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大野城環境処理センター環境保全委員会 

令和４年度第１回定例会 会議録 

 

１．日 時：令和４年５月３１日（火） 13:50～14:55 

２．会 場：大野城環境処理センター会議室  

３．出席者：〈環境保全委員〉 

藤林陸紀、白川理津子、中島邦秀、金子格、丸山惠美子、立石康彦 

〈大野城市〉 

 團野環境経済部長 

山本循環型社会推進課長 

中隈生活環境・最終処分場担当係長、児玉 

〈太宰府市〉 

高野環境課長、松田ごみ減量推進係長 

〈大野城太宰府環境施設組合〉 

今長谷事務局長、古賀裕係長、髙辻主査、古賀敏  

 

４．内容 

  

１）開会のことば 

２）会長のあいさつ 

３）議題 

 

 【主な報告事項】 

  ◆報告① 令和３年度管理運営状況（資料 P.1～26） 

  （組合）みどりのリサイクル搬入量 3,140.86t（前年度同期比 ＋64.6t、＋2.1％） 

      灰処分地放流水測定分析結果 「生活環境に係る有害物質」：許容限度以内 

                    「人の健康に係る有害物質」：許容限度以内 

 

      その他各観測地点の水質・土壌・発生ガス調査、深度別内部温度調査、観測井戸等

水位調査の結果報告 

※「新設最終処分場集水ピット」の水質検査において、水素イオン濃度（ｐＨ）で

６月と８月、生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）で８・９・10 月、施設の廃止基準を  

超過している。 

 

  ◆報告② 令和４年度大野城環境処理センター環境保全委員会等事業計画書（案） 

（資料 P.１～８） 

（組合）令和４年３月新たな協定書を締結し、新協定書に基づく変更点について説明 

・ダイオキシン類水質調査回数を年３回から２回へ変更 

・水質調査箇所の削除は、２号井戸・３号井戸、平野川・小田浦池 

・土壌調査箇所の削除は、いこいの里敷地内・調整池横 

 

【主な委員からの意見】 

  ◆意見① 

  （委員）民家７と民家９で項目ごとに数値の違いあるが、これはどういった原因で数値の違 

いが出ているのか。 
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（組合）各井戸によって深さも違い、流れている地下水の性質も異なる。これにより、民家 

７と民家９の水質結果にも違いが発生する。 

 

◆意見② 

  （委員）12 ページ「月の浦団地南端観測井戸」の調査結果においても、６ページ「月の浦モ

ニタリングデータ」と同様にヘキサダイヤグラム式で、また事業計画５ページの４

号井戸も同様に、次回の保全委員会で別添資料として表示してもらいたい。 

 

（組合）了解した。 

 ◆意見③ 

（委員） 組合（大野城太宰府環境施設組合）における各検査の廃止基準はあるのか。 

 

（組合） 廃止基準の目安はある。例えば、数値結果が基準値内に収まり、更に基準値内で２ 

年間経過することができれば、福岡県へ一般廃棄物最終処分場廃止の届出ができる。 

 

 

５．【議事録】 

  

