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ご家族皆さまでごみの分別・減量にご協力を！ご家族皆さまでごみの分別・減量にご協力を！

施設見学、再開（マスクの着用と手指の消毒をお願いしています）



令和２年第２回定例会提出議案 審議結果

埼玉県央広域公平委員会の規約変更について 原案可決

埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について 原案可決

令和２年第₃回定例会提出議案 審議結果

埼玉中部環境保全組合監査委員に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

令和₂年度埼玉中部環境保全組合一般会計補正予算（第１号） 原案可決

令和元年度埼玉中部環境保全組合一般会計決算認定について
※決算の概要は₃ページに掲載 認　　定

埼玉中部環境保全組合監査委員の選任同意について 同　　意

埼玉中部環境保全組合議会のお知らせ

　令和₃年第１回定例会は、₂月16日（火）に開催する予定です。
　詳しいことは、組合議会事務局（総務課）までお問い合わせください。なお、『組合議会会議録』は、
ホームページをご覧ください。

　令和₂年第₂回定例会が５月27日（水）に、令和₂年第₃回定例会が、10月15日（木）に開催されま
した。提出議案とその審議結果は、次のとおりです。

年末年始 ごみの自己（直接）搬入について

●年始の受け入れ：₁月 ₄日（月）  午前₉時から

●年末の受け入れ

　粗  大  ご  み：１２月２５日（金）  午後₄時まで

　燃やせるごみ：１２月２8日（月）  午後₄時まで
※燃やせるごみを各地域の集積所に出される際は、各市町のごみ収集日程表をご確認のうえ、
　決められた日時までに出して下さい。

令和元年度一般会計決算
　令和元年度埼玉中部環境保全組合一般会計歳入歳出決算が第₃回定例会で認定されましたので、
決算の概要をお知らせいたします。（金額は千円未満四捨五入）
　組合では職員一丸となり、経費の削減に取り組んでいます。

使用料及び手数料
159,232千円(20.5%)
事業系ごみの手数料

読者からのご質問にお答えします
　埼玉中部環境センターだより№38のクロスワードパズルで応募のあった方から『一般者の見学は、
できるのですか？』とのご質問をいただきました。

『一般者の見学』について
　一般の方の施設見学も大歓迎です。
　新型コロナウイルス感染拡大防止対策により、施設見学を一時中止していましたが、９月から再
開しております。
　施設見学をご希望される方は、ホームページから見学申込書をダウンロードし、必要事項を記入
のうえ、郵送・FAX・メールにて申し込んでください。
　見学再開にあたり、接触感染リスクへの対応として、玄関にアルコール消毒を設置しています。
密閉空間を避けるための対応として、窓の開放等により換気を実施しています。飛沫感染リスクへ
の対応として、見学者と職員はマスクの着用、説明時にはヘッドマイクを使用するなど、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止に努めております。
　なお、今後の新型コロナウイルス感染状況によっては、見学の受入れを停止させていただきます
ので、ご理解をお願いいたします。
　ＴＥＬ　０４９３-５４-０６６６　　ＦＡＸ　０４９３-５４-０６６４
　メール　tyuubukankyou@aioros.ocn.ne.jp



令和２年第２回定例会提出議案 審議結果

埼玉県央広域公平委員会の規約変更について 原案可決

埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について 原案可決

令和２年第₃回定例会提出議案 審議結果

埼玉中部環境保全組合監査委員に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

令和₂年度埼玉中部環境保全組合一般会計補正予算（第１号） 原案可決

令和元年度埼玉中部環境保全組合一般会計決算認定について
※決算の概要は₃ページに掲載 認　　定

埼玉中部環境保全組合監査委員の選任同意について 同　　意

埼玉中部環境保全組合議会のお知らせ

　令和₃年第１回定例会は、₂月16日（火）に開催する予定です。
　詳しいことは、組合議会事務局（総務課）までお問い合わせください。なお、『組合議会会議録』は、
ホームページをご覧ください。

　令和₂年第₂回定例会が５月27日（水）に、令和₂年第₃回定例会が、10月15日（木）に開催されま
した。提出議案とその審議結果は、次のとおりです。

歳 出
751,654
千円

歳 出
751,654
千円

歳 出
751,654
千円

歳 入
776,545
千円

歳 入
776,545
千円

歳 入
776,545
千円

令和元年度一般会計決算
　令和元年度埼玉中部環境保全組合一般会計歳入歳出決算が第₃回定例会で認定されましたので、
決算の概要をお知らせいたします。（金額は千円未満四捨五入）
　組合では職員一丸となり、経費の削減に取り組んでいます。

