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第２章 対象事業の目的及び内容 

 2.1 対象事業の目的 

四国電力株式会社（以下「当社」という。）の西条発電所は，1 号機（15.6 万 kW）が昭和 40 年

（1965 年），2号機（25万 kW）が昭和 45 年（1970 年）に営業運転を開始し，その後，1号機が昭

和 58年（1983 年），2号機が昭和 59 年（1984 年）に石油から石炭へ燃料転換しており，現在，合

計 40.6 万 kW の石炭火力発電所として，四国の電力の安定供給に大きな役割を果たしている。 

しかしながら，1号機は運転開始以来すでに 50 年以上が経過しており，今後，長期にわたって信

頼性のある供給力として継続活用することが困難であることに加え，最新鋭の発電設備に比べ熱効

率が低いことから，引き続き低廉で安定した電力供給を行うため，環境性及び経済性等を総合的に

評価し，石炭を燃料とした最新鋭の超々臨界圧発電設備（USC）にリプレースすることとした。 

また，規模については，当社が保有している火力発電設備の多くが運転開始から 40 年を超える

高経年火力発電設備であるため，将来的には代替電源の開発が必要となることや，現在商用化され

ている超々臨界圧発電設備（USC）の設備容量が 50 万 kW 以上であること等を総合的に勘案し，50

万 kW とした。 

一方，一般電気事業者が 1,000kW 以上の火力電源を自社で新増設・リプレースする場合，原則す

べてを入札の対象とすることが「新しい火力電源入札の運用に係る指針」（平成 24 年 9 月策定 資

源エネルギー庁）に定められており，当社はこの指針に基づき，火力電源入札募集を実施するとと

もに，これに対して自社応札し，平成 28 年 3 月に落札した。 

本事業では，石炭火力の発電設備において利用可能な最良の高効率発電技術である超々臨界圧発

電設備（USC）を採用することにより，可能な限り二酸化炭素排出削減に努めることとした。また，

適切な環境対策設備を導入することで硫黄酸化物，窒素酸化物及びばいじんを削減することや，既

存の燃料インフラ等の有効活用により工事規模を低減することで，地域環境への負荷低減を図るこ

ととした。 

なお，本事業で発電した電力は，全量，当社が小売供給する計画であり，将来的には再生可能エ

ネルギーの導入拡大等を踏まえ，調整電源として活用することも想定している。 

新設 1号機の運転開始は，平成 35年（2023 年）を予定している。 
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1号機 2号機 新設1号機 2号機

原動力の種類 汽力 同左 汽力 現状どおり

出力（万kW） 15.6 25 50 現状どおり

合計（万kW）

注：2号機については，昭和59年（1984年）にボイラを更新しており，当面，継続して活用する予定である。

項　目
現　　　状

40.6 75

将　　　来

 2.2 対象事業の内容 

 2.2.1 特定対象事業の名称 

西条発電所１号機リプレース計画 

 2.2.2 特定対象事業により設置される発電所の原動力の種類 

汽力 

 2.2.3 特定対象事業により設置される発電所の出力 

本事業は，既設 1号機（15.6 万 kW）を廃止し，50 万 kW 発電設備を新たに設置する計画である。 

既設を含めた発電所の原動力の種類及び出力は，第 2.2-1 表のとおりである。 

第 2.2-1 表 発電所の原動力の種類及び出力

 2.2.4 対象事業実施区域 

所   在   地：愛媛県西条市喜多川 853 他 

対象事業実施区域：約 100 万 m2

発電所敷地：約 40 万 m2

地 先 海 域：約 60 万 m2

（工事に伴う船舶等による海域作業を考慮した面積） 

対象事業実施区域の位置及びその周囲の状況は，第 2.2-1 図及び第 2.2-2 図のとおりである。 

発電所北側エリア（平成 30 年 1月に愛媛県から取得）については，総合排水処理装置の増設，

放水路の延長に活用する他，建設工事中は資機材置場や駐車場等の工事用地として，新設 1号機

運転開始後は定期点検時の資機材置場等として活用する予定である。 

また，対象事業実施区域の現状の鳥瞰図は，第 2.2-3 図のとおりである。 
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凡例