(1)令和３年度下半期大野城環境処理センター管理運営状況（資料 P.1～26） 

中島会長： それでは議題に入る。まず始めに「令和３年度下半期大野城環境処理センター

管理運営状況」の報告からお願いする。 

今 長 谷 事 務 局 長： それでは、令和４年度第１回環境保全委員会管理運営状況報告資料に沿って

説明をはじめる。 

 １ページをご覧いただきたい。ここでは令和３年度上半期、次の２ページで

は下半期の管理運営状況を示している。上半期については、令和３年度の環境

保全委員会で報告しているため説明は省略する。 

２ページをお願いする。下半期の状況を報告する。ページ上部は「緑のリサ

イクルの搬入量」と、グラフは５年間の推移となる。令和３年度の年間合計は

3,140.86ｔであった。両市の割合は、大野城市が 2,138.57ｔで 68.1％、太宰

府市が 1,002.29ｔで 31.9％となっており、およそ３分の２が大野城市からの

搬入となっている。令和２年度は年間で 3,076.25ｔであったので、64.6ｔ

(2.1％)の増となっている。 

次に、灰処分地放流水測定の分析結果について説明する。ここからは、大野

城環境処理センター施設内や、その周辺地区の地点の名称が多数出てくるため、

25 ページと 26 ページに示す敷地内と近隣地区の地図を参考にしていただきた

い。 

この「灰処分地放流水測定分析値」は、２箇所の最終処分場の浸出水につい

て、敷地内にある水処理施設に送水し薬品処理を行った後に、公共下水道へ流

す放流水の排出口の水質についての調査結果である。上段が「生活環境に係る

有害物質」の検査として、水素イオン濃度（ｐＨ）、生物化学的酸素要求量（Ｂ

ＯＤ）、化学的酸素要求量（ＣＯＤ）、浮遊物質量（ＳＳ）、大腸菌群数の調査

結果を示している。調査は大腸菌群数を除き毎月実施している。 

調査結果は法による許容限度以下で、問題のない数値となっている。 

下段の表は、「人の健康に係る有害物質」の検査として、カドミウム、鉛、

シアン、総水銀、アルキル水銀の検査結果で、６月と 12 月の年２回、検査を
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実施している。12 月分の検査結果は、すべての項目で許容限度以下だった。 

