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大青工業株式会社 安定型最終処分場変更許可申請
に係る質問・ 意見等について

番号

質問・意見等

回 答
・過去 20 年間の仙台市での降雨量を入力
、月間最大
し、年間最大降雨年（2006 年）
降雨年(2008 年)を算出し、その年も出し
入れ計算を実施した結果、最大内部貯留量
が 60m3 と算出いたしました。

申請書概要版 5-2

・2018 年の中部豪雨や 2019 年の台風 19

浸透水処理施設の設計方針について「・・・異 号の災害時等、異常降雨時にならないと仮
常降雨時・停電時は、小型発電機及び仮設水中 設水中ポンプの稼働は必要ありません。
１

ポンプにて直接排水を行う。
」と記載されてい 添付【資料 2-1】
るが、直接排水に切り替える判断基準は設定

・異常降雨が予測される場合は、事前に水

されているかどうか。処理施設や調整水槽へ

処理施設の運転調整を行い、調整槽等を出

の流入量（もしくは保有量）のモニタリングの

来るだけ空にし、集水ピット内の水量の確

頻度はどれぐらいか。

認により、集水ピットの半分以上に水位が
上昇した際に仮設ポンプにて直接排水を
行います。
・処理施設や調整水槽への流入量（もしく
は保有量）のモニタリングは、毎日の点検
として実施いたします。

申請書概要版 5-20
送水管のルートについて「・・・維持管理にお ・送水管のルートについての説明は、送水
いて敷設替えが可能となるように曲管を設け 管ルート変更前の記述をそのまま記載し
ない（直線配管）ルートとすることが望まし

てしまい、現在の送水管ルートの図と合わ

い。
」と記載されているが図面中のポンプ送水 ない表記となっておりますので、文章を修
管は直線配管を組み合わせることで 2 ヵ所で 正いたします。

２

90°折れ曲がっている。このような流路の場

添付【修正資料 1】

合でも，流出量等は申請書記載の計算で問題

今回はポンプ圧送方式を採用しており、曲

ないかどうか。また，屈曲することによる配管 部での管路ロスは発生しますが、ポンプの
中の堆積物の問題は発生する可能性はないか 性能曲線より決定をおこなっております。
十分な能力のポンプを使用する計画とし

どうか。

流出量への不足は発生しないものと考え
ます。
・堆積については圧送による排水のため、
配管中への堆積は発生しないものと判断
されます。

1

・現場に準備してある 1

の生コンバケ

ット内にブルーシートを敷き、そこへ搬入
３

現処分場の場内環境改善のための搬入物抜き

された廃棄物を 1

取りによる簡易溶出試験の方法について教え

の水を採水し分析機関にて検査を実施し

てほしい。

ています。分析の結果は、あくまで参考値

投入、水を注入し、そ

として排出事業者とのコミュニケーショ
ンに利用しています。

・過去 20 年間の仙台市での降雨量を入力
し、年間最大降雨年（2006 年）
、月間最大
降雨年(2008 年)を算出し、その年も出し
入れ計算を実施した結果、最大内部貯留量
が 60m3 と算出いたしました。
・2018 年の中部豪雨や 2019 年の台風 19
４

大雨時どのくらいの降雨量で水中ポンプの稼
働が必要となるのか。

号の災害時等、異常降雨時にならないと仮
設水中ポンプの稼働は必要ありません。
添付【資料 2-1】
・異常降雨が予測される場合は、事前に水
処理施設の運転調整を行い、調整槽等を出
来るだけ空にし、集水ピット内の水量の確
認により、集水ピットの半分以上に水位が
上昇した際に仮設ポンプにて直接排水を
行います。

(そば畑 ) 作業道を廃棄物搬入車両が通行する

ことについて
５

作業道の土地所有者 (個人) と作業道使用につ

・覚書は、土地の所有者で、そば愛好会の

いての覚書を結んでいても、そば畑所有者や

代表者と結んでおり、他４名からも同意を

畑の利用が共有であれば、共有者にも道路使

得ています。 添付【資料 2-2】

用についての同意を得ておく必要があるので
はないか。

2

災害時の浸透水放流方法について
「異常降雨時は小型発電機及び仮設水中ポン
プにて直接排水を行う」とあるが、小型発電機
及びポンプが設置できない場合(大雨により処

６

分場に行けない、大雨により設置が危険など)、
小型発電機が浸水により使用不能となった場
合、小型発電機の燃料が枯渇した場合等のリ
スクを考えると、電力を使用しない別な放流
方法（防災調整池へのバイパス管の設置など）

・水中ポンプは豪雨が予想される場合、事
前に設置を行います。また発電機は屋内
（水処理施設内）に設置します。
・バイパス管等の設計については、今後仙
台市と協議を行います。
・日頃より発電機の燃料を確認し常に満
タンにしておきます。燃料は消防法を遵守
し安全に保管します。

も備えておく必要がある。

浸透水処理施設設計に係る想定降雨量につい
て

・P1-235 にて 20 年間の降雨量を入力し、

過去 20 年の年間平均降雨量直近上位年(2009

年間最大降雨年(2006 年)と月間最大降雨

年)の降雨量を用いて必要な調整水槽の容量を

年(2008 年)を算出し、その年も出し入れ

算出し内部貯留なく処理できること、及び年

計算を実施した結果、最大内部貯留量が

間最大降雨量(2006 年)でも内部貯留量(60
７

)

60

と算出いたしました。

で対応できることは理解したが、 2006 年、

・2009 年 10 月に降った 2 日間で、1 日目

2009 年の降雨データでは、1 日何ミリで何日

が 8.5 ㎜で 2 日目が 106.5 ㎜降った時が

間連続で降り続いたのか、過去 20 年間で最悪

最大調整容量となっております。

(日あたり降雨量が最大 or 連続)の場合(設定し

添付【資料 2-3】

た水処理施設(400

))