:対象事業実施区域

第2.2-1図　対象事業実施区域の位置

対象事業実施区域
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凡例

：対象事業実施区域

第2.2-2図(1)　対象事業実施区域の位置及びその周囲の状況
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凡例 平成27年4月　撮影 

：対象事業実施区域

：発電所敷地

：発電所北側エリア（平成30年1月に愛媛県から取得）

第2.2-2図(2)　対象事業実施区域の位置及びその周囲の状況
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 2.2.5 特定対象事業の主要設備の配置計画その他の土地の利用に関する事項 

発電所の配置計画の概要は，第 2.2-4 図のとおりである。 

主要な発電設備は，発電所敷地内の海側に位置する既存の燃料タンク撤去跡地に配置し，揚

炭・貯炭・運炭設備，灰処理設備，重油受入設備，アンモニア設備及び開閉設備は既設設備を最

大限に有効活用する。なお，運炭設備については，既設コンベアを途中で分岐し，新設 1号機ま

での間に新たなコンベアを設置する。 

総合排水処理装置については，既存の装置では処理能力が不足することから，既存装置を有効

に活用しつつ，発電所北側エリアを利用して処理能力の増強を行う。 

また，放水口の配置計画は，第 12.2.2-1 図に示す A，B，C案について，既設放水口西側に分

布する干潟や周辺海域の生物等への影響低減効果，温排水の再循環の有無及び港湾施設や海上交

通への影響等を総合的に勘案して検討した結果，B案を採用することとした。放水口の配置計画

に係る検討の経緯及びその内容については，「第 12 章 環境影響評価の結果 12.2 環境保全の

ための措置 12.2.2 環境保全措置の検討の過程及び結果 （２）配置計画 ② 放水口の配置の

検討」（以下「第 12 章 12.2.2（２）② 放水口の配置の検討」という。）に示す。 

なお，愛媛県の東予港港湾計画（昭和 62 年改訂）において，既設放水口付近に小型船だまり

施設が設置される計画であり，愛媛県公共事業評価委員会（平成 28 年度）資料によると，平成

37 年度に完成する予定となっていることから，将来は小型船だまり施設が存在しているものとし

た。 

発電設備の概念図は第 2.2-5 図，完成予想図は第 2.2-6 図のとおりである。 
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注：燃料タンクヤードは，平成29年1月から撤去工事を実施している。（平成31年5月完了予定）

第2.2-4図(1)　発電所の配置計画の概要（現状）
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第2.2-4図(2)　発電所の配置計画の概要（将来）
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第 2.2-6 図(1) 完成予想図 

第 2.2-6 図(2) 完成予想図（拡大図） 
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 2.2.6 工事の実施に係る工法，期間及び工程計画に関する事項 

 （１）工事期間及び工事工程 

  ① 工事期間 

準備工事開始時期：平成 31 年（2019 年）3月（予定） 

本工事開始時期 ：平成 31 年（2019 年）6月（予定） 

運転開始時期  ：平成 35 年（2023 年）3月（予定） 

  ② 工事工程 

主要な工事として，燃料タンク撤去工事と新設工事がある。 

新設工事には，準備工事と本工事として土木建築工事，浚渫工事，取放水設備工事，ボイラ

据付工事，タービン発電機据付工事，排煙処理設備据付工事，煙突据付工事，運炭設備据付工

事，石炭灰貯蔵設備据付工事，総合排水処理装置増強工事，試運転がある。主要な工事工程は，

第 2.2-2 表のとおりである。 

なお，既設 1 号機の撤去については，新設 1 号機が運転開始してから，設備の劣化状況や跡

地利用計画を踏まえて検討することとしており，現時点では未定である。 

第 2.2-2 表 主要な工事工程 
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工事規模 工事方法

