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環境報告書とは、堤根処理センター(ごみ焼却施設) の事業活動に関わる環境情報により

自らの事業活動に伴う環境負荷及び環境配慮等の取組状況について公表するものです。 

ごみの処理過程における環境負荷量及び、環境マネジメントに関する状況（方針・目的・

目標・実施計画・各種活動等）など、環境負荷の低減に向けた取組内容（CO2 排出量の削

減、廃棄物の排出抑制等）等について取りまとめ、環境コミュニケーションの促進を目的に、

平成２６年度の環境配慮等の取組状況を報告いたします。 

本市の廃棄物処理施設のひとつである堤根処理センターは、１９７９年の稼動から３６年

が経過しており、平成２６年度は耐震化対策工事の施工により、焼却炉の運転は年度をとお

して７７日間だけでした。 

・報告する期間 

平成２６年４月１日から平成２７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。 
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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３年に施行した川崎市環境基本条例に基づく環境基本計画を平成

２３年３月に全面的に改定し、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資源循環型社会の実現を目指し、資源物の分別収

集を推進することにより、焼却ごみを削減し、温室効果ガスの排出抑制に努めてまい

ります。 

これらのことを踏まえ、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焼却ごみの適正処理を行うことで、環境に配慮した

施設運営を図り、環境保全、公害防止に取り組みます。 

 

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し、適正処理に努めます。 

 

④ ごみの焼却処理により発生する熱エネルギーを有効利用し、環境配慮に努めます。 

 

⑤ 粗大ごみ及び小物金属等に含まれる金属資源の有効利用を図ります。 

 

⑥ 環境負荷を低減するため、環境目的及び環境目標を定め、これらを継続的に推進

するとともに、定期的に見直しを図り改善に努めます。 

 

⑦ 環境教育・環境学習の場である施設見学をとおし、資源循環型社会の構築のため、

３Ｒの啓発・推進に努めます。 

 

⑧ 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２６年４月１日 

川崎市環境局施設部 部長 國府田 清 

１ 
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２ 事業の概要 

２－１ 環境局事業概要（廃棄物関係） 

本市では、地球環境にやさしい持続可能な循環型のまちを目指して、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））を基調としたさまざまな取組を

推進しています。その取組の一環として、平成２５年９月にプラスチック製容器包装の分別収

集の全市実施及び普通ごみの収集回数を週３回から２回に変更しました。また、「使用済小型電

子機器等の再資源化の促進に関する法律」の施行に伴い、平成２５年１０月から市内公共施設

での拠点回収を開始しました。 

廃棄物の発生が抑制され、リサイクルが促進され、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、いわゆる「循環型社会」の構築

という目標に向けて、市民・事業者・行政の協働のもと、３Ｒ（リデュ－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、地球環境にやさしい持続可能な循環型のまちを目指します。 

ごみの減量化・資源化が進み、平成２３年１０月に策定した「今後のごみ処理施設の整備方

針」に基づき、安定的かつ効率的な 3 処理センター体制の構築に向けて、本市の廃棄物処理施

設のひとつである橘処理センターを平成２７年度から休止にして、３処理センター体制へ移行

します。 

 

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(休止中) 

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) 

H26 橘処理センター休止  ― 

  橘処理センターは、建替のため平成 26年度末で稼動を休止しました。 

 

２－３ 中間処理状況 

◆ ごみ焼却量の実績（家庭系・事業系・道路清掃）  

項目/年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

人口(人) 1,369,443 1,390,270 1,409,558 1,425,678 1,430,773 1,439,164 1,448,196 1,461,043 

焼却ごみ(t) 449.776 428.225 420.517 412.712 401.893 392.926 377.363 370,849 

内
訳 

家庭系 309.169 303.309 300.212 296.368 278.553 275.587 258.810 249.626 

事業系 139.880 124.278 119.719 115.829 122.899 116.889 118.129 120.819 

道路清掃 727 638 586 515 441 450 424 424 
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◆ 資源化量の実績 