３ページをお願いする。ここではダイオキシン類の調査結果を報告する。こ

のページが平成 24 年度から平成 28 年度までの調査結果、４ページは平成 29

年度以降の調査結果である。ダイオキシン類調査は、年２回、６月と 12 月、

平成 25 年度からは、水質を 10 箇所、土壌を２箇所で調査している。 

４ページをお願いする。水質区分の箇所について、平成 27 年度からは、２

号井戸と３号井戸の２箇所を追加し、平成 28 年度では、２号井戸と３号井戸

を年２回に、それ以外の調査箇所は年３回実施、平成 29 年度から全箇所の調

査回数を年３回とした経緯がある。土壌については変わらず年２回としている。

令和３年度の調査結果については、水質、土壌とも今までと同様に環境基準値

未満の数値となっている。このダイオキシン類の調査は、令和４年度からは、

新たに締結した協定書により、土壌については廃止、水質については全て年３

回から年２回となる。 

５ページをお願いする。４ページの内容と同じく平成 18 年以降のダイオキ

シン類の測定値推移表と、数値の推移をグラフ化したものである。真ん中の段

のグラフは、最終処分場の廃止基準及び維持管理基準で測定しなければならな

い箇所に該当する、既設最終処分場集水ピット・新設最終処分場集水ピット・

水処理施設排出口、以上３箇所のダイオキシン類測定値推移表になる。 

下のグラフは、各観測用井戸と、敷地外の平野川及び小田浦池において、水

質の環境基準と比較した、ダイオキシン類測定値推移表になる。 

いずれもグラフで見れば、基準値を下回る値で推移している。数値に問題は

ないが、引き続き測定を続ける。 

６ページをお願いする。これは、「月の浦モニタリングの調査結果」につい

てである。月の浦地区モニタリング調査は、毎年６月と 12 月、同地区で井戸

を使用している民家２軒の井戸水を採取して検査したもの、検査項目はナトリ

ウムイオン、カリウムイオン、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、塩化

物イオン、硫酸イオン、炭酸水素イオンで、その濃度を「ヘキサダイヤグラム」

と基礎数値にして示したものとなる。 

民家７及び民家９の位置関係については、26 ページの「月の浦地区各種検査

箇所図」に示している。 

過去 10 年間の平均と直近２回分を比較する形で表示している。ヘキサダイ

ヤグラムの形がほぼ同じ形をしていることで、最終処分場の浸出水が、周辺地

域へ影響を与えていないことが分かる。 

７ページをお願いする。「水質検査結果表」についてである。このページは

既設最終処分場集水ピットにおける数値結果である。検査項目は記載のとおり

で、検査結果は、最終処分場の施設廃止基準値内である。 

ここで汲み上げた浸出水を公共用水域へ流すことについて、保全委員の方々

に了承をいただいたため、今年３月末に工事を行い、４月からこの集水ピット

横の雨水排水用側溝に流している。その排水量は、現在のところ１日約 50 ㎥

であり、年間では約 16,000 ㎥になる。この工事により、下水道使用料が令和

３年度で約 1,500 万円掛かっていたが、約半分程節減できるものと考えられる。 

８ページをお願いする。こちらは、まだ廃止できていない新設の最終処分場

集水ピットの水質検査結果である。表の上部、黄色で網掛けしている欄につい

て、水素イオン濃度（ｐＨ）が６月・８月に基準を超えている。また、生物化

学的酸素要求量（ＢＯＤ）が８・９・10 月に施設廃止基準を超えた数値が出て

いる。 
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水素イオン濃度（ｐＨ）については、降雨水がアルカリ性の焼却灰と接触し

一時的なものと考えている。また、ＢＯＤについては、８月に 66 mg/L、９月

に 68 mg/L、10 月に 68mg/L の数値である。８月の大雨により相当量の浸出水

が流れ溜まっていたものが流れ出た、ということが考えられる。 

この新設最終処分場集水ピットの浸出水については、一旦水処理施設に送ら

れ、薬品処理等を経た後に、下水道排除基準を満たした上で、公共下水道に放

流しているという状況である。 

この薬品処理等でどれぐらい浄化されているかと言うと、このページの黄色

に塗られているところの R3.10.19 のＢＯＤで 68mg/L 出ているが、２ページの

真ん中に示す「生活環境に係る有害物質」の表中、10 月のＢＯＤの数値は

0.9mg/L まで、そして次の 11 月で 1.1 mg/L まで下がっている。これは薬品処

理等によって浄化されたためとなる。 

水素イオン濃度（ｐＨ）についても、R3.8.24 で 10.3 と弱アルカリ性だった

が、１ページの真ん中に示す「生活環境に係る有害物質」の表中、８月の水素

イオン濃度（ＰＨ）の数値は 7.7mg/L まで、そして次の 9 月で 8.0 mg/L まで

と中性に近づけるよう薬品処理をして公共下水道に放流している。 

９ページをお願いする。既設最終処分場下流観測井戸であるが、問題のない

数値となっている。 

10 ページをお願いする。新設最終処分場上流観測井戸で、問題のない数値と

なっている。 

11 ページをお願いする。新設最終処分場下流観測井戸の検査結果になるが、

どの項目も廃止基準以内の数値となっている。 

12 ページをお願いする。月の浦団地南端観測井戸の検査結果になるが、こち

らも最終処分場の維持管理基準以内の数値となっている。 

13 ページをお願いする。水処理施設排出口の検査結果であり、薬品等処理の

のち、下水道に放流する直前の水質検査結果となる。こちらは下水排除基準を

十分満たした値となっている。 

14 ページをお願いする。既設最終処分場汲上井戸である。こちらも下水排除

基準以内の数値となっている。調整槽Ａ・流量調整槽も、特に数値の変動等は

ない。 

15 ページをお願いする。２号井戸・３号井戸・４号井戸のダイオキシン類の

検査結果になるが、いずれも地下水の水質汚濁に係る環境基準値以内で推移し

ている。 

16 ページをお願いする。月の浦地区の民家７･民家９、近隣の平野川・小田

浦池の検査結果である。場所の確認については、25 ページの地図、もしくは正

面スライドをお願いする。平野川・小田浦池におけるダイオキシン類の毒性等

量は、環境基準内、１ピコグラム以下の数値となっている。令和４年度からは

新たに締結した協定書により、平野川と小田浦池での水質検査は削除している。 

17 ページをお願いする。１号井戸の検査結果になる。ここは、環境処理セン

ターの事務所が入っている管理棟や、いこいの里へ給水している井戸水になる。

こちらもすべて水道水水質基準値内の数値となっている。 

次に、発生ガス調査結果について説明する。発生ガス調査は年間６回、５箇

所で実施している。 

         18 ページをお願いする。既設最終処分場ガス抜き管、新設最終処分場ガス抜

き管、新設最終処分場集水ピット、19 ページには、最終処分場境界Ａ、最終処

分場境界Ｅの調査結果を記載している。場所の確認については、25 ページの地
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図、もしくは正面スライドをお願いする。 