燃料タンク基礎撤去 鉄筋コンクリート基礎等の取壊し・撤去を行う。

準備工事 構内道路，建設事務所等 構内道路及び建設事務所の整備等を行う。

土木建築工事
タービン建屋基礎及び建方，タービン発電機架台基
礎，ボイラ基礎，排煙処理設備基礎，煙突基礎，運

炭コンベア基礎，石炭灰中継タンク基礎，構内整備

主要機器等の基礎工事については，基礎杭の打設，
地盤の掘削後，鉄筋コンクリート基礎を構築する。
タービン建屋については，基礎構築後，建屋の鉄骨
建方及び外装・内装の仕上げを行う。
構内整備については，構内道路の整備及び構内緑化
等を行う。

浚渫工事
取放水設備の設置場所付近の浚渫：約13万m

3

荷揚・揚油桟橋周辺の浚渫：約3.5万m
3

取放水設備の設置場所付近及び荷揚・揚油桟橋周辺
を浚渫する。

取放水設備工事

取水口：長さ約30m×幅約45m
取水路：延長約15m
取水ピット:長さ約35m×幅約10m
循環水管路：延長約480m(1条，鋼管)
放水ピット：長さ約40m×幅約10m
放水路(放水口含む)：延長約340m(1条)
導流壁：延長約475m

陸域においては，仮締切，地盤改良等を実施した
後，所定の深度まで掘削し，循環水管の据付及び放
水路等のコンクリート構造物を構築する。
海域においては，掘削，地盤改良等を実施した後，
取水口及び導流壁を構築する。

ボイラ据付工事
ボイラ(排煙脱硝装置含む)
　：1基，縦約80m×横約45m×高さ約70m

基礎構築後，ボイラを現地に搬入し，本体の組立及
び付属品，配管類の取付け等を行う。

タービン発電機
据付工事

蒸気タービン：1基，発電機：1基
（タービン建屋：縦約105m×横約40m×高さ約30m）

基礎構築後，タービン発電機を現地に搬入し，本体
の組立及び付属品，配管類の取付け等を行う。

排煙処理設備
据付工事

電気式集じん装置
　：1基，縦約33m×横約41m×高さ約26m
排煙脱硫装置
　：1基，縦約13m×横約13m×高さ約27m

基礎構築後，排煙処理設備を現地に搬入し，本体の
組立及び付属品，配管類の取付け等を行う。

煙突据付工事 煙突：一筒身三角鉄塔支持型，地上高180m
基礎構築後，支持鉄塔の建方及び煙突筒身の組立を
行う。

運炭設備据付工事 運炭コンベア：1条×約190m
基礎構築後，既設運炭コンベアを途中で分岐し，新
設するボイラまでの運炭設備を設置する。

石炭灰貯蔵設備
据付工事

石炭灰中継タンク：4000t×1基，100t×1基
基礎構築後，石炭灰中継タンクの据付を行い，既設
の灰貯蔵設備に接続する。

総合排水処理装置
増強工事

総合排水処理装置増強工事範囲
　：縦約140m×横約60m

基礎構築後，排水処理装置や排水タンクを現地に搬
入し，据付を行い，既設の総合排水処理装置に接続
する。

工事項目

燃料タンク撤去工事

新
設
工
事

（２）主要な工事の方法及び規模 

主要な工事の方法及び規模に関する事項は，第 2.2-3 表のとおりである。 

また，主要な工事の施工手順は，第 2.2-7 図のとおりである。 

第 2.2-3 表 主要な工事の方法及び規模 
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第2.2-7図(1)　主要な工事の施工手順（工事開始後　7ヶ月目）
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第2.2-7図(2)　主要な工事の施工手順（工事開始後　24ヶ月目）
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第2.2-7図(3)　主要な工事の施工手順（工事開始後　33ヶ月目）
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第2.2-7図(4)　主要な工事の施工手順（工事開始後　46ヶ月目）
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運搬方法 主な工事用資材等 運搬量
最大時の

