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１ 環境方針 

 

川崎市環境局 処理センター環境方針 
 

１ 基本理念 

川崎市では、平成２２年４月に川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例を施行し、

環境行政を総合的かつ計画的に推進しています。その行動の一環として廃棄物の処理

においては、３R（リデュース・リユース・リサイクル）を基本とした持続可能な循

環型社会の実現を目指し、平成２３年３月からミックスペーパーやプラスチック製容

器包装の新たな分別収集を開始し、温室効果ガスの排出抑制に努めています。 
これらのことを踏まえながら、川崎市環境局施設部に所属する浮島処理センター、

堤根処理センター、橘処理センター、王禅寺処理センター（以下、「処理センター」

という）においては、市民から排出されたごみを適正処理するとともに、より良好な

地球環境が得られるように、地域社会と連携し、さらに、生活環境の維持向上に努め、

環境に配慮した処理センターとして、環境保全、公害防止に取組みます。 
 
 

２ 基本方針 
① 環境関連法令・条例及びその他の要求事項を遵守し、環境保全の向上に努めます。 

 
② ごみの焼却処理により生ずる環境負荷を技術的・経済的に可能な限り低減し、環

境汚染の予防に努めます。 
 

③ 不適正なごみの搬入に対する改善指導を強化するとともに、ごみの焼却時に発生

する熱エネルギーを有効利用し環境に配慮します。 
また、粗大ごみの破砕処理によって生ずる金属資源の有効利用を図ります。 

 
④ 環境負荷を低減するための方策として、環境目的及び環境目標を定め、これらを

継続的に推進するととともに、定期的に見直しを図り改善に努めます。 
 

⑤ 処理センターの施設見学や利用をとおして、環境教育・環境学習を推進します。 
 

⑥ この環境方針は、処理センターで働く人または処理センターのために働く人々に

周知し、一般に公開します。 
 
 

 
平成２４年４月１６日 
川崎市環境局施設部 部長 斉藤 浩二 

 

 

・報告する期間 

  平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで 

・適用範囲 

  堤根処理センターの敷地境界内で、ＥＭＳが適用される事業活動及び人員を範囲とし、一般廃

棄物の受入れ、中間処理、焼却残渣及び飛灰の搬出、見学者対応などの活動とする。 

・準拠したガイドライン 

 「環境報告ガイドライン～持続可能な社会を目指して～（２００７年版）」環境省 

 「川崎市環境局施設部 処理センター向け環境報告書ガイドライン」川崎市環境局施設部 
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２ 事業の概要 

２－１ 事業内容 

川崎市では、地球環境にやさしい持続可能な循環型のまちを目指し、廃棄物の発生が抑制

され、適正処理が確保されることによって、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をでき

る限り低減する、３Ｒ（リデュース（発生・排出抑制）・リユース（再使用）・リサイクル（再

生利用））を基本として、ごみの減量・リサイクルを推進しています。 

堤根処理センターでは、公衆衛生の向上をはじめとした周辺の生活環境保全に最大限考慮

し、適正かつ安定的にごみの焼却処理を推進する処理体制を維持するとともに、廃棄物の受

入れ、中間処理、焼却残渣・処理灰の搬出、見学者の案内など活動の中で、焼却ごみの減量、

発生・排出抑制に取組み快適な生活環境の保全に向け適正処理を進めています。 

◆堤根処理センター内部組織◆ 

組織部門 事務 部門構成 

所長  技術職員（電気職） 

担当課長 

(技術担当) 

電気事業法に基づく施設の工事・維持運用に関する保安

工事。環境システムの維持管理ほか 

技術職員（電気職・電気主任

技術者） 

管理係 センターの市税外収入に関すること 

ごみの受入れ及び焼却灰等の運搬に関すること 

担当課長 （係長取扱(電気職)）

事務職員 2 名、技能・業務職

員 3 名、嘱託員 8 名 

技術係 センターの維持管理に関すること 

焼却設備及び附帯設備の維持管理に関すること 

焼却炉等の運転計画に関すること 

係長１名（機械職） 

技術職員６名（電気・機械）

技能職員 8 名 

操作第 1 係 

～ 

操作第５係 

ごみの焼却に関すること 

焼却設備及び附帯設備の保守管理及び運転操作に関す

ること 

係長５名（電気職・機械職）

技術職員 1０名（電気・機械）

技能職員 2５名(内職長 2 名)