項目/年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

資源化量(t) 140,468 134,725 129,351 128,664 144,685 143,054 154,299 161,541 

資源化率(%) 23.8 23.9 23.5 23.8 26.5 26.7 29.0 30.3 

◆ ごみの３成分の推移                              (単位：%） 

項目/年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

全 水 分 39.21 38.2 41,82 37.15 39.73 39.26 41,06 42,84 

可 燃 分 54.63 54.5 52.76 56.88 54.80 54.19 52,71 50,44 

灰   分 6.17 7.3 5.42 5.97 5.47 6.55 6,23 6,72 

◆ 焼却灰量の実績 

項目/年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

焼却灰(t) 65,240 62,261 60,347 61,817 47,712 41,140 47,523 48,990 

◆ 発熱量の推移                                                           (単位：kj/kg) 

項目/年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

高位発熱量 12,338 12,900 12,070 13,798 12,625 13,150 12,343 11,965 

低位発熱量 10,432 11,000 10,110 11,814 10,651 11,170 10,368 9,970 

 

２－４ 堤根処理センター事業内容 

堤根処理センターでは、適正かつ安定的にごみの焼却処理を推進する取組み体制を維持しな

がら、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、快適な生活

環境の保全に向け適正処理を進めています。また、日常の適正な運転管理と維持補修に加え、

施設の長寿命化を図ることが必要となり、平成２５年度からの２箇年計画で基幹的整備

工事による延命化対策を実施するとともに、耐震化対策工事も併せて行ったため、今年

度は組織体制を縮小した中で、焼却炉の運転は７７日間でした。 

 

２－５ 堤根処理センターの環境配慮 

 (1) 公害防止対策 

ごみの処理過程で環境を汚染することのないよう、排出規制物質はもとより規制外物質につ

いてもより一層の低減を図るために、燃焼管理を充実し、測定機能の強化、各種除去設備を整

備するとともに、各種取組を積極的に行っています。 

 (2) 排ガス対策 

燃焼排ガス中に含まれる大気汚染物質は、電気式集じん器及び洗煙塔（スクラバー）により

処理しています。さらに、ダイオキシン類をはじめ微量有害物質の吸着のために活性炭を吹込

み処理しています。 

また、焼却炉出口の排ガス流路にアンモニア水を噴霧して窒素酸化物を除去しています。 

(3) 排水対策 

施設の稼働に伴う排水として、洗煙塔排水、灰汚水、ボイラブロー水、搬入路・投入ステー

ジ散水、実験室排水などに多く含まれる水銀等の重金属類やフッ素を物理化学的処理（凝集沈

殿方式）で除去しています。 
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 (4) 臭気対策 

ごみピットの臭気対策として、投入ステージ出入口にエアーカーテンを設けて臭気の遮断を

図るとともに、気密性の高い投入扉で、ごみピット内の粉じんや臭気の拡散を防いだり、害虫

の侵入がないようにしています。 

(5) 飛灰対策 

電気集じん器で捕集した飛灰は重金属安定剤を注入混合し、安定した灰に処理しています。

また、飛灰処理室内を負圧に保つことで、飛灰及び臭気が外部に漏れることがないようにして

います。 

(6) ダイオキシン類削減対策 

平成８年～14 年に焼却設備・燃焼ガス冷却設備・排ガス処理設備等の改修工事を行い、燃

焼の温度を 850℃以上の高温にし、燃焼ガス冷却設備により２０0℃以下まで急速に冷やすこ

とでダイオキシン類の再合成を防ぐ運転管理を行っています。 

(7) 放射性物質対策 

東日本大震災に伴う福島第一原発事故の影響で、ごみ焼却灰から放射能物質が検出されたた

め、安全対策として飛灰にゼオライトの添加処理を行っています。 

(8) 環境マネジメントシステム管理事業 

ＩＳＯ１４００１規格に基づいた環境マネジメントシステムを平成 15年に導入し、ごみの

処理により排出される大気汚染物質の削減や電力・都市ガスなど、ごみ処理に伴う環境負荷の

低減に向けた取組を継続して行っています。 

(9) 余熱利用 

隣接する余熱利用市民施設（ヨネッティー堤根）に蒸気を供給し暖房や給湯、温水プール等

に利用しています。また、資源の有効利用を図るため発電した電力の一部は、ヨネッティー堤

根や資源化処理施設へ供給しています。 

 

