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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２回定例会 会議録 

 

１．日 時：令和４年 12 月 16 日（金） 13:55～15:00 

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〉 

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４年度上半期管理運営状況 

  （組合）みどりのリサイクル搬入量 1,693.28t（前年度同期比 ＋135.76t、＋8.7％） 

      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 

 

  ◆報告② 月の浦地区民家７と民家 9 以外の井戸のヘキサダイヤグラム表示について 

（資料１） 

  （組合）ヘキサダイヤグラムとして比較すると、既設最終処分場集水ピットと新設最終処分

場集水ピットからの浸出水を集めた集水ピットでは、ナトリウム、カリウムイオン

そして塩化物イオンの濃度が高いため、漏斗のような形となっている。また、既設

最終処分場下流井戸、新設最終処分場下流井戸、及び月の浦の民家とも形が異なる。

これは水質によって形が違うことを表しており、既設最終処分場下流井戸、新設最

終処分場下流井戸及び月の浦地区の水質は、最終処分場の影響を受けていないとい

うことを示している。 

【主な委員からの意見】 

◆意見① 

  （委員）大野城環境処理センター周辺観測井戸の深度をそれぞれ教えていただきたい。 

（組合）観測井戸の深度について、10 ページ新設最終処分場下流観測井戸は 22 メートル、

14 ページ 1 号井戸は 200 メートル、そして 15 ページ４号井戸（いこいの里）は 137

メートルである。その他の観測井戸の深度については、資料２で確認をお願いする。 

◆意見② 

（委員）各検査の廃止基準はあるのか。 
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（組合） 廃止基準はある。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４年度上半期大野城環境処理センター管理運営状況報告（資料 P1～24） 

中島会長： それでは議題に入る。まず始めに「令和４年度上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年第２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ページをお願いする。まず、上半分は、剪定枝葉や廃木材のリサイクル事

業である、「緑のリサイクルの搬入量」になる。４月から９月までの上半期は、

1,693.28 トンであった。ここには記載していないが、前年度、令和３年度の上

半期は 1,557 トンであったため、前年度の上半期と比較すると 135.76 トン

（8.7％）の増となっている。 

次に、灰処分地放流水測定分析値について説明する。ここからは、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、23 ページ・24 ページの図面

を見ながら聞いていただきたい。 

この「灰処分地放流水測定分析値」は、水処理施設で薬品処理を行った後、

公共下水道への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（ＢＯＤ）、化学的酸素要求量（ＣＯＤ）、浮遊物質量（ＳＳ）、大

腸菌群数の検査結果である。調査は大腸菌群数を除き、毎月実施している。 

検査結果は、法による最終処分場に係る技術上の基準の許容限度以内であり、

安定した値の推移となっている。 

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回検査を実施

している。６月における検査結果は、全ての項目で法による許容限度未満で

あった。 

次に２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。 

２ページが平成 25 年度から平成 29 年度までの調査結果、３ページが平成 30

年度以降の調査結果である。ダイオキシン類調査は、今年度からの地元４区と

の新協定書に基づき、６月と 12 月の年２回、水質８箇所で実施している。 

 水質区分は、２号井戸、３号井戸、平野川及び小田浦池、また土壌区分は、

令和３年度で調査が終了し、それ以外の箇所は年２回調査を実施している。 

６月の調査のうち、表の右側に※印がついている各井戸は、調査時に採水し 

た水に「濁り」が確認できたため、７月に再調査を行っている。 

次に４ページをお願いする。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、上のグラフは、最終処分場の廃止基準

及び維持管理基準に該当する、既設最終処分場集水ピット、新設最終処分場集

水ピット、水処理施設排出口のダイオキシン類測定値推移表になる。 

下のグラフは、各井戸関係と令和３年度まで調査をしていた２号井戸、３号

井戸、平野川及び小田浦池における、水質の環境基準と比較したダイオキシン
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類測定値推移表になる。 