ISO・研修担

当 

環境管理システム教育の年間計画の策定、実施及び維持

管理。技術教育の実施。法定資格取得の管理ほか 

技術職員（機械職） 

 

２－２ ごみ処理施設年表 

年号 一般事項 堤根処理センター 参考 

S11 大島ごみ焼却場竣工  処理能力 22.5t/日 

S15  堤根ごみ焼却場竣工 処理能力 22.5t/日 

S34  堤根清掃作業所第２号炉竣工 処理能力 60t/日 

S37 橘清掃作業所竣工  処理能力 100t/日 

S38  堤根清掃作業所第 3 号炉竣工 処理能力 60t/日 

S42 王禅寺清掃作業所竣工  処理能力４５０t/日 

S46 臨港清掃作業所竣工  処理能力６００t/24H 

S49 橘処理センター竣工  処理能力６００t/24H(稼動中)

S54  堤根処理センター竣工 処理能力６００t/24H(稼動中)

H 7 浮島処理センター竣工  処理能力 9００t/24H(稼動中)

H24 王禅寺処理センター竣工  処理能力４５０t/24H(稼動中)
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２－３ 施設概要 

竣工    昭和５４(1979)年３月         敷地面積  ３０，３２９．４０㎡ 

焼却炉公称能力  ６００ｔ/２４ｈ（焼却炉２基） 

設備 形式（能力） 

受入・供給 
クラブバケット付き天井走行ごみクレーン（6㎥）２基、ごみピット(ＲＣ造角型 4,800

㎥、油圧式投入扉６基)、投入ステージ防臭設備、計量器(20t・25t)投入ホッパ(21 ㎥)

燃焼 
三菱逆送式ストーカ、火格子面積：３９.９㎡(幅 5,570mm 長さ 7,170mm３ラン区分)、

火格子燃焼率：313kg/㎡ h、火格子 13 段、火格子傾斜 26°、油圧駆動(常用 11Mpa) 

燃焼ガス冷却 

廃熱ボイラ：単炉式二胴管式自然循環ボイラ（最大蒸発量：39t/h 常用圧：1.57Mpa

蒸気温度 203℃蒸気ドラム内径 1,370mm・水ドラム内径 1,220mm）、節炭器、減温塔 

スートブロワ(全自動電動式)、高圧復水器(49t/h)、低圧復水器(29t/h)、軟水装置 

排ガス処理 
電気集じん器：三菱ルルギ横型乾式(7,0310N ㎥/h、集じん極 CSV 型・放電極スター型

イソディン型)洗煙塔：三菱自立円筒形スプレー式(D6,000mmH27,800mm140,620 N ㎥/h)

通風 
押込通風機(片吸込横軸ターボ型 220kw、静圧 700mm)、誘引通風機(両吸込横軸ターボ

型 430kw、静圧 500mm)、蒸気式空気予熱器(伝熱面積 955.4 ㎡)、風道・煙道(鋼板製)

灰出 

油圧式灰押出装置(最大 3.8t/h(灰密度 1ton/㎥)飛灰処理：混練機キレート固化

（10.4t/日）、クラブバケット付き天井走行クレーン灰クレーン(2 ㎥)1 基、灰ピット

(ＲＣ造角型 800 ㎥) 

廃水処理 
キレート凝集沈殿処理法（3㎥/h）、汚水受槽(ＲＣ造 80㎥)、放流水槽(ＲＣ造 80㎥)

薬剤注入ポンプ(液体キレート・硫酸バンド・高分子凝集剤・硫酸・苛性ソーダ) 

余熱利用 
三菱式単気筒衝動式減速型復水タービン（同期発電機皮相出力 2,353KVA、相等出力

2,000kw、(蒸気消費 29,000kg/h）、回転数 1,500rpm、減速ギヤへ結合方式) 

電気・計装 ２２,０００V５０HZ、ループ受電方式➠６,６００V➠４００V・２００V・１００V 

データ処理装置、操作盤(デスク型 6面)、監視盤(自立裏面開放型) 

建築 煙突(鋼製内筒式ＲＣ造外筒煙突、GL＋86.7m 頂部有効径 2,000mm,外筒 GL＋70.7m,炭

素繊維シート耐震) 
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３ 環境への取組み 

 ３－１自己適合宣言 

 

   

 