２－６ 堤根処理センター組織体制 

組織構成 

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) 

センターの維持管理に関する統括、焼却炉等の運転計画に

関する統括ほか 

技術職員（機械職、ボイラター

ビン主任技術者） 

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 

係長１名（事務職） 

事務職員 2 名、技能・業務職

員３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４名(内職長１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５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） 

平成 26年度は、大規模改修工事を行った関係で組織体制が縮小されています。 
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２－７ 中間処理状況 

◆ ごみ焼却量の推移 

項目/年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

焼却ごみ(t) 88,628 74,057 70,630 73,629 74,105 69,056 49,670 21,309 

◆ ごみの３成分の推移                              (単位：%） 

項目/年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

全 水 分 36.4 32.8 39.13 36.21 38.12 36.43 41.32 38.39 

可 燃 分 56.8 58.1 55.51 58.93 56.93 56.88 52.27 53.25 

灰   分 6.8 9.2 5.36 4.86 4.95 6.70 6.41 8.36 

◆ 焼却灰量の推移 

項目/年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

焼却灰(t) 12,135 10,291 9,092 9,951 9,661 7,497 5,946 2,260 

◆ 発熱量の推移                                                           (単位：kj/kg) 

項目/年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

低位発熱量 11,240 11,500 10,900 12,585 11,603 12,440 10,644 12,995 

◆ 公害規制値（大気関係）・ばい煙排出測定結果 

区 分 

規制値 測定結果 

大気汚染防止法 
川崎市公害防止等生活環境の

保全に関する条例 
Ｈ25年度 Ｈ26年度 

硫黄酸化物 13.58(m３N/h)   K 値 1.17  <0.1 <0.05 

窒素酸化物 【濃度規制】250ppm 

（Ｏ２12%換算値) 

【総量規制】16.5(m３N/h) 

【日規制】800g/t 

【年規制】81,002t 

3.2 m３N/h 

741 g/t 

2.9 m３N/h 

737 g/t 

塩化水素 700mg/m３N＝430ppm 

（Ｏ２12%換算値) 

550 mg/ m３N＝338ppm 

（Ｏ２12%換算値) 
3.6 mg/m３N 3.1 mg/m３N  

ばいじん 0.04g/ m３N 0.05g/ m３N 0.0006 

g/ m３N 

0.0003 

g/ m３N 

塩素  1ppm(3.17 mg/m３N)   

鉛及び鉛化合物  鉛として 10 mg/m３N 0.05未満 

mg/m３N 

0.05未満 

mg/m３N 

弗素､弗化水素

及び弗化珪素 

 弗素として 2.5mg/m３N 0.8未満 

mg/m３N 

0.86 

mg/m３N 

シアン化合物  10ppm 又は 

シアンとして 11.6mg/m３N 

0.6未満 

mg/m３N 

0.6未満 

mg/m３N 

アンモニア  50ppm 2.2ppm 7.2ppm 

硫化水素  10ppm   

カドミウム  カドミウムとして

0.5mg/m３N 

0.01未満 

mg/m３N 

0.01未満 

mg/m３N 

粒子状物質  【年規制】110,366t   

◆ ごみ処理に関するダイオキシン類の測定結果 

濃度/項目 
排ガス中の濃度平

均値(ng-TEQ/ m３N) 

焼却灰中の濃度 

(ng-TEQ/ g) 

飛灰中の濃度 

(ng-TEQ/ g) 

