
1 

橘処理センター 

環境報告書 2013 

川崎市環境局施設部

橘処理センター 

発行日 平成 27 年 3 月  5 日



2 

◆ 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循環型社会の実現を目指し、本年度は、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の見直しを図るなど、

焼却量を削減し、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 ごみの焼却時に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２５年４月１日  

    川崎市環境局施設部  部長 國府田 清
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◆ ごみ焼却施設の概要

橘処理センターは、川崎市環境局施設部所属の施設であり、 

川崎市内の北部地域の一般家庭や事業所等から発生する一般 

廃棄物の中間処理を行っています。 

また、焼却による熱を利用して蒸気タービン発電機によって 

発電を行い処理センター及び橘リサイクルコミュニティーセン 

ターで利用するほか、余剰電力は電力会社に売却しています。 

なお、隣接する川崎市民プラザには蒸気を供給し、温水プール 

や暖房等に利用しています。

◆橘処理センター 

■所在地 

川崎市高津区新作 1－20－1 

■主な設備 

・焼却能力   200ｔ/日×3炉 
・敷地面積   約 25,945 ㎡ 
・延床面積   管理棟 約 1,534 ㎡ 

工場棟 約 10,711 ㎡ 
サイロ棟 約 186 ㎡ 
アンモニアボンベ庫 約 42㎡

・竣工     昭和 49 年 12 月 
・焼却炉    マルチン式全連続焼却炉 
・発電設備   出力 2,200KW 
・煙突     高さ 100ｍ 
・排ガス処理設備 
        ろ過式集じん器 
        塩化水素除去装置 
        窒素酸化物除去装置 
・排水処理   活性汚泥処理、化学処理 

■職員配置 

所  長      1 名 
担当課長     1 名 
管理係      6 名 
技術係     18 名 
ISO・研修担当  1 名 
操作係     8 名×5係

・焼却炉内部 

・ごみ投入ステージ ・ごみ貯留ピット 

・蒸気タービン発電機 

・ボイラ 

・ろ過式集じん器 

・川崎市民プラザ 

・中央制御室 

・ごみクレーン 

・焼却炉外観 

・飛灰処理用混練機 
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◆ 主要な指標等（平成 25 年度） 