いずれも、グラフで見れば基準値（上の赤線）より低い値で推移しているこ

とがわかると思う。今回から、過去の年度の数値が多いと読みづらいため、過

去 10 年と当該年度までの記載としている。 

５ページをお願いする。「月の浦地区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の調査は、過去 10 年間平均と令和３年度から

今年度までの毎年６月と 12 月に、同地区の井戸水を使用している民家の井戸

水を採取して検査したもので、検査項目を下の表に示している。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、炭酸水素イオンの濃度を「へキサダイヤグラム」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、24 ページ「月の浦地区各種検査箇

所図」に示している。 

直近のデータでは６月に調査した数値であるが、過去１０年間平均と比較し 

ても、大きな変化はない、ということがわかる。民家７と民家９で、へキサダ

イヤグラムの形が違うが、過去と形が変わりないことが安定していることを示

している。前回 5 月 31 日に開催した第１回環境保全委員会において、月の浦

地区民家７と民家 9以外の井戸のヘキサダイヤグラムを提示してほしいとの要

望があったので、資料１を配布している。資料１をご覧いただきたい。ヘキサ

ダイヤグラムとして比較すると、既設最終処分場集水ピットと新設最終処分場

集水ピットからの浸出水を集めた集水ピットでは、ナトリウム、カリウムイオ

ンそして塩化物イオンの濃度が高いため、漏斗のような形となっている。また、

既設最終処分場下流井戸、新設最終処分場下流井戸、及び月の浦の民家とも形

が異なる。これは水質によって形が違うことを表しており、既設最終処分場下

流井戸、新設最終処分場下流井戸及び月の浦地区の水質は、最終処分場の影響

を受けていないということを示している。 

６ページをお願いする。「既設最終処分場集水ピット」の水質検査結果表であ 

る。検査項目は記載の通りで、その検査結果は、基準値内である。 

続いて７ページをお願いする。「新設最終処分場集水ピット」の水質検査結

果である。令和３年度までは年に数回、施設の廃止基準を超える数値の項目（水

素イオン濃度（ＰＨ）、生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ））があったが、今年度

においては基準を超えた項目はなく基準値以内で推移している。ただし、水素

イオン濃度（ＰＨ）の値は、基準値上限に近い数値で推移しており、今後も注

視していきたいと思う。 

７ページの新設最終処分場集水ピットの水素イオン濃度（ＰＨ）やＢＯＤ（生

物化学的酸素要求量）の水質結果は、６ページの既設最終処分場集水ピットと

比べると、数値が高めである。この新設最終処分場集水ピットの浸出水につい

ては、水処理施設に送られ薬品処理等を経た後、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。 

この薬品処理等でどれぐらい浄化されているかというと、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、１リットル当たり 37ｍｇあった

9 月の生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）を 0.5ｍｇまで浄化している。他にも、

水素イオン濃度（ＰＨ）についても９月で 8.4 と弱アルカリ性だったものを 7.9

と、中性に近づけるよう処理をして公共下水道に放流していることがわかると

思う。 

８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。いずれも基準
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値以内の値となっている。 

９ページをお願いする。新設最終処分場上流観測井戸である。いずれも基準

値以内の値となっている。 

１０ページをお願いする。新設最終処分場下流観測井戸であるが、いずれも

基準値以内の値となっている。 

１１ページをお願いする。水処理施設排出口での水質検査結果である。１ペー

ジの検査項目と重複する項目ではあるが、薬品処理ののち、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。 

１２ページをお願いする。既設最終処分場汲上井戸である。こちらも問題の

ない値となっている。 

１３ページをお願いする。月の浦団地南端観測井戸である。こちらも問題の

ない値となっている。 

１４ページをお願いする。１号井戸の検査結果である。１号井戸は、いこい

の里や管理棟でも利用している井戸水となる。こちらも、全て水道水水質基準

値内の数値となっている。 

１５ページをお願いする。４号井戸（いこいの里）の検査結果である。こち

らもダイオキシン類の毒性等量も含め、環境基準内の値となっている。 

１６ページをお願いする。民家７と民家９の検査結果で、ヘキサダイヤグラ

ム作成のイオンデータとなる。こちらも問題のない値となっている。 

次に、発生ガス調査結果についてである。発生ガス調査は、年６回、５箇所

で実施している。 

１７ページをお願いする。こちらは、５月から９月までの既設最終処分場ガ

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、１８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。こ