排水中の濃度平均

値(pg-TEQ/ L) 

平成 26年度濃度 0.14 0.0076 0.71 1.1 
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◆ 悪臭防止法に基づく規制基準及び測定結果（隔年実施） 

  物質名 基準値(ppm) 測定結果 物質名 基準値 測定結果 

アンモニア 1 <0.1 アセトアルデヒド 0.05  

メチルメルカプタン 0.002 <0.0002 プロピオンアルデヒド 0.05  

硫化水素 0.02 <0.002 ノルマルプチルアルデヒド 0.009  

硫化メチル 0.01 <0.001 イソプチルアルデヒド 0.02  

二硫化メチル 0.009 <0.0009 ノルマルバレルアルデヒド 0.009  

トリメチルアミン 0.005     

◆アスベスト 

敷地境界 風上 ᐸ0.1 (本/L) 風下 ᐸ0.1 (本/L) 

◆ 排出水測定結果（平成 26年度） 

   項 目 測定値 項 目 測定値 

温度 ℃ 26.4 アンモニアほか mg/L 2.4 

水素イオン濃度  7.6 ジクロロメタン mg/L 0.002 未満 

生物化学的酸素要求量 mg/L 21 四塩化炭素 mg/L 0.002 未満 

化学的酸素要求量 mg/L 16 1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L 0.004 未満 

浮遊物質量 mg/L 14 1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L 0.002 未満 

窒素含有量 mg/L 12 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L 0.004 未満 

リン含有量 mg/L 0.7 1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L 0.03未満 

よう素消費量 mg/L 10 1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L 0.006 未満 

銅含有量 mg/L 0.05未満 1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/L 0.002 未満 

亜鉛含有量 mg/L 0.09 ベンゼン mg/L 0.001 未満 

溶解性鉄含有量 mg/L 0.1 チウラム mg/L 0.006 未満 

溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量 mg/L 0.05 シマジン mg/L 0.003 未満 

クロム含有量 mg/L 0.05未満 チオベンカルプ mg/L 0.02未満 

弗素含有量 mg/L 0.8未満 有機りん化合物 mg/L 0.1未満 

ニッケル含有量 mg/L 0.1未満 アルキル水銀化合物 mg/L 不検出 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 mg/L 0.01未満 ＰＣＢ mg/L 0.0005未満 

シアン化合物 mg/L 0.1未満 トリクロロエチレン mg/L 0.03未満 

鉛及びその化合物 mg/L 0.01 テトラクロロエチレン mg/L 0.01未満 

砒素及びその化合物 mg/L 0.01未満 
ノルマルヘキサン抽出物
質（鉱油類） 

mg/L 2 未満 

水銀及びｱﾙｷﾙ水銀及び
その他の水銀化合物 

mg/L 0.0005未満 
ノルマルヘキサン抽出物
質（動植物油脂類） 

mg/L 2 

六価クロム化合物 mg/L 0.05未満 フェノール類含有量 mg/L 0.05未満 

ｾﾚﾝ及びその化合物 mg/L 0.01未満 大腸菌群数 個/cm3  

ほう素 mg/L 0.1 1,4-ジオキサン mg/L 0.05未満 
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２－８ 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）建築延べ面積 １３,４７５.６１㎡ 

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(D6,000mmH27,800mm140,620 N

㎥/h)、 飛灰処理：混練機キレート固化（10.4t/日） 

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/㎥)、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(ＧＯＴ)、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) 

 

ストーカ(火格子)         電気集じん器           洗煙塔 

       

 

 

 

 

 

 

 タービン発電機         飛灰処理 
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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（ＥＭ

Ｓ）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（ＥＭＳ）の取組み 

 

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

ＥＭＳ責任者とし、今年度に限り 22人減の５５人体制でセンターの環境管理を推

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＥＭＳ組織図 
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３－３ 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。 

