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1. 会社概要・焼却施設概要 神戸環境クリエート（株）

資 本 金 3千万円

従業員数 28人

処理品目 産業廃棄物（廃プラ、食品残渣など）

特別管理産業廃棄物（感染性廃棄物など）

低濃度PCB廃棄物（廃絶縁油、廃ウエスなど）

竣 工 2009年春

炉 形 式 ロータリーキルン＆ストーカ炉方式

燃焼形式 全連続燃焼式

（ごみは連続供給され、24時間連続運転）

処理能力 最大 80トン/日×1基

PCB廃油 9.0 kL/日、PCB汚染物 1.5トン/日

ガス処理 乾式処理（消石灰・活性炭噴霧＋バグフィルタ）

焼 却 灰 水および重金属固定剤を添加後、最終処分場に搬出

排水処理 施設内循環（炉内噴霧）のため発生せず

■会社概要

■焼却施設概要



2. 焼却施設のフロー図 神戸環境クリエート（株）

ロータリーキルン
円筒状の炉が回
転しながら廃棄物を
燃焼する炉です。

低濃度PCB汚染物保管庫
（感染性廃棄物保管庫）
コンベヤおよびスキップホイストで
自動的に炉に投入されます。

調湿装置
飛灰に重金属固定
剤を加えることにより、
有害な重金属が埋立
地中に溶け出すことを
防止します。

重金属固定剤タンク
低濃度PCB廃油

クレーン

ピット

燃え殻コンテナ

低濃度PCB廃油配管
油は、外気に触れずに炉に
送り込まれます。

送油ポンプ

ばいじんコンテナ

灰出コンベヤ
炉から出てきた燃え殻を
水で冷却します。

バグフィルタ
バグ（ろ布）でろ過すること
により、ばいじんを除去しま
す。
バグフィルタは2段設置さ
れており、1段目でわずかに
残ったばいじん等も、2段目
で完全に除去されます。