台数・隻数（片道）

陸上輸送
小型機器類，一般工事用資材，設備部材，
コンクリート，鉄骨，雑資材等

約66万t
1,003台/日

小型車 738台/日
大型車 265台/日

海上輸送
大型機器類（ボイラ，蒸気タービン，
発電機等），鉄骨，浚渫土砂等

約32万t 8隻/日

約98万t －

注：陸上輸送の最大時は工事開始後29ヶ月目であり，海上輸送の最大時は工事開始後16ヶ月目及び17ヶ月目である。

合　計

（単位：台/日）

小型車 大型車 合計

①
主要地方道（壬生川新居浜野田線）～市道
（西条駅前干拓地線）

148 79 227

②
一般国道11号，主要地方道（壬生川新居浜野
田線）～市道（西条駅前干拓地線）

590 186 776

738 265 1,003

注：経路番号は，第2.2-8図を参照。

経路番号 路　線
車両台数（片道）

合　計

 （３）工事用資材等の運搬の方法及び規模 

工事用資材等の運搬の方法及び規模に関する事項は，第 2.2-4 表のとおりである。工事用資材

等の総運搬量は約 98 万 t であり，このうち陸上輸送は約 66 万 t，海上輸送は約 32 万 t である。

工事中の主要な交通ルートは，第 2.2-8 図のとおりである。 

  ① 陸上輸送 

工事用資材等の搬出入車両，工事関係者の通勤車両及び発電所定期点検用車両は，主に一般

国道 11 号，主要地方道（壬生川新居浜野田線）及び市道（西条駅前干拓地線，市管理道）を使

用する計画であり，最大時（工事開始後 29 ヶ月目）には小型車 738 台/日（片道台数），大型

車 265 台/日（片道台数）を見込んでいる。また，経路別の車両台数は，第 2.2-5 表のとおりで

ある。 

  ② 海上輸送 

ボイラ，蒸気タービン，発電機等の大型機器等については，発電所の既設桟橋等を使用し，

第 2.2-8 図に示す経路で海上輸送する計画であり，最大時（工事開始後 16 ヶ月目及び 17 ヶ月

目）には 8隻/日（片道隻数）を見込んでいる。 

第 2.2-4 表 工事用資材等の運搬の方法及び規模 

第 2.2-5 表 工事用資材等の搬出入車両の経路別車両台数（最大時） 
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凡例

：一般国道11号

：主要地方道（壬生川新居浜野田線）

：市道（西条駅前干拓地線）

：市道（市管理道）

：海上輸送ルート

第2.2-8図　工事中の主要な交通ルート
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主要機器 容　量 用　途

