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さいたま都市計画ごみ焼却ごみ処理場の変更について

環境影響評価書のあらまし

【議案第４００号関係】



さいたま市 

サーマルエネルギーセンター 

整備事業 

環境影響評価書とは、さいたま市環境影響評価条例に基づき作成・公

表した調査計画書の内容と、調査計画書に対する周辺住民の方々や専門

家等からの意見を踏まえ、調査・予測・評価を実施し、その結果と環境

への影響を回避・低減する措置等をとりまとめたものです。 

「環境影響評価書のあらまし」は、「さいたま市サーマルエネルギー

整備事業環境影響評価書」の概要を示したものです。 

環境影響評価書のあらまし 



事業の目的及び施設の概要

事業の概要

令和2年（2020年）8月現在、東部環境センターは供用開始から36年、西部環境センターは供用開始か
ら27年が経過し老朽化が進んでいます。そのため、効率性や経済性に優れた4ブロック3施設体制の構築に
向け、東部環境センターと西部環境センターを統合し、現在の東部環境センターの敷地においてサーマル

エネルギーセンターを新たに整備します。

項目 内容 

都市計画決定権者の名称 さいたま市（代表者 さいたま市長） 

対象事業の名称、種類 さいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業、廃棄物処理施設の建設 

事業の位置、面積 さいたま市見沼区大字膝子626番地１外、約46,000m2

主な建築物 サーマルエネルギーセンター 

（高効率ごみ発電施設、マテリアルリサイクル推進施設） 

工事着手予定年度 令和2年度（2020年度） 

供用開始予定年度 令和7年度（2025年度） 

施設の概要 

●サーマルエネルギーセンターの概要 

主な施設 対象廃棄物 処理能力 稼働日数、時間 

高効率ごみ発電施設 もえるごみ、RC可燃残渣、カレット残

渣、破砕可燃残渣、破砕不燃残渣、古布

残渣、適正処理困難物残渣、災害廃棄物

（非定常的に発生）、その他 

420 t/日 

(140t/24h×3炉) 

1炉280日/年以上 

1日24時間稼働 

マテリア

ルリサイ

クル推進

施設 

破砕設備 もえないごみ、不燃粗大ごみ、可燃粗大ご

み、RC不燃残渣、有害危険ごみ、その他 

28t /日 240日/年以上 

1日5時間 

選別設備 びん、かん びん 14t/日 

かん 7t/日 

保管設備 適正処理困難物 － 
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●施設配置計画

高効率ごみ発電施設は事業実施区域南部の西側に、マテリアルリサイクル推進施設は事業実施区域中央

部の東側に建設する予定です。

●工事計画

本事業に係る工事は、令和2年度（2020年度）から開始し、令和7年度（2025年度）に供用開始を予定
しています。また、供用開始後に、東部環境センター・東部リサイクルセンターの解体撤去工事を予定し

ています。

年度
2019 
（R1）

2020 
（R2）

2021 
（R3）

2022 
（R4）

2023 
（R5）

2024 
（R6）

2025 
（R7）

2026 
（R8） ・・・・

2038 
（R20）

2039 
（R21）

設計・建設期

間

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 － － －

運営期間 － － － － － － 1年目 2年目 ・・・・ 14年目 15年目

設計・建設業

務

運営業務

サーマルエネルギーセンター 

整備期間 既存東部環境センター 

解体工事期間 

サーマルエネルギーセンター 

供用開始

サーマルエネルギーセンター運営期間 

（15年間） 
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環境影響評価項目の選定 

環境影響評価項目は、対象事業の特性と周囲の自然的、社会的状況、対象事業の該当地域を勘案し、

「さいたま市環境影響評価技術指針」（平成29年（2017年）、さいたま市）に示す「廃棄物処理施設の建
設」の環境影響要因と調査・予測・評価の項目との関連表に準拠し、下表に示す計19 項目を選定しました。

