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第１章 事業計画 

１ 事業の目的 

富岡甘楽衛生施設組合（以下、「本組合」という）は富岡市及び甘楽町で構成され、同市町で発生す

る汲み取りし尿及び浄化槽汚泥を、本組合のし尿処理施設である「衛生管理センター」で処理し、処理

水を鏑川に放流している。衛生管理センターは稼働を開始してから 40 年以上が経過し、老朽化してき

たことから、施設の更新を目的として本事業を計画するに至った。 

 

２ 事業者の氏名及び住所 

１） 事業者の氏名 

事業者の名称：富岡甘楽衛生施設組合 

代表者の氏名：管理者 榎本義法 

 

２） 事業者の住所 

群馬県富岡市田篠 1297 番地 1 

 

３ 計画施設の概要 

１） 施設の種類 

し尿処理施設 

 

２） 施設の場所 

群馬県富岡市田篠地内（衛生管理センター現敷地内及び隣接地、図 1.1 参照） 

なお、建設予定地は富岡市と甘楽町の境界に位置している。 

 

３） 施設において処理する廃棄物 

計画処理量 

し   尿 ：  7 kL／日 

浄化槽汚泥 ： 48 kL／日 

 合 計  ： 55 kL／日 

 

４） 処理方式 

主処理：標準脱窒素処理方式＋高度処理（凝集沈殿、オゾン、砂ろ過） 

臭気処理：高中濃度臭気 水洗浄＋アルカリ次亜洗浄＋活性炭吸着 

     低濃度臭気  活性炭吸着 

 

５） 受入時間および主要設備運転時間 

（１）受入時間 

平日 午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分 

土曜、日曜、祝日は休みとする。 
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（２）主要設備運転時間 

受入・貯留設備  5 日／週   6 時間／日 

主処理設備    7 日／週   24 時間／日 

高度処理設備   7 日／週   24 時間／日 

汚泥脱水設備   5 日／週   24 時間／日 

脱臭設備 

   高中濃度  7 日／週   24 時間／日 

   低濃度   5 日／週   8 時間／日 

 

６） し尿等の搬入車両の台数 

計画施設におけるし尿等の搬入車両の台数は、現施設の衛生管理センターの搬入車両の台数から変

更はない。2018 年度における衛生管理センターの搬入車両の台数の実績は、累計で 8,052 台であり、

稼働日数に対して約 33 台／日であった。 

 

７） 搬入し尿等の性状 

計画施設の搬入し尿等の性状は、本組合の現施設である衛生管理センターにおける直近の実績値

（受入時の分析値）の 75%値（低い方から 75%の順位にあたる数値）を採用する。 

 

表 1.1 搬入し尿等の性状 

項目 混合し尿性状（計画値） 

pH 7.1 

BOD (mg/L) 5,800 

COD (mg/L) 3,200 

SS (mg/L) 7,200 

T-N (mg/L) 1,200 

T-P (mg/L) 150 
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８） 処理工程 

し尿等の処理フローを図 1.2 に示す。 

 

  

図 1.2 し尿等の処理フロー 

し尿・浄化槽汚泥

沈砂槽・受⼊槽

破砕機

ドラムスクリーン
スクリュープレス

し渣ホッパー

貯留槽 し渣搬出

撹拌ブロワ 脱窒素槽

曝気ブロワ 硝化槽

⼆次脱窒素槽

曝気ブロワ 再曝気槽

沈殿槽 濃縮槽

ポリ硫酸第⼆鉄、苛性ソーダ 混和槽 汚泥貯槽

⾼分⼦凝集剤 凝集槽 汚泥混和槽 ポリマ、ポリ鉄

凝集沈殿槽 汚泥脱⽔機 脱⽔汚泥ホッパ

オゾン反応槽 汚泥搬出

砂ろ過

次亜塩 接触槽・放流⽔槽

河川放流

⾼中濃度臭気 低濃度臭気

苛性ソーダ、次亜塩 ⽔・アルカリ洗浄塔 脱臭ファン

脱臭ファン 低濃度活性炭吸着塔

⾼中濃度活性炭吸着塔

臭突

⼤気放出

撹拌ブロワ
メタノール
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９） 建設計画 

（１）施設配置と搬入経路 

計画施設は現施設の東側に建設するため、東側及び南東側に敷地境界を拡げる計画としている。

なお、現施設は計画施設稼働後に廃止する。 

現施設と計画施設の敷地境界及び施設配置を図 1.3 に、計画施設の搬入車両の経路を図 1.4 に示

す。 

 

 

 

 

  

図 1.3 敷地境界と施設配置 

図 1.4 搬入車両の経路 

S = 1 / 1000 
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（２）計画施設内の配置と断面図 

計画施設は地下 1 階、地上 2 階の構造とした。施設内の配置を図 1.5(1)、(2)に、断面図を図 1.6

（A-A 断面及び B-B 断面、図 1.5(1)参照）に示す。 

 

 

  

図 1.5(1) 計画施設内の配置図（地下 1 階） 

ブロワ室 
B-B 断面 

A-A 断面 A-A 断面 

B-B 断面 
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図 1.5(2) 計画施設内の配置図（上図：1 階、下図：2 階） 

脱臭室 
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図 1.6 計画施設の断面図（上図：A-A 断面、下図：B-B 断面） 
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４ 公害防止基準 

１） 放流水質 

計画施設からの放流水質の公害防止基準（設計基準値）は、表 1.2 に示すとおりとする。pH 及び

大腸菌群数の設計基準値は、群馬県の生活環境を保全する条例に基づく排水基準と同等かそれよりも

厳しい数値とした。また、色度を除くその他の項目の設計基準値は、汚泥再生処理センターの性能指

針と同等かそれよりも厳しい数値とした。 
 

表 1.2 放流水質の公害防止基準 

項目 設計基準値（保証値） 規制基準 

pH 5.8～8.6 5.8～8.6 注 1） 

BOD (mg/L) 10 以下 10 以下（性能指針）注 2） 

COD (mg/L) 20 以下 35 以下（性能指針）注 2） 

SS (mg/L) 10 以下 20 以下（性能指針）注 2） 

T-N (mg/L) 20 以下 20 以下（性能指針）注 2） 

T-P (mg/L) 1 以下  1 以下（性能指針）注 2） 

色度（度） 30 以下 注 3） － 

大腸菌群数（個／cm2） 1,000 以下 3,000 以下注 1） 
注 1）群馬県の生活環境を保全する条例施行規則第 21 条別表第 9（平成 12 年 7 月 10 日規則第 109 号） 
注 2）廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る汚泥再生処理センター等の性能に関する指針について 

（平成 12 年 10 月 6 日生衛発 1517 号） 
注 3）汚泥再生処理センター等施設整備の計画・設計要領 2006 年改訂版（平成 19 年 3 月、公益社団

法人 全国都市清掃会議）に記載されている標準脱窒素処理方式における処理水質の推移を参照 
 
２） 騒音基準値 

敷地境界における騒音の公害防止基準（設計基準値）は、表 1.3 に示すとおりとする。 

なお、計画施設及びその周辺は、群馬県の生活環境を保全する条例注）の第 3 種区域の規制基準が適

用されるため、設計基準値はそれと同等の数値とした。 
 

表 1.3 騒音の公害防止基準（敷地境界） 

時間帯 設計基準値（保証値） 規制基準（第 3 種区域） 

昼間（午前 8 時から午後 6 時まで） 65 dB(A)以下 65 dB(A)以下 

朝夕（午前 6 時から午前 8 時まで） 
  （午後 6 時から午後 9 時まで） 

60 dB(A)以下 60 dB(A)以下 

夜間（午後 9 時から午前 6 時まで） 50 dB(A)以下 50 dB(A)以下 
注）群馬県の生活環境を保全する条例施行規則第 35 条別表第 14（平成 12 年 7 月 10 日規則第 109 号） 

 
３） 振動基準値 

敷地境界における振動の公害防止基準（設計基準値）は、表 1.4 に示すとおりとする。 

なお、計画施設及びその周辺は、群馬県の生活環境を保全する条例注）の第 2 種区域の規制基準が適

用されるため、設計基準値はそれと同等の数値とした。 
 

表 1.4 振動の公害防止基準（敷地境界） 

時間帯 設計基準値（保証値） 規制基準（第 2 種区域） 

昼間（午前 8 時から午後 7 時まで） 70 dB 以下 70 dB 以下 

夜間（午後 7 時から午前 8 時まで） 65 dB 以下 65 dB 以下 
注）群馬県の生活環境を保全する条例施行規則第 35 条別表第 15（平成 12 年 7 月 10 日規則第 109 号） 
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４） 悪臭基準値 

敷地境界及び臭突出口における悪臭の公害防止基準（設計基準値）は、表 1.5(1)、(2)に示すとおり

とする。 

悪臭物質濃度については、計画施設及びその周辺が悪臭防止法の悪臭物質濃度規制の指定区域外で

はあるが、A 区域の基準を敷地境界の設計基準とした。 

臭気指数については、計画施設及びその周辺が臭気指数規制のその他の区域に指定されているが、

敷地境界の設計基準値はそれよりも厳しい周辺住民との協定値とした。臭突出口の設計基準値は、し

尿処理施設で一般的に設定されている臭気濃度 300（臭気指数換算で 24.77、この濃度であれば敷地

境界で臭気指数が 10 以下になると見込まれる経験則）とした。この数値は 2 号規制基準で算出され

る基準値よりも厳しい数値となる。 

 
表 1.5(1) 悪臭の公害防止基準（悪臭物質濃度－敷地境界） 

項目 
設計基準値 

（保証値＝A 区域準用） 

アンモニア 1 ppm 以下 

メチルメルカプタン 0.002 ppm 以下 

硫化水素 0.02 ppm 以下 

硫化メチル 0.01 ppm 以下 

トリメチルアミン 0.005 ppm 以下 

二硫化メチル 0.009 ppm 以下 

アセトアルデヒド 0.05 ppm 以下 

スチレン 0.4 ppm 以下 

プロピオン酸 0.03 ppm 以下 

ノルマル酪酸 0.001 ppm 以下 

ノルマル吉草酸 0.0009 ppm 以下 

イソ吉草酸 0.001 ppm 以下 

プロピオンアルデヒド 0.05 ppm 以下 

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 ppm 以下 

イソブチルアルデヒド 0.02 ppm 以下 

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 ppm 以下 

イソバレルアルデヒド 0.003 ppm 以下 

イソブタノール 0.9 ppm 以下 

酢酸エチル 3 ppm 以下 

メチルイソブチルケトン 1 ppm 以下 

トルエン 10 ppm 以下 

キシレン 1 ppm 以下 

 
表 1.5(2) 悪臭の公害防止基準（臭気指数） 

地点 設計基準値（保証値） 規制基準（その他の地域） 

敷地境界 10（協定値） 21 

臭突出口 
24.77 以下 

（臭気濃度 300 以下） 
32 
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５ 環境保全対策 

・河川の水質への影響を最小限にするために、放流水質については規制基準または性能指針よりも厳

しい設計基準値を設けた。 

・騒音対策として、ブロワには吸込サイレンサ、吐出サイレンサ及び伸縮継手を取付け、設備自体を地

下の防音室（吸音材施工）に納める。ファンは防音 BOX 内（吸音材 50mm）に納める。 

・振動対策として、ブロワ及びファンは防振架台上に設置する。 

・特定悪臭物質に関する規制基準は適用されないが、悪臭防止法の A 区域の基準を設計基準値とした。 

・敷地境界の臭気指数に関して、周辺住民と協定を結び、規制基準よりも厳しい設計基準値を設けた。 
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第２章 地域の概況 

１ 社会的状況 

１） 人口 

富岡市及び甘楽町の人口の推移を表 2.1 に示す。 

2020 年 1 月 1 日における人口は富岡市が 47,554 人、甘楽町が 12,780 人である。 

 

表 2.1 富岡市及び甘楽町の人口の推移 

年度 
人口（人） 

富岡市 甘楽町 

2016 年 49,692 13,175 

2017 年 49,127 13,053 

2018 年 48,730 12,895 

2019 年 48,178 12,841 

2020 年 47,554 12,780 
注）各年 1 月 1 日時点の数値 
出典：群馬県統計情報提供システム－移動人口調査  

 

