げている。 

また、現施設は千葉ニュータウン中央駅の開業から 1 年後の昭和 61年から稼働を開始し

ており今年で 35年目を迎えたが、単にごみを処理して減量・減容化を行う施設に止まらず、

ごみ焼却熱の有効利用など将来の中間処理施設の方向性を見据えた施設として、これまで

公害などによる大きなトラブル発生もなく、安全・安定操業を継続し、まさに千葉ニュータ

ウンと共に歩み続けてきた都市基盤施設となっている。 

しかし、現施設は老朽化が進み、代替施設の整備が必要となったことから、事業者である

印西地区環境整備事業組合の管理者附属機関として新たに設置された用地選定委員会にお

いて建設候補地を広く公募し、1 次～3 次の段階審査により、多面的かつ総合的な評価を行

い、最も評価の高かった応募地である印西市吉田地区を建設予定地として選定した。 

本事業は、令和 10 年度（2028 年）の稼働開始を目指し、印西市吉田地区の建設予定地に、

廃棄物焼却施設及びリサイクルセンターを含む（仮称）印西クリーンセンター次期中間処理

施設（以下、「次期施設」という。）を整備するものである。なお、次期施設は現施設の代替

施設として整備するものであり、現施設はその稼働にあわせ、廃止する計画である。 

施設整備に当たっては、以下に示す基本方針を掲げ、環境に配慮し、安全で安定的なごみ

処理の実現を目指すものである。 

（１）地域住民等の理解と協力を確保する安全・安心な施設整備 

➢ 吉田地区及び周辺の自然環境と調和した施設整備を図る。 

➢ 地域住民の理解と協力を確保し、安全・安心な恒久施設となり得る施設整備を図

る。  
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（２）循環型社会形成と地域活性化の拠点となる施設整備 

➢ 循環型社会形成を目指すことと併せ、ごみの持つエネルギーを最大限に活用し

た地域へのエネルギー供給、雇用創出を図る。 

➢ 地域の特性や資源を活かし、地域活性化に寄与するほか、大規模災害時には避

難・救護のための防災拠点の役割と災害廃棄物を迅速に処理する復興拠点とし

ての役割を果たす施設として整備を図る。 

（３）経済性と高度なシステムの両立を目指した施設整備 

➢ 効率かつ経済性を考慮した最新技術の導入を図る。 

➢ 施設整備から運営に至る全段階において経済性に配慮した検討を行い、最適な

事業方式の選定を図る。 
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2.3 都市計画対象事業の内容 

2.3.1 都市計画対象事業の種類の細分 

廃棄物焼却施設の設置 

2.3.2 都市計画対象事業が実施されるべき区域の位置 

都市計画対象事業が実施されるべき区域（以下、「対象事業実施区域」という。）は、図 

2.3-1、図 2.3-2 及び図 2.3-3 に示すとおり、印西市内に位置している。また、次期施設で

受け入れるごみの収集運搬区域は、印西市、白井市及び栄町の 2 市 1 町として設定する。対

象事業実施区域の所在地は、以下に示すとおりである。 

所在地：千葉県印西市吉田字馬込５４６番 他 

 

図 2.3-1 対象事業実施区域位置図 

白井市 印西市

栄町

対象事業実施区域

出典：上の図は国土地理院『標準地図』（2021 年 1 月アクセス）、下の図は千葉県

『千葉県ホームページ市町村マップ（令和元年 5 月 1 日現在）』より作成 



5 

 

 

図 2.3-2 対象事業実施区域広域図  

注）この地図は、国土地理院発行の 1:50,000地形図「佐倉」を使用したもので

ある。 
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図 2.3-3 対象事業実施区域詳細図  

注）航空写真は令和 2年 1 月 19日撮影。 
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2.3.3 都市計画対象事業の規模 

本事業では廃棄物焼却施設とリサイクルセンターを設置する計画である。施設規模は表 

2.3-1に示すとおりで廃棄物焼却施設は 156t/日、リサイクルセンターは 10t/日の計画であ

る。 

表 2.3-1 廃棄物焼却施設及びリサイクルセンター施設規模 

 
出典：印西地区環境整備事業組合『次期中間処理施設整備事業施設整備基本計画 平

成 28年 4月』、印西市・白井市・栄町・印西地区環境整備事業組合『印西地区

ごみ処理基本計画平成 31 年 3月』より作成 

 

  

項　目 施設規模

廃棄物焼却施設 156t/日（78t/日×2炉）

リサイクルセンター 10t/日
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2.3.4 その他都市計画対象事業の内容に関する事項 

 対象事業実施区域の土地利用計画 

土地利用計画表は表 2.3-2、土地利用計画図は図 2.3-4 に示すとおりである。対象事

業実施区域の面積は、約 24,000m2 であり、将来的に同一敷地内での建替えを考慮した面

積である。 

本事業では対象事業実施区域のうち、平地部約 18,000m2 に廃棄物焼却施設及びリサイ

クルセンターを設置し、残りの約 6,000m2は斜面森林部で、これを緑地とする計画である。 

なお、対象事業実施区域は、市街化調整区域であり、用途地域の指定はない。 

 

 本事業の設備の配置計画 

廃棄物焼却施設及びリサイクルセンターは、約 18,000m2 の敷地の中央部南寄りに焼却

施設とリサイクル施設からなる工場棟を建設し、工場棟の周囲に構内道路、駐車場、防災

調整池及びその他必要な施設を機能的に配置する計画である。 

 

表 2.3-2 土地利用計画表 

 
*1：面積は概算値であり、今後詳細を決定していく。 

  