環境影響評価の項目

工 事 存在・供用 

建設機械

の稼動

既存施設の

解体撤去

工事の

施工

工事用車

両の走行

施設の

存在

施設の

稼動

関係車両

の走行

①大気質 二酸化窒素又は窒素酸化物 ○ ○ ○ ○

二酸化硫黄又は硫黄酸化物 ○

浮遊粒子状物質 ○ ○ ○

粉じん ○

大気質に係る有害物質等 ○ ○

②騒音・低周波音 騒音 ○ ○ ○ ○ ○

低周波音 ○

③振動 振動 ○ ○ ○ ○ ○

④悪臭 臭気指数又は臭気の濃度 ○

特定悪臭物質 ○

⑤水質 公 
共 
用 
水 
域 
の 
水 
質 

生物化学的酸素要求量 ○ ○ ○

浮遊物質量 ○ ○ ○

窒素及び燐 ○ ○ ○

水温 ○

水素イオン濃度 ○ ○ ○

健康項目等 ○ ○ ○

底質 底質に係る有害物質等 ○ ○ ○

⑥水象 河川等の流量、流速及び水位 ○

地下水の水位及び水脈 ○ ○

⑦土壌 土壌に係る有害項目 ○ ○

⑧動物 保全すべき種 ○ ○ ○

⑨植物 保全すべき種 ○ ○

保全すべき植生及び群落 ○ ○

緑の量 ○

⑩生態系 地域を特徴付ける生態系 ○ ○

⑪景観 眺望景観 ○

⑫自然とのふれあ

いの場 

自然とのふれあいの場 ○ ○

⑬日照阻害 日影の状況 ○

⑭電波障害 電波受信状況 ○

⑮廃棄物等 廃棄物 ○ ○ ○

残土 ○

雨水及び処理水 ○

⑯温室効果ガス等 温室効果ガス ○

⑰コミュニティ コミュニティ施設 ○ ○ ○ ○

⑱地域交通 自動車交通 ○ ○

バス等の公共交通 ○ ○

歩行者・自転車交通 ○ ○

⑲安全 危険物等の安全性の確保 ○
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環境影響評価の結果 

①大気質

環境に及ぼす影響の程度 主な環境保全のための措置 

【工事中】

影響が最大となる期間で予測を行った結果、

建設機械の稼動によって排出される二酸化窒

素・粉じんは、評価指標を満足します。

工事用車両の走行に伴う二酸化窒素、浮遊粒

子状物質は、評価指標を満足します。

東部環境センターの解体撤去工事に伴うダイ

オキシン類については、事業者の実施可能な

範囲内でできる限り低減されていると考えら

れます。

事業実施区域の周囲に仮囲い（高さ3.0m）を設置
し、周辺への粉じん等の大気汚染の影響を低減し

ます。

粉じんが発生するおそれがある場合は、適宜、場

内散水を行い粉じん飛散対策に努めます。

ダイオキシン類汚染のおそれのある設備について

は、解体前、解体中、解体後等の各段階において

調査を行います。管理区分を設定し、各管理区分

に応じた作業方法を実施します。

【供用時】

施設の稼動に伴う大気質への影響について

は、長期平均濃度（年平均値）、短期濃度（1
時間値）について評価指標を満足します。

関係車両の走行に伴う二酸化窒素、浮遊粒子

状物質については評価指標を満足します。

煙突から排出される大気汚染物質は、「大気汚染

防止法」等の関係法令で定める規制値よりも厳し

い自主基準を定め、規制値を満足するよう設備・

機器の選定、運転管理及び監視を行うことで遵守

します。

法定速度での走行やアイドリングストップなど適

切な運転指導を徹底します

以上のことから、大気質への影響は小さいと評価します。

大気汚染物質濃度の予測結果 

環境影響要因 予測項目 単位 付加濃度が最

大となる地点 

予測結果 評価指標 

工

事

中

建設機械の稼動 二酸化窒素 ppm 敷地境界 0.049 0.04～0.06 

粉じん 等 t/km2/月 敷地境界北側 6.8 10 

工事用車両の走行 二酸化窒素 ppm 道路端 0.029 0.04～0.06 

浮遊粒子状物質 mg/m3 0.045 0.10 

供

用

時

施設の稼動 

（長期濃度） 

二酸化窒素 ppm 最大着地濃度

出現地点 

0.031 0.04～0.06 

浮遊粒子状物質 mg/m3 0.043 0.10 

二酸化硫黄 ppm 0.003 0.04 

ダイオキシン類 pg-TEQ/m3 0.04206 0.6 

塩化水素 ppm 0.00118 0.02 

水銀 μg/m3 0.00218 0.04 

施設の稼動 

（短期濃度） 

二酸化窒素 ppm 最大着地濃度

出現地点 

0.0217 0.10 

浮遊粒子状物質 mg/m3 0.0207 0.20 

二酸化硫黄 ppm 0.0064 0.10 

ダイオキシン類 pg-TEQ/m3 0.0447 0.60 

塩化水素 ppm 0.0092 0.02 

水銀 μg/m3 0.0102 0.04 

関係車両の走行 二酸化窒素 ppm 道路端 0.029 0.04～0.06 

浮遊粒子状物質 mg/m3 0.045 0.10 
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②騒音・低周波音 