・2018 年の中部豪雨や 2019 年の台風 19

ではどうなのか、など様々なリスクに対して

号による豪雨時の検討を実施し、対策を検

どのように対応するのか示していただきた

討いたしました。添付【資料 2-1】

/日)及び調整槽(923

い。
・旧埋立地+H29 拡張部の水処理範囲は、
既存集水管埋立完了面積 51,065 ㎡+
既存集水管埋立面積 19,486 ㎡＝70,551 ㎡
・拡張部の水処理範囲は、

浸透水処理水量について
８

現在の浸透水量(旧埋立地+H29 拡張埋立地)と

増設集水管埋立完了面積 8,358 ㎡+
増設集水管埋立面積 14,453 ㎡＝22,811 ㎡

今回拡張埋立地からの浸透水量の違いはどの

全体面積 70,551 ㎡+22,811 ㎡＝93,362 ㎡

くらいか。

これにより、旧埋立地+H29 拡張部が全体
の約 75％、今回の拡張部が約 25％の割合
となっています。
添付【資料 2-4】

3

浸透水処理設備計画流入水量につきまし
て、廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理
要領（2010 改訂版）によりますと、降水量デ
ータについて「近傍にこれらの施設がない場

9

合には、事前に観測を行い、計画地に最も近い
気象台や測候所のデータとの相関を調査し、
補正を行うなどが必要である」と記されてい
ます。降水量につきましては仙台気象台のデ

・過去の維持管理実績から、実際に処分場
施設（水処理施設・浸透水調整槽・内部貯
留）に容量不足も発生しておらず、仙台気
象台データと現地との差は大きくないと
考えます。

ータを使用されていますが、現地との差は大
きくないと考えてよろしいのでしょうか。

浸透水の収支計算（P1-250〜289）において、

10

嫌気日数が記載されていますが、嫌気日数と
は「内部貯留が有り」の日数を示しているので

・そのとおりとなります。

しょうか。その考え方をお知らせください。

・通常時の拡張部の水処理施設は、400

/日にて検討しておりますが、水質に変化
がみられた場合は、別ルートの活性炭ろ
過設備を通すルートにて水処理を行いま
す。
この活性炭ろ過設備は、現状 100
活性炭ろ過器設備の使用については、水処

11

理施設と別個に検討しています（1-327〜）。こ
の両者はどのような関連性をもって運転して
いるのでしょうか。

/日の

処理能力しかありませんので、1 日の活性
炭ろ過設備処理能力＝放流水量が、100

/日となってしまい、浸透水を処理しきれ
ないため、改造を実施する能力の検討を
行っております。

P1-328 にて活性炭ろ過設備を 200

/日

増設することで、過去 20 年の仙台気象台
降雨量は、調整槽+内部貯留にて、処理が
可能との結果が出ております。
なお、異常降雨時は通常ルート(400
を使用します。

4

/日)

道路交通騒音の評価（申請書：16-31）につ

・騒音測定を実施している"No.1 埋立作

き，当該地域が地域類型の指定されていない

業"、"No.2 廃棄物運搬車両の走行"はい

地域であるので，地域用途が類似していると

ずれの地点も市街化調整区域に該当しま

考えられる地域類型の環境基準を準用するこ

す。"No.1 埋立作業"地点は、工場・事業

と自体に異議はない。しかし，A 地域ではなく

場に係る騒音の規制基準の

B 地域を選択したことに対する合理的な理由

域

が不明である。

係る騒音の規制基準の 第二種区域 と

地図から判断する限り，
A 類型では認められ

12

第二種区

に当てはまります。工場・事業場に

は、「第一種住居地域、第二種住居地

ない工場等が設置されているようには見えな

域、準住居地域、市街化調整区域及び地

い。類型指定によって加えられる土地利用の

区の指定のない地域」であり、"No.2 廃

制限を鑑みると，本地域の居住実態は，B 地域

棄物運搬車両の走行"についても、騒音

よりは A 地域に近いように見受けられる。

に係る環境基準のうち、第一種住居地域

また，騒音の測定結果をみると，A 地域の基

等に当てはまる"B 地域"と比較いたしま

準であっても現状で十分に満たしている。そ

した。

れゆえ，住民の生活環境保全の観点からみて

なお、搬入車両の増加はありませんの

も，A 地域の基準を準用し，今後もそれを守る

で、現況の騒音・振動と変わりはありま

方向で環境配慮することが求められる地域で

せん。

あると考えられる。

今後も、引き続き A 地域の騒音・振動

以上より，この地域は A 地域の基準を準用

の基準をクリアするように努めてまいり

して評価すべきであると考える。また，どうし ます。
ても B 地域の基準を準用したいのであれば，
その合理的な根拠を示すべきである。
上述で述べた評価基準の問題はあるもの
の，他に，騒音・振動に係る記載内容に問題は
ない。そのため，搬入車両の通行数が変わら

13

ず，処分場内で用いる重機の数の変更もない

・了承いたしました。

本案件で，騒音・振動を環境影響調査の調査項
目として非選定としたことは合理的であると
考える。
・添付【資料 2-3】の降雨データを参考に
台風等により、1 日降雨量が 200 ㎜以上
が予測される時は、異常降雨時対策(発電

14

異常降雨時・停電時は、どのように対応するの 機・仮設水中ポンプ等)の準備を行い、降
か。

雨時点で処分場に駐在し、水位標を設置
した集水ピットの監視を行います。
・停電時対応は、質問 6 の回答と同じに
行います。

5