総務費
51,212千円（6.8％）
特別職、総務課職員の人件費、
事務機器、基金、一般管理費
等の組合運営に要する経費

議会費
4,851千円（0.6％）
議員報酬、行政視察等の
議員活動に要する経費

衛生費
695,591千円(92.6％）
施設課職員人件費
施設の運転管理に要する主な経費
〇光熱水費、修繕費等
〇運転管理、焼却灰中間処理、環境調査業務等の委託料

繰入金
67,157千円(8.7%)
財政調整基金繰入金

使用料及び手数料
159,232千円(20.5%)
事業系ごみの手数料

繰越金
23,983千円(3.1%)
前年度繰越金

諸収入・財産収入
38,643千円(4.9%)
他団体からのごみ処理受
託、有価物売却収入など

分担金及び負担金
487,530千円(62.8％）
構成市町からの負担金など

歳入歳出差引残高
24,891千円
（翌年度繰越金）

読者からのご質問にお答えします
　埼玉中部環境センターだより№38のクロスワードパズルで応募のあった方から『一般者の見学は、
できるのですか？』とのご質問をいただきました。

『一般者の見学』について
　一般の方の施設見学も大歓迎です。
　新型コロナウイルス感染拡大防止対策により、施設見学を一時中止していましたが、９月から再
開しております。
　施設見学をご希望される方は、ホームページから見学申込書をダウンロードし、必要事項を記入
のうえ、郵送・FAX・メールにて申し込んでください。
　見学再開にあたり、接触感染リスクへの対応として、玄関にアルコール消毒を設置しています。
密閉空間を避けるための対応として、窓の開放等により換気を実施しています。飛沫感染リスクへ
の対応として、見学者と職員はマスクの着用、説明時にはヘッドマイクを使用するなど、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止に努めております。
　なお、今後の新型コロナウイルス感染状況によっては、見学の受入れを停止させていただきます
ので、ご理解をお願いいたします。
　ＴＥＬ　０４９３-５４-０６６６　　ＦＡＸ　０４９３-５４-０６６４
　メール　tyuubukankyou@aioros.ocn.ne.jp



ろ過式集じん装置（バグフィルター）について 埼玉中部環境センターへの自己搬入について
　ろ過式集じん装置（バグ
フィルター）は、焼却炉から
発生する排ガス中に活性炭と
消石灰を吹き込み、活性炭に
吸着されたダイオキシン類や
消石灰に反応させた硫黄酸化
物・塩化水素及びばいじんを
除去します。
　同装置は、袋（バッグ）を使
うのでバグフィルター（BF）
とも呼ばれています。
　ろ布は、ガラス繊維等で織
られた、長さ４．９ｍの筒状成
形品を　ろ過剤として３００本
吊るしてあり、排ガスが入口
より流入し、ろ布を通過する
際に粒子がろ布の表面に補修
され清浄なガスとなって流出
します。
　運転時間の経過とともに、
ろ布の表面に補修されたダス
トの層が堆積するので、ろ布
袋に圧縮空気を出口側から逆
方向に吹き込んで、ダストが
払い落とされ、飛灰貯留タン
クまで運ばれます。
　ろ布の交換を₉月に実施い
たしました。
　ろ布を１本ずつ穴に吊るし
ていきます。（写真右）
　ろ布は運転時間の経過とと
もに、飛灰が繊維の間に残り、
目詰まりとなることから、₇
～₈年のサイクルで交換が必
要とされます。
　前回は、平成２４年度に交換
しましたが、₈年経過しまし
たので₃基分のろ布交換を実
施いたしました。 新しいろ布の交換

　家庭から排出される燃やせるごみや粗大ごみは、埼玉中部環境センターに自己搬入ができます。
粗大ごみは有料となっており、自己搬入ですと4割負担で処理ができます。なお、自己搬入される
方は、各市町の担当窓口で持ち込む搬入申請と廃棄物の確認が必要です。手続き後、発行された搬
入許可書を必ずお持ちください。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、ごみは、ご自身で降ろしていただきます。
（埼玉中部環境センター受付時間：午前₉時から正午まで、午後１時から午後₄時まで）