18,000 m2 75 %

工場棟 6,500 m2 27 %
構内道路、駐車場、防災調整池他 11,500 m2 48 %

6,000 m2 25 %
24,000 m2 100 %

面積 構成比

廃棄物焼却施設及びリサイクルセンター

緑地

合計

土地利用区分 *1
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図 2.3-4 土地利用計画図  
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 次期施設の計画概要 

次期施設の計画概要は表 2.3-3 及び表 2.3-4に示すとおりである。また、廃棄物の受

入時間は表 2.3-5 に示すとおりである。 

表 2.3-3 廃棄物焼却施設の計画概要 

項  目 概  要 

対象ごみの種類 

 家庭系可燃ごみ（収集ごみ） 

 個人持ち込み可燃ごみ 

 事業系可燃ごみ（一般廃棄物に限る） 

 粗大、不燃ごみ施設から排出された可燃物等 

計画ごみ質 

 低質ごみ： 8,810 kJ/kg 

 基準ごみ：11,450 kJ/kg 

 高質ごみ：14,750 kJ/kg 

 

計画ごみ質は、現施設の実績を基に設定。 

稼働時間 1日 24時間  

注）低質ごみは、水分が多い厨芥類（生ごみ）等を多く含む発熱量の低いごみ質をいう。基

準ごみは平均的なごみ質をいう。高質ごみは、プラスチック類や紙類等を多く含む発熱

量の高いごみ質をいう。 
出典：印西地区環境整備事業組合『次期中間処理施設整備事業施設整備基本計画 平成 28 年 4 月』より

作成 

 

表 2.3-4 リサイクルセンターの計画概要 

項  目 概  要 

搬入が 

想定される 

ごみの品目 

不燃ごみ 

（燃やさない 

ごみ） 

 陶磁器類（茶わん、皿、植木鉢等） 

 ガラス類（板ガラス、コップ、化粧品の瓶、油瓶、電球等） 

 金属類（油缶、なべ、やかん、刃物等） 

 小型家庭製品類（ヒゲソリ、ドライヤー、目覚し時計等） 

 針金・電気コード 

 その他、燃やせないもの（燃えないもの） 

粗大ごみ 

 木製家具類（机、椅子、タンス、鏡台、ベッド枠、整理棚等） 

 家庭電機製品類（掃除機、扇風機、炊飯器、ビデオ、ラジカセ、ステ

レオ、トースター等） 

 建具類（障子、襖、網戸、畳、じゅうたん、カーペット等） 

 寝具類（ふとん、毛布、マットレス等） 

 自転車・三輪車・一輪車 

 石油ストーブ・ガスストーブ・ガステーブル・ガスレンジ等 

 スチール製家具・木材（生木は除く） 

有害ごみ 

 乾電池 

 蛍光管 

 水銀入り体温計 

稼働時間 1日 5時間 

出典：印西地区環境整備事業組合『印西地区環境整備事業組合ホームページ クリーンセンター受入基準（http:// 

www.inkan-jk.or.jp/creen/3-ukeire.html）（2021 年 2 月アクセス）』より作成  
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表 2.3-5 廃棄物受入時間 

 
 

 

  

曜日 時間

月曜日～金曜日
（祝日の場合も含む）

9:00～12:00
13:00～16:00

土曜日
（祝日の場合も含む）

9:00～12:00
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2.3.5 都市計画対象事業と密接に関連して一体的に行われる事業 

本事業と密接に関連し一体的に行われる事業はない。 
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2.3.6 都市計画対象事業の内容でその変更により環境影響が変化するもの 

 ごみ処理基本計画 

（１） 基本理念 

国では天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される「循環型社会」

を形成することを目指し、循環基本法に基づいた「循環型社会形成推進基本計画」を策

定し、関連施策を総合的かつ計画的に推進してきました。これまで、各主体が進めてき

た循環型社会の形成に向けた取組等により、資源生産性、入口側の循環利用率が大幅に

向上し、最終処分量が大幅に減少したものの、近年は横ばいとなっており、３Ｒ（リデ

ュース（ごみの発生抑制）・リユース（再使用）・リサイクル（再生利用））等の資源生

産性を高める取組を一層強化していく必要があるとされています。  

また、「持続可能な開発目標（SDGs）」やパリ協定の採択を踏まえ、「第三次循環型社

会形成推進基本計画」で掲げた「質」にも着目した循環型社会の形成、低炭素社会や自

然共生社会との統合的取組等を、引き続き中核的な事項として重視しつつ、更に経済的

側面や社会的側面にも視野を広げ、「第四次循環型社会形成推進基本計画」が平成３０

年（2018）６月に閣議決定されています。  

昨今、全国的に３Ｒの考え方が普及し、循環型社会の形成に向けた取組等によりリサ

イクル率が向上し、ごみ排出量や最終処分量は大幅に減少してきています。構成市町全

体においても、人口が増加しているにも関わらず、住民等の３Ｒの取組によってごみ排

出量は減少傾向で推移しています。その一方で、事業系ごみの増加やリサイクル率の減

少、資源化できる雑がみや「食品ロス」等の課題も見受けられます。  

なお、「持続可能な開発目標（SDGs）」の目標 12「つくる責任つかう責任」は、循環型

社会の構築を掲げた本計画と方向性が一致しており、本計画の取組が国際的な課題の

解決にも結付くことを認識して、取組を進めていく必要があります。  

近年のごみ情勢や国の取組を踏まえ、本組合及び構成市町においては積極的に３Rの

取組を進め、環境への負荷をかけない地域を目指し、本計画の基本理念を以下のとおり

定めます。 

  
 