■ 環境局事業概要（廃棄物関係）

廃棄物処理事業は、市民に最も身近な行政サービスの一つであり、一部委託化されてい

るものの直営事業として、収集運搬、処理処分を行っています。また、ごみの急増やリサ

イクル、地球環境問題などの様々な社会情勢の変化に対応しながらごみの減量化・資源化

施策を展開しています。 

   近年では世界的に喫緊の課題となっている地球温暖化や関係諸制度の見直しに対応すべ

く、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））

を基調とした循環型社会と低炭素社会の実現に向けて、「川崎市一般廃棄物処理基本計画

（かわさきチャレンジ・３Ｒ）」の行動計画を基に取組を進めています。 

    平成 25 年 9 月には、プラスチック製容器包装分別収集を全市に拡大するとともに、

普通ごみの収集回数を月･木地域、火･金地域、水･土地域に分けて週２回の収集に変更

しました。 

  また、「使用済み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小型家電の拠点回収を開始しました。 

■環境に関する法令・条例・自主規制等の順守状況 {理化学検査年報(H25 年度結果)等より}

法令・条例等 項  目 単位 法規制値 自主基準 順守状況

大気汚染防止法 

排ガス ばいじん 

窒素酸化物 

    硫黄酸化物 

    塩化水素 

ｇ/㎥ N 

ppm 

㎥ N/h 

ppm 

0.040 

300（O2=12%）

42.15 

430 

― 

― 

― 

80 

0.0001～

0.0004 

29～100 

0.1～1.1 

0.4～6.3 

川崎市公害防止等生活環

境の保全に関する条例 

排ガス  ばいじん 

窒素酸化物 

塩化水素 

カドミウム 

鉛 

ふっ素 

アンモニア 

水銀 

シアン 

ｇ/㎥ N 

ｇ/t 

ppm 

mｇ/㎥ N 

mｇ/㎥ N 

mｇ/㎥ N 

ppm 

mｇ/㎥ N 

mｇ/㎥ N 

0.08 

800 

338 

0.5 

10 

2.5 

50 

― 

11.6 

― 

713 

80 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

0.0002 

708 

1.9 

0.01 未満

0.6 

1.0 

1.6 未満

0.01 

0.60 未満

下水道法 下水放流水 (抜粋) 

   ｐＨ 

   ＢＯＤ 

   浮遊物質量 

   全窒素 

   全リン 

   よう素消費量 

   亜鉛 

   溶解性鉄 

   溶解性マンガン

 ふっ素化合物 

   ほう素 

― 

㎎/ℓ 

㎎/ℓ 

㎎/ℓ 

㎎/ℓ 

㎎/ℓ 

㎎/ℓ 

㎎/ℓ 

㎎/ℓ 

㎎/ℓ 

㎎/ℓ 

5.0～9.0 

600 

600 

240 

32 

220 

2 

10 

10 

8 

10 

5.4～8.6 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

7.1～7.7 

〈15 

〈5～47 

10～29 

〈0.5 

〈10～24 

〈0.05  

〈0.1 

0.05～0.07

〈0.8  

〈0.1～0.4
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法令・条例等 項  目 単位 法規制値 自主基準 順守状況

ダイオキシン類対策特別

措置法 

ダイオキシン類  

排ガス 

排水 

    雨水 

    焼却灰 

    汚泥 

    ばいじん 

nｇ-TEQ/㎥ N

pg-TEQ/ℓ 

pg-TEQ/ℓ 

nｇ-TEQ/g-dry

nｇ-TEQ/g-dry

nｇ-TEQ/g-dry

1 

10 

10 

3 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

0.00063 

0.023 

0.19 

0.014 

0.060 

3.5 

廃棄物処理及び清掃に関

する法律 
焼却灰の熱灼減量 ％ 10 ― 4.68 

悪臭防止法 

臭気(抜粋)  

硫化水素 

 メチルメルカプタン

  硫化メチル 

  二硫化メチル 

  アンモニア 

ppm 

ppm 

ppm 

ppm 

ppm 

0.02 

0.002 

0.01 

0.009 

1 

― 

― 

― 

― 

― 

隔年実施 

不検出 

H24 年度実施

川崎市公害防止等生活環

境の保全に関する条例 

臭気  

臭気指数 
― 18（午前 8 時

～午後 11 時）

― 

隔年実施 

16(H24) 