の中で、１７ページ①既設最終処分場ガス抜き管において、二酸化炭素は

500ppm から 13,000ppm の数値で前年度と同等の数値であった。また、メタンガ

スは、1ppm から３ ppm の数値で、今年度は安定した数値であった。 

ここのガス抜き管は、地面と平行に設置され、構造上気体が抜けにくい状況

で、ある程度溜まってから抜けていくような状況になっていると考えられ、二

酸化炭素は空気よりも重いことから数値が高いように思われる。また、既設最

終処分場のガス抜き管の二酸化炭素とメタンガスについては、毎年一時的に数

値の上昇が表われていたため、令和３年度にソーラー型の換気装置を設置して

いるが、今後も二酸化炭素とメタンガスの数値について注視していきたい。 

１９ページをお願いする。発生ガス数値（二酸化炭素とメタンガス）をグラ

フに表したものである。１７ページ上段の表で数値が上昇していた①既設最終

処分場ガス抜き管は、青の線になる。グラフで示すとおり異常値ではないが今

後も注視していきたい。 

２０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。地中の温度変化は小さく安定した状態で、問題はないと

思われる。 

２１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。深度別温度変化は、問題ない値で推移している。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。新設最

終処分場は、既設最終処分場と違い福岡方式という形状で造られ、準好気性で

の空気の流れによって地中温度が安定していると思われる。開口部や上層部に
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ついては、計測日の天気と気温の影響を受けているが、内部の温度は特に問題

はないと思われる。 

２２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。今年度

上半期の降水量は、1,057 ミリである。記載はしていないが前年度の上半期が

1,823 ミリであったので、766 ミリ減っている。また、グラフを見ると、前年

度は８月短期間に集中して降り、過去 10 年間でも 1 カ月降水量としては突出

して過去最多であることがわかる。 

また、既設最終処分場の浸出水は、これまで水処理施設を通し、薬品処理等

を行わず排出し、下水道メーターを通って公共下水道へ流していた。だが令和

３年 12 月、委員の皆様や地元４区との間で、既設最終処分場の浸出水を公共

用水域へ放流することへの協議が整ったため、水処理施設を通さず、直接公共

用水域に放流する工事を行った。この９月末までの半年間で約 9,000 トンの浸

出水を、水処理施設を通さず、直接公共の雨水管へ排出できた。これにより排

水量を下水道使用料に換算すると、半年で約 290 万円の節減ができたことを報

告する。 

２３ページは、環境処理センター内各種検査箇所図である。 

２４ページは、月の浦地区の各種検査箇所図を添付している。 

以上で、令和４年度上半期の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： 以上の説明に対して、質問はないか。 