出典：印西市・白井市・栄町・印西地区環境整備事業組合『印西地区ごみ処理基本計画平成 31 年 3 月』 
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（２） ごみ排出量及び処理・処分量の目標 

 
出典：印西市・白井市・栄町・印西地区環境整備事業組合『印西地区ごみ処理基本計画平成 31 年 3 月』 
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表 2.3-6 過去の実績を基にした排出量目標値 

 
注）事業系ごみの粗大ごみとしては、事業所内の寝具、畳、じゅうたん、伐採枝等が搬入されている。 
出典：印西市・白井市・栄町・印西地区環境整備事業組合『印西地区ごみ処理基本計画 平成 31 年 3 月』、印西市・白

井市・栄町・印西地区環境整備事業組合『印西地区ごみ処理基本計画 平成 31 年 3 月（資料編）』 

 

 

 
出典：印西市・白井市・栄町・印西地区環境整備事業組合『印西地区ごみ処理基本計画 平成 31 年 3 月』 

図 2.3-5 目標達成に向けた総ごみ排出量目標値の推移 

 

  

H20年度
H29年度
（2017）

中間目標値
2025年度

目標値
2033年度

人 170,838 183,813 194,048 186,228

g/人・日 720 653 585 517
g/人・日 521 503 455 406

燃やすごみ g/人・日 477 464 419 374
燃やさないごみ g/人・日 17 15 12 10
粗大ごみ g/人・日 26 24 23 22

g/人・日 200 150 131 112
t/年 14,195 12,369 11,987 11,606
t/年 138,852 12,340 11,959 11,578
t/年 90 22 21 20
t/年 253 7 7 7
t/年 59,103 56,172 53,446 46,780
t/年 45,234 44,888 42,998 38,168
t/年 3,042 2,669 2,553 2,177破砕・選別処理量

焼却処理量
総ごみ排出量

収集・集団資源回収資源物
事業系ごみ

可燃ごみ
不燃ごみ
粗大ごみ

人口

目標実績

単位項目

家庭系ごみ
家庭系ごみ（収集・集団回収資源物除く）
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（３） 施設規模の算定 

 廃棄物焼却施設 

施設規模は、「印西地区ごみ処理基本計画」（平成 31 年 3 月 印西市・白井市・栄

町・印西地区環境整備事業組合）における目標達成時（2033 年度）の焼却処理量

（38,168t）を基に、災害廃棄物の焼却処理量（3,500t）を考慮し、以下に示すよう

に算定した。 

 

日平均処理量÷実稼働率÷調整稼働率＝施設規模 

  38,168 t +  3,500 t  

 365 日
 ÷  0.767 ÷  0.96 =  155.1 ≒  156 t/日 

 

なお、実稼働率とは補修整備期間等による稼働停止期間を考慮した係数をいう。

廃棄物焼却施設では、稼働停止日数を年間 85 日間と見込んでおり、稼働日数は年間

280 日間（365 日－85 日）であることから、実稼働率は 280 日÷365 日≒0.767 とな

る。また、調整稼働率とは故障修理等の一時停止による能力低下を考慮した係数を

いう。一時停止の日数は約 15 日間を想定していることから、調整稼働率は(365 日

－15 日)÷365 日≒0.96となる。 

 リサイクルセンター 

施設規模は、「印西地区ごみ処理基本計画」（平成 31 年 3 月 印西市・白井市・栄

町・印西地区環境整備事業組合）における目標達成時（2033 年度）の破砕・選別処

理量（2,177t）を基に、「次期中間処理施設整備事業施設整備基本計画」（平成 28 年

4 月 印西地区環境整備事業組合）の方法に従い、以下に示すように算定した。 

 

日平均処理量÷実稼働率÷調整稼働率＝施設規模 

  2,177 t  

365 日
 ÷  0.673 ÷  0.96 =  9.2 ≒  10 t/日 

なお、リサイクルセンターの稼働日数は月曜から金曜（土日、祝日、年末年始を

除く）の年間 246 日間であることから、実稼働率は 246 日÷365 日≒0.673 となる。

また、調整稼働率は廃棄物焼却施設と同様で、(365 日－15 日)÷365日≒0.96 とな

る。  
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（４） ごみ処理の流れ 

現在のごみ処理フローは図 2.3-6に示すとおりである。次期施設においても、現在

の処理フローを継続する計画である。 

 

 
出典：印西市・白井市・栄町・印西地区環境整備事業組合『印西地区ごみ処理基本計画 平成 31 年 3 月』より作成 

図 2.3-6 現在の処理フロー 

 

 建築計画 

対象事業実施区域のうち、廃棄物焼却施設及びリサイクルセンターを建設する約

18,000m2は現状地盤より 5m 下げて工場棟を建設する計画である。 

なお、建築計画は今後検討を進め、準備書以降において具体的な内容を示していく。 

  

可燃ごみ

（燃やすごみ）

粗大ごみ

不燃ごみ

（燃やさないごみ）

焼却処理

破砕・選別処理

一時保管有害ごみ

小型家電 一時保管

資源物

印西クリーンセンター

焼却施設・粗大ごみ処理施設

ストックヤード

処理困難物貯留施設

焼却残渣

破砕残渣

有価物

有価物

印西地区

一般廃棄物

最終処分場

再生資源

市場

専門業者

再生資源

市場

選別

再生品抽出

再生品
（リサイクルプラザで販売）
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 処理フロー及び設備概要 