（午前8時～午

後 11 時） 

一般廃棄物の最終処分場

及び産業廃棄物の最終処

分場に係る技術上の基準

を定める省令 

焼却灰溶出試験 

  水銀 

  カドミウム 

  鉛 

  六価クロム 

  ひ素 

  セレン 

㎎/ℓ 

㎎/ℓ 

㎎/ℓ 

㎎/ℓ 

㎎/ℓ 

㎎/ℓ 

0.005 

0.3 

0.3 

1.5 

0.3 

0.3 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

0.0006 

0.03 未満

0.03 未満

0.16 

0.03 未満

0.03 未満

■温室効果ガスの排出量 ごみの焼却量 焼却灰の排出量 

項   目 排出量・焼却量 備 考 

温室効果ガス ・エネルギー起源 ※１

・非エネルギー起源 ※２ 

・メタン CH₄起源

・一酸化二窒素 N₂O 起源  

1,342 t-CO₂ 

19,970 t-CO₂ 

1 t-CO₂ 

1,019 t-CO₂ 

◎ 総合計 22,332 t-CO₂

平成 25 年度

ごみ焼却量 58,212t 平成 25 年度

焼却灰の搬出量 9,126t 平成 25年度



6 

◆ 環境配慮の取組みに関する総括 

ISO14001 に基づく環境マネジメントシステム※３の目的・目標の推移 

■目的・目標 

■継続監視項目

目 的 監視測定指標及び管理値等 実績 評価 

立上げ時の大気汚染物質を抑制する。 ＮＯｘ排出量（3.5ｍ３N/h 以下） 達成 良 

立下げ時の大気汚染物質を抑制する。 ＮＯｘ排出量（2.5ｍ３N/h 以下） 達成 良 

立上げ時の大気汚染物質を抑制する。 ＨＣｌ濃度（80ｐｐｍ以下） 達成 良 

立下げ時の大気汚染物質を抑制する。 ＨＣｌ濃度（50ｐｐｍ以下） 達成 良 

立上げ時の大気汚染物質を抑制する。 ＣＯ濃度（100ｐｐｍ以下）４時間平均 12％換算値 達成 良 

立下げ時の大気汚染物質を抑制する。 ＣＯ濃度（100ｐｐｍ以下）４時間平均 12％換算値
達成 

良 

通常操業時の大気汚染物質排出量を削減する。 通常時ＮＯｘ排出量（713ｇ/t 以下） 達成 良 

建築系ガス・上水使用量の削減 
施設使用水量（113,442ｍ３以下） 

都市ガス使用量（747ｍ３以下） 
達成 良 

紙の使用量の抑制 両面印刷,裏紙使用，縮小コピーの使用割合 達成 良 

中圧ガス使用量の抑制する 

・各炉立上げ時 1回当たりの都市ガス使用量 1,860

㎥/回（年平均）以下に抑制する 

・各炉の立下げ時 1 回当たりの都市ガス使用量を

1,313 ㎥以下に抑制する。  

・補助ボイラ使用量を 396 ㎥／日以下に抑制する。

達成 良 

施設見学による見学者の意識改革 見学者アンケート 達成 良 

発電電力量の維持     発電電力量（kＷｈ）     達成 良 

通常操業時の大気汚染物質排出量を削減する。 通常運転時 CO１時間平均値 35（ppm）以下にする 達成 良 

通常操業時の大気汚染物質排出量を削減する。 通常運転時 HCL 70（ppm）以下にする 達成 良 

通常操業時の水質汚濁排出量を抑制する。 排水処理の放流水質を適正(PH5.4～8.6)に維持する。 達成 良 

建築系の電気使用量の削減 
建築系電力量（ｋＷｈ） 

建築系電力使用量を日平均 2646.1 kWh 以下とする。
達成 良 

実績で不適合があり評価が否でありました項目は是正処置を実施しています。 

目 的 25 年度 目 標 指標と測定項目 実績 評価 

内容物審査の強化 

年間３０日（７０４台）以上

の内容審査を実施し審査結

果により搬入者への改善指

導を実施することで不適正

搬入物の減少を図る 

内容物審査報告

（OP4640 内容物

審査機による内容

物審査及び搬入指

導対応手順） 

内容物審査実施日 30日

審査台数  715 台

評価Ｃ 1台   0.14％

評価Ｄ 0台   0.00％

良 

蒸発量に見合った発電電力

量の維持によるＣＯ２を削

減する 

手順書に基づく運用を図り、

ごみ焼却発電によるＣＯ2 削

減率 20％以上を維持する 

発電電力量 KWh 

（最大定格発電量

の維持 OP4668） 

年間発電電力量 

7,222,320KWh 
良 
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■目的・目標

　不適正なごみの搬入に対する改善指導のために内

容物審査の強化への取組を行っています。

目標とする前年度実績の716台以上実施しました。

■継続監視項目等

　通常運転時ごみ１トンあたりのＮＯx排出量を年間日 　ごみ焼却の熱エネルギーを有効利用するために発電を

平均で７１３[g/t]を上回らないよう監視しています。 行っています。　発電した電力は主に所内で利用され余

窒素酸化物（ＮＯx）日排出量の法規制値８００[g/t] 剰分は電力事業者に売却しています。

　水使用量をH20年度の113,442[㎥]を上回らぬよう監視 　建築系電力の内、電灯電力の使用量を日平均2,646.1

しています。 [kWh]以下にするよう監視しています。

25年度は年間68,616[㎥]で、目標を38.7%下回りました。 25年度は年間850MWh日平均2,325kWh（-11.7%）でした。