堤根処理センターでは、平成１５年(2003 年)３月に（財）日本品質保証機構

による ISO14001：1996 拡大認証取得（登録番号：JQA-EM1825）、平

成１６年(2004 年)１０月 拡大から単独へ ISO14001：2004 認証登録

（登録番号：JQA-EM4248）、平成２２年(2010 年)９月に環境マネジメン

トシステム（ＥＭＳ）の外部認証機関の登録を返上し、ＩＳＯ１４００１規格

に適合していることを自らの責任で宣言しました。 

そして、平成２４年(2012 年)３月に川崎市環境局ＩＳＯ適合監査チームから

適合証明の発行を受け自己適合宣言の下、ＩＳＯ１４００１に適合した取組み

及び運用を行っています。 
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３－２環境マネジメントシステムの取り組み経緯 

平成１４年(2002 年) 

１１月 内部監査の実施 

１２月 合同監査の実施 

１２月 （財）日本品質保証機構による ISO14001：1996 予備審査 

平成１５年(2003 年) 

３月 （財）日本品質保証機構による ISO14001：1996 拡大認証審査 

        ISO14001：1996 拡大認証取得（登録番号：JQA-EM1825） 

７月 内部監査の実施 

１０月 （財）日本品質保証機構による定期審査 

１１月 合同監査の実施 

平成１６年(2004 年) 

８月 内部監査の実施 

９月 （財）日本品質保証機構による定期審査 

１０月 ISO14001：2004 認証登録（登録番号：JQA-EM4248） 

平成１７年(2005 年) 

８月 内部監査の実施 

９月 （財）日本品質保証機構による定期＋移行審査 

平成１８年(2006 年) 

８月 内部監査の実施 

９月 （財）日本品質保証機構による定期審査 

平成１９年(2007 年) 

７月 内部監査の実施 

８月 （財）日本品質保証機構による更新審査 

平成２０年(2008 年) 

８月 内部監査の実施 

８月 （財）日本品質保証機構による定期審査 

平成２１年(2009 年) 

７月 内部監査の実施 

９月 （財）日本品質保証機構による定期審査 

１１月 自己適合に向けた適合監査員による予備監査の実施 

平成２２年(2010 年) 

６月 ＩＳＯ１４００１規格適合（移行）監査の実施 

９月 適合宣言（９月３０日適合宣言書発行） 

平成２４年(2012 年) 

３月 適合証明（2015 年 3 月 31 日まで有効） 
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３－３ 環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の取組み 

ＥＭＳ組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎市環境局施設部に所属する堤根処理センターは、施設部長を経営層に、所長をＥ

ＭＳ責任者として、７２名（非常勤職員８名含む）でセンターの運営管理を行っていま

す。 

 

 

 

 

 

経営層（施設部長）
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事
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法
令
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合
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セ
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堤
根
処
理
セ
ン
タ
ー 

浮
島
処
理
セ
ン
タ
ー 適合監査チーム 

ＥＭＳ責任者（所長）

EMS 委員会事務局長 

（技術担当課長） 
ＥＭＳ委員会事務局 

内部監査チーム 

技
術
係 

管
理
係 

操
作
第
１
係 

操
作
第
２
係 

操
作
第
３
係 

操
作
第
４
係 

操
作
第
５
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ＥＭＳ委員会 

 
施 設 部 
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３－４ 環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の運用 

堤根処理センターにおいては、市民から排出された一般ごみの処理等による事業活動で生

じる環境負荷について、汚染物質の抑制や排出量の低減に可能な限り努め、さらに、ごみの

焼却で発生する熱エネルギーの有効活用を図ります。 

自らの活動及びサービスが環境に及ぼす影響を管理するため、環境目的及び目標を定め、

その達成に必要な計画や手順を確立し、ＥＭＳの継続的な推進とともに定期的な見直しと改

善により、目標の達成を目指します。 

 

３－５ＥＭＳ活動結果 

３－５－１ 目的・目標監視項目 

目的・目標 環境目的 環境目標 実績 

建築系都市ガ

ス使用量の抑

制   

建築系都市ガス使用量の抑制  平成２３年度に見直した手順に

よって運用した結果、建築系都

市ガス使用量（平成２４年度６

～２月）を 741 ㎥以下に抑制。 

達成(実績６９３㎥） 

 

 

３－５－２ 継続監視項目 

継続監視－１ 環境目的 環境目標 実績 

管理棟設備電

力使用量の削

減     

管理棟設備電力使用量の削減 建築系設備電力使用量を平成２

２年度実績値より３％削減（管

理値 421,855kwh）     

達成（実績 328,261

㎥） 

 