既設最終処分場ガス抜き管において、二酸化炭素が低い時で 500ppm、高い時

で 25,000ppm の数値であった。また、メタンガスが低い時で 1ppm、高い時で

1,800ppm の数値が出ている。 

ここのガス抜き管では、過去にも単発的に二酸化炭素とメタンの数値の上昇

が表れている。 

20 ページをお願いする。発生ガス数値をグラフに表したものである。青の線

が、既設最終処分場ガス抜き管になる。以前にも同様の数値が出ていた。 

このガス抜き管は、平成 17 年に施工されており、当時の図面を確認すると、

深さ約１ｍ、直径 15cm、長さ約 19ｍの配管が、地表に対しほんのわずかな勾

配で埋設されていた。通常、ガス抜き管は、地表に対し斜めや鉛直に設置し、

空気やガスが抜けやすくするものであるが、ここの場合は、地面に対してほぼ

平行となっていることから、ガスが溜まり、抜け切れていないことが想定され

る。 

既設最終処分場には、鉛直のガス抜き管はなく、表面を土で覆う際にガス抜

きの砕石層を設け横引き的なガス抜き構造となっている状況である。 

二酸化炭素の増加は、極微量の有機物質と水が存在すると微生物の分解が起

こり、好機的な環境で二酸化炭素が発生すると言われているので、そのような

ことが起きていると考えられる。 

メタンガスの増加については、酸素が減り、嫌気的な環境になると、二酸化

炭素とメタンガスが発生すると言われている。 

ちなみに、メタンガスの爆発限界は５～15％、爆発限界の５％（50,000ppm 

）未満でも、着火すれば燃焼するため、５％の３割にあたる 1.5％を目安基準

とする場合が多いようだが、直近９月では 0.18％（1,800ppm）になり、問題の

ない数値である。 

また、ここは問題のない数値ではあるが、これまでも数値の上昇があるため、

昨年度、ソーラー式の換気装置ベンチレーターを２基設置するようにした。こ

れは太陽光ソーラー式であり天候に左右されていることも考えられるが、メタ

ンガスにおいては前年度よりも減少している。こちらの調査結果については、

今後も引き続き注視していく。 

21 ページをお願いする。既設最終処分場内部の深度別温度推移表とそのグラ

フを記載している。グラフの下の方が地面から 18ｍ地点となる。地中で熱が発

生した形跡もなく、温度変化も小さく、安定した状態だと思われる。なお、直

近 R4.2 の温度が低い理由は、特に寒い日に観測したこと、また降水量が少な

く乾燥していた、ことが影響していると考えられる。 

22 ページをお願いする。新設最終処分場ガス抜き管の深度別温度変化を表し

ている。これは、令和３年度の７回の測定結果である。下段の図は、採取地点、

開口部及び 10ｍ下までの地中温度をグラフ化したものである。深度別温度は既

設によって差はあるが、地中に下がるにつれて差は狭まっており、地中温度上

昇も見られず問題ない値で推移している。 

23 ページをお願いする。各井戸の水位グラフである。各観測井戸と既設最終

処分場の集水ピットの標高の水位、及びグラフを添付している。特に変動はな

い。 

24 ページをお願いする。年度別降水量を参考として添付している。令和３年

度については、上半期降水量だけで、１年間の降水量の約 83％と多い。これは、

８月降水量が災害級の豪雨であり、降雨量としては 1,085 ㎜であった。グラフ
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では、紫色の線になる。 