（１） 廃棄物焼却施設 

次期施設の廃棄物焼却施設のフローは図 2.3-7 に示すとおりで、各設備の概要は以

下の①から⑥に示すとおりである。なお、本事業は、性能発注方式（設計・施工一体型）

をとる。性能発注方式では、発注者が提示した施設規模、ごみ質、公害防止基準等の条

件に応じて、受注者がこれら条件を満足する具体的な設備構成等を設計する方式とな

るため、詳細な設備は実施設計で決定される。ただし、本事業では準備書作成前に技術

提案書を求め、提示された技術提案書を基に、予測及び評価を行う予定である。 

 
出典：印西地区環境整備事業組合『次期中間処理施設整備事業施設整備基本計画 平成 28 年 4 月』より作成 

図 2.3-7 廃棄物焼却施設の処理フロー 

 

 受入供給設備 

受入供給設備は、搬入されるごみ及び搬出される灰の計量、一般廃棄物収集運搬

車両（以下、「収集運搬車両」という。）からのごみの荷下ろし、搬入されたごみの

一時貯留（ごみピット）、燃焼設備へのごみの投入等を行う設備である。 

 燃焼設備 

燃焼設備は、ごみの焼却を行う設備である。次期施設の廃棄物焼却施設では、印

西地区環境整備事業組合管理者の附属機関として設置された施設整備基本計画検

討委員会において、安全・安定性、エネルギー生産性、地球環境への配慮、経済性

の 4 項目の観点から焼却方式（ストーカ方式、流動床方式）、溶融方式（流動床方式、

ガス化溶融方式）について検討した結果を受けて、印西地区環境整備事業組合が最

終処分場を有している状況と、豊富な採用実績による処理技術の信頼性を踏まえ、

ストーカ方式を選定した。 

燃焼空気

受入供給設備 燃焼設備 排ガス

処理設備

煙突燃焼ガス

冷却設備

灰出し設備

ごみ 計
量

荷
下
ろ
し

貯
留

埋立 計
量

薬剤処理

焼却 燃焼

ガス

冷却

灰回収

大気

大気汚染

物質除去

ごみの流れ 灰の流れ排ガスの流れ その他の流れ

凡例
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ストーカ方式の概要は表 2.3-7、構造図は図 2.3-8 に示すとおりである。 

表 2.3-7 ストーカ方式の概要 

  
 

 
出典：印西地区環境整備事業組合『次期中間処理施設整備事業施設整備基本計画 平成 28 年 4 月』より作成 

図 2.3-8 ストーカ方式の構造図 

 

 燃焼ガス冷却設備 

燃焼ガス冷却設備は、ごみ焼却によって生じた高温の燃焼ガスを、排ガス処理設

備が安全に効率よく運転できる温度まで冷却する設備である。 

 排ガス処理設備 

排ガス処理設備は、排ガスに含まれているばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒

素酸化物、水銀、ダイオキシン類等の物質が規制値以下となるよう、これらを除去

する設備で、バグフィルタを想定している。 

項目 概要

構造

ストーカ方式は、可動する火格子上でごみを移動させながら、火格子下部から
空気を挿入し、燃焼させる方式である。火格子はごみを乾燥させるための乾燥
段、燃焼するための燃焼段、未燃焼分を完全に燃焼させるための後燃焼段の3
段になっており、ごみの完全燃焼が図られている。

燃焼温度 850℃以上

生成物
主灰及び飛灰が生成される。なお、主灰の量は重量で焼却量の10%程度、飛灰
の量は焼却量の2.5%程度である。
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 煙突 

次期施設の煙突は、2 炉構成に応じて独立煙突を 2 本設置し、高さは 59m とする

計画である。 

 灰出し設備 

灰出し設備は、主灰及び飛灰を回収し、重金属等が溶出しないよう薬剤処理し、

場外へ搬出する設備である。 

 

（２） リサイクルセンター 

次期施設のリサイクルセンターでは粗大ごみ及び不燃ごみを処理する。粗大ごみは、

修理可能な家具等を抽出し、残りの粗大ごみは破砕設備で破砕する。抽出した家具等は

修理後再生品としてリサイクルプラザで販売する。不燃ごみは、瓶を手選別して、残り

を破砕設備で破砕する。選別した瓶は再生資源市場へ売却する。粗大ごみ及び不燃ごみ

の破砕残渣は、選別設備でさらに可燃残渣、不燃残渣及び鉄・アルミ等の金属類に選別

する。可燃残渣は次期施設の廃棄物焼却施設で焼却し、不燃残渣は印西地区一般廃棄物

最終処分場に埋め立て、金属類は再生資源市場に売却する。 

リサイクルセンターの処理フローは図 2.3-9に示すとおりで、各設備の概要は以下

の①から④に示すとおりである。なお、本事業は、性能発注方式（設計・施工一体型）

をとる。ただし、本事業では準備書作成前に技術提案書を求め、提示された技術提案書

を基に、予測及び評価を行う予定である。 

 
出典：印西地区環境整備事業組合『次期中間処理施設整備事業施設整備基本計画 平成 28 年 4 月』より作成 

図 2.3-9 リサイクルセンターの処理フロー 

  