□経営層 

施設部長は、環境方針、マニュアル、施設部所管のＥＭＳ文書を決定し、ＥＭＳの確立、実施及び維持を

統括します。 

□施設部事務局 

センター間の調整や情報の共有化を図り、施設部が所管するマニュアルを含むＥＭＳ文書の管理を行いま

す。 

□連絡調整会議 

施設部長を委員長として、各センターのＥＭＳ責任者、事務局長や事務局員、施設部事務局により、ＥＭ

Ｓの取組みと実績、人材の育成、ＥＭＳの審査及び監査に関することなど、各処理センターのＩＳＯ１４

００１規格に基づく環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の継続的改善や意識の向上を図り、相互間の調

整を行います。 

□適合監査委員会（適合監査チーム） 

施設部に組織する浮島・堤根・橘・王禅寺の各処理センターが、ＩＳＯ１４００１の要求事項に適合し、

運用、維持されていることを判断して自己適合宣言ならびに自己適合証明を発行します。その後も、ＥＭ

Ｓの構築、運用が継続実施されているかの判断を行います。 

□法令調査 

施設部処理計画課において、法令の改廃などＥＭＳの運用に関連する情報の提供を各センターに行います。 

□ＥＭＳ責任者 

ＥＭＳ委員会を構成する各委員を任命し、ＥＭＳ委員会を主宰しながら、目的・目標、実施計画、運用管

理、著しい環境側面を決定します。さらに、堤根処理センターの手順書などＥＭＳ文書類の決定を行いま

す。 

□ＥＭＳ委員会事務局長 

ＥＭＳの統括に関してＥＭＳ責任者を補佐、不在時にはその職務の代行を行います。ＥＭＳ委員会の議長

を務め、センター事務局の業務を統括します。 

□ＥＭＳ委員会事務局 

センターＥＭＳの運用状況を管理し、維持及び運用に関し内部及び外部関係者に対して、必要な指示、連

絡及び調整を行います。また、ＥＭＳ文書類の作成、改廃、維持、管理等を行います。 

□各係 

各係から、ＥＭＳ委員及び推進員を選任し、ＥＭＳ委員会において、係に関連する目的・目標の達成状況

などの報告を行います。ＥＭＳ委員は、目的・目標の実施責任者となり、教育訓練、監視及び測定を実施

し、順守評価を行います。 

ＥＭＳ推進員は、ＥＭＳ委員の業務を補佐してＥＭＳ委員の不在時は、その職務の代行を行います。 
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３－４ＥＭＳ活動結果 

３－４－１ 教育・訓練実施結果 

著しい環境影響の原因となりうる作業を行うすべての職員等が、適切な教育、訓練又は経

験に基づく力量を持つことを確実にするとともに、有害な環境影響を与える事故や事象に対

し、予防又は緩和する訓練を定期的に行います。 

ＥＭＳの基礎・規格入門 養成教育 専門教育(緊急事態訓練含む) 

新人及び異動者 
ＥＭＳ委員等の養成及び内部監査

員の養成 

著しい環境影響の原因となりうる

又は可能性のある作業をする者 

研修延回数(回) 受講延人数(人) 研修延回数(回) 受講延人数(人) 研修延回数(回) 受講延人数(人) 

１ ２ ４ １１ １００ ５５８ 

 

３－４－２ 法的及びその他の要求事項適用結果 

環境と相互に作用する可能性のあるセンターの活動又はサービスに影響を与える法令や

条例ならびに組織の方針・指針などのその他の要求事項を特定し、適用した法令等は定期的

に調査して最新の内容に維持します。 

改正適用法令等 改正日(制定) 

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 H26.4.1 

大気汚染防止法(施行令・施行規則) H26.6.1 

下水道法 H26.6.13 

水質汚濁防止法 H26.6.18 

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（制定） H27.4.1 

 