ブルドーザ 11～28t 埋戻し，敷均し

バックホウ 0.04～1.9m3 掘削，埋戻し，土砂積込

ダンプトラック 10t 土砂運搬

トラック 4～10t 資機材運搬，構内移動

トレーラー 25t 資機材搬入，構内移動

コンクリートポンプ車 90～110m3/ｈ コンクリート打設

クローラクレーン 50～800t 資機材吊上げ，吊下げ

ラフテレーンクレーン 16～100t 資機材吊上げ，吊下げ

油圧クレーン 120～500t 資機材吊上げ，吊下げ

バイブロハンマ 60～90kW 鋼矢板打設

サンドパイル打機 75kW 地盤改良

杭打機 55～159kW 杭打設

振動ローラ 0.8～1.1t 締固め

SCP船 3連 35m 地盤改良

杭打船 405kW 杭打設

グラブ浚渫船 23m3 浚渫

（４）工事用道路及び付替道路 

工事用資材等の運搬に当たっては，既存の道路を使用することから，新たな道路の造成は行わ

ない。 

 （５）工事中用水の取水方法及び規模 

工事中の用水としては，機器類の洗浄水，粉じん等飛散防止のための散水用水，車両等の洗浄

水がある。これらの用水については，愛媛県西条地区工業用水道から供給を受ける工業用水を使

用することとしており，使用量は日最大で約 4,400m3である。 

また，建設事務所等で使用する生活用水については，全量，地下水を使用する計画であり，使

用量は日最大で約 50m3である。 

なお，使用する地下水は，現状どおり発電所から約 2km 離れた当社施設で汲み上げる。 

 （６）騒音及び振動の主要な発生源となる機器の種類及び容量 

工事における騒音及び振動の主要な発生源となる機器は，第2.2-6表のとおりである。 

第 2.2-6 表 工事中における騒音及び振動の主要な発生源となる機器 
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浮遊物質量（SS） 水素イオン濃度（pH）

仮設沈澱池等出口 80mg/L以下 5.0以上9.0以下

仮設浄化槽出口 50mg/L以下 5.8以上8.6以下

注：総合排水処理装置（処理能力増強後）出口における水質管理値については，第2.2-16表における

　　「将来」欄のとおりである。

水質管理値
水質測定点

 （７）工事中の排水に関する事項 

工事中の排水処理フローは第 2.2-9 図，工事中の排水の水質管理値は第 2.2-7 表，工事中の排

水口の位置は第 2.2-10 図のとおりである。 

工事中の排水としては，機器類の洗浄排水，建設工事排水，工事エリアにおける雨水排水等，

建設事務所等の生活排水がある。 

このうち機器類の洗浄排水等は，増強する総合排水処理装置で適切に処理を行った後に一般排水

排水口から海域へ排水する。建設工事排水，雨水排水等は，仮設沈殿池等にて適切に処理を行った

後，既設及び仮設排水口から海域へ排水する。また，建設事務所等の生活排水については，仮設

浄化槽において適切に処理を行った後，既設及び仮設排水口から海域へ排水する。 

第 2.2-9 図 工事中の排水処理フロー 

第 2.2-7 表 工事中の排水の水質管理値 

雨水排水等

工業用水

地下水

機器類の洗浄排水
4,300  /日

75  /日

7,930  /日

50  /日

総合排水処理装置

（処理能力増強後）

水質測定点

海　域

仮設沈澱池等

一般排水排水口

（将　来）

建設工事排水

（散水等）

建設事務所等

生活排水

既設排水口

①，②

仮設排水口

③～⑧

海　域

海　域

既設排水口

①

仮設排水口

⑤～⑦

海　域

海　域

仮設浄化槽

水質測定点

水質測定点

注：1. 図中の排水量については，本工事に係る値のみを示す。

　　2. 一般排水排水口（将来），既設及び仮設排水口①～⑧の位置は，第 2.2-10 図を参照。
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注：図中の①～⑧は，既設及び仮設排水口の位置を示す。

第2.2-10図　工事中の排水口の位置
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（単位：万m
3
）