瓶

（資源化）

受入供給設備

計
量

荷
下
ろ
し

貯
留

粗大ごみ

不燃ごみ

破砕

設備

破
砕

選別

設備

貯留搬出

設備選
別

金属類

貯留

不燃残渣

貯留
埋立

資源化

再
生
品

抽
出

手
選
別

破
袋
除
袋

計
量

荷
下
ろ
し

再生品

廃棄物焼却施設

可燃残渣

貯留
焼却
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 受入供給設備 

受入供給設備は、搬入されるごみの計量、収集運搬車両からの荷下ろし、粗大ご

みの再生品抽出、不燃ごみの破袋・除袋、不燃ごみからの瓶の手選別、これらの一

時貯留、破砕設備への投入等を行う設備である。 

 破砕設備 

破砕設備は、①で一時貯留したごみを破砕する設備である。次期施設では防爆や

処理の安全性のため、一次破砕機として低速回転破砕機、二次破砕機として高速回

転破砕機の 2 種類の破砕機を導入する。 

 選別設備 

選別設備は、破砕処理後の残渣を可燃、不燃及び金属類に選別する設備である。 

 貯留・搬出設備 

貯留設備は、不燃残渣及び金属類を搬出するまで一時貯留する設備である。搬出

設備は、不燃残渣及び金属類を搬出車両に積み込む設備である。なお、可燃残渣は

廃棄物焼却施設へ搬送され、そこで一時貯留される。  
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 収集運搬計画 

（１） 収集対象地域 

収集対象地域は印西市、白井市及び栄町の全域とする。 

（２） 搬出入車両台数 

次期施設での搬出入車両台数の計画値は、現施設の実績と同程度と見込み、平成 29

～令和元年度の 3 ヶ年の平均値を用いた。表 2.3-8 に搬出入車両台数を示す。 

 

表 2.3-8 次期施設の搬出入車両台数（計画値） 

 
注）台／日は、1年を 300日として算出した。 
出典：印西地区環境整備事業組合『搬入所属区分・地区・種別年報 2017～2019 年度分』 

 

（３） 収集運搬車両の主要な走行ルート 

収集運搬車両の主要な走行ルートは、図 2.3-10 に示すとおり、現在整備中の市道

00-122 号線から計画道路（将来市道）を通り、対象事業実施区域へ至るルートを計画

している。  

(台/年) (台/日)

収集運搬車両 29,632 99

直接搬入車両 2,800 10

収集運搬車両 4,398 15

直接搬入車両 11,737 40

113 1

48,682 165

搬出車両 1,559 6

50,241 171

小　計

灰等搬出車両

車両区分
台　数

搬入車両

廃棄物焼却施設

リサイクル
センター

合        計

薬剤等搬入車両
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図 2.3-10 収集運搬車両の主要な走行ルート 
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 公害対策 

（１） 大気汚染防止計画 

 排ガス諸元 

次期施設の排ガス諸元は表 2.3-9に示すとおりである。 

表 2.3-9 排ガス諸元 

 
*1：排ガス量は 2炉構成での 1炉あたりの基準ごみ（11,450 kJ/kg）時の値

である。 

*2：物質濃度は O212%換算値である。 
出典：印西地区環境整備事業組合『次期中間処理施設整備事業施設整備基本計画 資

料編（平成 28 年 4 月）』より作成 

 

 排ガス処理対策 

排ガスによる大気汚染防止のために、排ガスに含まれている大気汚染物質が自主

規制値以下となるよう、排ガス処理設備を設置する。  

諸元

約20,000 Nm3/時/炉

約180 ℃
ばいじん 0.01 g/Nm3

硫黄酸化物 20 ppm
塩化水素 20 ppm
窒素酸化物 50 ppm
ダイオキシン類 0.05 ng-TEQ/Nm3

水銀 30 μg/Nm3

20.87 m/s
59 m

0.75 m
独立煙突・2本
24時間連続

煙突形式・本数

運転時間

排ガス量（湿り）

項目

排ガス温度

排ガス突出速度
煙突高さ
煙突出口の径

物質
濃度

*1

*2
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 公害防止に係る基準値 

次期施設の排ガス自主規制値は、表 2.3-10 に示すとおりである。 

表 2.3-10 次期施設の排ガス自主規制値 

 
*1：焼却施設は 78t/日×2 炉であり、1炉あたりは 2.0t/h < 3.25t/h < 4t/hとなるため、ばいじんの基

準値は 0.08、ダイオキシン類の基準値は 1となる。 

*2：水銀の自主規制値は地元住民と協議の上、準備書までに決定する。 

*3：自主規制値に記載されている 0.723 Nm3/h及び基準値に記載されている 1,100 ppmは排ガス量

2,0000Nm3/hの場合の値である。自主規制値に記載されている 0.723 Nm3/hについては、千葉県の指

導により併記するものである。 
出典：印西地区環境整備事業組合『次期中間処理施設整備事業施設整備基本計画追加策定 平成 30 年 3 月』より作成 

 

 排ガスモニタリング計画 

次期施設では、煙突排ガス中の酸素濃度、一酸化炭素濃度、塩化水素濃度、硫黄

酸化物濃度、窒素酸化物濃度、ばいじん濃度、水銀濃度及びダイオキシン類の監視

測定を行う。 

（２） 水質汚濁防止計画 

 排水処理計画 

次期施設の排水処理フローは図 2.3-11 に示すとおりである。プラント排水及び

生活排水は下水道へ放流する。プラント排水の放流に際しては、下水道法及び印西

市下水道条例による排除基準を満足する水質を確保するために排水処理設備を整

備する。雨水排水は公共用水域へ放流する。搬入される可燃ごみ、不燃ごみ、粗大

ごみ等の荷下ろし及び処理は工場棟内で行い、また焼却灰、飛灰、不燃残渣等も工

場棟内で搬出車両に積み込むため、これらは雨水排水には混入しない。雨水排水の

放流に際しては、放流河川の流下能力に応じ、防災調整池による放流量の調整を行

う。 

なお、対象事業実施区域は下水道未整備区域であるが、令和 9 年度の次期施設試

項目

ばいじん 0.01 g/Nm3 0.08 g/Nm3

硫黄酸化物
（SOx）
塩化水素
（HCl）

20 ppm
700

（約430
mg/Nm3

ppm）
窒素酸化物
（NOx）

50 ppm 250 ppm

ダイオキシン類
（DXNs）

0.05 ng-TEQ/Nm3 1 ng-TEQ/Nm3 ダイオキシン類対策
特別措置法

一酸化炭素
（CO）

30 ppm 30 ppm
ごみ処理に係るダイオキシン類

発生防止等ガイドライン

水銀 30 μg/Nm3 大気汚染防止法

K = 9.0
42.9 Nm3/h（1,100 ppm）程度

―

大気汚染防止法

自主規制値 基準値

20 ppm
（0.723 Nm3/h）程度

*2

*1

*1

*3
*3
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運転までに下水道の整備を進める計画である。 

 