２） 土地利用 

富岡市及び甘楽町の土地利用状況を表 2.2 に示す。 

富岡市、甘楽町ともに山林が占める割合が最も多く、次いで畑、宅地の順になっている。 

建設予定地周辺では、主に畑が広がっているが、西側には住宅地がある。 

 

表 2.2 土地利用状況 

 田 畑 宅地 山林 その他 総面積 

富岡市 
面積(km2) 8.37 20.60 11.94 27.71 54.23 122.85 

割合(%) 6.8 16.8 9.7 22.6 44.1 100.0 

甘楽町 
面積(km2) 2.42 8.78 3.92 22.58 20.91 58.61 

割合(%) 4.1 14.9 6.7 38.5 35.8 100.0 

注）富岡市は平成 30 年度、甘楽町は平成 29 年度のデータ 
出典：富岡市は富岡市統計書（令和元年版）、甘楽町は町ホームページの地目別土地面積の推移 

 

３） 住宅地 

建設予定地周辺の住宅地の状況を図 2.1 に示す。 

建設予定地の西側に市営住宅などの住宅地が広がっている。また鏑川を挟んだ北側や、東西を走る

上信電鉄の南側にも住宅地が広がっている 
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４） 交通の状況 

建設予定地周辺の主要な道路網及び鉄道の分布状況を図 2.2 に、「平成 27 年度全国道路・街路交通

情勢調査（道路交通センサス）」における主要な道路の交通量を表 2.3 に示す。 

建設予定地周辺の主要な道路としては、国道 254 号線、県道 197 号線（下高尾小幡線）、上信越自

動車道がある。 

また、国道 254 号線と並行するように上信電鉄が走っており、最寄り駅は上州福島駅である。 

 

表 2.3 道路交通センサス調査結果（平成 27 年度） 

交通量 
調査単位 
区間番号 

路線名 観測地点名 

交通量調査結果 

12 時間 
交通量

（台） 

24 時間 
交通量

（台） 

19140 国道 254 号線（バイパス） 富岡市富岡 2664-1 13,586 17,662 

61480 下高尾小幡線 甘楽町大字小幡 161-1 5,798 7,421 

61490 下高尾小幡線（バイパス） 甘楽町大字福島 5,868 8,098 
出典：「平成 27 年度道路交通センサス一般交通量調査箇所別基本表（全国道路・街路交通情勢調査）」（国土交通省

道路局） 
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５） 水域の利用状況 

（１）水道水源としての利用状況 

建設予定地周辺における鏑川の水道水源としての利用状況について表 2.4 に示す。 

 

表 2.4 鏑川の水道水源としての利用状況 

市町村 施設名 鏑川での取水場所 

富岡市 宮崎浄水場 
南蛇井取水場 

（建設予定地より約 14km 上流） 

高崎市 岩崎浄水場 
岩崎取水場 

（建設予定地より約 8km 下流） 

 

（２）水面利用の状況 

建設予定地周辺における鏑川の水面利用の場として、鏑川に関係する漁業権について表 2.5 に示

す。 

 

表 2.5 漁業権 

漁業番号 共第 5 号及び 16 号第五種共同漁業権 

漁協名 上州漁業協同組合 

対象の水産動物 

アユ、ヤマメ、サクラマス、イワナ、マス（ヤマメ、サクラ

マス、イワナを除く。）、コイ、フナ、ウグイ、オイカワ、ウ

ナギ、ドジョウ、ワカサギ 

漁場の区域 

高崎市（上信線鉄橋）から上流の烏川とその支流（井野川、

榛名白川、榛名川、碓氷川、九十九川等）妙義湖、碓氷湖、

霧積湖等を含む。 

吉井町（蛙ヶ渕）から上流の鏑川とその支流（雄川、西牧

川、南牧川等）大塩湖、立沢湖、荒船湖等を含む。） 

組合地区 

高崎市、富岡市、安中市、多野郡吉井町、甘楽郡甘楽町・下

仁田町・妙義町・南牧村、群馬郡群馬町・蓑郷町・倉渕村・

榛名町 
出典：群馬県漁業増殖基金協会・群馬県漁業協同組合連合会ホームページ 
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２ 自然的状況 

１） 気象 

建設予定地の最寄りの観測所（上里見地域気象観測所）の 2019 年の気象観測結果を表 2.6 に示す。

月別の平均気温および平均降水量（2019 年及び平年値）を図 2.3 に、風向別の出現頻度（2019 年）

を図 2.4 に示す。また、上里見地域気象観測所の位置を図 2.5 に示す。 

月別の平均風速は 0.9～2.1m/s で、冬季から春季にかけて風が強い傾向にある。風向は北西の風が

最多で、秋季から春季にかけては北西よりの風が多いが、夏季は東よりの風が多くなる傾向がみられ

る。 

 

表 2.6 気象観測結果（2019 年） 

項目 

 

月 

 

平均気温 降水量 風速・風向 

 平年 

値 

 平年 

値 

平均 

風速 

 最大 

風速 

最多 

風向 平年値 

℃ mm m/s ― 

1 月 2.6 2.4 2.5 25.3 2.1 2.1 8.0 西北西 

2 月 4.3 3.1 5.5 31.6 1.9 2.1 6.8 北西 

3 月 7.8 6.5 72 62.3 1.9 2.0 7.4 北西 

4 月 11.9 12.3 74.5 80.1 1.8 1.9 8.0 北西） 

5 月 19.0 17.1 75.5 113 1.7 1.6 6.1 北西 

6 月 20.9 20.7 228 167.7 1.2 1.3 5.7 東南東 

7 月 23.5 24.2 272.5 227.2 0.9 1.2 5.4 東 

8 月 27.1 25.5 128.5 240.1 1.1 1.2 5.1 東 

9 月 23.4 21.4 47 234.9 1.2 1.2 5.2 北西 

10 月 17.9 15.5 442 121.1 1.2 1.5 6.3 北北西 

11 月 10.4 9.7 33.5 48.8 1.5 1.7 6.2 北西） 

12 月 5.8 4.8 17.5 22 1.7 2.0 9.3 北西 

年
間 

平均 14.6 13.6 ― ― 1.5 1.6 ― 北西） 

合計 ― ― 1399 1374.0 ― ― ― ― 
注 1）平年値は 1981 年～2010 年までの 30 年間の統計によるものを示す。 
注 2）「）」付の数値は、統計のもととなるデータの 20%以下の欠損があることを示す。（準正常値） 
出典：「気象庁ホームページ（気象統計情報）」 
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注）平年値は 1981 年～2010 年までの 30 年間の統計によるものを示す。 
出典：「気象庁ホームページ（気象統計情報）」 

 

図 2.3 上里見地域気象観測所における月別の平均気温および降水量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注）静穏率：風速 0.3m/s 未満の風の割合。2019 年 1 月 1 日～2019 年 12 月 31 日のデータ。 
出典：「気象庁ホームページ（気象統計情報）」 

 

図 2.4 上里見地域気象観測所における風向別出現頻度（風配図） 
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２） 水象 

建設予定地周辺の主な河川の概要を表 2.7 に、河川の状況を図 2.6 に示す。 

建設予定地の北側に鏑川が東方向に流れている。鏑川の建設予定地上流では、高田川や雄川などが、

下流では星川などが合流している。鏑川は高崎市倉賀野町で烏川に合流し、烏川は伊勢崎市福島町で

利根川に合流する。 

 

表 2.7 主な河川の概要 

河川名称 河川法の区分 流路延長 流域面積 

鏑川 一級 58.8km 632km2 
出典：「高崎河川国道事務所ホームページ」 
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３） 地象の状況 

（１）地形 

建設予定地及びその周囲における地形分類の状況を図 2.7(1)～(2)に示す。 

「土地分類基本調査図 地形分類図 富岡」（平成 6 年 群馬県）によると、建設予定地は鏑川沿

いの低地に位置し、地形は谷底平野に分類される。またその周辺は、鏑川水系で形成された河岸段丘

の最下位段丘となっている。 

 

（２）表層地質 

建設予定地及びその周囲における表層地質の状況を図 2.8(1)～(2)に示す。 

「土地分類基本調査図 表層地質図 富岡」（平成 6 年 群馬県）によると、建設予定地の表層地

質は、礫・砂および泥である。 
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図 2.7(2) 地形分類の凡例 
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図 2.8(2) 表層地質の凡例 
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３ 環境の保全を目的とした関係法令等による指定、規制等の状況 

１） 水質 

（１）環境基準 

環境基本法に基づく人の健康の保護に関する環境基準を表 2.8 に、生活環境の保全に関する河川

の環境基準を表 2.9 に示す。 

 

表 2.8 人の健康の保護に関する環境基準等 

項目 基準値  項目 基準値 

カドミウム 0.003mg/L 以下  1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと。  トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

鉛 0.01mg/L 以下  テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.05mg/L 以下  1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下  チウラム 0.006mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下  シマジン 0.003mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと。  チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

PCB 検出されないこと。  ベンゼン 0.01mg/L 以下 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下  セレン 0.01mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下  硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下  ふっ素 0.8mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下  ほう素 1mg/L 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下  1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下    
注 1）基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 

注 2）「検出されないこと」とは、決められた測定方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量

下限を下回ることをいう。 

出典：水質汚濁に係る環境基準について（昭和 46 年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 号） 
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表 2.9 生活環境の保全に関する環境基準（河川） 
ア BOD 等 
 項目 

 

類型 

利用目的の適応性 

基準値 

水素イオン

濃度(pH) 

生物化学的酸素

要求量(BOD) 

浮遊物質量 

(SS) 

溶存酸素量 

(DO) 

大腸菌群数 

AA 
水道 1 級 
自然環境保全及びA以下

の欄に掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

1mg/L 以下 
25mg/L 
以下 

7.5mg/L 
以上 

50MPN 
/100mL 
以下 

A 
水道 2 級、水産 1 級 
水浴及びB以下の欄に掲

げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

2mg/L 以下 
25mg/L 
以下 

7.5mg/L 
以上 

1,000MPN 
/100mL 
以下 

B 
水道 3 級、水産 2 級 
及びC以下の欄に掲げる

もの 

6.5 以上 
8.5 以下 

3mg/L 以下 
25mg/L 
以下 

5mg/L 
以上 

5,000MPN 
/100mL 
以下 

C 
水産 3 級、工業用水 1 級 
及びD以下の欄に掲げる

もの 

6.5 以上 
8.5 以下 

5mg/L 以下 
50mg/L 
以下 

5mg/L 
以上 

 

D 
工業用水 2 級、農業用水 
及びEの欄に掲げるもの 

6.0 以上 
8.5 以下 

8mg/L 以下 
100mg/L 

以下 
2mg/L 
以上 

 

E 
工業用水 3 級 
環境保全 

6.0 以上 
8.5 以下 

10mg/L 以下 
ごみ等の浮

遊が認めら

れないこと 

2mg/L 
以上 

 

備考 1：基準値は、日間平均値とする。 
備考 2：農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/L 以上とする。 
注 1）自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

注 2）水道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 
 水道 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 
 水道 3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 
注 3）水産 1 級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用 
 水産 2 級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用 
 水産 3 級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 
注 4）工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 
 工業用水 2 級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 
 工業用水 3 級：特殊の浄水操作を行うもの 
注 5）環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

 
イ 全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 
 項目 

 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基準値 

全亜鉛 ノニルフェノール 
直鎖アルキルベンゼン

スルホン酸及びその塩 
生物 A イワナ、サケマス等比較的低温域を

好む水生生物及びこれらの餌生物が

生息する水域 

0.03mg/L 
以下 

0.001mg/L 
以下 

0.03mg/L 
以下 

生物 
特 A 

生物 A の水域のうち、生物 A の欄

に掲げる水生生物の産卵場（繁殖

場）又は幼稚仔の生育場として特に

保全が必要な水域 

0.03mg/L 
以下 

0.0006mg/L 
以下 

0.02mg/L 
以下 

生物 B コイ、フナ等比較的高温域を好む水

生生物及びこれらの餌生物が生息す

る水域 

0.03mg/L 
以下 

0.002mg/L 
以下 

0.05mg/L 
以下 

生物 
特 B 

生物 A 又は生物 B の水域のうち、

生物 B の欄に掲げる水生生物の産

卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場

として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 
以下 

0.002mg/L 
以下 

0.04mg/L 
以下 

備考：基準値は、年間平均値とする。 
出典：水質汚濁に係る環境基準について（昭和 46 年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 号） 
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（２）排水基準 