25 ページは、環境処理センター内各種検査箇所図である。 

26 ページは、月の浦地区各種検査箇所図を添付している。 

以上で、令和３年度下半期大野城環境処理センター管理運営状況の報告を終

わる。  

   中島会長： 以上の説明において、質問等はあるか。ないようであれば、私からよいか。

12 ページ「月の浦団地南端観測井戸」の数値についてである。６ページ「月の

浦モニタリングデータ」は各項目の濃度をヘキサダイヤグラム式で示している

が、南端観測井戸における検査項目の調査結果についても同じように表示して

もらえれば、保全委員も大変分かりやすくなる。次回からお願いしたい。 

もう 1 点ある。21 ページ「既設最終処分場内部温度推移表」である。令和４

年２月に関して、内部温度が従来と比較して低下している。現在、平野川から

トンネル工事（工事名：福岡導水施設地震対策第２号トンネル併設水路下口工

区工事、工事場所：福岡県大野城市牛頸区、機関：独立行政法人水資源機構）

がなされているが、内部温度低下の要因として、地質を掘削し地下水を引き込

むことで内部温度の低下につながったことが考えられるのか。また、組合（大

野城太宰府環境施設組合）が実施している水質・土壌の各種検査箇所の位置か

ら、トンネルの堀削現場まで約１キロ圏内の距離である。検査場所から掘削ま

での距離がきわめて近いが、地下水の水流の変化により内部温度の低下に影響

が出たということか。 

   今 長 谷 事 務 局 長： 距離は各種検査箇所の位置からトンネルの堀削現場まで約１キロ圏内である。    

   古 賀 敏： 元々、既設最終処分場内部温度は、観測口の中の気温を表示している。気温

の測定は、塩ビ管を通して灰を埋め立てている場所でしている。分解が起きる

と熱が発生しその濃度によって温度も変化してくる。そのため、内部温度の低

下はトンネル工事の掘削によるものではないと考える。 

   中島会長： 了解した。その他はないか。 

   丸山委員： 1 点よいか。16 ページ民家７と民家９をお願いする。民家７と民家９で項目

ごとに数値の違いがあるが、これはどういった原因で数値の違いが出ているの

か。 

   古 賀 敏： 各井戸によって深さも違い、流れている地下水の質も違う。よって、民家７

と民家９の水質結果にも違いが出る。大きな違いについては、16 ページ民家７

と民家９の項目を見ていただきたい。例えば、カルシウムイオンについては、 

数値に違いがあるが、ナトリウムイオンは、さほど変化はない。そして、R3.6.15

のマグネシウムイオンについては、民家７は 3.5mg/L に対し、民家９は 1.1mg/L

と、約３倍近く差が発生している。このような違いが発生する原因は、その土

地の土壌性質によるものである 

丸山委員： 地層等も関係しているのか。 

古 賀 敏： それもある。やはり水と接触をしている土壌が、水質結果に大きく関係して 

いると考えられる。 

丸山委員:   分かった。 

中島会長： 岩盤の中を通ってきた水と上流を通ってきた水を汲み上げても、水質が違っ

てくる。以前、小石原川において水質のデータを組合で出してもらったことが

ある。例えば、日田や温泉街等で水質を調査すると、硫黄等の性質が大きく表

れてくる。そういった水質を持つ土地もあるだろう。 

丸山委員： 民家７と民家９の井戸水は飲み水として使われていないのか。 

今 長 谷 事 務 局 長： 使われていない。 
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丸山委員： 井戸水の性質の数値が基準値よりも高ければ、大野城市から各住民に周知等

はあるのか。 

古賀  敏： 16ページの民家７と民家９をご覧いただきたい。R3.6.15の塩化物イオンが、 

民家７は 11mg/L、民家９で 8.7mg/L の数値になっている。一般的な濃度で 200 

mg/L 以下であれば井戸水で飲んだとしても問題のない値とされている。例えば、

飲み水に影響する値、つまり、塩化物イオン濃度の数値が高くなってきた場合、

組合より住民へ周知をしていくこととなる。我々は、そういったことがないよ

う日々モニタリング調査をしながら維持管理をしているところである。 

丸山委員： 分かった。 

中島委員： 民家７と民家９の地点を検査場所として指定した条件はあるのか。 

古 賀  敏： 平成 17 年最終処分場を新設したが、その際、条件として水流や水系等を調査 

した結果、その地点に指定したものによる。 

中島委員： 当初から指定した位置（民家７と民家９）は変わっていないということか。 

古 賀  敏： そうである。 

中島委員： 他に質問等はあるか。他にないようなので、２つ目の議題に移る。令和４年

度大野城環境処理センター環境保全委員会等事業計画（案）について説明をお

願いする。 

 

(2)令和４年度大野城環境処理センター環境保全委員会等事業計画（案）（資料 P.１～８） 

 