図 2.3-11 排水処理フロー 

 

 公害防止に係る基準値 

次期施設の下水排除基準は表 2.3-11 に示すとおりである。 

 

表 2.3-11 下水排除基準 

 
出典：国土交通省『下水道法施行令（昭和 34 年制令第 147 号）』、印西市『印西市下水道条例（昭和 56 年 10 月 26 日条

例第 16 号）』 

  

雨水排水

生活排水

プラント排水 排水処理設備

公共用水域へ放流

下水道へ放流

防災調整池

上水

上水

対象事業実施区域

基準値 基準値

カドミウム及びその化合物 0.03mg/L以下 0.2mg/L以下

シアン化合物 1mg/L以下 0.1mg/L以下

有機燐化合物 1mg/L以下 0.1mg/L以下

鉛及びその化合物 0.1mg/L以下 10mg/L以下

六価クロム化合物 0.5mg/L以下 8mg/L以下

砒素及びその化合物 0.1mg/L以下 0.5mg/L以下

5mg/L以下

3mg/L以下

アルキル水銀化合物 検出されないこと 2mg/L以下

ポリ塩化ビフェニル（PCBに限る） 0.003mg/L以下 10mg/L以下

トリクロロエチレン 0.3mg/L以下 10mg/L以下

テトラクロロエチレン 0.1mg/L以下 2mg/L以下

ジクロロメタン 0.2mg/L以下 10pg-TEQ/L以下

四塩化炭素 0.02mg/L以下 45℃未満

1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L以下 5を超え9未満

1,1-ジクロロエチレン 1mg/L以下 600mg/L未満（5日間）

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L以下 600mg/L未満

1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L以下 鉱油 5mg/L以下

1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L以下 動植物油 30mg/L以下

1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L以下 220mg/L以下

チウラム 0.06mg/L以下 60mg/L未満

シマジン 0.03mg/L以下 8mg/L未満

チオベンカルブ

ノルマルヘキサン抽出物

下
水

道
法
に
よ
る

基
準

下

水
道
法
に
よ

る
基
準

条
例
に
よ

る
基
準

水銀及びアルキル水銀
その他の水銀化合物

0.005mg/L以下

水温

pH

BOD（生物化学的酸素要求量）

SS（浮遊物質量）

銅及びその化合物

亜鉛及びその化合物

鉄及びその化合物（溶解性）

マンガン及びその化合物（溶解性）

クロム及びその化合物

　項目

ダイオキシン類

　項目

ベンゼン

セレン及びその化合物

ほう素及びその化合物

ふっ素及びその化合物

1,4-ジオキサン

フェノール類

ヨウ素消費量

窒素含有量

燐含有量
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（３） 騒音・振動防止計画 

 騒音・振動対策 

次期施設では、破砕機、選別機及び送風機の稼働に伴い、騒音・振動の発生が予想さ

れる。その対策はアからウに示すとおりである。 

ア． 騒音対策 

⚫ 低騒音型の設備を選択する。 

⚫ 騒音源となる設備は極力建物内部に設置し、必要であれば防音壁で囲む。ま

た、敷地境界との距離を十分に確保し、外部への騒音を抑制する。 

⚫ 設備の点検及び整備を徹底する。 

イ． 振動対策 

⚫ 低振動型の設備を選択する。 

⚫ 振動源となる設備は敷地境界との距離を十分に確保して設置し、外部への影

響を抑制する。 

⚫ 必要に応じて、振動源となる設備と基礎の間に防振装置を設ける、あるいは

振動源を独立基礎とする。 

⚫ 設備の点検及び整備を徹底する。 

ウ． 低周波音対策 

⚫ 低騒音・低振動型設備の採用に努めるとともに、設備の点検及び整備を徹底

し、低周波音の外部への影響を抑制する。 

 公害防止に係る基準値 

騒音・振動について、対象事業実施区域及び周辺は「印西市環境条例施行規則」

により、「その他の地域」に区分されている。基準値は表 2.3-12、表 2.3-13 に示

すとおりである。 

騒音・振動の自主規制値は、今後地元住民と協議の上、準備書までに決定する。 

表 2.3-12 騒音に係る基準値 

 
出典：印西市『印西市環境保全条例施行規則 別表第 4』 

 

昼間 朝・夕 夜間
午前8時から

午後7時まで

午前6時から午前8時まで及び

午後7時から午後10時まで

午後10時から

翌日の午前6時まで

基準値

（その他の地域）
60デシベル 55デシベル 50デシベル

       時間の区分

項目
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表 2.3-13 振動に係る基準値 

 
出典：印西市『印西市環境保全条例施行規則 別表第 4』 

 