建築系設備電力使用量を平成２２年度

実績値（434，903ｋＷｈ）より 3％削

減(管理値４２１，８５５ｋＷｈ)。 

東日本大震災による福島第 1 原子力発

電所事故の影響に伴い、平成２３年度は、

電力需給対策を行いました。平成２４年度

までに解除されましたが、節電意識が根付

き、引き続き良好な結果となりました。 

建築系都市ガス使用量を平成２２年度６

月～２月実績値(769 ㎥)を超えないように

するための手順を見直し、693 ㎥に使用量

を抑制することができました。 
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継続監視－２ 環境目的 環境目標 実績 

都市ガスの使

用 

都市ガス使用量の削減 通常埋火時の都市ガス使用量を

平成 13 年度の平均値より 4％

削減（管理値 2,549 ㎥） 

達成 

埋火６回平均 

1,６１8 ㎥ 

 

 

継続監視－３ 環境目的 環境目標 実績 

都市ガスの使

用 

都市ガス使用量の削減 通常焚上げ時の都市ガス使用量

を平成 13 年度の平均値より

１%削減（管理値 5,042 ㎥） 

達成 

焚上５回平均 

3,７３６㎥ 

 

 

継続監視－４ 環境目的 環境目標 実績 

ＨＣＬ・ＳＯ2

の排出 

ＨＣＬ及びＳＯ2 の排出量の抑

制 

HCL 濃度 36ppm 及び SOＸ濃

度 22ppm 以下に定め運転管理

を行う 

非達成 ※1 

HCL≒11ppm 

SO2≒26ppm 

 

1 号炉と 2 号炉を合せ 6 回の埋火があ

り、いずれも管理値以内にプラント系都市

ガス使用量を抑制することができました。

ただし、使用量の変動が大きいことから

埋火記録を基に操作方法等の検証を行う

必要が生じた。ただし、都市ガス使用量の

計器更新が予定されているため、次年度の

データを監視しながら対応を計ります。 

1 号炉と 2 号炉を合せ５回の焚上げが

あり、いずれも管理値以内にプラント系都

市ガス使用量を抑制することができまし

た。 

HCL（塩化水素）及び SOX（硫黄酸化

物）は、同一の排ガス分析計で測定が可能

なため、1 つの継続監視項目として取組ん

でいます。HCＬの規制値は、550mg/㎥

N（337ppm）のところ、自主規制基準

値を H23 年度から 36ppm に定め、時間

値の最大を 11ppm 以下に管理すること

ができました。 
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※1ＨＣＬ、ＳＯ2 とも 4 時間移動平均

 

継続監視－５ 環境目的 環境目標 実績 

余熱による発

電 

タービン発電機の安定運転によ

る発電電力の確保 

タービン発電機の発電時間率を

通年で９７％以上 

達成 

99.２％ 

 

 

継続監視－６ 環境目的 環境目標 実績 

ＮＯｘの排出 ＮＯｘ排出量の抑制 通常時のＮＯｘ排出量を年間

770g/t 以下に抑制 

達成 

7６０g/t 

 

ＣＯとＮＯｘのトレードオフの関係説明：ＣＯはダイオキシン類の濃度を監視する目安として使

われ、規制されています。ＮＯｘは、窒素酸化物といわれ、大気汚染物質の一つとして、大気汚

染防止法で規制・監視の対象となっています。両者の排出濃度を管理する上で、一方を下げると

一方が高くなってしまう相反する相関性があり、この現象をトレードオフと呼んでいます。 

 

 

ＳＯＸ（硫黄酸化物）の規制値は、着地

濃度規制（Ｋ値規制）に基づき、国の排出

基準から有効煙突高さで換算すると約

13.58 ㎥ N/h（248ppm）となります。

自主規制基準値を 22ppm に定め、6 月

に 2６ppm と上回ったため再発防止策を講

じ、その後は良好に推移しました。 

タービン発電機の発電時間率（稼働率）

を通年で９７％以上に定め、99.2%で達成

しました。7 年連続の達成実績から、次年

度は環境目標の再評価を行い見直します。 

 