　建築系都市ガス使用量をH20年度の747[㎥]上回らぬよ 　コピー機の両面・縮小・裏紙使用率を向上させてH20

う監視しています。 年度の26.35%を下回らぬよう監視しています。

25年度は年間441[㎥]で、目標を42.63%下回りました。 25年度は30.2%で、目標を3.84%上回りました。

　発電電力量の維持によるCO2を削減への取組を行っていま

す。今年度はCO2削減率20％以上を維持します。11月には発

電機の出力変更が行われるため、新たなCO2削減量を把握します。

711.2 711.8 709.7 709.4 708.3 708.4

600

650

700

750

800

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

ｇ／ｔ ＮＯｘ排出量

-4,070 -4,622 -4,525 -4,135 -925 -517

13,695 13,557
13,875

12,985
10,000 9,770

1,360 578 370 719
1,761

3,065

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

MWh 電 力 量

発電電力（所内使用分）

発電電力（売電分）

購入電力

113.4
102.7

84.5 80.5
74.3 68.6

50

75

100

125

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

千ｍ3 上水使用量

747.0

577.0 573.0
456.0 418.0 441.0

0

200

400

600

800

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

ｍ3 建築系都市ガス使用量

950 967 952 803 829 850

804 766 814 744 664 660

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

MWh 建築系電力使用量

26.4

42.7 40.8 35.2 42.0

30.2

0

10

20

30

40

50

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

％ 紙の使用（両面・縮小・裏紙使用率）

200V電力（建築用動力）

電灯電力

630
704 716

86.0%
88.9% 79.9%

500
550
600
650
700
750
800

23年度 24年度 25年度

台

評価Ａの割合

審査を行った台数

内容物審査の強化への取組

502

405

610
448 419 379

462

62 0
147

267 307

0%

10%
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0

200
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800
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発電によるCO2削減量[t]
発電電力量の維持によるＣＯ２削減への取組

削減率

自主管理目標 713[g/t]

全
休
炉

自主管理目標 26.35%
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◆ 環境負荷の全体像（平成 25 年度物質収支概要） 

インプット 

・ごみ焼却量 

58,212t/年 

アウトプット

可燃ごみ 

ごみ搬入量 

85,463t/年 

鉄道輸送による

搬出量 

  24,417t/年 

用 水 

上水使用量 

 68,616 ㎥/年 

エネルギー 

所内電力使用量 

9,782 MWh/年 

受電電力量 

 3,077 MWh/年 

都市ガス 

 44,352 ㎥/年 

薬 剤 

プレミックス消石灰 650,100 ㎏/年

特殊反応助剤    42,850㎏/年

アンモニア    19,600㎏/年

高分子凝集剤     70 ㎏/年 

硫酸バンド    4,000 ㎏/年 

液体キレート    2,500  ℓ/年

重金属安定剤  50,200 ㎏/年 

焼却灰 

灰搬出量 

9,126 t/年 

下水放流水 

放流水量 

33,108 ㎥/年 

エネルギー 

電力発電量 

7,222 MWh/年 

売電電力量 

  517 MWh/年 

排ガス 

塩化水素濃度   1.9  ppm 

窒素酸化物濃度   41  ppm 

硫黄酸化物     0.4  ppm 

ダイオキシン類  

0.0023ng-TEQ/ ㎥ N 

温室効果ガス排出量 

エネルギー起源        1,342 t-CO₂

非エネルギー起源     19,970 t-CO₂ 

メタン CH₄起源             1 t-CO₂

一酸化二窒素 N₂O 起源  1,019 t-CO₂ 

合 計               22,332 t-CO₂ 
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◆ 環境マネジメントシステムの状況（ＥＭＳ）