鴻巣市
(鴻巣・川里地域) 北本市 吉見町

鴻巣市役所粗大ごみ
受付専用窓口

粗大ごみ等
自己搬入受付所

吉見町役場
農政環境課

048-544-2111 048-591-6432 0493-63-5017

ろ過式集じん装置（バグフィルター）

煙突へ

ガス出口

ろ布（1基に300本）
順番に空気を
吹き込んで、
ろ布表面に付
着した飛灰を
払い落とす

ガス入口

飛灰の流れ

装置内のコンベヤ

飛灰集合コンベヤ

飛灰貯留タンクへ

受付

出入口

煙突
清掃工場

破砕機

粗大ごみ
燃やせるごみ

①

③

②

Ⓐ

Ⓑ



ろ過式集じん装置（バグフィルター）について 埼玉中部環境センターへの自己搬入について
　家庭から排出される燃やせるごみや粗大ごみは、埼玉中部環境センターに自己搬入ができます。
粗大ごみは有料となっており、自己搬入ですと4割負担で処理ができます。なお、自己搬入される
方は、各市町の担当窓口で持ち込む搬入申請と廃棄物の確認が必要です。手続き後、発行された搬
入許可書を必ずお持ちください。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、ごみは、ご自身で降ろしていただきます。
（埼玉中部環境センター受付時間：午前₉時から正午まで、午後１時から午後₄時まで）

①

Ⓐ

②

Ⓑ

③

①受付に搬入許可書を提出し、重さを量り、ICカードの入っ
たクリアファイルを受け取ります

再度、①受付に行きICカードの入ったクリアファイルを返却
し、重さを量ります

Ⓐからは、燃やせるごみは
右方向②へ進みます

Ⓐからは、粗大ごみは左方
向③へ進みます

燃やせるごみは、係員の指
示に従い、ごみピットに投
入します。

ふとん・カーペット類はⒷ
で、粗大ごみは③で降ろし
ます

鴻巣市
(鴻巣・川里地域) 北本市 吉見町

鴻巣市役所粗大ごみ
受付専用窓口

粗大ごみ等
自己搬入受付所

吉見町役場
農政環境課

048-544-2111 048-591-6432 0493-63-5017

これで自己搬入が終了します。気を付けてお帰りください

受付

出入口

煙突
清掃工場

破砕機

粗大ごみ
燃やせるごみ

①

③

②

Ⓐ

Ⓑ



●環境保全のためのクロスワードパズル

【応募方法】 ハガキに答え、住所、氏名、
電話番号をご記入のうえ、
〒355－0134　比企郡吉見町大字大串2808

埼玉中部環境センター宛
にお送りください。応募の際、ご家庭で
取り組んでいるごみの分別やごみの減量
などもお書き添えください。次号で紹介
させていただく予定です。

【締め切り】 令和₃年１月末日到着分まで。
正解者の中から抽選で記念品をお贈りしま
す。当選者の発表は記念品の発送をもって
代えさせていただきます。

【個人情報】 ハガキに書かれた個人情報は、
抽選と記念品の送付及び近況など掲載の目
的以外には使用しません。

◆第38号の答え
　大勢の皆様からのご応募、大変ありがと
うございました。

◆お便りから（ありがとうございました）
　第３8号でお寄せいただきましたハガキの中から、₃人のお便りを紹介いたします。また、お寄せいた
だきました貴重なご意見・ご要望等は、構成市町の担当課へも連絡いたしました。

B

D

C

E

F

A

1 32 4

5 6

12 13

15

7

16 17

18

10

14

11

8 9

　埼玉中部環境保全組合人事行政の運営等の状況の公
表に関する条例に基づき、組合職員の任用、給与、勤
務時間、服務の状況等の概要をお知らせします。

１ 職員の任免及び職員数に関する状況
⑴ 職員の採用の状況… …採用はありませんでした。
⑵ 再任用の状況… ………再任用はありませんでした。
⑶ 職員の退職者数… ……退職者はいませんでした。
⑷ 職員の級別職員数の状況 （令和₂年₄月₁日現在）