（４） 悪臭防止計画 

 悪臭対策 

次期施設ではごみの搬入、ごみの貯留及び焼却に伴い悪臭の発生が想定される。

その対策は以下のア、イに示すとおりである。 

ア． 臭気漏洩の防止 

⚫ ごみピットやごみに接触する設備は建屋内に配置し、臭気の外部漏洩を防ぐ。 

⚫ 収集運搬車両の出入口には、エアカーテン等を設置し、搬入時以外は可能な

限り扉やシャッターで遮蔽することで、臭気の外部漏洩を防ぐ。 

⚫ ごみピットは負圧を保ち、搬入時以外は扉やシャッターで遮蔽することで、

臭気の外部漏洩を防ぐ。 

イ． 臭気の分解・脱臭 

⚫ ごみピット内の臭いのついた空気は送風機で焼却炉に送り、ごみと一緒に燃

やし、臭気成分を熱分解する。 

⚫ 燃焼の悪化により主灰や排ガスに未燃有機物が残留すると悪臭源となるた

め、十分な灰の後燃焼とガスの燃焼完結に考慮した炉設計を行うとともに、

慎重な維持管理をする。 

⚫ 休炉時にはごみピット内の空気を焼却炉に送ることができないため、脱臭

装置を稼働させる。 

 公害防止に係る基準値 

印西市は、「悪臭防止法」に基づき、特定悪臭物質濃度の規制を行っており、規制

基準は表 2.3-14 及び表 2.3-15 に示すとおりである。対象事業実施区域は規制地

域外であるが、現施設で適用されているこれらの規制基準を次期施設でも遵守する

方向で検討しており、準備書までに決定する。 

また、現施設では、基準値の定めのない臭気濃度について、表 2.3-16 に示す自

主目標値として定めている。自主目標値については、今後地元住民と協議の上、準

備書までに決定する。 

昼間 夜間
午前8時から

午後7時まで

午後7時から

翌日の午前8時まで

基準値

（その他の地域）
60デシベル 55デシベル

    　 時間の区分

項目
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表 2.3-14 事業場の敷地境界における特定悪臭物質の基準値 

 
出典：印西市『悪臭防止法に基づく悪臭物質の規制基準の設定（平成 24 年 3 月 30 日印西市告示第 39 号）』 

 

 

表 2.3-15 排水中における特定悪臭物質の基準値 

 
出典：印西市『悪臭防止法に基づく悪臭物質の規制基準の設定（平成 24 年 3 月 30 日印西市告

示第 39 号）』 

 

 

表 2.3-16 臭気濃度自主目標値 

 
出典：印西地区環境整備事業組合『印西クリーンセンターの操業及び公害防止に関す

る協定書』 

  

規制物質 規制物質

アンモニア 1 ppm イソバレルアルデヒド 0.003 ppm

メチルメルカプタン 0.002 ppm イソブタノール 0.9 ppm

硫化水素 0.02 ppm 酢酸エチル 3 ppm

硫化メチル 0.01 ppm メチルイソブチルケトン 1 ppm

ニ硫化メチル 0.009 ppm トルエン 10 ppm

トリメチルアミン 0.005 ppm スチレン 0.4 ppm

アセトアルデヒド 0.05 ppm キシレン 1 ppm

プロピオンアルデヒド 0.05 ppm プロピオン酸 0.03 ppm

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 ppm ノルマル酪酸 0.001 ppm

イソブチルアルデヒド 0.02 ppm ノルマル吉草酸 0.0009 ppm

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 ppm イソ吉草酸 0.001 ppm

基準値 基準値

特定悪臭物質 事業所から敷地外に排出される排出水量
基準値

（mg/L)

0.001m3/s 以下の場合 0.03

0.001m
3
/s を超え、0.1m

3
/s 以下の場合 0.007

0.1m
3
/s を超える場合 0.002

0.001m
3
/s 以下の場合 0.1

0.001m
3
/s を超え、0.1m

3
/s 以下の場合 0.02

0.1m
3
/s を超える場合 0.005

0.001m
3
/s 以下の場合 0.3

0.001m3/s を超え、0.1m3/s 以下の場合 0.07

0.1m3/s を超える場合 0.01

0.001m
3
/s 以下の場合 0.6

0.001m
3
/s を超え、0.1m

3
/s 以下の場合 0.1

0.1m
3
/s を超える場合 0.03

メチルメルカプタン

硫化水素

硫化メチル

二硫化メチル

項目 現施設協定値

敷地境界線における臭気濃度 15（目標値とする）

排出口における臭気濃度 500（目標値とする）
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（５） 土壌汚染防止計画 