煙突

消石灰サイロ
消石灰でSOxやHCl

を中和除去します。

飛灰コンベヤ

誘引通風機

排ガス自動測定装置
排ガス中に残存する有害物質を

24時間連続監視しています。
この測定値は、テレメータを通じ
て神戸市に送信されています。

飛灰コンベヤ

活性炭サイロ
活性炭でダイオキシン
類を吸着除去します。

空気

減温塔
燃焼ガス温度
を調整します。

ガス冷却室
燃焼ガスに水を
噴霧し急冷するこ
とにより、炉内で
のダイオキシン類
の再合成を防止し
ます。

ガスエアヒータ
燃焼ガスの熱を有効
利用して、空気を加熱
します。加熱空気は、
煙突から出る白煙を低
減するために、煙突に
吹き込まれます。

二次燃焼室
内部温度は850℃以
上あり、PCBやダイオキ
シン類は完全に分解し
ます。

ストーカ炉
前後に動くス
トーカ（火格子）
の上で廃棄物を
燃焼します。

加熱空気

加熱空気

産業廃棄物

低濃度PCB汚染物
（固形物）

尿素水タンク
尿素で、燃焼ガス
中のNOxを無害化
します。

詰替室

850℃

400℃ 292℃

182℃

200℃

190℃

P P

引火性廃油
貯留場

廃酸・廃アルカリ
貯留場

感染性廃棄物



3. 燃焼炉 神戸環境クリエート（株）

■一次燃焼炉

ロータリーキルン＆ストーカ炉

標準的な 850℃運転だけでなく、

1100℃運転も可能

■二次燃焼炉

ストーカ上部の空間

燃焼ガスにさらに空気を供給し、

850℃以上で完全燃焼させる

■ガス冷却室

二次燃焼炉を出た燃焼ガスに

水を噴霧し、400℃まで急冷

→ ダイオキシン生成を抑制

ロータリーキルンは流動性のある泥状物や粉体、プラスチック

等の廃棄物を適切に焼却処理することが可能で、特にガス化

燃焼が速い油泥や廃プラスチック類に最適です。ロータリーキ

ルン＆ストーカ炉（マルチタイプ）は、ロータリーキルンとストー

カの両方の長所を組み合わせた最も幅広い廃棄物に対応でき

る炉です。流動性・粘性の高い廃プラスチック類、油泥、高い燃

焼効率を必要とする木くず、紙くず、家庭ごみなどの雑芥類な

ど、様々な廃棄物の焼却に適しています。

（株式会社タクマWebサイトより）



4. 排ガス処理および灰処理 神戸環境クリエート（株）

■排ガス処理方式：乾式処理

・消石灰、活性炭噴霧＋バグフィルタ

・NOxは、廃ガスに尿素水を噴霧し還元除去

■煙突排ガス（HCl、NOx、SOx、CO）：連続分析計で常時監視

・HCl、SOx濃度の上昇に応じて、消石灰噴霧量を自動的に増加させる

自動制御システムあり

・分析計の測定値はテレメータで神戸市に送信

■主灰（燃え殻）、飛灰（ばいじん）

・ストーカから落下した主灰は、灰出コンベヤ（鉄製水槽）で水冷、

加湿され、主灰コンテナに排出

・バグフィルタで分離された飛灰は、重金属固定剤（液体キレート剤）

および水と混練され、飛灰コンテナに排出

・コンテナに排出された主飛灰は、最終処分場で埋め立て

■灰出コンベヤの廃水は、炉内に噴霧（＝系外に出ない）



5. 中央制御室 神戸環境クリエート（株）

■焼却炉の運転管理は中央制御室で実施

・ごみ投入速度、燃焼空気供給量、炉内温度などは、中央制御室の

PC上で監視、制御

・炉内の燃焼状態などは、監視カメラの映像で遠隔監視

・運転員は無線機で相互に通信



6. 感染性廃棄物 神戸環境クリエート（株）

医療機関など（病院や研究所）から排出される廃棄物のうち、

感染性病原体を含む（おそれのある）もの

（血液の付いたガーゼ・ビニールチューブ・注射針、使用済みおむつなど）

⇒作業者が感染する恐れあり、厳重な対応が必要

■密閉状態で収集運搬、搬入

プラ容器、段ボール箱、プラ袋に密閉して

■建屋内で保管

■開梱せず、容器に密閉したまま炉内投入

スラットコンベヤ等で、炉内まで自動的に搬送される

■できるだけ手で扱わない

プラ袋はショベルでつかむ、段ボール箱はフォークリフトではさむ



7. PCB廃棄物の処理で注意すべき点 神戸環境クリエート（株）

■完全燃焼させる

「850℃で 2 秒」以上の燃焼条件

一酸化炭素 100 ppm以下

■密閉状態のまま炉に投入する

PCB廃油は、貯蔵タンクから

配管を経て炉内噴霧

PCB汚染物は、プラ容器に

密閉した状態のまま炉内投入

■ PCBを絶対に流出させない

漏洩対策を厳重に施す

例：タンクの防油堤（タンクから漏れても、防油堤で受け止める）

油水分離槽（雨水に油が漏れても、油水分離槽で油を捕捉して水のみ放流する）

フランジ部にオイルパン（フランジから漏れ落ちても、オイルパンで受け止める）

ダイオキシン対策と同じ

感染性廃棄物対策と同じ



8. PCB廃油の処理 神戸環境クリエート（株）

■入荷
・タンクローリーで受け入れ、
タンク（ 20 kL× 2 基）に送油