水質汚濁防止法に基づく排水基準を表 2.10 に、群馬県の生活環境を保全する条例に基づく排水基

準を表 2.11 に示す。なお、有害物質に関する項目についての条例に基づく排水基準は、水質汚濁防

止法に基づく排水基準と項目及び許容限度が同じである。また、汚泥再生処理センターの性能指針

の処理水質の性状について表 2.12 に示す。 

 

表 2.10 水質汚濁防止法に基づく排水基準 
（有害物質に関する項目） 

項目 許容限度  項目 許容限度 

カドミウム及びその化合物 0.03mg/L  1,1-ジクロロエチレン 1mg/L 

シアン化合物 1mg/L  シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L 

有機燐化合物（パラチオン、

メチルパラチオン、メチルジ

メトン及び EPN に限る） 
1mg/L 

 1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L 

1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L 

1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L 

鉛及びその化合物 0.1mg/L  チウラム 0.06mg/L 

六価クロム化合物 0.5mg/L  シマジン 0.03mg/L 

砒素及びその化合物 0.1mg/L  チオベンカルブ 0.2mg//L 

水銀及びアルキル水銀 

その他の水銀化合物 
0.005mg/L 

 ベンゼン 0.1mg/L 

セレン及びその化合物 0.1mg/L 

アルキル水銀化合物 検出されないこと。  ほう素及びその化合物 10mg/L（海域以外） 

ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/L  ふっ素及びその化合物 8mg/L（海域以外） 

トリクロロエチレン 0.1mg/L  アンモニア、 

アンモニウム化合物、 

亜硝酸化合物及び 

硝酸化合物 

アンモニア性窒素に

0.4 を乗じたもの、亜

硝酸性窒素及び硝酸性

窒素の合計量 100mg/L 

テトラクロロエチレン 0.1mg/L 

ジクロロメタン 0.2mg/L 

四塩化炭素 0.02mg/L 

1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L  1,4-ジオキサン 0.5mg/L 
備考：「検出されないこと」とは、第 2 条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合

において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 
 

（生活環境に係る項目） 
項目 許容限度  項目 許容限度 

pH 5.8～8.6  銅含有量 3 mg/L 

BOD 160（日間平均 120）mg/L  亜鉛含有量 2 mg/L 

COD 160（日間平均 120）mg/L  溶解性鉄含有量 10 mg/L 

SS 200（日間平均 150）mg/L  溶解性マンガン含有量 10 mg/L 

ノルマルヘキサン

抽出物質含有量 

鉱油含有量 5mg/L  クロム含有量 2 mg/L 

動植物油脂

類含有量 
30 mg/L 

 大腸菌群数 日間平均 3,000 個/cm3 

窒素含有量 120（日間平均 60）mg/L 

フェノール類含有量 5 mg/L  燐含有量 16（日間平均 8）mg/L 
備考 1：「日間平均」による許容限度は、1 日の排出水の 平均的な汚染状態について定めたものである。 
備考 2：この表に掲げる排水基準は、1 日当たりの平均的な排出水の量が 50m3 以上である工場又は事業場に係る排出水に

ついて適用する。 
備考3：生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、

化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。 
出典：排水基準を定める省令（昭和 46 年 6 月 21 日 総理府令第 35 号）  
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表 2.11 群馬県の生活環境を保全する条例に基づく排水基準（生活環境項目） 

  排水基準 

    項目  日平均 

排水量 
30m3以上 

10m3以上 

30m3未満 

水素イオン濃度(pH)  5.8 以上 8.6 以下 

生物化学的酸素要求量(BOD)  25mg/L 60mg/L 

化学的酸素要求量(COD)  25mg/L 60mg/L 

浮遊物質量(SS)  50mg/L 70mg/L 

ノルマルヘキサン 

抽出物質含有量 

鉱油類 5mg/L 

動植物油脂類 30mg/L 

フェノール類含有量  1mg/L 

銅含有量  3mg/L 

亜鉛含有量  2mg/L 

溶解性鉄含有量  10mg/L 

溶解性マンガン含有量  10mg/L 

クロム含有量  2mg/L 

大腸菌群数  日間平均 3,000 個/cm3 

窒素含有量  120（日間平均 60）mg/L 

燐含有量  16（日間平均 8）mg/L 
備考：生物化学的酸素要求量についての各基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出さ

れる排出水に限って適用し、化学的酸素要求量については、海域及び湖沼に排出され

る排出水に限って適用する。  
出典：群馬県の生活環境を保全する条例施行規則第 21 条別表第 9 

（平成 12 年 7 月 10 日規則第 109 号） 

 

表 2.12 汚泥再生処理センターの性能指針（処理水質の性状） 

項目 性能指針 

生物化学的酸素要求量 (BOD) 日間平均値 10 mg/L 以下 

化学的酸素要求量 (COD) 日間平均値 35 mg/L 以下 

浮遊物質量 (SS) 日間平均値 20 mg/L 以下 

全窒素 (T-N) 日間平均値 20 mg/L 以下 

全燐 (T-P) 日間平均値 1 mg/L 以下 
出典：廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る汚泥再生処理センター等の性能に関する

指針について（平成 12 年 10 月 6 日生衛発 1517 号） 
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２） 騒音 

（１）環境基準 

環境基本法に基づく騒音に係る環境基準を表 2.13 に、道路に面する地域に係る環境基準を表

2.14(1)、(2)に示す。 

 

表 2.13 騒音に係る環境基準（等価騒音レベル） 

地域の 
類型 

時間帯の区分 

昼間 
（午前 6 時～午後 10 時） 

夜間 
（午後 10 時～翌日の午前 6 時） 

AA 50 デシベル以下 40 デシベル以下 
A 及び B 55 デシベル以下 45 デシベル以下 

C 60 デシベル以下 50 デシベル以下 
注 1）AA をあてはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要す

る地域とする。 
注 2）A を当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 
注 3）B を当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 
注 4）C を当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。 

 

表 2.14(1) 道路に面する地域に係る環境基準（等価騒音レベル） 

地域の区分 
時間帯の区分 

昼間 夜間 

A 地域のうち 2 車線以上の車線を有する

道路に面する地域 
60 デシベル以下 55 デシベル以下 

B 地域のうち 2 車線以上の車線を有する

道路に面する地域及び C 地域のうち車線

を有する道路に面する地域 
65 デシベル以下 60 デシベル以下 

注）車線とは一縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道分をいう。

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の

基準値の欄に掲げるとおりとする。 

 

表 2.14(2) 幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準（等価騒音レベル） 

基準値 

昼間 夜間 
70 デシベル以下 65 デシベル以下 

備考：個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれてい

ると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45 デシベル以

下、夜間にあっては 40 デシベル以下）によることができる。 
注 1）「幹線交通を担う道路」とは、道路法第 3 条の規定による高速自動車道、一般国道、県道及び市町村道（市町

村道にあっては 4 車線以上の区間に限る。）をいう。 
注 2）「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端から距離によりその範囲を特定

するものとする。 
(1) 2 車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路  15 メートル 
(2) 2 車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20 メートル 

出典：騒音に係る環境基準について（平成 10 年 9 月 30 日 環境庁告示 64 号） 
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（２）騒音規制 

騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準を表 2.15 に、群馬県の

生活環境を保全する条例に基づく特定工場等において発生する騒音について規制する時間及び区域

の区分ごとの規制基準を表 2.16 に示す。 

 
表 2.15 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準 

区域の区分 

時間の区分 

昼間 

午前 8 時から 

午後 6 時まで 

朝 午前 6 時から午前 8 時まで 

夕 午後 6 時から午後 9 時まで 

夜間 

午後 9 時から 

翌日の午前 6 時まで 

第 1 種区域 50 デシベル 45 デシベル 45 デシベル 

第 2 種区域 60 デシベル 50 デシベル 50 デシベル 

第 3 種区域 65 デシベル 65 デシベル 55 デシベル 

第 4 種区域 70 デシベル 70 デシベル 65 デシベル 
備考 1：規制基準は、特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。 
備考 2：第 2 種区域、第 3 種区域又は、第 4 種区域の区域内に所在する学校教育法第 1 条に規定する学校、児

童福祉法第 7 条第 1 項に規定する保育所、医療法第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院及び同条第 2 項に

規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法第 2 条第 1 項に規定する図書館、老人

福祉法第 5 条の 3 に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律第 2 条第 7 項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね

50 メートルの区域内における規制基準値は、それぞれの基準値から 5 デシベルを減じた値とする。 
出典： 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準（昭和 43 年 11 月 27 日 厚生省・農林省・通商

産業省・運輸省告示 1 号） 

 
表 2.16 群馬県の生活環境を保全する条例に基づく特定工場等において 

発生する騒音について規制する時間及び区域の区分ごとの規制基準 

区域の区分 

時間の区分 

昼間 

午前 8 時から 

午後 6 時まで 

朝 午前 6 時から午前 8 時まで 

夕 午後 6 時から午後 9 時まで 

夜間 

午後 9 時から 

翌日の午前 6 時まで 

第 1 種区域 45 デシベル 40 デシベル 40 デシベル 

第 2 種区域 55 デシベル 50 デシベル 45 デシベル 

第 3 種区域 65 デシベル 60 デシベル 50 デシベル 

第 4 種区域 70 デシベル 65 デシベル 55 デシベル 
注）学校教育法第 1 条に規定する学校、児童福祉法第 7 条に規定する保育所、医療法第 1 条の 5 第 1 項に規

定する病院及び同条第 2 項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館

法第 2 条第 1 項に規定する図書館、老人福祉法第 5 条の 3 に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前

の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第 2 条第 7 項に規定する幼保連携型

認定こども園の敷地の周囲おおむね 50 メートルの区域内における当該基準は、表に定める値（第 2 種区

域、第 3 種区域及び第 4 種区域に係るものに限る。）からそれぞれ 5 デシベルを減じた値とする。 
備考：第 1 種区域、第 2 種区域、第 3 種区域及び第 4 種区域とは、それぞれ次に掲げる区域として知事が告

示した区域をいう。 
(1) 第 1 種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域 
(2) 第 2 種区域 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 
(3) 第 3 種区域 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住

民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域 
(4) 第 4 種区域 主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を

悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域 
出典：群馬県の生活環境を保全する条例施行規則第 35 条別表第 14（平成 12 年 9 月 10 日規則第 109 号） 
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３） 振動 

振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の規制に関する基準を表 2.17 に、群馬県の

生活環境を保全する条例に基づく特定工場等において発生する振動について規制する時間及び区域

の区分ごとの規制基準を表 2.18 に示す。 

 

表 2.17 特定工場等において発生する振動の規制に関する基準 

区域の区分 

時間の区分 

昼間 

午前 7 時から午後 7 時まで 

夜間 

午後 7 時から午前 7 時まで 

第 1 種区域 65 デシベル以下 60 デシベル以下 

第 2 種区域 70 デシベル以下 65 デシベル以下 
備考 1：規制基準は、特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。 
備考 2：第 1 種区域及び第 2 種区域に所在する学校教育法第 1 条に規定する学校、児童福祉法第 7 条第

1 項に規定する保育所、医療法第 1 条の 5 第 1 項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有す

るもの、図書館法第 2 条第 1 項に規定する図書館、老人福祉法第 5 条 3 項に規定する特別養護

老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第 2
条第 7 項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲 50 メートルの区域内における規制基

準値は、それぞれの基準値から 5 デシベルを減じた値とする。 
出典：特定工場等において発生する振動の規制に関する基準（昭和 51 年 11 月 10 日 環境庁告示 90 号） 

 

表 2.18 群馬県の生活環境を保全する条例に基づく特定工場等において 
発生する振動について規制する時間及び区域の区分ごとの規制基準 

区域の区分 

時間の区分 

昼間 

午前 8 時から午後 7 時まで 

夜間 

午後 7 時から午前 8 時まで 

第 1 種区域 65 デシベル以下 55 デシベル以下 

第 2 種区域 70 デシベル以下 65 デシベル以下 
注）学校教育法第 1 条に規定する学校、児童福祉法第 7 条に規定する保育所、医療法第 1 条の 5 第 1 項に規