橘処理センターでは、平成１５年よりコンサルタント等の外部機関に依頼せず、処理セン

ター職員による環境マネジメントシステムの構築を行い、平成１６年に（財）日本品質保証

機構の認証を取得しました。平成２２年６月には環境局内の CEAR 登録審査員補有資格者に

よる ISO14001 規格適合監査が実施され、適合証明を受けることができました。９月に外部

認証機関の登録を返上し、自らの責任でISO14001規格に適合していることを宣言しました。 

  平成２３年４月からＥＭＳの組織体制が、川崎市の４処理センター単独組織から施設部統

一組織となりました。

取組の経過 

平成１５年   ４月 環境方針制定

１０月 内部監査の実施 

１１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１６年     ２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） 

       １０月 （財）日本品質保証機構による ISO14001：2004 単独認証審査 

                     ISO14001：2004 認証取得（登録番号：JQA-EM4249） 

平成１７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

平成１８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 

平成１９年   ７月 内部監査の実施

８月 （財）日本品質保証機構による ISO14001：2004 更新審査

          ISO14001：2004 認証の更新を取得（登録番号：JQA-EM4249） 

平成２０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     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

１０月 自己適合宣言に向けた適合監査員による予備監査の実施     

平成２２年     ６月 ＩＳＯ１４００１規格適合監査（移行）の実施

          ９月 ＩＳＯ１４００１規格適合宣言 

             １０月 内部監査の実施 

平成２３年   ４月 ４処理センター単独から統一化

８月 内部監査の実施 

１１～１２月 ＩＳＯ１４００１規格適合監査（更新）の実施 

平成２４年     ８月 内部監査の実施 

    １１～１２月 ＩＳＯ１４００１規格適合監査（定期）の実施 

平成２５年   ８月 内部監査の実施 

    １１～１２月 ＩＳＯ１４００１規格適合監査（定期）の実施 
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■ 橘処理センターＥＭＳ組織図 