・ドラム缶入りで受け入れ、
当社抜油設備でタンクに送油

■炉内導入
・タンク ⇒ ポンプ ⇒ 配管
⇒ ノズルでキルン内に噴霧

・PCB廃油を外気に触れさせない

■漏洩対策

・タンクローリー
受入ヤードは
床面コンクリ、
側溝

→  浸透防止
流出防止

・送油配管はできるだけ溶接、
フランジ接続部は
オイルパン設置 →  流出防止

PCB廃油（ローリー）

PCB廃油（ドラム缶）

PCB汚染物（プラ容器）

PCB汚染物（ドラム缶）

空ドラム缶

PCB廃油タンク（20kL×2基）

P

廃油貯留場（抜油設備）

空ドラム缶（プレス後）詰替室
（ドラム缶プレス機）

P

コンベヤで
自動搬送

PCB廃棄物保管スペース（感染性廃棄物保管庫棟内）

プレス

ポンプと
配管で
圧送

焼却設備

詰め替え



9. PCB汚染物の処理 神戸環境クリエート（株）

■入荷
・プラ容器あるいはドラム缶に
密閉した状態で受け入れ
・建屋内の保管スペース
（感染性廃棄物保管庫棟内）で保管

■詰め替え
・ドラム缶の内容物をプラ容器に
詰め替え
→ 建屋内に設置された詰替室で実施

■炉内導入
・開梱せず、容器に密閉したまま炉内投入
スラットコンベヤ等で炉内まで自動的に搬送

■漏洩対策
・開梱せず、容器に密閉したままで取り扱う
（PCB揮発防止）
・開梱は、詰替室でのみ行う

PCB汚染物の詰替室（感染性廃棄物保管庫棟内に設置）

PCB廃油（ローリー）

PCB廃油（ドラム缶）

PCB汚染物（プラ容器）

PCB汚染物（ドラム缶）

空ドラム缶

PCB廃油タンク（20kL×2基）

P

廃油貯留場（抜油設備）

空ドラム缶（プレス後）詰替室
（ドラム缶プレス機）

P

コンベヤで
自動搬送

PCB廃棄物保管スペース（感染性廃棄物保管庫棟内）

プレス

ポンプと
配管で
圧送

焼却設備

詰め替え



10. 空ドラム缶の処理 神戸環境クリエート（株）

■空ドラム缶（PCB廃棄物を入れていた容器）

「内容物だけでなく、ドラム缶も一緒に処理してほしい」

とのニーズが非常に多い

・当初は「中身のみ処理、ドラム缶は返却」の認定条件

・ドラム缶の焼却試験を行い、無害化を確認

・環境省に変更届を提出

⇒ 2014年夏に、空ドラム缶の無害化処理も可能に

・空ドラム缶は、専用プレス機でプレスして減容

・プラ容器同様、コンベヤに積載して炉内投入

・主灰と一緒に排出された焼却後ドラム缶は回収してリサイクル



11. 焼却施設に勤めて分かったこと 神戸環境クリエート（株）

■焼却炉は意外と制約が多い（特に小さな施設）
・木の角材：表面が炭化するが中まで燃えない、要破砕

・プラフィルム（ロール状）：表面が溶融・炭化するが燃え残る

・書籍：紙は重なっていると空気が通らない→燃え残る
・活性炭粒：炉内滞留時間によっては燃え切らない

■1100℃の運転は難しい
・「二次燃出口で1100℃」のためには、一次燃で1200℃は欲しい

でも1300℃まで上げると炉が痛む → 一次燃焼炉の温度マージンが狭い

・高温だとクリンカ生成が激しい
月1回くらい炉を小停止してクリンカ除去を余儀なくされた

⇒ 850℃条件で新認定を取得し、かなり楽になった

■細かな技術営業・営業支援は大変
・排出者と工場をつなぐ、営業支援

・法的基準は溶出量ベースだが、焼却的には含有量ベースのデータが必須など
→ これらを説明する必要

■化学の知識は有効
・排ガス処理、キレート不溶化は化学反応

・医療機関などから廃試薬の廃棄依頼：試薬名から各種の判断をする必要

・配管における油輸送は、化学工学の領域（圧損から異常箇所の推定など）

化学者が欲しい！！ 化学者は、廃棄物処理業界に入って活躍してほしい



12. PCB廃棄物の課題 神戸環境クリエート（株）

低濃度PCB汚染絶縁油、廃ウエスは、

当社を含めて日本各地で処理が可能となった。

■感圧紙

× PCB濃度が高い

しかし・・・

PCB複写紙は、製造時に100％PCBを意図的に添加しているため、PCB濃

度が非常に高い（1万～5万ppm）。当社の大臣認定は5000ppm以下である

ので、PCB複写紙をそのまま受け入れすることはできない。

■橋梁塗膜

×鉛を％オーダーで含む

ため、焼却灰に鉛が

大量に残る

橋梁などの環境条件の厳しい場所では、塩化ゴムを用いた塗料が使用された。

ここで、塩化ゴムの可塑剤として、塗料にPCBが混入された。さらに、鉛丹

（酸化鉛）を含むさび止め塗料も使用されたため、これらの廃塗膜には、

PCBだけでなく鉛も多量に含む。

■PCB汚染土壌

△量が大量
汚染土壌は数十～数百m3のオーダーで発生する。

当社設備では対応困難、処理システムの開発が望まれる



『全国で6番目』かつ『近畿地方初』の大臣認定会社として、
さらなるPCB廃棄物の無害化処理に貢献していきます。

ご清聴ありがとうございました。