今 長 谷 事 務 局 長： それでは、議題（２）「令和４年度大野城環境処理センター環境保全委員会等

事業計画（案）」について説明する。 

１ページをご覧いただきたい。事業計画であるが、水質・空気中・土壌の調

査を、各調査箇所について実施する。令和４年３月、新たな協定書を締結した。

新協定書に基づく変更については、ダイオキシン類の土壌調査を廃止し、水質

調査においては、調査回数を年３回から２回とした。さらに、調査場所につい

ては、平野川・小田浦池の２箇所を廃止している。 

次に２ページ以降の調査項目表をお願いする。ダイオキシン類の調査回数が

年３回から２回へ変更となっている。 

次に７ページをお願いする。環境処理センター内の各種検査箇所図である。

変更としては、いこいの里敷地内・調整池横の土壌調査箇所、そして、２号井

戸・３号井戸の水質調査箇所、を削除している。 

８ページをお願いする。月の浦地区各種検査箇所図である。こちらも小田浦

池・平野川の２箇所を削除している。説明は以上である。 

   中島会長： 以上の説明において、質問等はあるか。ないようであれば、私からよいか。 

５ページである。民家７、民家９、そして４号井戸（いこいの里）においても

ヘキサダイヤグラム式での表示をお願いしたい。 

古 賀 敏： ヘキサダイヤグラム式で表示することは可能である。 

中島会長： 一度表示していただくと、保全委員も大変分かりやすく安心するのでお願い

したい。その他はないか。なければ、（３）その他の事項に移る。 

 

(3)その他 

 

 中島会長： これまでの組合（大野城太宰府環境施設組合）での各検査は、ある項目でど

れほどの数値になれば検査は廃止する、といった一つの廃止基準はあるのか。 

今 長 谷 事 務 局 長：   廃止基準の目安はある。管理運営状況報告資料８ページをご覧いただきたい。
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新設最終処分場集水ピットの検査項目でｐＨやＢＯＤの数値が上昇している。

例えば、この数値が基準値内で２年経過することができれば、福岡県へ最終処

分場廃止の届出ができる。現状として、毎年７月・８月の大雨により基準値を

上回る数値になっている。今年度は、まだ結果が出ていないが今後の動向に注

視したい。 

中島会長：  分かった。しかし、大雨の時期ではない、R3.5.18 においてもｐＨで 8.5 と

いう高い数値結果であった。 

今 長 谷 事 務 局 長：  廃止基準がｐＨで 5.8 以上 8.6 以下である。 

中島会長：  平常時の数値でもｐＨ8.5 であるため、検査廃止に至るまで難しいものがあ

る。その他に廃止に至るまでの基準はあるのか。 

古 賀 敏：  埋め立てた地中の温度とそれに隣接する埋め立てをしていない地中の温度差 

が 20 度以下であること、そして、水質と地中の温度を総合的に判断し廃止の

手続きを進めることができる。仮に、廃止の手続きができたとしても、環境保

全委員、各行政区、そして有識者の方に諮問し、これで廃止をしてもいいのか

了解を得たのちに水質等の検査廃止の手続きをすることになる。しかし、現状

として、既設最終処分場の廃止が完了（平成 22 年）し約 10 年経つが、現在も

モニタリング調査を行っているのが実情である。我々は、常に住民の方々にご

心配をお掛けしないように観測をし続けている。 

中島会長： 分かった。現在、地中の温度差は、20 度あるのか。 

古 賀 敏： それ程、温度差はない。 

中島会長：  廃止基準値を超える検査項目は何か。 

古 賀 敏：  最後まで廃止基準を超えるのはｐＨと思われる。 

中島会長： 分かった。その他にないか。次回の保全委員会の開催日はいつ頃か。 

中  隈： 11 月下旬を予定している。 

中島会長： 開催前に日程調整を行う際、会場（大野城市役所あるいは大野城環境処理セ 

ンター）をどこで行うのか記載をお願いしたい。 

中  隈： 分かった。 

中島会長： 以上をもって、令和４年度の大野城環境処理センター環境保全委員会第１回 

の定例会を終了する。 

 