白川委員： ３ページのダイオキシン類調査結果表である。令和４年６月調査のうち、※

印がついている各井戸については、調査時に採水した水に濁りが確認でき７月

に再調査を行ったとあるが、再調査をした結果はどこに記載があるのか。 

今 長 谷 事 務 局 長： ※印がついている数値が、７月に再調査を行った結果である。表の右側一番 

下に、※の値は７月の検査計測値と記載している。 

白川委員： 分かった。 

中島会長： 私から１点お願いがある。観測井戸の深度をそれぞれ教えていただきたい。 

今 長 谷 事 務 局 長： 分かっている範囲で案内する。10 ページの新設最終処分場下流観測井戸は、 

22 メートル、14 ページの 1 号井戸は 200 メートル、そして 15 ページの４号井

戸（いこいの里）は 137 メートルである。その他の観測井戸の深度については、

資料を配布するので、ご確認いただきたい。（資料２） 

中島会長： 資料を見ると、それぞれの深度が記載されていて分かりやすい。他に質問が 

ある。民家７と民家９では、水素イオン濃度（ＰＨ）などは検査せず、ナトリ

ウムイオンやカリウムイオンなどの成分の分析をしているのは、何か理由があ

るのか。 

古 賀 敏： もともと、５ページのヘキサダイヤグラムで表している民家７と民家９の井 

          戸水を調べる目的で項目ごとに検査をしていた。そのため、他の検査は特段必

要ないという理由で当時からこの項目で検査を行っていた。 

中島会長： 分かった。実際、測定をする担当者は、水素イオン濃度（ＰＨ）などの測定

しているのか。 

古 賀 敏： 測定はしている。 

中島会長： 分かった。これらの各測定は、数値が安定すれば検査を廃止する、といった

一つの廃止基準はあるのか。 

古 賀 敏： 最終処分場での廃止基準というものがある。数値結果が基準値内に収まり、

基準値内で２年間経過すれば、福岡県へ一般廃棄物最終処分場廃止の届出がで

きる。 
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中島会長： 廃止の見通しはどうか。 

古 賀 敏： まだ数値結果が１年安定しているだけで、廃止基準まで残り１年ある。まず 

は、地域住民の方々の安全安心を第一に考えて、引き続き検査をしていく必要 

があると考える。 

中島会長： 平野川からのトンネル工事の内容について教えていただきたい。 

今 長 谷 事 務 局 長： 現在も工事は行われているが、内容については分からない。 

中島会長：  他に質問はないか。 

山本課長： 私から１点よいか。12 月に大野城市役所で議会を開催している。その議会の

一般質問の中で、議員の一人から、この最終処分場についての質問があった。

内容は、既設最終処分場跡地の有効活用についてである。現在、既設最終処分

場は、すでに一部の地元住民にグランドゴルフ場として使用されているが、将

来的にその土地をスポーツ公園として整備してほしいというのがその議員の意

向である。また、環境測定をいつまでするのかという質問もあがっていた。環

境測定については、今まで通り検査を行い、地元住民の皆様に調査項目の数値

を提示していく必要があると考えている。そして、将来的な跡地の有効活用に

ついては、大野城市の意向のみで決定できるものではないと考えている。地元

住民、組合及び構成市（太宰府市）と協議検討を重ねていかなければならない

ことである。この場をお借りして、環境保全委員の皆様にご報告をさせていた

だく。この議会の内容については、後日市のホームページに掲載されるので、

ぜひ確認をしていただきたい。 

中島会長：  この議題は、議員の中で反響は大きかったのか。 

山本課長：  反響があったかどうか分からない。 

中島会長：  我々環境保全委員の立場というのは、大変責任のある立場である。今回議会

で取り上げられたことについては、環境保全委員としてきちんと認識しておき

たい。議員の方がおっしゃる跡地の有効活用をしながら、引き続き水質検査も

行っていくこともできるのではないかとも思う。 

山本課長：  最も大切なことは、地元住民の方々と協議をしながら、慎重にやっていくこ

とである。 

丸山委員：  これは、議員１人の方の意見か。 

山本課長：  そうである。 

中島会長：  また何かあれば、情報提供をお願いする。 

山本課長：  分かった。 

今 長 谷 事 務 局 長：  組合としては、今後も引き続き水質調査を行っていくが、既設最終処分場に

ついては、既に平成 22 年 11 月に施設廃止が行われている。新設最終処分場につ

いては、２年以上の期間、基準値内で推移すれば最終処分場廃止の手続きを開始

できることとなっている。そうなれば将来的な有効活用も現実的な話になるので

はないかと思う。随時、環境保全委員の皆様にご相談をさせていただく考えであ

る。 

中島会長： 他に何かあるか。最後であるが、なければこれで会議を終了する。 

中隈係長： 私から１点ご報告がある。環境保全委員の任期が令和５年３月 31 日までであ 

る。今後、各区に環境保全委員の選出について、ご案内をさせていただきたい。 

中島会長：  承知した。最後であるが、これで会議を終了する。 

 