定する病院及び同条第 2 項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館

法第 2 条第 1 項に規定する図書館、老人福祉法第 5 条の 3 に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前

の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第 2 条第 7 項に規定する幼保連携型

認定こども園の敷地の周囲おおむね 50 メートルの区域内における当該規制基準は、表の時間の区分及び

区域の区分に応じて定める値からそれぞれ 5 デシベルを減じた値とする。 
備考：第 1 種区域及び第 2 種区域とは、それぞれ次に掲げる区域として知事が告示した区域をいう。 

(1) 第 1 種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用

に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 
(2) 第 2 種区域 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住

民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として

工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させ

ないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域 
出典：群馬県の生活環境を保全する条例施行規則第 35 条別表第 15（平成 12 年 9 月 10 日規則第 109 号） 
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４） 悪臭 

群馬県では、県民の生活環境の保全を目指し、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生

する悪臭について必要な規制を行うために、「臭気指数規制」の導入を進めている。富岡市及び甘楽町

についても臭気指数規制が適用されており、その規制状況及び基準値（敷地境界）を表 2.19 に示す。 

気体排出口における基準値は、敷地境界における基準値をもとに、排出口の高さ、面積などから算

出した値となる。また、排出水における基準値は、敷地境界における基準値に 16 を加えたものにな

る。 
 

表 2.19 臭気指数規制による規制基準（敷地境界） 

用途地域 富岡市 甘楽町 

第一種低層住居専用地域 15 15 

第一種中高層住居専用地域 15 15 

第一種住居地域 15 15 

第二種住居地域 15 － 

準住居地域 21 － 

近隣商業地域 21 15 

商業地域 21 － 

準工業地域 21 15 

工業地域 － 15 

工業専用地域 21 21 

用途未指定地域 21 21 

その他の地域 21 21 
出典：悪臭防止法第三条に規定する規制地域の指定及び同法第四条に規定

する規制基準の設定（平成 16 年 3 月 26 日告示第 159 号） 
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４ 環境の状況 （水質） 

群馬県では、河川の水質について毎年調査を行っている。鏑川の建設予定地周辺の水質調査の結果

（2018 年度）を表 2.20 に、調査地点位置を図 2.9 に示す。 

 

表 2.20 河川水質の調査結果（2018 年度） 

地点名 項目 
4 
月 

5 
月 

6 
月 

7 
月 

8 
月 

9 
月 

10 
月 

11 
月 

12
月 

1 
月 

2 
月 

3 
月 

桐渕橋 
（富岡市） 

pH － 7.7 － － 8.6 － － 8.7 － － 8.4 － 

BOD (mg/L) － 1.0 － － 2.0 － － 1.2 － － 1.7 － 

SS (mg/L) － 1 － － 1 － － 1 － － 1 － 

大腸菌群数 
(MPN/100ml) 

－ 4900 － － 3300 － － 13000 － － 1300 － 

高田川 
合流地点 
（富岡市） 

pH 9.1 8.1 8.6 9.2 8.0 8.5 8.0 8.8 8.4 8.3 8.3 8.4 

BOD (mg/L) 2.1 0.8 1.8 2.4 0.9 0.9 0.5 1.6 2.1 1.6 1.8 2.1 

SS (mg/L) 2 3 2 1 2 2 9 2 5 <1 1 6 

大腸菌群数 
(MPN/100ml) 

－ 3300 － － 28000 － － 79000 － － 7900 － 

T-N (mg/L) － － － － 2.1 － － － － － 2.5 － 

T-P (mg/L) － － － － 0.049 － － － － － 0.084 － 

吉井大橋 
（高崎市） 

pH － 7.7 － － 8.3 － － 8.5 － － 8.2 － 

BOD (mg/L) － 0.8 － － 1.6 － － 1.4 － － 2.0 － 

SS (mg/L) － 1 － － 1 － － 1 － － 1 － 

大腸菌群数 
(MPN/100ml) 

－ 7900 － － 2400 － － 4900 － － 1300 － 

出典：群馬県統計情報提供システム 平成 30 年度公共用水域水質測定結果 
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第３章 生活環境影響調査項目の選定 

１ 生活環境影響調査項目 

生活環境影響調査の項目を表 3.1 に示す。 

なお、生活環境影響調査の項目は、「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（環境省、平成 18 年

9 月；以下「生活環境影響調査指針」という。）に準じ、し尿処理施設の稼働・存在が周辺環境へ影響

を及ぼすおそれのある要因及び影響の程度を考慮した。 

 

表 3.1 生活環境影響要因と生活環境影響調査項目 

調査 

事項 

生活環境影響  

要因  

 

生活環境 

影響調査項目 

施設からの 

処理水の 

放流 

施設の 

稼働 

施設からの 

悪臭の漏洩 

し尿等の 

搬入車両の 

走行 

大
気
環
境 

大気質 
二酸化窒素(NO2)    － 

浮遊粒子状物質(SPM)    － 

騒音 騒音レベル  ○  － 

振動 振動レベル  ○  － 

悪臭 
特定悪臭物質濃度 

または臭気指数 
 ○ ○  

水
環
境 

水質 

生物化学的酸素要求量

(BOD)または化学的酸素要

求量(COD) 

○    

浮遊物質量(SS) ○    

その他必要項目 

（全窒素 T-N、全燐 T-P） 
○    

注 1）「○」は、影響が予測されるため、調査、予測、影響の分析を行う項目 
注 2）「－」は、「生活環境影響調査指針」で調査項目になっているが、影響が軽微であると認められた

ため、調査、予測、影響の分析を行わない項目 
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２ 選定した項目及びその理由 

１） 騒音・振動 （計画施設の稼働） 

計画施設の稼働により、機械設備から騒音・振動が発生する。このため、騒音・振動の現況を調査

し、施設稼働時の機械設備からの騒音・振動が周辺の環境へ与える影響について予測した。 

 

２） 悪臭 

計画施設からの悪臭の漏洩の可能性がある。また、計画施設の稼働により臭突から臭気を伴ったガ

スが排出される。このため、悪臭の現況を調査し、施設からの悪臭の漏洩及び施設の稼働による臭突

からの臭気が周辺の環境へ与える影響について予測した。 

 

３） 水質 

計画施設からの処理水は、鏑川へ放流する計画としている。このため、河川水質の現況を調査し、

施設からの処理水が周辺の水環境へ与える影響について予測した。 

 

３ 選定しなかった項目及びその理由 

１） 大気質 （し尿等の搬入車両の走行） 

建設予定地では現在し尿処理施設が稼働しており、本計画は施設の更新となるため、し尿等の搬入

車両の台数や受入時間に変更はない。周辺の大気質への影響は現況と変化しないため、調査・予測の

対象から除外した。 

 

２） 騒音・振動 （し尿等の搬入車両の走行） 

大気質と同様の理由により、周辺環境への影響は現況と変化しないため、調査・予測の対象から除

外した。 
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第４章 生活環境影響調査の結果 

１ 騒音 

１） 調査 

（１）調査の内容と調査目的 

騒音の現況（等価騒音レベル LAeq、時間率騒音レベル LA5、LA50、LA95）を把握し、計画施設の供

用後の影響予測の基礎資料とするため、現施設の敷地境界において工場騒音の調査を実施した。 

 

（２）調査の方法及び調査期間・頻度 

騒音の調査方法・調査期間等を表 4.1 に示す。 

 

表 4.1 騒音の調査方法・調査期間等 

調査項目 調査方法 調査期間及び頻度 調査地点 

工場騒音 
騒音レベル 

「特定工場等において発生

する騒音の規制に関する基

準」（昭和 43 年厚・農・通・

運告 1 号）等に準じる方法 

平日 1 回 
24 時間連続測定 

現施設の敷地境界 
3 地点 

 

（３）調査対象地域及び調査地点 

工場騒音の調査対象地域は計画施設の敷地境界を含む現施設の敷地境界から概ね 100m の範囲と

し、調査地点は現施設の敷地境界 3 地点とした。なお、計画施設の敷地境界は、現施設の敷地境界か

ら東側及び南東側に拡大している。調査地点を図 4.1 及び表 4.2 に示す。 

 

表 4.2 騒音調査地点 

調査項目 調査地点 

工場騒音 
現施設の敷地境界 
No.1（北西側）、No.2（南西側） 
No.3（東側） 

 

（４）調査期間 

調査は、表 4.3 に示す期間に実施した。 

 

表 4.3 調査実施期間 

調査項目 調査実施期間 

工場騒音 2019 年 10 月 30 日（水）10 時～31 日（木）10 時 
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（５）調査結果 

現施設の敷地境界における工場騒音の調査結果を表 4.4(1)、(2)に示す。全ての地点、時間区分で

群馬県の生活環境を保全する条例の騒音規制の第 3 種区域の規制基準を満たしていた。 

 

表 4.4(1) 現施設の敷地境界の工場騒音調査結果（等価騒音レベル LAeq） 
単位：dB 

調査地点 時間区分 調査結果 

敷地境界 
No.1（北西側） 

昼間 50 

夜間 50 

敷地境界 
No.2（南西側） 

昼間 44 

夜間 40 

敷地境界 
No.3（東側） 

昼間 49 

夜間 49 
注）時間区分は昼間：6:00～22:00、夜間：22:00～6:00 である。 

 

表 4.4(2) 現施設の敷地境界の工場騒音調査結果（時間率騒音レベル LA5） 
単位：dB 

調査地点 時間区分 調査結果 規制基準 

敷地境界 
No.1（北西側） 

朝 51 60 

昼間 53 65 

夕 51 60 

夜間 50 50 

敷地境界 
No.2（南西側） 

朝 47 60 

昼間 50 65 

夕 47 60 

夜間 44 50 

敷地境界 
No.3（東側） 

朝 50 60 

昼間 50 65 

夕 49 60 

夜間 49 50 
注 1）時間区分は朝：6:00～8:00、昼間：8:00～18:00、夕：18:00～21:00、夜間：21:00～6:00 である。 
注 2）規制基準は、群馬県の生活環境を保全する条例施行規則第 35 条別表第 14 の第 3 種区域の基準値。 
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２） 予測 

（１）予測の概要 

ア．予測の内容 

計画施設の稼働に伴い発生する騒音の影響を予測した。 
 

イ．予測方法及び予測対象時期 

予測方法・予測対象時期等を表 4.5 に示す。 
 

表 4.5 騒音の予測方法・予測対象時期等（計画施設の稼働による影響） 

影響要因 予測項目 予測方法 予測対象時期 
予測地域又は 
予測地点 

計画施設の稼動 工場騒音 
音の伝搬理論に基づく

予測式により予測した。 
計画施設が定常的

に稼働する時期 
計画施設 
敷地境界 3 地点 

 
ウ．予測地域及び予測地点 

計画施設の稼働に起因する騒音の予測地域は、計画施設の敷地境界から概ね 100m を含む範囲

とし、予測地点は騒音の現地調査地点である No.1（北西側）と No.2（南西側）、及び計画施設の

敷地境界南東側とした。南東側の地点は、現地調査地点の No.3（東側）とは、敷地境界の拡張の

ため地点が異なる。（図 4.3 参照、後出） 
 
（２）計画施設の稼働による騒音 

ア．予測の方法 

（ア）予測手順 

事業計画を基に騒音源の位置、騒音レベルを設定し、建物による騒音の吸音、透過損失を加味

して、発生源を点音源として音の伝搬理論に基づく予測計算を行い、予測地点における騒音レベ

ルを算出した。 

計画施設の稼働に起因する騒音の予測手順を図 4.2 に示す。 

 

 

図 4.2 計画施設の稼働に伴う騒音の予測手順 

  

事業計画 

音源の位置、パワーレベルの設定 

屋内音源 

室内内壁入射パワーレベル 

外壁面のパワーレベル 

外部での騒音伝搬計算 
（回折減衰の考慮） 

予測地点での騒音レベル 
（騒音レベルの合成） 
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（イ）予測式 