２ 職員の給与の状況
⑴ 人件費の状況 （一般会計決算）

⑵ 職員給与費の状況  （一般会計決算）

⑶ 職員の平均給料月額・平均給与月額と平均年齢の状況
　（令和₂年₄月₁日現在）

⑷ 職員の初任給の状況  （令和₂年₄月₁日現在）

⑸ 職員手当の状況  （令和₂年₄月₁日現在）

令和元年度人事行政の運営等の状況を公表します
⑹ 特別職・議員の月額報酬等の状況 

…（令和₂年₄月₁日現在）

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
⑴ １週間の勤務時間数
　職員の勤務時間は、１週間あたり38時間45分と
定められており、原則毎週月曜日から金曜日まで
の、それぞれ午前₈時30分から午後₅時15分まで
の₇時間45分の勤務となります。

⑵ 育児休業、看護休暇及び介護休暇の状況
　育児休業、看護休暇及び介護休暇を取得した職
員はいませんでした。

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況
　分限及び懲戒処分された職員はいませんでした。

５ 職員の服務の状況
⑴ 職務専念義務免除の状況
　埼玉中部環境保全組合職員の職務に専念する義
務の特例に関する条例により、研修を受ける場合
や厚生事業に参加する場合に、任命権者の承認を
得て、職務専念義務が免除されることがあります。
　承認件数はありませんでした。

⑵ 営利企業等従事の許可状況
　　許可件数はありませんでした。

６ 職員の研修の状況
　実施した研修は、彩の国さいたま人づくり広域
連合の研修１件に職員を派遣し、事務の向上を図っ
ております。

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況
⑴ 福利厚生制度に係る組合の負担状況
　職員の共済制度は、地方公務員法第43条に基づ
いて定められた地方公務員等共済組合法によって
定められています。
　なお、共済制度を運用し、実施する主体は埼玉
県市町村職員共済組合です。共済組合の事業を運
営する費用は、組合員である掛金と使用者である
埼玉中部環境保全組合の負担金によって賄われて
います。
　埼玉県市町村職員共済組合に6,９8９千円の負担金
を支出しました。

⑵ 公務災害の発生状況
　　発生件数はありませんでした。

８ 公平委員会からの報告
⑴ 勤務条件に関する措置の要求…………₀件
⑵ 不利益処分に関する不服申立て………₀件

区　分 ６級 ７級 ８級
計標準的な

職務内容 課長 次長
事務局長 事務局長

職員数 1人 1人 ― 5人

構成比 20% 20% ― 100%

区　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的な
職務内容

主事補
技師補 主事技師 主任 主査係長 課長補佐

職員数 ― 1人 ― 2人 ―

構成比 ― 20% ― 40% ―

区　分 歳出額（A） 人件費（B） 人件費率（B/A）

令和元年度 751,654千円 43,553千円 5.79%

区　分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

一般行政職 355,620円 421,450円 48.7歳

区　分 大学卒 短大卒 高校卒

一般行政職 188,700円 171,700円 160,100円

職員数
（A）

給与費（千円） 一人当たり
の給与費
（B/A）給料 職員手当

期末・
勤勉手当

計（B）

5人 21,217 4,253 9,414 34,884 6,977千円

区　分 内　容

扶養手当

配偶者6,500円、子供一人につき10,000円、
父母等1人につき6,500円
満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳
に達する日後の最初の3月31日までの子5,000円

地域手当 給料、扶養手当及び管理職手当の合計額の6％

住居手当 借家等27,000円が限度額、持家4,000円

通勤手当 自動車等利用(距離に応じた額)31,600円が限度額

時間外勤務手当 該当職員3人

期末・勤勉手当 期末手当：年間2.6月分　勤勉手当：年間1.9月分
職務上の段階、職務の級等による加算措置あり

退職手当 埼玉県市町村総合事務組合に加入し、支給率(最
高限度額)自己都合及び定年47.709月分

管理者 副管理者 議長 副議長

24,400円 20,800円 20,800円 20,000円

議会運営委員長 議会運営副委員長 議員 期末手当

19,200円 18,400円 17,600円 年間4.50月分



●環境保全のためのクロスワードパズル
パズルを解いて、応募しましょう！　答えは、Ａ→Fの二重ワクの文字を順に並べた言葉です。

【ヨコのカギ】
①使えるものは繰り返し使うこと
④くしゃみなどをするときに口や鼻をおさえること
　「○○エチケット」
⑤志賀直哉の短編小説「城の○○にて」
⑥12月25日が年内受付最終日の「○○○ごみ」
⑨電車やバスでつかまるものといえば、つり革と何
⑪気に病んでも仕方のないことに心を悩ますさま
⑬「○○を上げる」「○○が鳴る」
⑭生ごみなどを発酵させてつくる肥料
⑯桶の周りにはめる竹や金属で作った輪
⑰北本市のB級グルメ「北本トマト○○○」
⑱情報通信技術を活用し、自宅などで仕事をすること