粗大ごみ処理受託 

■ ＥＭＳ運用の概要

平成２５年度は、著しい環境側面の「不適正搬入物の減少」「発電」を目的、目標として

実施計画を策定し取組を行ってまいりました。達成状況は「環境配慮の取組に関する総括」

のとおり、「不適正搬入物の減少」「発電」については目的、目標を達成することができま

した。 

平成１５年の運用開始から平成２４年度までに、目的、目標として取り組み、成果が上

がり達成されたものについては継続監視項目として監視測定を行っております。

■ ＥＭＳ職員教育の実施状況

ＥＭＳの教育については新人、センターで働くすべての人を対象とした「一般教育」、著

しい環境側面に関係する「専門教育」、ＥＭＳ構成員等を対象とする「養成教育」を実施し

ています。 

教育の実施状況 

教育区分 教 育 名 実施状況 受講人数

一般教育 ＥＭＳの基礎教育 

ISO14001 規格教育 

4 月 計 1 回 

4･2 月 計 2 回 

9 名 

8 名 

専門教育 著しい環境側面に関係する各手順書の教育

（34項目） 

4 月～6月  

係単位で実施 

 13 名 

養成教育 ＥＭＳ責任者、事務局長 

ＥＭＳ委員、ＥＭＳ推進員 

内部監査員 

4 月 1 回 

5 月 計 2 回 

7 月 1 回／2日間 

2 名 

3 名 

5 名 

ＥＭＳ責任者（所長）

ＥＭＳ委員会事務局長 

（技術担当課長） 

内部監査チーム 安全衛生委員会 

ダイオキシン類対策委員会

プロジェクトチーム法定管理者 

ＥＭＳ委員 

管理係長 

技術係長 

操作第１係長 

操作第２係長 

操作第３係長 

操作第４係長 

操作第５係長 

ＥＭＳ推進員 ＥＭＳ委員会 

事務局員 管理係職員 

技術係職員 

操作第１係職員 

操作第２係職員 

操作第４係職員 

操作第５係職員 

操作第３係職員 

職 員 
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■ 内部監査、ＥＭＳ適合監査の状況

７～８月にセンター内の職員による内部監査が実施されました。改善指摘事項につい

てはすべて是正処置を行いました。 

１１～１２月に環境局内のCEAR登録審査員補有資格者によるISO14001規格適合監査

（定期）が実施され、改善指摘事項についてはすべて是正処置を行いました。 

適合監査、内部監査の指摘事項  

監 査 指摘項目 件数 備 考 

内部監査 改善指摘事項カテゴリーＢ 

改善の機会 

ストロングポイント

３件 

３件 

０件 

※改善指摘事項カテゴリーＡ・・・重大な不適合 

改善指摘事項カテゴリーＢ・・・軽微な不適合 

改善の機会・・・改善したほうが良いと判断したもの 

ストロングポイント・・・特筆すべき秀逸な事項

適合監査 改善指摘事項カテゴリーＢ 

改善の機会 

ストロングポイント

３件 

２件 

０件 

◆ 環境に対する順守項目 

■ 環境に関する苦情・要望

  平成２５年度は、４件の苦情・要望がありました。 

７、８月に近隣住民からごみ臭についての苦情が２件あり、消臭剤をごみピット及び

搬出路等に散布し対応しました。 

平成２６年１月については、悪臭に関する苦情及び問い合わせがあり調査した結果、

いずれも近隣の施設から発生した臭気であることを回答し、理解を得られる対応を行い

ました。 

  平成２６年３月については、黒い異物が落下しているとの苦情があり調査した結果、

自宅屋根材の劣化による飛散と判明し、理解を得られる対応を行いました。 

■ 法規制違反の対応

   平成２５年５月３日に焼却炉３号・９月６日に焼却炉３号の炉内温度が法規制値

（８００℃）を下回りました。焼却炉設備機器の各部調整及びごみ質の調整を行い、

炉内温度を適正温度まで上昇させました。 

◆ 環境会計情報

川崎市の普通ごみ（粗大ごみ、小物金属、資源物は除く）の処理処分に係る費用は、

１トン当たり３８，７１３円です。 

  ※「平成２５年度の環境局事業概要」から算出 

◆ グリーン購入・調達 

物品や役務を調達する際には環境への負荷の少ない原材料、部品、製品、役務を優先

的に購入する取組を行っています。 

橘処理センターでは次のグリーン購入適合品を使用しています。 

品 目 

ノート、再生紙、カッター、消しゴム、修正液、付箋、乾電池、布テープ、ボールペン、蛍光ペン、ホワイ

トボードマーカー、連射クリップ、インデックス、鉛筆、朱肉、書類袋、トイレットペーパー、インクカー

トリッジ、トナーカートリッジ、電卓、ＬＥＤ照明器具、ファイル、プリンタ 
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◆ 環境に配慮した輸送