次期施設ではごみからの浸出液及び灰の飛散による土壌汚染の発生が想定される。

その対策は以下の①、②に示すとおりである。 

 ごみからの浸出液による土壌汚染の対策 

ごみはごみピットで貯留する。ごみピット内のごみからは浸出液が出るため、ご

みピットは鉄筋コンクリート造として、浸出液の外部漏洩を防ぐ。 

 灰の飛散による土壌汚染の対策 

主灰及び飛灰は適切に処理し、印西地区一般廃物最終処分場に埋め立てる。灰搬

出時は灰が飛散・流出しないよう、シートでの被覆、フレキシブルコンテナ等容器

への収納、密閉式車両の使用等の対策をする。 

 環境保全計画 

（１） 緑化計画 

本事業は、「印西市開発指導要綱」（平成 25 年 4月 1 日 印西市開発指導課）に基づ

き、対象事業実施区域面積の 5%以上の緑地を設け、地被類及び中低木等の植栽を行う。

さらに、「印西市 緑の基本計画」では、公共施設は敷地面積の 20%以上の緑化に努め

ることとしているため、できる限り敷地の緑化に努める。  

また、対象事業実施区域周辺は、「次期中間処理施設整備事業地域振興策基本計画第

1 回変更」（令和 2 年 3 月 印西地区環境整備事業組合）で「地域まるごとフィールド

ミュージアム構想」として位置付けられており、里地里山の保全と活用が検討されてい

る。こうした背景から、対象事業実施区域内の緑化に際しては、里地里山の景観と調和

し、周辺の生態系と連続性を持つような種を選定し植栽に努める。  

（２） 景観計画 

対象事業実施区域は田畑や森林が広がる農村地域の高台に位置している。また、その

周辺は「次期中間処理施設整備事業地域振興策基本計画第 1 回変更」（令和 2 年 3 月 

印西地区環境整備事業組合）で「地域まるごとフィールドミュージアム構想」として位

置付けられており、地域内外の人々が集う多機能な複合施設の設置や、里地里山の保全

と活用が検討されている。こうした背景から、本事業の建物のデザインは周囲の景観と

調和し、地域内外の人々から親しまれるものとなるよう、外観の工夫に努める。 
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（３） 余熱利用計画 

ごみの焼却過程で発生した熱は、蒸気・温水及び電気として次期施設及び地域振興策

で利用する計画である。電気は蒸気タービンと同期発電機で作り出す（図 2.3-12 参

照）。また、余剰電力は売電する。なお、地域振興策は本事業の周辺対策事業として計

画されているもので、その配置計画は図 2.3-13 に示すとおりである。 

 
図 2.3-12 エネルギー回収フロー 

 

地域振興策の計画概要（抜粋） 

本基本計画は、次期中間処理施設（新クリーンセンター）の周辺対策事業に関する基本

的な計画として位置付けられるものですが、整備協定で規定する整備予算 33 億 8,100 万

円の範囲内で、これまでの様々な経緯及び各種の調査・考察結果などを検討の前提として

踏まえ、「地域まるごとフィールドミュージアム構想」を旗印に、地域の持続と再生に必

要な「吉田区のインフラ整備等」のほか、次期中間処理施設の隣接地において、地域資源

や排熱エネルギーを最大限活用する「多機能な複合施設」の整備を計画するものです。 

出典：印西地区環境整備事業組合『次期中間処理施設整備事業地域振興策基本計画（平成 30 年 3 月）』より作成 

 

タービン排気
復水器

発電機

タービン

場内利用

え

売電

Ｇボイラー 地域振興策での利用

炉

電気

蒸気

温水
凡例
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出典：印西地区環境整備事業組合『次期中間処理施設整備事業地域振興策基本計画 第１回変更（令和 2 年 3 月）』よ

り作成 

図 2.3-13 配置計画平面図 

 

（４） 温室効果ガス削減計画 

次期施設では省エネ設備の導入、場内での余熱利用により温室効果ガス削減に務め

る。さらに、地域振興事業においても、次期施設からの余熱を利用することにより温室

効果ガス削減に努める。  
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 工事計画 

（１） 工事工程 

本事業の工事工程は、表 2.3-17 に示すとおりである。 

 

表 2.3-17 工事工程 

 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 

設 計      

造成工事      

機器製作      

施設建設工事      

試運転      

供 用      

 

（２） 工事用資材又は機械の運搬を行う車両の主要な走行ルート 

工事用資材又は機械の運搬を行う車両（以下、「工事用車両」という。）の主要な走行

ルートは、図 2.3-14に示すとおり、現在整備中の市道 00-122 号線から計画道路（将

来市道）を通り、対象事業実施区域へ至るルートを計画している。 
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図 2.3-14 工事用車両の主要な走行ルート  
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（３） 土工計画 

掘削土壌は、可能な限り埋め戻し等で場内再利用する。 

 

（４） 施工時の環境保全対策 

 大気汚染対策 

工事用車両には、低排出ガス規制適合車を使用し、点検、整備を徹底したうえで

急発進、急加速等を控えエコドライブを実施する。また、工事用車両が渋滞しない

ような配車計画をし、住宅地等配慮すべき地域や施設を避けた走行ルートを設定す

る。 

 粉じん対策 

施工時に発生する粉じんの飛散を抑制するため、施工箇所には仮囲いを設け、適

宜散水する。また、仮置きした土壌の飛散を抑制するため、シート等で養生する。

さらに、工事用車両に付着した土砂が走行ルート上で飛散することを防ぐため、工

事用車両は対象事業実施区域を出る前に車輪、車体を十分洗車する。 

 騒音、振動対策 

施工には、低騒音・低振動建設機械を使用し、点検、整備を徹底したうえでアイ

ドリングや空ぶかしをしないようにする。また、騒音・振動が少ない工法・工程を

検討し、必要に応じて防音壁等も設置する。工事用車両は点検、整備を徹底したう

えで急発進、急加速等を控えエコドライブを実施する。また、工事用車両が渋滞し

ないような配車計画をし、住宅地等配慮すべき地域や施設を避けた走行ルートを設

定する。 

 濁水対策 

対象事業実施区域内に沈砂池を設置し、雨水は沈砂池で十分に沈砂した後で公共

用水域へ放流する。また、土壌掘削時は掘削のり面を養生し、土壌の流出を抑制す

る。 

 土壌汚染対策 

掘削時に発生する土壌は、関係法令等に基づき適切な対応を行う。  
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 廃棄物対策 

設計段階では、分別や資源化を考慮して建築資材を選択する。施工段階では、廃

棄物の分別を徹底し、再資源化に努め、可能な限り廃棄物の発生を抑制する。 

 温室効果ガス削減 

施工には、省エネ型の建設機械及び工事用車両を採用し、点検、整備を徹底する。

また、建設機械はアイドリングや空ぶかしをしないようにし、工事用車両は急発進、

急加速等を控えエコドライブを実施する。 

 

 

 

  