予測は音の伝搬理論に基づく計算式により行った。 

 

a．室内内壁入射パワーレベルの算出 

10 log 4⁄ 1⁄  

Lwi ：内壁入射パワーレベル(dB) 

Lw ：音源のパワーレベル(dB) 

Q ：方向係数 2（半自由空間） 

r ：音源と壁面の距離(m) 

R ：室定数(m2) 

1⁄  

S ：材料ごとの表面積(m2) 

  ：材料ごとの吸音率 

 

 

b．外壁面のパワーレベルの算出 

10 log  

Lwoi ：外壁面のパワーレベル(dB) 

Lwi ：内壁入射パワーレベル(dB) 

TLi ：壁の透過損失(dB) 

Si ：壁の面積(m2) 

 

c．回折減衰の考慮 

∆ 13 10 log   	 1 			

5 8 . 																			   0 1 	

5 8 . 																			   0.3 0 	

0																								    								 0.3  

ΔLd ：減衰値(dB) 

N ：フレネル数  ⋅ 170⁄  

 ：行路差(m)   

a ：音源から回折点までの距離(m) 

b ：受音点から回折点までの距離(m) 

c ：音源から受音点までの距離(m) 

f ：周波数(Hz) 

 

d．伝搬計算 

20 log 10 log 4⁄ ∆  

Lr ：受音点での音圧レベル(dB) 

r ：音源から受音点までの距離(m) 
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10 log 10 ⁄  

SPL ：予測地点における騒音レベル(dB) 

SPLi ：各音源からの騒音レベル(dB) 

n ：音源の数 
 

（ウ）予測条件の設定 

a．計画施設の配置、形状、材質 

計画施設の配置は、「第 1 章 事業計画」に示されている配置計画を基に設定した。 

計画施設の形状は 37m×32m で高さが 8.9m の直方体とし、外壁は RC 構造、屋根はカラー

鋼板及び木毛セメント板を使用したものとした。 

外壁及び屋根の透過損失を表 4.6、吸音率を表 4.7 に示す。 

 

表 4.6 透過損失 

部分 材質 
周波数別透過損失 (dB(A)) 

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

外壁 コンクリート t150 34 43 50 56 61 67 

屋根 カラー鋼板 t0.4 15 15 17 22 22 23 
出典：騒音制御工学ハンドブック（平成 13 年 技報堂出版） 

 

表 4.7 吸音率 

部分 材質 
周波数別吸音率 (dB(A)) 

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

屋根 木毛セメント板 t15 4 9 13 32 71 60 
出典：騒音・振動対策ハンドブック（昭和 57 年 技報堂出版） 

 

b．騒音発生源 

騒音発生源の配置は、「第 1 章 事業計画」に示されている配置計画を基に設定した。 

騒音発生源の種類、台数及び騒音パワーレベルを表 4.8 に、配置と予測地点を図 4.3 に示す。

ブロワは地下の防音室に設置する計画であるが、全て一階にあるものとして扱った。 

 

表 4.8 騒音発生源の種類、台数及び騒音パワーレベル 

機器名称 
台 

数 

音源 

高さ 

中心周波数別騒音パワーレベル(dB) 稼働 

時間 

設備機器 

番号注 2） 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz O.A.注 1） 

曝気ブロワ 3 1.0m 59 59 66 80 69 68 83 24h 1,2,3 

撹拌ブロワ 2 1.0m 54 54 61 75 64 63 78 24h 4,5 

貯留槽 

撹拌ブロワ 
2 1.0m 54 54 61 75 64 63 78 24h 6,7 

低濃度脱臭 

ファン 
1 1.0m 76 79 85 82 83 83 90 8h 注 3) 8 

高中濃度脱臭 

ファン 
1 1.0m 79 82 88 85 86 86 93 24h 9 

注 1）O.A.は周波数帯別の騒音パワーレベルの合成値であり、メーカー設計資料を基に設定した。なお、周波数別騒音パワー

レベルは、他事例を基に O.A.から按分して設定した。 
注 2）図 4.3 の図中の番号に対応している。 
注 3）昼間の稼働。 
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c．地形の考慮 

「基盤地図情報数値標高モデル」（国土地理院）の標高データを使用し、地形による回折減衰

を考慮した。 

 

イ．予測結果 

計画施設の稼働に伴い発生する工場騒音の予測結果を表 4.9 及び図 4.4 に示す。なお、図 4.4 に

示す騒音レベルは施設稼働騒音のみを示していて、暗騒音は含まれていない。 

暗騒音は現施設が稼働中の現況の騒音レベルを用いた。また No.4（南東側）の暗騒音には、最

も近い現施設の敷地境界 No.3（東側）の現況の騒音レベルを用いた。 

暗騒音に施設稼働騒音を合成した予測値は、暗騒音から変化はなかった。 

 

表 4.9 建設予定地敷地境界の工場騒音の予測結果 
単位：dB 

予測地点 
時間 
区分 

騒音 
評価値 

暗騒音 施設稼働騒音 
暗騒音+ 

施設稼働騒音 

敷地境界 
No.1（北西側） 

朝 

LA5 

51 29 51 

昼間 53 31 53 

夕 51 29 51 

夜間 50 29 50 

敷地境界 
No.2（南西側） 

朝 

LA5 

47 29 47 

昼間 50 31 50 

夕 47 29 47 

夜間 44 29 44 

敷地境界 
No.4（南東側） 

朝 

LA5 

50 39 50 

昼間 50 40 50 

夕 49 39 49 

夜間 49 39 49 

注 1）暗騒音は現地調査の結果から得られた、現況の時間率騒音レベル(LA5)を用いた。 
注 2）表中の騒音の数値（単位：dB）はエネルギー値の対数で表現されているため、それらを合成した予測値

は単純な数値の和とはならない。10dB の上昇ではエネルギー値が 100 倍となる。 
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３） 影響の分析（評価） 

（１）環境保全水準の設定 

影響の分析（評価）を行うに当たり、予測結果と対比する生活環境の保全上の目標を設定した。 

計画施設の稼働に起因する騒音の生活環境の保全上の目標として、計画施設の敷地境界における

目標値を表 4.10 に示すとおり設定した。 

建設予定地は群馬県の生活環境を保全する条例の騒音規制に関する第 3 種区域の基準が適用され

る。 

 
表 4.10 計画施設の敷地境界の生活環境の保全上の目標 

単位：dB 

項目 
生活環境の 

保全上の目標 
設定根拠 

工場騒音 

昼間：65 以下 
群馬県の生活環境を保全する条例の騒音規制 

第 3 種区域の基準 
朝夕：60 以下 

夜間：50 以下 

注）時間区分は朝：6:00～8:00、昼間：8:00～18:00、夕：18:00～22:00、夜間：22:00～翌 6:00 である。 

 

（２）環境保全水準との比較 

予測結果を生活環境の保全上の目標と対比し、その整合性を検討することにより評価を行った。 

計画施設の敷地境界における工場騒音の予測値と生活環境の保全上の目標との比較は表 4.11 に示

すとおりである。 

敷地境界において環境保全に関する目標を満足していることから、環境保全に関する目標との整

合性は図られているものと評価する。 

 
表 4.11 計画施設の敷地境界の生活環境の保全上の目標との比較 

単位：dB 

予測地点 
騒音 
評価値 

時間 
区分 

生活環境の 
保全上の目標 

予測結果 評価 

敷地境界 
No.1（北西側） 

LA5 

朝 60 以下 51 

保全目標を満足する 

昼間 65 以下 53 

夕 60 以下 51 

夜間 50 以下 50 

敷地境界 
No.2（南西側） 

LA5 

朝 60 以下 47 

昼間 65 以下 50 

夕 60 以下 47 

夜間 50 以下 44 

敷地境界 
No.4（南東側） 

LA5 

朝 60 以下 50 

昼間 65 以下 50 

夕 60 以下 49 

夜間 50 以下 49 
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２ 振動 

１） 調査 

（１）調査の内容と調査目的 

振動の現況（時間率振動レベル L10、L50、L90）を把握し、計画施設の供用後の影響予測の基礎資料

とするため、現施設の敷地境界において工場振動の調査を実施した。 
 
（２）調査の方法及び調査期間・頻度 

振動の調査方法・調査期間等を表 4.12 に示す。 
 

表 4.12 振動の調査方法・調査期間等 

調査項目 調査方法 調査期間及び頻度 調査地点 

工場振動 
振動レベル 

「JIS Z 8735 振動レベル

測定方法」等に準じる方法 
平日 1 回 
24 時間連続測定 

現施設の敷地境界 
3 地点 

 
（３）調査対象地域及び調査地点 

工場振動の調査対象地域は計画施設の敷地境界を含む現施設の敷地境界から概ね 100m の範囲と

し、調査地点は現施設の敷地境界 3 地点とした。調査地点を図 4.1（前出）及び表 4.13 に示す。 
 

表 4.13 振動調査地点 

調査項目 調査地点 

工場振動 
現施設の敷地境界 
No.1（北西側）、No.2（南西側）、No.3（東側） 

 
（４）調査期間 

調査は、表 4.14 に示す期間に実施した。 
 

表 4.14 調査実施期間 

調査項目 調査実施期間 

工場振動 2019 年 10 月 30 日（水）10 時～31 日（木）10 時 
 
（５）調査結果 

現施設の敷地境界における工場振動の調査結果を表 4.15 に示す。全ての地点、時間区分で規制基

準を満たしていた。 
 

表 4.15 現施設の敷地境界の工場振動の調査結果（時間率振動レベル L10の時間区分平均値） 
単位：dB 

調査地点 時間区分 調査結果 規制基準 

敷地境界 
No.1（北西側） 

昼間 <25 70 

夜間 <25 65 

敷地境界 
No.2（南西側） 

昼間 29 70 

夜間 25 65 

敷地境界 
No.3（東側） 

昼間 40 70 

夜間 40 65 
注 1）時間区分は昼間：8:00～19:00、夜間：19:00～8:00 である。 
注 2）「<25」は振動レベル計の測定レベル範囲（25～120dB）未満であることを示す。 
注 3）L10の時間区分平均値は、1 時間ごとの測定値の算術平均であり、「<25」の時間帯がある場合は

便宜上「25」として計算し、時間区分平均値に「<」を付している。 
注 4）規制基準は群馬県の生活環境を保全する条例施行規則第 35 条別表第 15 の第 2 種区域の基準値。 
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２） 予測 

（１）予測の概要 

ア．予測の内容 

計画施設の稼働に伴い発生する振動の影響を予測した。 

 

イ．予測方法及び予測対象時期 

予測方法・予測対象時期等を表 4.16 に示す。 

 

表 4.16 振動の予測方法・予測対象時期等（計画施設の稼働による影響） 

影響要因 予測項目 予測方法 予測対象時期 
予測地域又は 

予測地点 

計画施設の稼動 工場振動 
振動の距離減衰式に

より予測した。 
計画施設が定常的

に稼働する時期 
計画施設 
敷地境界 3 地点 

 

ウ．予測地域及び予測地点 

計画施設の稼働に起因する振動の予測地域は、計画施設の敷地境界から概ね 100m を含む範囲

とし、予測地点は振動の現地調査地点である No.1（北西側）と No.2（南西側）、及び計画施設の

敷地境界南東側とした。南東側の地点は、現地調査地点の No.3（東側）とは、敷地境界の拡張の

ため地点が異なる。（図 4.3 参照、前出） 

 

（２）計画施設の稼働による振動 

ア．予測の方法 

（ア）予測手順 

事業計画を基に振動源の位置、振動レベルを設定し、距離減衰を求めて予測地点における振動

レベルを算出した。 

計画施設の稼働に起因する振動の予測手順を図 4.5 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5 計画施設の稼働に起因する振動の予測手順 
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（イ）予測式 

生活環境影響調査指針に示される振動の距離減衰式を用い、振動源からの予測地点における

振動レベルを求めた。 

20 log 8.68  

ただし、 LVr ：振動源から r(m)点の振動レベル(dB) 

 LVr0 ：振動源から r0(m)点の振動レベル(dB) 

 r,r0 ：振動源からの距離(m) 

 n ：幾何減衰定数(0.5) 

 α ：地盤減衰定数（0.03；砂礫質） 

 