環境に及ぼす影響の程度 主な環境保全のための措置 

【工事中】

建設機械の稼動に伴う騒音は、評価指標を下

回ります。

工事用車両の走行に伴う騒音は、評価指標の

うち要請限度を下回り、かつ現況と比べてほ

とんど差がないと考えられます。また、事業

の実施時には、環境保全のための措置を実施

し、騒音による影響を可能な限り低減できる

ように努めます。

主要な建設機械については国指定の低騒音・低振

動型を使用します。

建設機械の稼動台数の低減を図るとともに、建設

機械の集中稼動を避けるなど効率的な稼動を図

り、騒音の低減に努めます。

法定速度での走行やアイドリングストップなど適

切な運転指導を徹底します。

【供用時】

施設の稼動及び関係車両の走行に伴う騒音

は、いずれも現況と比べてほとんど差がない

と考えられます。また、事業の実施時には、

環境保全のための措置を実施し、騒音による

影響を可能な限り低減するよう努めます。

大きな騒音の発生が想定される設備機器等には、

防音カバー等による発生源対策や防音対策を施し

た部屋に設置するなどの伝ぱ対策を施します。

低周波音の発生が想定される設備機器等には、防

振架台の設置等による対策を施します。

搬入・搬出時間は原則昼間とし、夜間の騒音増加

を低減します。

以上のことから、騒音・低周波音による影響は小さいと評価します。

騒音の予測結果 

環境影響要因 予測結果(dB(A)) 評価指標 

(dB(A)) 

工

事

中

建設機械の

稼動 

最大値出現地点（敷地境界東側） 80 規制基準85 

工事用車両

の走行 

特別養護老人ホーム恵の里付近 昼間 65 環境基準65 

要請限度75 

シニアふれあいセンター東楽園付近 昼間 70 環境基準65 

要請限度75 

膝子東住宅付近 

（通勤車両のみ） 

昼間 65 環境基準55 

供

用

時

施設の稼動 敷地境界１（東） 

（施設稼働による最大騒音レベル） 

昼間 41 規制基準55 

夜間 41 規制基準45 

敷地境界２（西） 

（施設稼働による最大騒音レベル） 

昼間 37 規制基準50 

夜間 37 規制基準40 

大宮東高等学校南側 

（施設稼働による最大騒音レベル） 

昼間 30 規制基準50 

夜間 30 規制基準40 

近隣住宅付近 

（施設稼働による最大騒音レベル） 

昼間 30 

未満 

規制基準55 

夜間 30 

未満 

規制基準45 

関係車両の

走行 

特別養護老人ホーム恵の里付近 昼間 66 環境基準65 

要請限度75 

シニアふれあいセンター東楽園付近 69 環境基準65 

要請限度75 

膝子東住宅付近 65 環境基準55 

備考）要請限度：騒音規制法に基づき、道路管理者などに意見を述べたり、都道府県公安委員

会に対して対策を講じるよう要請することができる判断の基準となる値。 
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③振動 

環境に及ぼす影響の程度 主な環境保全のための措置 

【工事中】

建設機械の稼動に伴う振動は、評価指標を下

回ります。

工事用車両の走行に伴う振動は、評価指標を

下回るとともに、人間が振動を感じる水準

（55dB）を下回ります。

主要な建設機械については国指定の低騒音・低振

動型を使用します。

建設機械の稼動台数の低減を図るとともに、建設

機械の集中稼動を避けるなど効率的な稼動を図

り、振動の低減に努めます。

法定速度での走行や過積載の防止など適切な運転

指導を徹底します。

【供用時】

施設の稼動に伴う振動は、評価指標を下回る

とともに、人間が振動を感じる水準（55dB）
を下回ります。

関係車両の走行に伴う振動レベルは、評価指

標を下回るとともに、人間が振動を感じる水

準（55dB）を下回ります。

大きな振動が予想される機器等については、防振

装置の設置等の対策を行います。

搬入・搬出時間は原則昼間とし、夜間の振動増加

を低減します。

効率的な車両の運行管理により車両走行の集中を

避けます。

以上のことから、振動による影響は小さいと評価します。

振動の予測結果 

備考）要請限度：振動規制法に基づき、道路管理者などに意見を述べたり、都道府県公安委員

会に対して対策を講じるよう要請することができる判断の基準となる値。

環境影響要因 予測結果(dB) 評価指標 

(dB) 