３－４－３ コミュニケーション結果 

当センターのＥＭＳに関して、センター及びその付属する部門間並びに内外部の利害関係

者への環境情報の伝達（コミュニケーション）について対応しました。 

区 分 内 容 対応日 

外部関係

者からの

コミュニ

ケーショ

ン 

煙突から排出される物質に関する問合せ H26.6.5 

施設から発生する臭気や騒音、その他有害物質に関する問合せ H26.6.19 

堤根処理センター周辺からの臭気に関する苦情 H26.7.18 

施設から発生する騒音、有害物質に関する問合せ H26.8.31 

堤根処理センターの運転時間、騒音に関する問合せ H26.11.24 

使い捨てライターの処理方法に関する問合せ H27.2.9 

煙突からの煙に関する問合せ H27.2.9 

外部への

コミュニ

ケーショ

ン 

堤根処理センター周辺からの臭気に関する苦情の回答 H26.6.19 

維持管理情報の発信（ホームページ） 毎月/1回 

環境報告書（ホームページ） H27.4.9 



12 
 

内部コミ

ュニケー

ション 

ＥＭＳ連絡書(センター内) 
139回 

(№1～№139) 

ＥＭＳ情報受入・発信（庁内） 84 回 

 

３－４－４ 監査実施結果 

組織の環境マネジメントシステムが、規格要求事項ならびに環境方針、環境目的・目標な

どの計画された取り決めに適合しているか、また適切に実施、維持されているかを目的に内

部監査ならびに自己適合に基づく適合監査を実施しました。 

     

区分 実施期間 評価結果 

内部監査 7 月 29日～8月 1日 
改善指摘事項カテゴリーＢ １件 

改善の機会 ２件 

適合監査 11月 10日～20 日 
改善指摘事項カテゴリーＢ １件 

改善の機会 １件 

 

３－４－５ 目的・目標 

平成２５年度からの２箇年計画で基幹的整備工事による延命化対策を実施するとともに、

耐震化対策工事も併せて行ったため、焼却炉の運転は７７日と短期間となった関係で、目

的・目標には取組みませんでした。 

 

３－４－６ 目的・目標継続監視項目 

 

◆管理番号２６－１ 

◇環境目的 

建築系都市ガス使用量の削減 

◇環境目標 

建築系都市ガス使用量を平成 25年度 

実績値 782㎥以下に抑制 

◇実績（評価） 

６１８㎥ （達成） 

 

◆管理番号２６－２ 

◇環境目的 

管理棟設備電力使用量の削減 

◇環境目標 

管理棟設備電力使用量を平成 22年度 

実績値より 3％削減(管理値 421,855KWh） 

◇実績（評価） 

２８３,７８７㎥ （達成） 

受電設備更新工事に伴い、５月分の電力量欠測 

 

H24 H25 H26

使用量 328,261 385,561 283,787

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

kWh 管理棟電力使用量

管理値(421,855)

H24 H25 H26

使用量 945 782 618

0

200

400

600

800

1000
㎥ 建築系都市ガス使用量

管理値(782)
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◆管理番号２６－３ 

◇環境目的 

都市ガス使用量の削減 

◇環境目標 

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㎥） 

◇実績（評価） 

最大３,７２１㎥（未達成） 

 

◆管理番号２６－４ 

◇環境目的 

都市ガス使用量の削減 

◇環境目標 

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㎥） 

◇実績（評価） 

最大３,８５８㎥（達成） 

 

 

◆管理番号２６－５ 

◇環境目的 

ＨＣＬ及びＳＯ2 の排出量の抑制 

◇環境目標 

SO2濃度 22ppm及び HCL濃度 36ppm 

以下に定め運転管理を行う 

◇実績（評価） 

SO2 最大値 14.3ppm（達成） 

HCL 最大値 33.75ppm（達成） 

 