【タテのカギ】
①ごみを再生利用すること
②背縫いから袖口までの長さ
③ズボンの丈を詰めること「○○上げ」
④ゼロより大きい数
⑦学業成就、子孫繁栄、家庭円満「○○巻き」
⑧雑誌に発表された新進作家による純文学作品のなかで最
も優秀な作品に贈られる「○○○○○賞」
⑩ごみを減らすこと
⑫日が暮れてからまだ間もないとき
⑮他のものと比べること
⑯「○○耳」「○○目」

【ヒント】
環境配慮に関するキーワード

【応募方法】 ハガキに答え、住所、氏名、
電話番号をご記入のうえ、
〒355－0134　比企郡吉見町大字大串2808

埼玉中部環境センター宛
にお送りください。応募の際、ご家庭で
取り組んでいるごみの分別やごみの減量
などもお書き添えください。次号で紹介
させていただく予定です。

【締め切り】 令和₃年１月末日到着分まで。
正解者の中から抽選で記念品をお贈りしま
す。当選者の発表は記念品の発送をもって
代えさせていただきます。

【個人情報】 ハガキに書かれた個人情報は、
抽選と記念品の送付及び近況など掲載の目
的以外には使用しません。

◆第38号の答え
　大勢の皆様からのご応募、大変ありがと
うございました。

◆お便りから（ありがとうございました）
　第３8号でお寄せいただきましたハガキの中から、₃人のお便りを紹介いたします。また、お寄せいた
だきました貴重なご意見・ご要望等は、構成市町の担当課へも連絡いたしました。

　今世紀に入って早20年。ごみ処理問
題とごみそのものに対する諸難題は、
全世界を巻き込む待ったなしの状況で
す。「ごみも立派な資源」との認識を
一人ひとりが持ち続けることが不可欠
となっています。「継続は力なり」で
す。ごみ問題に正面から向き合い続け
ましょう。
… ◎鴻巣市の小林さん

　普段から出勤時はマイ水筒。
買い物の時にはマイバスケット、
マイバッグを持ち歩き、ごみが
出ない様に意識して生活してい
ます。
　また、食材の買い出しをする
時は、冷蔵庫に何があるか確認
してムダのないように買い物を
しています。
… ◎北本市の鈴村さん

　レジ袋が有料に、というと
ころが多くなり傘布で手作り
したマイバッグが大活躍で
す。かさばらず、汚れてもす
ぐ乾くのでいいです。骨が折
れた傘は、手作りマイバッグ
に変身させ、再利用していま
す。
… ◎吉見町の板野さん
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令和元年度人事行政の運営等の状況を公表します
⑹ 特別職・議員の月額報酬等の状況 

…（令和₂年₄月₁日現在）

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
⑴ １週間の勤務時間数
　職員の勤務時間は、１週間あたり38時間45分と
定められており、原則毎週月曜日から金曜日まで
の、それぞれ午前₈時30分から午後₅時15分まで
の₇時間45分の勤務となります。

⑵ 育児休業、看護休暇及び介護休暇の状況
　育児休業、看護休暇及び介護休暇を取得した職
員はいませんでした。

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況
　分限及び懲戒処分された職員はいませんでした。

５ 職員の服務の状況
⑴ 職務専念義務免除の状況
　埼玉中部環境保全組合職員の職務に専念する義
務の特例に関する条例により、研修を受ける場合
や厚生事業に参加する場合に、任命権者の承認を
得て、職務専念義務が免除されることがあります。
　承認件数はありませんでした。

⑵ 営利企業等従事の許可状況
　　許可件数はありませんでした。

６ 職員の研修の状況
　実施した研修は、彩の国さいたま人づくり広域
連合の研修１件に職員を派遣し、事務の向上を図っ
ております。

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況
⑴ 福利厚生制度に係る組合の負担状況
　職員の共済制度は、地方公務員法第43条に基づ
いて定められた地方公務員等共済組合法によって
定められています。
　なお、共済制度を運用し、実施する主体は埼玉
県市町村職員共済組合です。共済組合の事業を運
営する費用は、組合員である掛金と使用者である
埼玉中部環境保全組合の負担金によって賄われて
います。
　埼玉県市町村職員共済組合に6,９8９千円の負担金
を支出しました。