（ウ）予測条件の設定 

振動発生源の種類、台数及び振動レベルを表 4.17 に示す。振動発生源の配置と予測地点は図

4.3（前出）に示すとおりである。 

 
表 4.17 振動発生機器の種類、台数及び振動レベル 

機器名称 台数 振動レベル(dB) 夜間稼働 番号 

曝気ブロワ 3 50 有 1,2,3 

撹拌ブロワ 2 50 有 4,5 

貯留槽撹拌ブロワ 2 50 有 6,7 

低濃度脱臭ファン 1 43 無 8 

高中濃度脱臭ファン 1 43 有 9 
注）表中の番号は図 4.3 の図中の番号に対応している。 
出典：メーカー資料及び「騒音・振動対策ハンドブック」（昭和 57 年、技報堂出版） 

 
イ．予測結果 

計画施設の稼働に伴い発生する工場振動の予測結果を表 4.18 に示す。 

暗振動は現施設が稼働中のものを用いた。また No.4（南東側）の暗振動には、最も近い現施設

の敷地境界 No.3（東側）の現況の振動レベルを用いた。 

暗振動に施設稼働振動を合成した予測値は、暗振動からほぼ変化はなかった。 

 
表 4.18 敷地境界の工場振動の予測結果 

単位：dB 

予測地点 時間区分 暗振動 施設稼働振動 暗振動＋施設稼働振動 

敷地境界 
No.1（北西側） 

昼間 <25 <25 (-7.3) 25 

夜間 <25 <25 (-7.6) 25 

敷地境界 
No.2（南西側） 

昼間 29 <25 (-7.9) 29 

夜間 25 <25 (-8.1) 25 

敷地境界 
No.4（南東側） 

昼間 40 29 40 

夜間 40 29 40 
注 1）時間区分は昼間：8:00～19:00、夜間：19:00～8:00 である。 
注 2）「<25」は振動レベル計の測定レベル範囲未満であることを示す。 
注 3）振動レベルの合成は、暗振動の「<25」は 25dB として扱い、施設稼働振動の「<25」は実際の予測数値

（括弧で示した値）を用いて行った。 
注 4）振動レベルは対数で表現されているため、大きさが小さい（1 未満）とマイナス表示になる。また合成し

た予測値は単純な数値の和とはならない。 
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３） 影響の分析（評価） 

（１）環境保全水準の設定 

影響の分析（評価）を行うにあたり、予測結果と対比する生活環境の保全上の目標を設定した。 

計画施設の稼働に起因する振動の生活環境の保全上の目標として、計画施設の敷地境界における

目標値を表 4.19 に示すとおり設定した。 

建設予定地は群馬県の生活環境を保全する条例の振動規制に関する第 2 種区域の基準が適用され

る。 

 

表 4.19 計画施設の敷地境界の生活環境の保全上の目標 
単位：dB 

項目 
生活環境の 

保全上の目標 
設定根拠 

工場振動 
昼間：70 以下 
夜間：65 以下 

群馬県の生活環境を保全する条例の

振動規制の第 2 種区域の基準 

注）時間区分は昼間：8:00～19:00、夜間：19:00～8:00 である。 

 

（２）環境保全水準との比較 

予測結果を生活環境の保全上の目標と対比し、その整合性を検討することにより評価を行った。 

計画施設の敷地境界における工場振動の予測値と生活環境の保全上の目標との比較は表 4.20 に示

すとおりである。 

予測地点において環境保全に関する目標を満足していることから、環境保全に関する目標との整

合性は図られているものと評価する。 

 

表 4.20 計画施設の敷地境界の生活環境の保全上の目標との比較 
単位：dB 

予測地点 
時間 
区分 

生活環境の 
保全上の目標 

予測結果 評価 

敷地境界 
No.1（北西側） 

昼間 70 以下 25 

保全目標を満足する 

夜間 65 以下 25 

敷地境界 
No.2（南西側） 

昼間 70 以下 29 

夜間 65 以下 25 

敷地境界 
No.4（南東側） 

昼間 70 以下 40 

夜間 65 以下 40 
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３ 悪臭 

１） 調査 

（１）調査の内容と調査目的 

悪臭の現況（臭気指数、特定悪臭物質）を把握し、計画施設の供用後の影響予測の基礎資料とす

るため、現施設の敷地境界及び脱臭装置排気地点（脱臭炉出口）において悪臭（特定悪臭物質、臭

気指数）の調査を実施した。 

 

（２）調査の方法及び調査期間・頻度 

悪臭の調査方法・調査期間等を表 4.21 に示す。 

特定悪臭物質は全部で 22 種類が指定されているが、し尿処理施設が発生源となる主要な 9 物質

について調査を行った。 

 

表 4.21 悪臭の調査方法・調査期間等 

調査項目 調査方法 調査期間及び頻度 

特定悪臭物質 
（9 物質） 

「特定悪臭物質の測定の方法」

（昭和 47 年環告 9 号）に準ずる

方法 
夏季に 1 回 

臭気指数 
「臭気指数及び臭気排出強度の

算定の方法」（平成 7年環告 63号）

に準ずる方法 

 

（３）調査対象地域及び調査地点 

悪臭の調査地点は現施設の敷地境界の風上、風下の 2 地点、及び現施設の脱臭装置排気地点（脱

臭炉出口）の計 3 地点とした。 

調査地点を図 4.6 及び表 4.22 に示す。 

 

表 4.22 悪臭調査地点 

調査項目 調査地点 

特定悪臭物質 
臭気指数 

現施設の敷地境界の風上 No.1（北東地点）、風下 No.2（北西地点） 
現施設の脱臭装置排気地点（脱臭炉出口） 

 

（４）調査期間 

調査は、表 4.23 に示す期間に実施した。 

 

表 4.23 調査実施期間 

調査項目 調査時期 調査実施期間 

特定悪臭物質 
臭気指数 

夏季 2019 年 7 月 31 日（水） 
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（５）調査結果 

ア．特定悪臭物質 

特定悪臭物質の調査結果を表 4.24 に示す。脱臭装置排気地点でアンモニア 1.9ppm が検出され

た以外は、全地点、全物質で定量下限値未満であった。 

 

表 4.24 特定悪臭物質濃度調査結果 
単位：ppm 

項目 
風上 

（北東地点） 

風下 

（北西地点） 

現施設の 

脱臭装置排気地点 

（脱臭炉出口） 

アンモニア 0.2 未満 0.2 未満 1.9 

メチルメルカプタン 0.0002 未満 0.0002 未満 0.002 未満 

硫化水素 0.0002 未満 0.0002 未満 0.002 未満 

硫化メチル 0.0002 未満 0.0002 未満 0.002 未満 

二硫化メチル 0.0002 未満 0.0002 未満 0.002 未満 

トリメチルアミン 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 

ノルマル酪酸 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0002 未満 

ノルマル吉草酸 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0002 未満 

イソ吉草酸 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0002 未満 

気象状況 

観測時刻 13:50 13:11 11:35 

天候 晴れ 晴れ － 

気温 35.4℃ 34.8℃ － 

湿度 57% 60% － 

風向（16 方位） 北東～東 北東～東北東 － 

風速 2.5m/s 2.0m/s － 

気圧 99.9kPa 99.9kPa － 
備考）未満表示は定量下限値未満であることを示す。 

 

イ．臭気指数 

臭気指数の調査結果を表 4.25 に示す。敷地境界の地点の臭気指数は 10 未満であり、規制基準

を満たしていた。 

 

表 4.25 臭気指数の調査結果 

調査地点 
採取 

時間 
天候 

風向 

（16 方位） 

風速 

(m/s) 
臭気指数 

規制基準注 2） 

（臭気指数） 

風上 

（北東地点） 
13:41 晴れ 東～北東 2.0 10 未満 21 

風下 

（北西地点） 
13:21 晴れ 北東 1.8 10 未満 21 

現施設の 

脱臭装置排気地点 

（脱臭炉出口） 

11:35 － － － 

32 

（臭気濃度

1,600） 

－ 

注 1）臭気指数が 10 未満とは、試料を 10 倍に希釈したときにほとんどの人が感じられなくなる弱い臭い。 
注 2）群馬県の悪臭防止法第三条に規定する規制地域の指定及び同法第四条に規定する規制基準の設定

（平成 16 年 3 月 26 日告示第 159 号）  
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２） 予測 

（１）予測の概要 

ア．予測の内容 

計画施設の供用に伴い発生する悪臭の影響を予測した。 

 

イ．予測方法及び予測対象時期 

予測方法・予測対象時期等を表 4.26 に示す。 
 

表 4.26 悪臭の予測方法・予測対象時期等 

影響要因 予測項目 予測方法 予測対象時期 
予測地域又は 
予測地点 

計画施設の稼働

に伴う臭突から

の排気 
臭気指数 

大気の拡散式に基

づき予測した。 
計画施設が定常的

に稼働する時期 

最大着地濃度地点 

計画施設からの 
悪臭の漏洩 

臭気指数 
事業計画に基づく

悪臭防止対策より

定性的に予測した。 
計画施設の敷地境界 

 

ウ．予測地域及び予測地点 

計画施設の稼働に伴う臭突からの排気に起因する悪臭の予測地域は、建設予定地の周辺地域と

し、予測地点は最大着地濃度地点とした。計画施設からの漏洩に起因する悪臭の予測地点は、計

画施設の敷地境界とした。 

 

（２）計画施設の稼働に伴う臭突からの排気 

ア．予測の方法 

（ア）予測手順 

臭突からの排気に起因する悪臭の予測は、大気の拡散原理を利用して、地上の最大着地濃度

地点の濃度を求めた。予測手順は図 4.7 に示すとおりとした。 

 

  

図 4.7 臭突からの排気に起因する悪臭の予測手順 

事業計画

発生源の条件
排出臭気濃度、臭突高さ

気象条件の設定

拡散式による計算

臭気濃度

臭気指数の算出
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（イ）予測式 

予測は、次の点源拡散式を用いて拡散計算を行った。 
 

a．大気安定度不安定時 

≪プルーム式 （有風時：U≧1.0m/s）≫ 

, ,
2

⋅
2

⋅
2 2

 

C(x,y,z)：計算点の着地濃度 

Qp：点煙源強度 

x,y,z：計算地点の座標(m) 

, ：水平(y)及び鉛直(z)方向の拡散幅(m)（表 4.28 参照） 

u：風速(m/s) 

He：有効煙突高さ(m) 
 
≪パフ式（弱風時：0.5≦U＜1.0m/s、無風時：U＜0.5m/s）≫ 

弱風時及び無風時は次の式を用いて拡散計算を行った。 

, ,
2

⋅
2

⋅
1

1
2

⋅
2

⋅
√2

1
1

2
⋅

2
⋅

√2
 

   	

2

√
   ⋅    ⋅ 	

t：経過時間(s) 

, ： は水平方向の、 は鉛直方向の拡散幅に関する係数（表 4.29 参照） 

その他：プルーム式に同じ 
 

（ウ）予測条件 

a．発生源の諸元 

計画施設の発生源の諸元は表 4.27 に示すとおりである。 

臭突の高さ、排出風量などは事業計画に、排出臭気濃度は設計基準値に基づき設定した。 
 

表 4.27 計画施設の発生源の緒元 

項目 単位 計画施設 

排出風量 Nm3/min 234 

排出臭気濃度 ― 
300 

（臭気指数 24.77） 

温度 ℃ 30 

臭突高さ m 11 

臭突直径 m 1.0 
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b．有効煙突高さ 

∆  

He ：有効煙突高さ(m) 

H0  ：煙突実体高(m) 

ΔH ：排ガスの上昇高さ(m) 

ただし、排出ガスの温度は気温と同程度であることから ΔH=0 とした。 

 

c．拡散パラメータ 

表 4.28 及び表 4.29 に示す拡散パラメータを用いた。なお、拡散式で得られる臭気濃度は、

パスキル・ギフォードの大気拡散パラメータに対応する時間（3 分）の値であるが、悪臭の知

覚時間は 30 秒程度といわれているため、時間希釈による補正式を用いて 30 秒値を求めた。 

r

ypy tp

t








   

t：評価時間(min) 

tp：パスキル・ギフォード図の評価時間：3 (min) 