◆管理番号２６－６ 

◇環境目的 

タービン発電機の安定運転による 

発電電力の確保 

◇環境目標 

タービン発電機の発電時間率を通年 

で９７％以上 

◇実績（評価） 

発電時間率通年 99.2％（達成） 

3/2～3/13基幹的整備工事により発電機が運転 

できず、この間は管理除外扱いとする。 

※7/1助燃バーナ更新に伴う性能試験運転のため評価対象外 

1,186 

2,551 

1,392 

3,721 

0
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1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

(7/15) (7/16) (7/26) (8/18)

H26埋火時都市ガス使用量

管理値(2,549)

㎥

5,546 

3,443 

1,602 1,057 

3,858 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

※(7/1) ※(7/７)※(7/15)※(7/16) (3/2)

H26焚上げ時都市ガス使用量

㎥ 管理値
(5,042)

H24 H25 H26

SO2 25.5 7.0 14.3

HCL 10.8 29.25 33.75
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塩化水素（ＨＣＬ） HCL(36)
(ppm)

SO2(22)

H24 H25 H26

時間率 99.2 99.2 99.2
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◆管理番号２６－７ 

◇環境目的 

ＮＯｘ排出量の抑制 

◇環境目標 

通常時のＮＯｘ排出量を年間 770g/t 

以下に抑制 

◇実績（評価） 

ＮＯｘ排出量日最大値 768g/t（達成） 

 

 

３－４－７ 緊急事態対応結果 

環境に影響を与える可能性のある潜在的な緊急事態と事故に対し緊急事態を特定します。

特定した緊急事態及び事故に対し、有害な環境影響を予防又は緩和する措置を行うとともに、

顕在化した緊急事態や事故に伴う有害な環境影響を予防し、又は緩和します。 

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 ５１ 

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 ５１ 

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 ３５ 

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 ３５ 

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 ３５ 

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 ３５ 

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 ５１ 

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 ３５ 

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 ５１ 

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 ５１ 

薬品の漏洩 廃水処理設備薬品タンクの破損 全係 ５１ 

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 ５１ 

 

【平成 2６年度に発生した緊急事態】 

 

 

 

 

 

 

３－４－８ 不適合並びに是正処置及び予防処置の結果 

ＥＭＳを効果的に機能させるために、発生した不適合に対応する是正処置及び起こり得る

不適合に対応する予防処置を行い、是正処置及び予防処置を取った結果、必要となれば環境

マネジメントシステム文書を改訂します。 

緊急事態の事象 緊急時の概要 応急措置の概要 

 蒸気式ガス加熱器

伝熱管の閉塞（詰ま

り）による大気汚染

の危険 

蒸気式ガス加熱器の差圧が
徐々に上昇し始め、警報圧力を
超え、測定レンジオーバが連続
するまでに上昇、排ガスの滞留
による大気汚染の危険が逼迫
したことで緊急埋火を行った。 

蒸気式ガス加熱器を開放して調査、原
因は塩化アンモニウムによる閉塞で
あった。伝熱管内の洗浄を行い、
110K㎥ N/hの通風量にて差圧テス
トを行ったところ正常圧力に復帰し
た。 

H24 H25 H26

排出量 754 759 768
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NOx排出量

自主基準値(770)
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◇是正処置の対応 

基幹的整備工事に伴う性能試験等の影響で、焼却炉やタービン発電機の運転に制限がか

けられるなど、通常の運転が行えなかった期間がありました。この関係から自主管理目標

値からの逸脱が発生してしまいました。 

また、９月～２月までの工事に伴う長期休炉により、長く貯留した古いごみの処理で燃

焼状況が悪化したことによる焼却燃焼温度の低下など法規制値の是正対応が８件ありまし

た。 

いずれも、適切な応急措置により環境への影響を緩和する処置を講じ、必要な改善を図

りました。 

◇予防処置の対応 

是正処置の対応において、行った応急処置等から発生予防策の必要性を評価しましたが、

特に処置を取る必要はありませんでした。 

◇監査結果の対応 

教育訓練における記録の不備が散見されたことに対して、力量不足が原因の一つであっ

たことから、著しい環境影響の原因となる可能性をもつ作業を遂行するための自覚をもた

せるよう、役割や責任及び権限について養成教育を行いました。 

順守評価記録への未記入や記入ミスについて、組織自らが順守することを決めた順守評

価そのものは組織全体で責任をもたなければなりません。定期的な評価は順守のパフォー

マンス向上や環境方針での決意表明（コミットメント）と整合をもたせる意味でも評価の

結果を記録に残すことが必要です。 

これらの事を踏まえ、組織全体で毎月１回、定期評価の実施確認を行うことにしました。 

 