  橘処理センターに搬入された普通ごみの一部と焼却灰の全量は、 

コンテナ車両によりＪＲ梶ヶ谷貨物ターミナル駅まで運搬後コン 

テナを鉄道に積替え、神奈川臨海鉄道浮島線末広町駅まで鉄道で 

輸送し、末広町駅から浮島処理センター及び浮島埋立事業所まで 

コンテナ車両により運搬して処理を行っています。鉄道輸送は、 

自動車のみの輸送から一部を代替する方法として、全国で初めて 

導入されました。 

   これにより交通事情の悪化に伴う運搬効率の低下が改善される 

とともに、自動車の排気ガス等が抑制され環境負荷が低減されます。 

◆ 環境コミュニケーションの状況 

・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/43-3-0-0-0-0-0-0-0-0.html 

 ・地域住民との「橘処理センター運営協議会」を開催しセンターの操業状況や周辺環境

の大気調査結果などの報告を行っております。 

◆ 施設見学の実施状況

橘処理センターでは、施設見学を受け付けています。平成 25年度の見学者は、38 件

1,817 人でありました。      

  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。（ＴＥＬ０４４－８６５－００１３） 

４ 送迎はできません、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、国民の祝日、年末年始、全休炉期間（例年１１月中旬）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）してください。 
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◆ 事業活動に伴う環境負荷及びその低減に向けた取組状況

項 目 使用量及び排出量等 低減対策及び状況説明 

電気の使用量 受  電          3077.4 MWh/年 

発電量            7,222.3 MWh/年 

建築系電力は電気の使用制限対策及び EMS の目的、目標

として取り組み、目標を達成しました。

ガスの使用量 プラント系      44,352 ㎥/年 

建築系          441 ㎥/年 

プラント系ガスは EMSの継続監視項目として取り組んで

います。 

建築系ガスはEMSの継続監視項目として削減に取り組ん

でいます。 

紙の使用量 紙の使用量     51,000 枚/年 EMS の継続監視項目として裏紙の使用、両面コピー、縮

小印刷に取り組んでいます。

温室効果ガスの

排出量 

ごみ焼却量        20,289 t-CO₂ 

          (19,970+1,019) 