工

事

中 

建設機械の

稼動 

最大値出現地点 

（敷地境界東側） 

67 規制基準75 

工事用車両

の走行 

特別養護老人ホーム恵の里付近 昼間 48 要請限度65 

シニアふれあいセンター東楽園付近 昼間 42 要請限度65 

膝子東住宅付近 

（通勤車両のみ） 

夜間 48 要請限度60 

供

用

時 

施設の稼動 敷地境界１（東） 

（施設稼働による最大振動レベル） 

昼間 46 規制基準60 

夜間 36 規制基準55 

敷地境界２（西） 

（施設稼働による最大振動レベル） 

昼間 34 規制基準55 

夜間 32 規制基準50 

大宮東高等学校南側 

（施設稼働による最大振動レベル） 

昼間 30 

未満 

規制基準55 

夜間 30 

未満 

規制基準50 

近隣住宅付近 

（施設稼働による最大振動レベル） 

昼間 30 

未満 

規制基準60 

夜間 30 

未満 

規制基準55 

関係車両の

走行 

特別養護老人ホーム恵の里付近 昼間 49 要請限度65 

シニアふれあいセンター東楽園付近 42 要請限度65 

膝子東住宅付近 53 要請限度65 

7 



④悪臭 

以上のことから、悪臭による影響は小さいと評価します。

⑤水質 

環境に及ぼす影響の程度 主な環境保全のための措置 

【工事中】

杭工事及び既存施設の解体撤去工事等におけ

る排水は仮設沈砂池の設置や仮設排水処理設

備を設置し、適切な処理を実施することで、

水質への影響の低減に努めます。

工事中の排水は、仮設沈砂地で沈砂後に放流する

ことにより、渇水の発生低減に努めます。

解体撤去工事等における仮設排水処理設備を設置

します。

【供用時】

余剰の再利用水、生活排水の放流が想定され

るものの、放流先である綾瀬川の河川流量に

対して極小であること、放流水質は適切な処

理を行い排水基準を遵守することで、水質へ

の影響の低減に努めます。

生活排水、その他排水の高度処理による汚濁負荷

を低減します。

以上のことから、水質への影響は小さいと評価します。

⑥水象 

環境に及ぼす影響の程度 主な環境保全のための措置 

【工事中】

地下水の水位については、井戸の帯水層と干

渉しないため、既存井戸への影響はないと予

測されます。

河川流量については、下流河川の降雨時のピ

ーク流出量を調整するため、施工中において

も雨水流出抑制施設に準じた施設を設置し、

水象への影響の低減に努めます。

地下水涵養への影響を考慮し、土地の改変は最小

限とし、造成面の早期の緑化を行います。

土地利用の用途を変更せず、流出係数に改変を加

えないようにします。

【供用時】

地下水の水位については、事業実施区域周辺

の井戸の帯水層と干渉しないため、既存井戸

への影響はないと考えられます。

地下水涵養への影響を考慮し、土地の改変は最小

限とし、造成面の早期の緑化を行います。

以上のことから、水象への影響は小さいと評価します。

環境に及ぼす影響の程度 主な環境保全のための措置 

【供用時】

施設の煙突からの排出ガス及び施設からの臭

気の漏洩に伴う悪臭については、環境保全措

置を確実に実施します。

ごみから発生する臭気は、高温で分解し、施設の

煙突からの排出ガスによる悪臭の影響を最小限に

します。

臭気の発生源であるごみピットから燃焼用空気を

吸引することでごみピットを負圧化し、臭気の漏

洩を防止します。

プラットホームの出入り口にはエアカーテンを設

置し、プラットホームからの臭気の漏洩を防止し

ます。
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⑦土壌 

環境に及ぼす影響の程度 主な環境保全のための措置 

【工事中】

工事の施行に伴う土壌への影響については、工

事時の仮囲い（高さ3.0m）の設置や工事車両の
洗浄や搬入出道路の清掃により、土壌の飛散を防

止します。

工事時の仮囲い（高さ3.0m）の設置により、
周辺への土壌の飛散を低減します。

工事車両は、敷地内で車輪・車体に付着した土

砂を洗浄し、退出することにより、土壌の外部

への飛散防止対策を行います。