σy：評価時間 t に対する水平方向の排ガスの拡がり幅(m) 

σyp：パスキル・ギフォード図から求めた水平方向の排ガスの拡がり幅(m) 

r：べき指数：0.7 
 

≪有風時(U≧1.0m/s)≫ 
表 4.28 パスキル・ギフォードの拡散パラメータ 

σｙ(x)=γｙ・xαｙ

安定度 αy γy 風下距離 X(m)

0.901 0.4260 0～1000

0.851 0.6020   1000～

0.914 0.2820 0～1000

0.865 0.3960   1000～

0.924 0.1772 0～1000

0.885 0.2320   1000～

0.929 0.1107 0～1000

0.889 0.1467   1000～

0.921 0.0864 0～1000

0.897 0.1019   1000～

0.929 0.0554 0～1000

0.889 0.0733   1000～

0.921 0.0380 0～1000

0.896 0.0452   1000～

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ａ

σz(x)=γz・xαz

安定度 αz γz 風下距離 X(m)

1.122 0.0800 ～300

1.514 0.0086 ～500

2.109 0.0002   500～

0.964 0.1272 ～500

1.094 0.0570   500～

Ｃ 0.918 0.1068      0～

0.826 0.1046 ～1000

0.632 0.4000 1000～10000

0.555 0.8110 10000～

0.788 0.0928 ～1000

0.565 0.4330 1000～10000

0.415 1.7320 10000～

0.784 0.0621  ～1000

0.526 0.3700 1000～10000

0.323 2.4100 10000～

0.794 0.0373  ～1000

0.637 0.1105   1000～2000

0.431 0.5290 2000～10000

0.222 3.6200 10000～

Ｇ

Ｆ

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｅ
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≪無風時(U＜0.5m/s)・弱風時(0.5≦U＜1.0m/s)≫ 

表 4.29 無風時と弱風時に係る拡散パラメータ 

安定度 

無風時 

(U＜0.5m/s) 

弱風時 

(0.5≦U＜1.0m/s) 

α γ α γ 

A 0.948 1.569 0.748 1.569 

A-B 0.859 0.862 0.659 0.862 

B 0.781 0.474 0.581 0.474 

B-C 0.702 0.314 0.502 0.314 

C 0.635 0.208 0.435 0.208 

C-D 0.542 0.153 0.342 0.153 

D 0.470 0.113 0.270 0.113 

E 0.439 0.067 0.239 0.067 

F 0.439 0.048 0.239 0.048 

G 0.439 0.029 0.239 0.029 

 

安定度 A  強不安定 

   A-B 

   B  並不安定 

   B-C 

   C  弱不安定 

   C-D 

   D  中立 

   E  弱安定 

   F  並安定 

   G  強安定 

 

図 4.8 大気安定度の模式図 

大気安定度とは 

大気安定度とは、大気の上下混合の程度を表す指標で、排出された煙の拡散のしやすさ

に影響する。本予測で用いているパスキル・ギフォードの拡散パラメータは、風速、日射

量、雲量、昼夜の別をもとに設定され、A（強不安定）から G（強安定）の 10 段階とな

っている。日射が強く、風速が弱い条件ほど大気は不安定で煙が拡散しやすくなる。また

日射がない夜も風が弱いほど煙が拡散しやすくなる。 

 

d．気象条件 

風速と大気安定度の全ての組み合わせについて予測計算を行い、濃度が最大となる気象条

件を抽出した。 

 

e．臭気濃度から臭気指数への換算式 

臭気濃度より臭気指数を求める換算式は以下のとおりとした。 

Cy log10  

y：臭気指数 

C：臭気濃度 
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イ．予測結果 

臭突からの排気に起因する悪臭の予測結果を表 4.30 に示す。 

最大着地濃度地点における臭気濃度は 6.45、臭気指数は 10 未満であった。 

 

表 4.30 臭突からの排気に起因する悪臭の予測結果 

予測地点 臭気濃度 臭気指数 気象条件等 

最大着地濃度地点 6.45 
10 未満 
(8.10) 

大気安定度 B 
風速 0.7m/s 
風下 70m 

 

（３）計画施設からの悪臭の漏洩 

ア．予測の方法 

（ア）予測手法 

計画施設からの漏洩に起因する悪臭の影響は、事業計画に基づく悪臭漏洩防止対策を踏まえ

て、定性的に予測した。 

 

（イ）事業計画に基づく悪臭防止対策 

事業計画に基づく悪臭漏洩防止対策を表 4.31 に示す。 

 

表 4.31 悪臭漏洩防止対策 

悪臭対策 対策の内容 

屋内型の施設 屋内型の施設とすることで、悪臭の漏洩を防止する。 

臭気の適切な処理 
受入槽や貯留槽等は密閉とし、発生する高濃度臭気は吸引して薬液洗浄

（水・アルカリ洗浄）を行い、さらに活性炭吸着により処理を行う。 

受入室の自動ドア 
受入室は自動ドアを設け、内部を負圧に保つことで臭気の漏洩を防ぐ構

造とし、低濃度臭気として吸引し活性炭吸着により処理を行う。 

適切な点検整備 脱臭装置の適切な点検、整備を実施し、処理能力を維持する。 

悪臭漏洩の監視 
敷地境界において定期的に悪臭の調査を実施し、悪臭の漏洩があれば対

策を検討して講じる。 

 

イ．予測結果 

計画施設からの悪臭の漏洩については、事業計画に基づく悪臭漏洩防止対策を全て講じること

で悪臭の漏洩を防ぎ、また設備及び運転において十分な対策を行うことにより、現施設と同様、

計画施設の敷地境界においても臭気指数が 10 未満になると予測する。 
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３） 影響の分析（評価） 

（１）環境保全水準の設定 

影響の分析（評価）を行うにあたり、予測結果と対比する生活環境の保全上の目標を設定した。 

 

ア．計画施設の稼働に伴う臭突からの排気 

計画施設の稼働に伴う臭突からの排気に起因する悪臭の生活環境の保全上の目標として、建設

予定地の周辺地域の最大着地濃度地点における目標値を表 4.32 のように設定した。 

建設予定地を含む周辺地域は、悪臭防止法の臭気指数規制のその他の区域の基準が適用される

が、敷地境界における設計基準値には周辺住民との間でそれよりも厳しい協定値を結んでいるた

め、その数値を採用した。 

 

表 4.32 最大着地濃度地点の生活環境の保全上の目標 

項目 生活環境の保全上の目標 設定根拠 

臭気指数 臭気指数 10 未満 
悪臭防止法の臭気指数規制の 

その他の区域の基準よりも厳しい

住民との協定値 

 

イ．計画施設からの悪臭の漏洩 

計画施設からの漏洩に起因する悪臭の生活環境の保全上の目標として、計画施設の敷地境界に

おける目標値を表 4.33 のように設定した。 

建設予定地は、悪臭防止法の臭気指数規制のその他の区域の基準が適用されるが、敷地境界に

おける設計基準値にそれよりも厳しい周辺住民との協定値を設定しているため、その数値を採用

した。 

 

表 4.33 計画施設の敷地境界の生活環境の保全上の目標 

項目 生活環境の保全上の目標 設定根拠 

臭気指数 臭気指数 10 未満 
悪臭防止法の臭気指数規制の 

その他の区域の基準よりも厳しい

住民との協定値 

 

（２）環境保全水準との比較 

予測結果を生活環境の保全上の目標と対比し、その整合性を検討することにより評価を行った。 

 

ア．計画施設の稼働に伴う臭突からの排気 

建設予定地の周辺地域（最大着地濃度地点）における予測値と生活環境の保全上の目標との比

較は表 4.34 のとおりである。 

 

表 4.34 最大着地濃度地点の生活環境の保全上の目標との比較 

項目 生活環境の保全上の目標 予測結果 評価 

臭気指数 10 未満 10 未満 保全目標を満足する 
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イ．計画施設からの悪臭の漏洩 

計画施設の敷地境界における予測値と生活環境の保全上の目標との比較は表 4.35 のとおりで

ある。 

 

表 4.35 計画施設の敷地境界の生活環境の保全上の目標との比較 

項目 生活環境の保全上の目標 予測結果 評価 

臭気指数 10 未満 
悪臭漏洩防止対策を実施する

ことにより 10 未満となる 
保全目標を満足する 
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４ 水質 

１） 調査 

（１）調査目的 

水質の現況（排出基準の生活環境に係る項目、環境基準の生活環境及び健康にかかる項目など）

を把握し、計画施設の供用時の影響予測の基礎資料とするため、放流先河川において水質の調査を

実施した。 

 

（２）調査の方法及び調査期間・頻度 

水質の調査方法・調査期間等を表 4.36 に示す。 

 

表 4.36 水質の調査方法・調査期間等 

調査項目 調査方法 調査期間及び頻度 調査地点 

排出基準の生活環境項目 
「水質汚濁に係る環境基準に

ついて」（昭和 46 年環告 59
号）に定める方法 

夏季、冬季に 
各 1 回 

建設予定地 
放流先河川 
鏑川 2 地点 
（放流口の 
上流、下流） 

環境基準の健康項目 冬季に 1 回 

 

（３）調査対象地域及び調査地点 

調査対象地域及び調査地点は図 4.9 に示す鏑川の放流口の上流及び下流の 2 地点とした。 

 

（４）調査期間 

調査は、表 4.37 に示す期間に実施した。 

 

表 4.37 調査実施期間 

調査項目 調査時期 調査実施期間 

生活環境項目 
夏季 2019 年 8 月 8 日（木） 

冬季 2019 年 12 月 11 日（水） 

健康項目 冬季 2019 年 12 月 11 日（水） 
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（５）調査結果 

ア．生活環境項目 

排出基準の生活環境に係る項目の調査結果を表 4.38 に示す。 

水素イオン濃度(pH)は夏季・冬季ともに高く、環境基準を満たしていなかった。また生物化学

的酸素要求量(BOD)も、冬季には環境基準を超過していた。 

河川水がアルカリ性であるのは、河床の藻が活発な光合成により水中の二酸化炭素を消費した

ためであると考えられる。特に冬季には流量が少ないため、河床が安定して藻が繁茂しやすい。

多量に発生した藻が流下することにより、BOD にも影響しているものと考えられる。 

 

表 4.38 水質調査結果（生活環境項目） 

調査項目 単位 
夏季 冬季 環境基準 

河川 A 類型 
生物 B 類型 放流口上流 放流口下流 放流口上流 放流口下流 

水素イオン濃度 
(pH) 

― 8.8 8.8 9.1 9.4 
6.5 以上 
8.5 以下 

生物化学的酸素 
要求量(BOD) mg/L 0.6 0.7 7.4 4.0 2 以下 

化学的酸素 
要求量(COD) mg/L 2.1 2.2 2.7 3.2 ― 

浮遊物質量 
(SS) mg/L 2 4 3 4 25 以下 

溶存酸素量 
(DO) mg/L 9.4 9.0 15 15 7.5 以上 

大腸菌群数 MPN/100mL 7.9×103 7.0×104 4.9×103 1.7×103 1,000 以下 

フェノール類 
含有量 mg/L 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 ― 

銅含有量 mg/L 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 ― 

全亜鉛 mg/L 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.03 以下 

溶解性鉄 
含有量 mg/L 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 ― 

溶解性マンガン 
含有量 mg/L 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 ― 

クロム含有量 mg/L 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 ― 

全窒素 mg/L 1.9 2.1 2.1 2.2 ― 

全燐 mg/L 0.039 0.069 0.086 0.063 ― 

n-ヘキサン 
抽出物質（油分等） 

mg/L 
不検出 

（0.5 未満） 

不検出 

（0.5 未満） 

不検出 

（0.5 未満） 

不検出 

（0.5 未満） 
― 

流量 m3/sec 10 13 2.3 2.4 ― 

時刻 ― 15:09 13:27 10:45 12:15 ― 

天候 ― 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ ― 

水温 ℃ 29.4 29.0 9.3 10.8 ― 

気温 ℃ 36.1 36.5 14.8 15.2 ― 

外観 ― 無色透明 無色透明 無色透明 無色透明 ― 
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イ．健康項目 

健康項目の調査結果を表 4.39 に示す。すべての項目が環境基準を満たしていた。 

 