都市ガス使用量       100 t-CO₂ 

電力（買電）       1,342 t-CO₂ 

平成 23 年度からミックスペーパー等の資源化が進むこ

とで、焼却処理量の減少で温室効果ガス排出量の減少が期

待できます。 

 ボイラ、タービン設備の定期的に点検整備を行い効率管

理に努めると共に不要な照明の消灯に努め必要最小限の

照明と自然採光で作業を行っています。 

大気汚染  

ばいじん        0.002  ppm 

窒素酸化物       64  ppm 

            708  g/t 

硫黄酸化物        0.4  ppm 

塩化水素       1.9  ppm 

ダイオキシン類   0.0023  nｇ-TEQ/㎥N

ばいじんは、ろ過式集じん器で除去しています。窒素酸

化物は脱硝設備でアンモニアと反応させることで除去し

ています。塩化水素と硫黄酸化物は塩化水素除去設備で除

去しています。 

ダイオキシン類は高温で燃焼することにより発生を抑

制し、減温塔で排ガスの温度を下げることでダイオキシン

の再合成を防ぎ、ろ過式集じん器で除去しています 

窒素酸化物は EMSの継続監視項目として自主基準値を守

るように取組を行っています。塩化水素は設定した自主基

準値を守るように取り組みを行っています。 

悪 臭 臭気（抜粋）

 硫化水素            不検出

   メチルメルカプタン   不検出 

   硫化メチル       不検出 

   二硫化メチル       不検出 

   アンモニア            不検出 

臭気指数（午前 8 時～午後 11 時）   16 

※隔年で測定実施 測定結果は H24 年度

ごみピットの臭気対策として、ピット前のプラットホー

ムの上屋を覆うとともにエアカーテンを使用し臭気が外

部に漏れないようにしています。臭気を含んだ空気はごみ

の焼却用に焼却炉内に送られ熱処理し外部に漏れること

のないようにしています。 

状況に応じてごみ貯留ピットや車両の搬出路等に消臭

剤の散布を行っています。 

化学物質 

ＰＲＴＲ※４

大気への排出 

ダイオキシン類  0.13 mg-TEQ/年 

廃棄物に含まれての移動 

（焼却灰、飛灰、汚泥） 

ダイオキシン類   2,300 mg-TEQ/年

 高温で燃焼することによりダイオキシン類の発生を抑

制するとともに減温塔で排ガスの温度を下げることでダ

イオキシンの再合成を防いでいる。その後、ろ過式集じん

器で除去しています。

焼却灰 焼却灰搬出量     

9,126 t/年 

ダイオキシン類 

0.014 nｇ-TEQ/ｇ-dry

 ごみの資源化が進むことで焼却処理量の減少となり、焼

却灰搬出量の減少につながります。

産業廃棄物 廃プラスチック類      96 袋 

廃タイヤ          3 個 

廃油           4,200ℓ 

 廃プラスチック、廃タイヤ等の処理を委託し、マニフェ

ストによる適正な処理を実施しています。 
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項 目 使用量及び排出量等 低減対策及び状況説明

排水量 放流水（下水道）  33,108  ㎥/年  

規制項目（抜粋） 

ｐＨ         7.1～7.7   

ＢＯＤ       15 未満   ㎎/ℓ 

浮遊物質量     5～47   ㎎/ℓ 

全窒素       10～29     ㎎/ℓ 

全リン      0.5 未満   ㎎/ℓ 

よう素消費量   10～24     ㎎/ℓ 

亜鉛         0.05 未満  ㎎/ℓ 

溶解性鉄        0.1 未満   ㎎/ℓ 

溶解性マンガン  0.05～0.07 ㎎/ℓ 

ふっ素化合物     0.8 未満   ㎎/ℓ 

ほう素          0.1～0.4   ㎎/ℓ 

放流水は下水道に排出するため、排水処理設備で生物化

学処理と凝集沈殿方式等により処理し、pH を設定した自主

基準値を守るよう常時処理水の管理を行っています。 

毎月水質検査を実施して水質の状況を把握し、水質の適

正な維持管理を行っています。 

◆ 橘処理センター

川崎市環境局施設部橘処理センター 

住 所  川崎市高津区新作１－２０－１ 

電 話  ０４４－８６５－００１３ 

ＦＡＸ  ０４４－８６６－７２７５ 

作成部署 橘処理センター 

参考資料 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 

発 行  平成２３年 ４月  日 

用語の解説 

※１ エネルギー起源ＣＯ２ 

 エネルギー起源ＣＯ２は、燃料の燃焼等で発生・排出される二酸化炭素です。化石燃料により得られた

電気も間接的な排出につながります。 

（都市ガス・外部から供給された電気） 

※２ 非エネルギー起源ＣＯ２ 

非エネルギー起源ＣＯ２は、工業過程における化学反応で発生・排出されるものや、廃棄物の焼却処理

等で発生・排出される二酸化炭素です。 

 （廃棄物の焼却：合成繊維・プラスチック）

※３ 環境マネジメントシステム（ＥＭＳ） 

環境マネジメントシステムは、ＥＭＳ（Ｅnvironmental Ｍanagement Ｓystem）とも言われ、「全体的

なマネジメントシステムの一部で、環境方針を作成し、実施し、達成し、見直しかつ維持するための、

組織の体制、計画活動、責任、慣行、手順、プロセス及び資源を含むもの」です。 

※４ ＰＲＴＲ 

ＰＲＴＲ（Ｐollutant Ｒelease and Ｔransfer Ｒegister：化学物質排出移動量届出制度）とは、有

害性のある化学物質が、どのような発生源から、どれぐらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に

含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みです。 

※当センターではダイオキシン類が対象になっています。
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平成２５年度は、２件の規制値からの逸脱がありました。ＥＭＳの是正処置対応を行って

います。 

状況及び対応一覧 

日 付 状  況 対 応 内 容 備 考 

５月３日

９月６日

焼却炉３号・１号の炉内温度が法規制値

８００℃を下回った。 

焼却炉の燃焼状態の調整を行い

８００℃以上に復帰させた。 