⑵ 公務災害の発生状況
　　発生件数はありませんでした。

８ 公平委員会からの報告
⑴ 勤務条件に関する措置の要求…………₀件
⑵ 不利益処分に関する不服申立て………₀件

管理者 副管理者 議長 副議長

24,400円 20,800円 20,800円 20,000円

議会運営委員長 議会運営副委員長 議員 期末手当

19,200円 18,400円 17,600円 年間4.50月分



　皆様に読んでいただく「埼玉中部環境センターだより」は、環境センターの運営状況
をお知らせするものです。業務に関する「ご質問」「ご意見」「ご希望」がございまし
たらお気軽にご連絡ください。
　また、環境センターの業務を多くの方々にご理解いただくために、施設見学を受け
入れています。ご希望される方は、当組合にお申し込みください。…☎…０４９３-５４-０666

構成市町担当課《鴻巣市役所環境課
☎ 048-541-1321

・北本市役所環境課
☎ 048-594-5553

・吉見町役場農政環境課
☎ 0493-63-5017

》

編 集 後 記

埼玉中部環境センター　環境調査の直近値

ダイオキシン類 排ガス(ng-TEQ/㎥N） ばいじん(ng-TEQ/g） 焼却灰(ng-TEQ/g） 処理水(pg-TEQ/ℓ）

令和₂年₄月₈日₁号炉 0.036 0.31 0.023 ―

令和₂年₆月₃日₂号炉 0.015 0.25 0.00087 ―

令和₂年₈月₅日₃号炉 0.025 0.26 0.000018 0.000036
（8月13日）

※排出基準値　・排ガス：5ng-TEQ/㎥ N（平成14年12月1日から）
　　　　　　　・ばいじん＋焼却灰：3ng-TEQ/g（平成14年12月1日から）
　　　　　　　・処理水：10pg-TEQ/ℓ（平成15年1月15日から）

放射性セシウム
（134+137） 調査月日 4月8日

1号炉
5月14日
3号炉

6月3日
2号炉

7月1日
1号炉

8月5日
3号炉

9月9日
2号炉

焼却灰
Bq／㎏

   21.7    40.4    38.3 34.5    33.4 33.4

ばいじん 116 203 156 82.1 158 91.7

　国の埋立基準は、8,０００ベクレル以下となっております。
　当環境センターの焼却灰及びばいじんは、セメント原料として従来どおりリサイクルされております。

項　目  結　果   基準値 単　位 項　目 結　果 単　位
◎焼却残渣（12回／年）　＊9月9日 ◎ごみ質（4回／年）　＊7月1日

熱灼減量 5.7 10 wt％ 見掛比重 　159 kg/㎥

◎放流水水質（12回／年）　＊9月9日

乾　物　基　準

紙 ・ 布類 　　　32.94 ％

ｐ Ｈ      7.2 5.8～8.6 ー ビニール ・ 合成樹脂
ゴム ・ 皮革類

　　　13.10 ％
ＢＯＤ      0.8 25 mg/ℓ

ＣＯＤ      2.6 ― mg/ℓ 木 ・ 竹 ・ ワラ類 　　　31.21 ％

Ｓ Ｓ  ＜1      60 mg/ℓ 厨芥類 　　　 7.52 ％

大腸菌群数 ＜30   3,000 個/㎤ 不燃物 　　　　2.40 ％

◎排ガス（6回／年）　＊8月5日 その他（5mmのふるい通過） 　　　12.83 ％

ダスト濃度  ＜0.0007      0.15 g/㎥ N 湿
物
基
準

水　分 　　　53.5 ％

硫黄酸化物      0.29     85.58 ㎥ N/h 灰　分 　　　　9.2 ％

窒素酸化物        78 250 ppm 可燃分 　　　37.3 ％

塩化水素        26 200 mg/㎥ N ★低位発熱量 1,940 Kcal/kg

★低位発熱量：ごみが燃焼したときのカロリーです。燃焼により発生した水分が水蒸気となり利用されずに煙突か
ら出てしまうと仮定した場合の熱量です。