【供用時】

施設の存在・供用に伴う土壌への影響について

は、廃棄物の完全燃焼及び急冷、排ガスろ過によ

る排出抑制措置の実施により、排出ガスから環境

中へのダイオキシン類の排出は低減され、土壌へ

の影響は軽微と考えられます。

焼却温度を850℃以上で２秒以上滞留させるこ
とによりダイオキシン類の発生を抑制します。

また、急冷によりダイオキシン類の２次生成を

防止します。

以上のことから、土壌への影響は小さいと評価します。

⑧動物、⑨植物、⑩生態系 

環境に及ぼす影響の程度 主な環境保全のための措置 

【工事中】【供用時】

保全すべき動物種として、事業実施区域及びその

周辺で、鳥類４種、爬虫類３種、両生類１種、底生

生物（魚類）１種の計９種が確認されました。これ

らの種は、周辺に生息に適した環境が広く分布して

いることから、工事の施行及び施設の存在・供用に

伴う影響は軽微であると考えられます。

保全すべき植物種として、事業実施区域及びそ

の周辺で７種が確認されました。事業実施区域で

確認された種の多くが植栽や逸出によるものです

が、移植により個体の保全を図ります。

事業実施区域内における動物の生息に配慮する

ため「さいたま市公共施設緑化マニュアル」等

に準拠した緑地を整備します。

建設機械の稼動台数の低減を図るとともに、建

設機械の集中稼動を避けるなど効率的な稼動を

図り、騒音の低減に努めます。

仮設沈砂地を設置します。

土地利用の用途を変更せず、流出係数に改変を

加えないようにします。

植栽には、可能な限り在来種を用います。 

以上のことから、動物、植物、生態系への影響は小さいと評価します。

⑪景観 

環境に及ぼす影響の程度 主な環境保全のための措置 

【供用時】

施設の稼動に伴う景観への影響については、

アースカラーを基調とした色彩の採用や周囲を

緑地で囲むことで、周辺と調和した景観の形成

に努めています。また、眺望景観の中の景観資

源と当該施設との視覚的調和を図ります。

色彩は、アースカラーを基調とします。

緑地で周囲を囲むことで、周辺と調和した景観

を形成します。

以上のことから、景観への影響は小さいと評価します。

現況 将来 
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⑫自然とのふれあいの場 

環境に及ぼす影響の程度 主な環境保全のための措置 
【工事中】【供用時】

本事業の実施による影響が想定される七里総合公園等５つの

公園について、工事用車両及び供用時の関係車両の走行による

影響を予測した結果、これらの公園等へのアクセス道路の交通

量の増加率はいずれもわずかであると考えられます。

法定速度での走行や過積載及び

落下物の防止など適切な運転指

導を徹底します。

効率的な車両の運行管理により、

車両走行の集中を避けます。

以上のことから、自然とのふれあいの場への影響は小さいと評価します。

⑬日照阻害 

環境に及ぼす影響の程度 主な環境保全のための措置 
【供用時】

日影の影響が最も大きい冬至日においても、３時間以上の日

影が生じる区域は、敷地境界から10m未満の範囲に収まりま
す。５時間以上の日影が生じる範囲は、秋分の日、冬至日とも

に事業実施区域敷地境界内に収まると考えられます。

建物の高さが最も高い工場棟を

住宅地から最も遠い事業実施区

域内の南西側に配置します。

以上のことから、日照阻害による影響は小さいと評価します。

⑭電波障害 

環境に及ぼす影響の程度 主な環境保全のための措置 
【供用時】

施設の存在・供用に伴う電波障害の影響の範囲は、事業実施

区域内と予測されます。

電波障害が起きた場合かつ事業範囲内の工事が必要になった

場合、必要な協力や工事を行うことで影響の回避に努めます。

電波障害が起きた場合かつ事業

範囲内の工事が必要になった場

合、必要な協力や工事を行いま

す。

以上のことから、電波障害による影響は小さいと評価します。

⑮廃棄物等 

環境に及ぼす影響の程度 主な環境保全のための措置 
【工事中】
建設工事に係る廃棄物を可能な限りリサ
イクル等を行い、リサイクルできないもの
は適正に処分することで、廃棄物の発生抑
制に努めます。