NOX（窒素酸化物）の日規制は 800g/t で、

年間は 81,002ton です。 

自主規制基準値を 770 g/t 以下に定め、年間

７６０g/t に抑制することができました。燃焼に

伴い発生するＣＯとＮＯｘのトレードオフの関

係と無触媒反応（ＮＨ３）からの影響を考慮して

7２0 g/t 以上の運用管理値を設けています。 
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３－５－３ 緊急事態対対応訓練 

緊急事態の事象 著しい環境側面 緊急時対応係 訓練人数 

ごみピット火災発生による大気汚染 ピット火災による燃焼ガスの発生 全係 ６８ 

危険物庫火災発生による大気汚染 危険物庫火災による燃焼ガスの発生 全係 ６８ 

洗煙設備故障による大気汚染 洗煙設備故障による大気汚染の発生 操作係 ４１ 

全停電による大気汚染 全停電による大気汚染の発生 操作係 ４１ 

選択遮断作動による大気汚染 選択遮断作動による大気汚染の発生 操作係 ４１ 

復水タンク破裂によるボイラ水の飛散 復水タンク破裂によるボイラ水の飛散 操作係 ４１ 

煙道等の腐食による鉄錆の飛散 煙道等の腐食による鉄錆の飛散 全係 ６８ 

危険物庫のオイル等漏洩 オイル等運搬時のオイル等漏洩 全係 ６８ 

排ガス分析計・pＨ計測定不能 排ガス分析計・pＨ計の故障 操作係 ４１ 

薬品の漏洩 アンモニアタンク、配管亀裂による薬品漏洩 全係 ６８ 

薬品の漏洩 吸収液タンク亀裂等による苛性ソーダの漏洩 全係 ６８ 

薬品の漏洩 廃水処理設備薬品タンクの破損 全係 ６８ 

薬品の漏洩 ボイラ用薬剤屋外タンク亀裂等による薬剤漏洩 全係 ６８ 

 

３－５－４ 緊急事態対対応 

 

３－６環境負荷（平成２４年度の物質収支） 

ごみ 
処理量 

(t) 

エネルギー投入量 薬品（排ガス処理） 

受電電力量 
(kwｈ) 

都市ガス使
用量(㎥)※2

水道使用量
(㎥) ※3 

アンモニア
水(t) 

苛性ソーダ 
(t) 

活性炭 
(kg) 

69,056 3,265,630 103,835 99,317 367 378 7,486

          

            

  

緊急事態の事象 緊急時の概要 応急措置の概要 

洗煙設備故障による大気汚染 洗煙設備吸収液循環ポンプ№1
のモータ絶縁不良（焼損）によ
り洗煙設備電磁盤の各ＮＦＢ
トリップ。と同時に他の電磁盤
へ波及、主要機器が停止した。

洗煙設備の故障に伴う緊急埋火手順を
参考に原因調査から復旧までを短時間
のうちに完了させ、環境に及ぼす影響
を最小限に抑えることができた。 

主灰及び処理灰 
搬出量 
（ｔ） 

エネルギー 排出量 

発電電力量 
（kwｈ） 

下水（放流水） 
放流量 
（㎥） 

ＣＯ２排出量（ｔ） ※4 

エネルギー
起源 

非エネルギー 
起源 

7,497 7,318,975 26.469 34,038(H24～H26 予測)

※２ 都市ガス使用量は

プラント分で、建築系は含

みません。 

※３ 水道使用量に、工業

用水は含みません。 

※４ 

エネルギー起源 CO2  

 石油や石炭などの化石燃料を燃

焼して作られたエネルギーを消費

することによって生じるもの。 

非エネルギー起源 CO2 

 上記以外のもの(ごみの燃焼な

どから生じるもの) 
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川崎市では平成 27 年度までに焼却量を 13 万トン

削減し、37万トンを目指します。 

発電効率を高め、受電電力量の削減に取組んでい

ます。 

焚上げ・埋火を効率的に行い、プラント系都市ガ

ス使用量の削減に取り組んでいます。 

工水の有効活用などで、上水使用量を抑制しま

す。 

適正な燃焼管理で、ＮＯＸの排出抑制を図り、アン

モニア水使用量を極力抑制します 

洗煙設備の保守管理に努め、燃焼管理の安定化に

より、無駄な薬剤の消費を抑制します 

排ガスに含有するダイオキシン類の除去を目的に、

洗煙塔入口ダクト内に活性炭を噴霧しています。 
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３－７ 環境対策 