３－４－９ 監視及び測定項目 

温度、圧力、濃度などの物理的なモニタリングはデータロガ―で行い、これらデータの収

集・蓄積を定期的に評価又は予測して運転操作へフィードバックしています。 

また、法的及びその他の要求事項の評価に基づく測定の一部は委託して行っています。 

測定項目 測定頻度 測定者 測定項目 測定頻度 測定者 

炉内温度 

３回/日 

操作係 

放射能濃度 ２回/月 技術係 

EP 入口排ガス温度 焼却残渣熱灼減量 1 回/月 
化学職 

一酸化炭素濃度 焼却灰中の重金属溶出 1 回/年 

窒素酸化物濃度 排水処理水質 1 回/月 

委託業者 

塩化水素濃度 排ガス測定 ２回/年 

硫黄酸化物濃度 焼却灰中の金属類調査 ２回/年 

放流水 pH ※１
ダイオキシン類測定 １回/年 

放流水温度 ※２
アスベスト測定 １回/年 

発電機電力供給 悪臭等環境調査 １回/隔年 

薬品等使用量 

１回/日 

※１
排ガス及び作業環境は２回 

※２
敷地境界は２回 都市ガス使用量 

電力使用量 
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３－５環境負荷(物質収支) 

【インプット】 

ごみ搬入量 
(t) 

エネルギー投入量 

電気使用量 
(kwｈ) 

都市ガス使用量(㎥) 用水使用量(㎥) 

２１,３０９ ５,４８４,４７１ ３５５,０５５ １１６,０７５ 

 

薬剤投入量(kg) 

排ガス処理 排水処理 

苛性ソーダ ３６,５８６ 苛性ソーダ １３,１９５ 

アンモニア ７８,０７８ 硫酸 ４,８５７ 

活性炭 １,３４７ 硫酸バンド １７,３６８ 

ボイラ 高分子凝集剤 ４５ 

清缶剤 １２３ 液体キレート ８８０ 

脱酸剤 ８２ 飛灰処理 

復水処理剤 ２０３ 重金属固定剤 １２,０６０ 

食塩 ３,６５０ ゼオライト ４４,８８０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【アウトプット】 

 

排ガス 

塩化水素 mg/m3N 3.1 窒素酸化物 m3N/h 2.9 

硫黄酸化物 m3N/h 0.05 未満 ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.14 

ばいじん g/m3N 0.0003 アンモニア ppm 7.2 

４ 環境情報の公開 

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) 

エネルギー 
起源 

非エネルギー 
起源 

２,２６０ １,９７６,９６０ １８,１４０ ３４,０３８(H24～H26 予測) 
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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/shisetsu/category/43-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html 

 

 

 

施設見学にはご予約が必要です。 

堤根処理センター施設見学を次のとおり実施しています。 

 

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２時間です。 

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。 

 

【施設見学の状況】 

年度/区分 
団 体 個 人 

開催実績(回) 見学者人数(人) 開催実績(回) 見学者人数(人) 

平成２６年度 ０ ０ ０ ０ 

平成２５年度 １２ ６２３ １ ３ 

平成２４年度 １０ ７２１ １ １８ 

平成２６年度は、基幹的整備工事および耐震化対策工事が行われ、長期にわたり休炉が続いたこと

で、施設見学はお断りいたしました。 

環境情報の公開 

Ｈ Ｐ 

施設見学 

http://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/43-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html