建設工事に係る廃棄物は、発生現場で可能な限り分別
を行い、建設リサイクル法に基づく対象品目について
は、同法に基づき可能な限りリサイクルを推進し、リ
サイクルできないものは適正に処分を行います。

【供用時】
施設の存在・供用に伴う廃棄物は可能な
限りリサイクルを推進し、リサイクルでき
ないものは適正な処分をすることで、発生
抑制に努めます。

施設の存在・供用に伴う廃棄物は可能な限りリサイク
ルを推進し、リサイクルできないものは適正に処分す
ることにより、発生抑制に努めます。

以上のことから、廃棄物等による影響は小さいと評価します。

⑯温室効果ガス 

環境に及ぼす影響の程度 主な環境保全のための措置 
【供用時】
施設の稼働に伴う温室効果ガス排出量は
約41,800t-CO2/年、発電による温室効果ガ
スの削減効果は約40,000t-CO2/年と予測さ
れるため、温室効果ガスの総排出量（排出
量－削減量）は、1,800t-CO2/年と予測され
ます。

温室効果ガスの排出抑制に向け、ごみを利用した熱
回収及び発生した熱を利用した発電効率18.5%以上
の発電による所内動力での使用、余熱利用設備を設
けることを計画します。
太陽光等の自然エネルギーの利用、LED照明等によ
る省エネルギー機器を採用する計画です。

以上のことから、温室効果ガス等への影響は小さいと評価します。
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⑰コミュニティ 

環境に及ぼす影響の程度 主な環境保全のための措置 

【工事中】

周辺のコミュニティ施設であるシニアふれあ

いセンター東楽園では、騒音・振動の発生抑制

対策の実施、散水等による粉じんの飛散防止策

により影響は低減されると考えられます。

工事用車両が走行することにより、一時的に

周辺地域の道路交通量が増えることが考えら

れますが、工事用車両運転者に対する安全教

育等の環境保全措置を実施します。

粉じんが発生するおそれがある場合は、適宜、

場内散水を行い、粉じん飛散対策に努めます。

建設機械の稼動台数の低減を図るとともに、建

設機械の集中稼動を避けるなど効率的な稼動を

図り、騒音の低減に努めます。

【供用時】

周辺のコミュニティ施設への騒音、振動及び

悪臭への影響は、軽微であると予測され、環

境保全措置を実施することにより、それらの

影響をさらに低減させる計画です。

大きな振動の発生が想定される設備機器等に

は、防振架台に設置等による発生源対策を施し

ます。

ごみから発生する臭気は、高温で分解し、施設

の煙突からの排出ガスによる悪臭の影響を最小

限にします。

以上のことから、コミュニティ施設への影響は小さいと評価します。

⑱地域交通 

環境に及ぼす影響の程度 主な環境保全のための措置 

【工事中】【供用時】

工事用車両及び関係車両の走行による地域の

交通量・交通流への影響は、朝夕の通勤時間

帯に車両走行が集中することで時間あたりの

負荷が一時的に増加すると考えられます。

地域の交通安全に対して、工事用車両、関係

車両ともに、法定速度での走行など安全に配

慮した走行を行うほか、必要に応じた交通誘

導員の配置により、歩行者等の安全確保を図

ります。

法定速度での走行やアイドリングストップなど

適切な運転指導を徹底します。

必要に応じた交通誘導員を配置します。 

混雑時間帯を可能な限り避けた車両運行計画を

立案します。

以上のことから、地域交通への影響は小さいと評価します。

⑲安全 

環境に及ぼす影響の程度 主な環境保全のための措置 

【供用時】

本事業の実施に伴う危険物の火災・爆発及び

漏洩・拡散による安全性を確保するため、取

り扱う危険物等については「さいたま市地域

防災計画」を順守した施設の計画及び運用を

行うことで、安全性を確保します。

危険物の種類に応じた適切な保管・管理方法を採

用します。

信頼性の高い処理方式を採用します。

危険物等が漏洩しない設備構造を採用します。

危険物等が漏洩・拡散しない運転管理を実施しま

す。

以上のことから、安全への影響は小さいと評価します。
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問い合わせ先

さいたま市環境局施設部環境施設整備課

〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 TEL.048-829-1344 FAX.048-829-1991 
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