 ３－７－1 排ガス 

    種別 単位 規制基準 H2２年度 H2３年度 H2４年度

窒素酸化物（ＮＯｘ） ppm 250 4８ ５２ 50

塩化水素（ＨＣＬ） ppm 338※5 2.4 5.5 2.7

硫黄酸化物（ＳＯＸ） ppm 248 1.1 1.9 1.6

ばいじん (ｇ/㎥ N) 0.04 0.0012 0.0015 0.0014

ダイオキシン類 ng-TEQ/㎥ N １ 0.026 0.022 0.024

※５ 塩化水素の規制値は、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例 

           

 

 

          

 

 

 

 

 

脱硝設備（アンモニア噴霧）など 

により除去しています 

吸収液（苛性ソーダ）を洗煙塔内に

スプレーし、除去しています 

洗煙塔で除去しています 電気集じん器や洗煙設備で除去して 

います 

排ガスを減温塔で急冷し再合成を防 

止、活性炭で吸着除去しています 
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３－７－２ 排水（川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例主要項目） 

項    目 単 位 規制基準値 測 定 値 

カドミウム及びその化合物 mg/L 0.1 0.01 未満 

シアン化合物 mg/L １ 0.1 未満 

有機りん化合物 mg/L 0.2 0.1 未満 

亜鉛含有量 mg/L 2 0.07 

六価クロム化合物 mg/L 0.5 0.05 未満 

ひ素及びその化合物 mg/L 0.1 0.01 未満 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/L 0.005 0.0005 未満

アルキル水銀化合物 mg/L 検出されな

いこと 

不検出 

ＰＣＢ mg/L 0.003 0.0005 未満

トリクロロエチレン mg/L 0.3 0.03 未満 

ジクロロメタン mg/L 0.2 0.002 未満 

四塩化炭素 mg/L 0.02 0.002 未満 

1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L 0.04 0.004 未満 

1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L 0.2 0.002 未満 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L 0.4 0.004 未満 

1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L 3 0.03 未満 

1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L 0.06 0.006 未満 

1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/L 0.02 0.002 未満 

チウラム mg/L 0.06 0.006 未満 

シマジン mg/L 0.03 0.003 未満 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ mg/L 0.2 0.02 未満 

ベンゼン mg/L 0.1 0.001 未満 

セレン及びその化合物 mg/L 0.1 0.01 未満 

ほう素 mg/L 230 0.2 

ふっ素含有量 mg/L 15 0.8 

ｱﾝﾓﾆｱ､ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物､亜硝酸化合物､硝酸化合物 mg/L 100 13 

1,4-ジオキサン mg/L 0.05 0.05 未満 

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 10 0.11 

フェノール類含有量 mg/L 0.5 0.05 未満 

銅含有量 mg/L 3 0.05 未満 

亜鉛含有量 mg/L 2 0.07 

溶解性鉄含有量 mg/L 10 0.1 未満 

溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量 mg/L 1 0.05 

クロム含有量 mg/L 2 0.05 未満 

ニッケル含有量 mg/L 1 0.1 未満 
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４ 環境情報の公開 

 

 

 

 

 

 

インターネットにホームページを開設し、情報提供に努めています。 

ホームページアドレス ：  

http://www.city.kawasaki.jp/30/30tutumi/INDEX.html 

 

 

 

 

 

 

施設見学について 

堤根処理センターでは、施設見学を受付けています。 

見学の条件は、次のとおりです。 

１ 川崎市民が対象ですが、川崎市のごみ処理に興味のある方なら、他都市の方でも可能

です。 

２ なるべく団体（町内会、学校等）でお越しください。 

３ 電話による予約が必要です。（ＴＥＬ０４４－５４１－２０４７） 

４ 送迎は出来ないため直接こちらに来られる方が対象です。 

５ 一度に御案内できる人数は１００名程度までです。 

６ 一回の見学時間は約９０分です。 

７ 土曜日、日曜日、国民の休日、年末年始、全休炉期間（例年１月）は、受付できませ

ん。 

８ 会議や他の見学者と重なったときには、受付できません。 

９ 施設内での水筒等による水分補給以外の飲食等はできません。 

10 電話での予約後に「見学依頼書」を提出（郵送又はＦＡＸ可）していただきます。 

環境情報の公開 

Ｈ Ｐ 

施設見学 

平成２６年度中は、施設の大規模改修工事が行われるため、

ご見学いただく皆さまの安全面への配慮から、施設見学を

一時中止させていただきます。 