埋戻し 盛土等 合計

燃料タンク撤去工事 0.8 000 000 000 0.8

新設工事 10.4 5.1 4.8 9.9 0.5

陸域工事計 11.2 5.1 4.8 9.9 1.3

16.5 000 000 000 16.5

27.7 5.1 4.8 9.9 17.8

注：陸域工事の発生土量には，掘削石炭灰は含まない。

海域工事

合　計

工事項目 残土量発生土量
利用土量

陸域工事

 2.2.7 切土，盛土その他の土地の造成に関する事項 

 （１）土地の造成の方法及び規模 

発電設備は，既存の発電所敷地や発電所北側エリア内に設置することから，新たな土地の造成

は行わない。 

 （２）切土，盛土に関する事項 

主要な掘削工事に伴う土量バランスは第 2.2-8 表，掘削，盛土及び浚渫の範囲は第 2.2-11 図

のとおりである。 

  ① 陸域工事 

主要な掘削工事としては，燃料タンク基礎撤去工事，タービン建屋，ボイラ，煙突等の基礎工

事，取放水設備工事があり，その発生土量は約 11.2 万 m3である。発電所構内の一部には石炭灰

が埋め立てられており，掘削に伴い発生する石炭灰（以下「掘削石炭灰」という。）約 6万 m3

については，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45年 法律第 137 号）に基づき産

業廃棄物として適切に処理する。 

掘削工事に伴う発生土（掘削石炭灰を除く約 11.2 万 m3）は，発電所構内での埋戻しや盛土等

に活用するなど有効利用に努め，有効利用が困難なものは関係法令に基づき適切に処理する。 

なお，平成 28年から発電所構内において自主的に土壌調査を開始しており，本調査において

土壌汚染が確認されたものについては，関係法令に基づき適切に処理する計画である。 

 ② 海域工事 

主要な掘削工事としては，新設 1号機用の取放水設備の設置及び荷揚・揚油桟橋周辺の堆積土

砂の浚渫がある。 

海域工事の実施にあたっては，汚濁防止膜を展張するなど濁水の拡散防止を図る。 

浚渫に伴う発生土量は約 16.5 万 m3であり，これらの浚渫土砂については，有害性を確認する

とともに，海上又は陸上輸送により土砂処分場まで運搬したうえで処分するなど，関係法令に基

づき適切に処理する計画である。 

なお，運転開始後においても，経年により発電所周辺の海域に土砂が堆積し，発電所の運用に

支障を来すおそれが生じた場合には，必要に応じて堆積土砂の浚渫を行う可能性がある。 

第 2.2-8 表 主要な掘削工事に伴う土量バランス 
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第2.2-11図　掘削，盛土及び浚渫の範囲
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 （３）樹木伐採の場所及び規模 

工事に伴う樹木伐採の範囲は，第 2.2-12 図のとおりである。 

伐採樹種は，人為的に植栽されたクスノキ，アラカシ，ヤマモモ等であり，その面積は約 8,000m2

である。 
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第2.2-12図　樹木伐採の範囲
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（４）工事に伴う産業廃棄物の種類及び量 

工事に伴う産業廃棄物の種類及び量は，第 2.2-9 表のとおりである。 

工事の実施に当たっては，極力工場製作の割合を増やすことにより現地工事量を低減させ，現

地で発生する廃棄物の発生抑制に努めるとともに，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭

和45年 法律第 137号）及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12年 法

律第 104 号）に基づいて極力有効利用に努める。また，有効利用が困難なものについては，「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年 法律第 137 号）に基づき，専門の産業廃棄物

処理会社に委託して適正に処理するとともに，掘削石炭灰及び汚泥の一部については構内の既設

灰捨場に埋め立て処分する。 

なお，既設 1号機の撤去時期については，現時点では未定であるが，アスベスト含有箇所を撤

去，解体することとなる場合は，関係法令に基づき適切に対応する計画である。 
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（単位：t）

発生量 有効利用量 処分量 備　考

汚　泥 1,117 0 1,117 ・産業廃棄物処理会社に委託し，適正に処理する。

廃　油 374 373 1

・熱回収等を図ることができる産業廃棄物処理会社
  に委託し，有効利用する。
・有効利用が困難なものは，産業廃棄物処理会社に
　委託し，適正に処理する。

廃プラスチック類 73 24 49

・熱回収等を図ることができる産業廃棄物処理会社
　に委託し，有効利用する。
・有効利用が困難なものは，産業廃棄物処理会社に
　委託し，適正に処理する。

金属くず 1,749 1,677 72
・有価売却等により再生金属等として有効利用する。
・有効利用が困難なものは，産業廃棄物処理会社に
　委託し，適正に処理する。

がれき類 7,758 7,757 1

・建設資材等として再資源化を図ることができる産
　業廃棄物処理会社に委託し，有効利用する。
・有効利用が困難なものは，産業廃棄物処理会社に
　委託し，適正に処理する。

廃石綿等※ 190 0 190 ・産業廃棄物処理会社に委託し，適正に処理する。

小　計 11,261 9,831 1,430 －

汚　泥 47,606 126 47,480

・セメント原料等として再資源化を図ることができ
　る産業廃棄物処理会社に委託し，有効利用する。
・有効利用が困難なものは，構内の既設灰捨場に埋
　め立て，又は産業廃棄物処理会社に委託し，適正
　に処理する。