表 4.39 水質調査結果（健康項目） 

調査項目 単位 
冬季 

環境基準 
放流口上流 放流口下流 

カドミウム mg/L 0.0003 未満 0.0003 未満 0.003 以下 

全シアン mg/L 
不検出 

（0.1 未満） 
不検出 

（0.1 未満） 
検出されないこと 

鉛 mg/L 0.005 未満 0.005 未満 0.01 以下 

六価クロム mg/L 0.005 未満 0.005 未満 0.05 以下 

砒素 mg/L 0.001 0.001 0.01 以下 

総水銀 mg/L 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 以下 

アルキル水銀 mg/L 
不検出 

（0.0005 未満） 
不検出 

（0.0005 未満） 
検出されないこと 

ポリ塩化ビフェニル 
(PCB) 

mg/L 
不検出 

（0.0005 未満） 
不検出 

（0.0005 未満） 
検出されないこと 

ジクロロメタン mg/L 0.002 未満 0.002 未満 0.02 以下 

四塩化炭素 mg/L 0.0002 未満 0.0002 未満 0.002 以下 

1,2-ジクロロエタン mg/L 0.0004 未満 0.0004 未満 0.004 以下 

1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.001 未満 0.001 未満 0.1 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレ

ン 
mg/L 0.004 未満 0.004 未満 0.04 以下 

1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.001 未満 0.001 未満 1 以下 

1,1,2-トリクロロエタン mg/L 0.0006 未満 0.0006 未満 0.006 以下 

トリクロロエチレン mg/L 0.001 未満 0.001 未満 0.01 以下 

テトラクロロエチレン mg/L 0.001 未満 0.001 未満 0.01 以下 

1,3-ジクロロプロペン mg/L 0.0002 未満 0.0002 未満 0.002 以下 

チウラム mg/L 0.0006 未満 0.0006 未満 0.006 以下 

シマジン mg/L 0.0003 未満 0.0003 未満 0.003 以下 

チオベンカルブ mg/L 0.002 未満 0.002 未満 0.02 以下 

ベンゼン mg/L 0.001 未満 0.001 未満 0.01 以下 

セレン mg/L 0.001 未満 0.001 未満 0.01 以下 

硝酸性窒素及び 
亜硝酸性窒素 

mg/L 1.8 1.9 10 以下 

ふっ素 mg/L 0.11 0.11  0.8 以下 

ほう素 mg/L 0.1 未満 0.1 未満 1 以下 
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２） 予測 

（１）予測の概要 

ア．予測の内容 

計画施設の稼働に伴い発生する排出水の水質への影響を予測した。 

 

イ．予測方法及び予測対象時期等 

予測方法・予測対象時期等を表 4.40 に示す。 

 

表 4.40 水質の予測方法・予測対象時期等 

影響要因 予測項目 予測方法 予測対象時期 
予測地域又は 
予測地点 

施設からの 
排出水 

生物化学的酸素

要求量(BOD) 
浮遊物質量(SS) 
全窒素(T-N) 
全燐(T-P) 

放流水質の設計基準値を

基に、完全混合式により

予測した。 

計画施設が定常的

に稼働する時期 

放流先河川 

（鏑川）の 

放流口下流 

 

ウ．予測地域又は予測地点 

予測地点は、放流先河川である鏑川の放流口下流の現地調査地点と同じ地点とした。 

 

（２）予測方法 

ア．予測式 

排出水の放流水質の設計基準値及び放流量、現地調査結果による放流先河川の現況水質及び流

量から、完全混合式により将来の河川水質を予測した。 

 

〇完全混合式 

∙ ∙ ⁄  

C ：予測地点の将来の水質(mg/L) 

C1 ：予測地点の現況水質 (mg/L) 

C2 ：計画施設からの放流水質 (mg/L) 

Q1 ：予測地点の現況流量 (m3/s) 

Q2 ：計画施設からの放流量 (m3/s) 

 

イ．予測条件 

予測に用いた排出水の放流水質の設計基準値及び放流量、現地調査結果による放流先河川の現

況水質及び流量（放流口下流）を表 4.41 に示す。現地調査結果の現況水質及び流量について

は、夏季と冬季で差が大きい項目もあるため、季ごとで予測を行った。 
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表 4.41 水質・流量の予測条件 

項目 単位 
排出水の 

水質・放流量 

現況調査結果（放流口下流） 

夏季 冬季 

生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 10 0.7 4.0 

浮遊物質量(SS) mg/L 10 4 4 

全窒素(T-N) mg/L 20 2.1 2.2 

全燐(T-P) mg/L 1 0.069 0.063 

放流量（流量） m3/s 0.00307 13 2.4 

注）排出水の放流量は、計画処理量 55kl／日に、希釈倍率 4.83（生物化学的酸素要求量(BOD)について、標準脱窒

素処理方式で想定されている処理原水の濃度の 1,200mg/L まで希釈するための希釈倍率：5800÷1200＝4.83）
を乗じて算出した。 

 

ウ．予測結果 

将来の河川水質の予測結果を表 4.42 に示す。予測の結果、夏季・冬季とも値にほぼ変化はな

かった。 

 
表 4.42 将来の河川水質の予測結果 

項目 単位 

予測結果 
（施設の寄与分） 

予測結果 
（混合後の濃度） 

夏季 冬季 夏季 冬季 

生物化学的酸素

要求量(BOD) 
mg/L 0.002 0.008 

0.7 
(0.702) 

4.0 
(4.008) 

浮遊物質量(SS) mg/L 0.001 0.008 
4 

(4.001) 
4 

(4.008) 

全窒素(T-N) mg/L 0.004 0.023 
2.1 

(2.104) 
2.2 

(2.223) 

全燐(T-P) mg/L 0.0002 0.0012 
0.069 

(0.0692) 
0.064 

(0.0642) 
注）予測結果（施設の寄与分）は、予測結果（混合後の濃度）から現況の河川水質の値

（現況調査結果）を引いて算出した。 

 

また参考として、現施設の排出水の放流水質（設計基準値）と放流先河川への寄与分を除く計

算結果を表 4.43 に示す。 

 
表 4.43 現施設の排出水の放流水質及び放流先河川への寄与分を除く計算結果（参考値） 

項目 単位 
現施設の 

排出水の水質 

参考値 
（現施設の寄与分を除く） 

夏季 冬季 

生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 10 0.701 4.004 

浮遊物質量(SS) mg/L 20 4.000 3.998 

全窒素(T-N) mg/L 60 2.098 2.190 

全燐(T-P) mg/L 8 0.0684 0.0596 

注）現施設の放流量は 119m3／日（2019 年における年間平均値）とした。計算方法は完全混合式を

応用して、現施設の影響を除いた河川水質（＝(C1Q1＋Q2Q2—C3Q3)／(Q1＋Q2—Q3)；C3は現施設

からの放流水質、Q3は現施設からの放流量、他は P.67 に示すものと同様）を計算した。 
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３） 影響の分析（評価） 

（１）環境保全水準の設定 

影響の分析（評価）を行うにあたり、予測結果と対比する生活環境の保全上の目標を設定した。 

河川水質の生活環境の保全上の目標として、将来の水質の目標を表 4.44 のとおり設定した。 

放流先河川の鏑川は河川 A 類型に指定されており、生物化学的酸素要求量(BOD)と浮遊物質量

(SS)について環境基準が適用される。生物化学的酸素要求量は冬季において現況で環境基準を超え

ている。また、全窒素(T-N)と全燐(T-P)については河川水の環境基準がないことから、目標は現況

水質からほとんど変化がないこととした。 
 

表 4.44 河川水質の生活環境の保全上の目標 

項目 生活環境の保全上の目標 設定根拠 

生物化学的酸素要求量(BOD)、 
浮遊物質量(SS)、 
全窒素(T-N)、全燐(T-P) 

現況水質から 
ほとんど変化がないこと 

環境基準 
及び 

現況調査結果 
 
（２）環境保全水準との比較 

予測結果を生活環境の保全上の目標と対比し、その整合性を検討することにより評価を行った。 

将来の河川水質の予測結果と生活環境の保全上の目標との比較は表 4.45 のとおりである。 

数値の変化割合としては、冬季の全燐についてが 1.9%と最も大きかった。群馬県が実施してい

る公共用水域水質測定結果における、現施設下流の測定地点－吉井大橋－の過去 5 年の全燐の測定

結果を表 4.46 に示す。現況調査と同時期の全燐の測定結果をみると、8 月は 0.043～0.068mg/L、

2 月は 0.048～0.084mg/L であり、各月の年平均値から最大で 30％程度の変動があることがわか

る。これに対して計画施設による変化割合は 0.0012mg/L、1.9%程度であり、河川水質への影響は

十分に小さいと判断できる。従って、全ての予測結果は保全目標を満足するものと評価した。 
 

表 4.45 河川水質の生活環境の保全上の目標との比較 

項目 単位 
現況水質 予測結果 生活環境の 

保全上の目標 
評価 

夏季 冬季 夏季 冬季 

生物化学的酸素 
要求量(BOD) 

mg/L 0.7 4.0 
0.7 

(0.702) 
4.0 

(4.008) 

現況水質から 
ほとんど変化 
がないこと 

保全目標を 
満足する 

浮遊物質量 
(SS) 

mg/L 4 4 
4 

(4.001) 
4 

(4.008) 
全窒素 
(T-N) 

mg/L 2.1 2.2 
2.1 

(2.104) 
2.2 

(2.223) 
全燐 
(T-P) 

mg/L 0.069 0.063 
0.069 

(0.0692) 
0.064 

(0.0642) 
 

表 4.46 群馬県の公共用水域水質調査結果（全燐） 

年度 単位 8 月 2 月 

平成 26 年度 mg/L 0.062 0.048 

平成 27 年度 mg/L 0.057 0.050 

平成 28 年度 mg/L 0.068 0.070 

平成 29 年度 mg/L 0.043 0.072 

平成 30 年度 mg/L 0.049 0.084 

平均値 mg/L 0.056 0.065 
注）測定地点は、現施設の放流口から下流に約 4km の鏑川の吉井大橋。 
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第５章 総合評価 

１ 総合評価 

本事業の実施による生活環境への影響について、汚泥再生処理センターという事業特性及び立地環

境を考慮し、騒音、振動、悪臭、水質の 4 項目を調査項目として選定し、それぞれについて現況調

査、予測及び影響の分析（評価）を実施した。その結果、いずれの項目についても、生活環境への影

響はないか軽微であると評価された。従って、本事業の実施による生活環境への影響は軽微であると

評価できる。 

 

２ 影響要因ごとの評価 

１） 計画施設の稼働に伴う騒音及び振動 

計画施設の稼働に伴い生じる騒音及び振動については、敷地境界線上において群馬県の生活環境

を保全する条例で定められた基準を遵守する。 

基準を満足する十分な性能を有する施設を整備することで、生活環境への影響は十分小さいもの

とすることが可能であると判断できる。 

 
２） 計画施設の稼働に伴う臭突からの悪臭、及び計画施設からの悪臭の漏洩 

計画施設の稼働に伴い生じる臭突からの悪臭は、臭突の出口における臭気指数について、悪臭防

止法の臭気指数規制の 2 号規制の基準よりも厳しく設定した設計基準値を遵守する。計画施設から

の悪臭の漏洩は、敷地境界線上における臭気指数について、群馬県の生活環境を保全する条例で定

められた基準よりも厳しい住民との協定値を遵守する。 

基準及び協定値を満足する十分な悪臭漏洩防止対策を講じることにより、生活環境への影響は十

分小さいものとすることが可能であると判断できる。 

 

３） 計画施設からの処理水の放流 

計画施設の稼働に伴い生じる処理水の排水については、群馬県の生活環境を保全する条例で定め

られた基準及び汚泥再生処理センターの性能指針に基づく基準を遵守する。 

基準値を満足する十分な性能を有する施設を整備することで、周辺の環境への影響は十分小さい

ものとすることが可能であると判断できる。 

 

３ 環境保全対策 

本事業の実施による生活環境への影響は軽微であると評価するが、これは、環境保全対策の適切な

実施を前提としているため、事業計画に基づく環境保全対策を確実に実施する。 

  