廃　油 32 21 11

・熱回収等を図ることができる産業廃棄物処理会社
　に委託し，有効利用する｡
・有効利用が困難なものは，産業廃棄物処理会社に
　委託し，適正に処理する。

廃アルカリ 80 0 80 ・産業廃棄物処理会社に委託し，適正に処理する。

廃プラスチック類 897 212 685

・熱回収等を図ることができる産業廃棄物処理会社
　に委託し，有効利用する｡
・有効利用が困難なものは，産業廃棄物処理会社に
　委託し，適正に処理する。

木くず・紙くず 1,560 1,174 386

・木材チップ，再生紙原料等として再資源化を図る
　ことができる産業廃棄物処理会社に委託し，有効
　利用する｡
・有効利用が困難なものは，産業廃棄物処理会社に
　委託し，適正に処理する。

金属くず 1,870 1,575 295
・有価売却等により再生金属等として有効利用する。
・有効利用が困難なものは，産業廃棄物処理会社に
　委託し，適正に処理する。

ガラス・陶磁器くず 181 0 181 ・産業廃棄物処理会社に委託し，適正に処理する。

がれき類 16,845 16,675 170

・建設資材等として再資源化を図ることができる産
　業廃棄物処理会社に委託し，有効利用する。
・有効利用が困難なものは，産業廃棄物処理会社に
　委託し，適正に処理する。

燃え殻 68,400 0 68,400
・構内の既設灰捨場に埋め立て，又は産業廃棄物処
　理会社に委託し，適正に処理する。

小　計 137,471 19,783 117,688 －

148,732 29,614 119,118 －

注：1．廃棄物の種類は，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年　法律第137号）で定める産業廃棄物の区分とした。

　　2．「※」は，特別管理産業廃棄物を示す。

　　3．燃料タンク撤去工事は，撤去工事期間全体（平成28年10月～平成31年5月）の値を示す。

　　4．燃え殻は，掘削石炭灰を示す。

合　計

新
設
工
事

燃
料
タ
ン
ク
撤
去
工
事

種　類

第 2.2-9 表 工事に伴う産業廃棄物の種類及び量 
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1号機 2号機 新設1号機 2号機

種類
放射再熱

強制循環型
放射再熱

自然循環型
放射再熱
貫流型

現状どおり

容量（t/h） 520 840 1,540 現状どおり

種類 再熱復水型 同左 再熱復水型 現状どおり

容量（万kW） 15.6 25.0 50.0 現状どおり

種類
三相交流

同期発電機
同左

三相交流
同期発電機

現状どおり

容量（万kVA） 19.2 28.5 55.6 現状どおり

種類 送油風冷式 同左 導油風冷式 現状どおり

容量（万kVA） 18 28 53 現状どおり

種類
湿式マグネシウム

石こう法
同左

湿式石灰石
石こう法

現状どおり

容量 全量 同左 全量 現状どおり

種類
乾式アンモニア

接触還元法
同左

乾式アンモニア
接触還元法

現状どおり

容量 全量 同左 全量 現状どおり

種類 電気式 同左 電気式 現状どおり

容量 全量 同左 全量 現状どおり

種類 鉄塔支持型 現状どおり

地上高（m） 180 現状どおり

蒸気タービン

項　目

現　状 将　来

ボイラ

発電機

主変圧器

排
煙
処
理
設
備

排煙脱硫装置

排煙脱硝装置

集じん装置

煙突

多脚型

200

2.2.8 当該土石の捨場又は採取場に関する事項 

 （１）土捨場の場所及び量 

工事に伴う発生土は，可能な限り対象事業実施区域内で埋戻し及び盛土として有効利用に努め，

有効利用できない残土については，処理方法に応じた関係法令に基づき適切に処理することから

土捨場は設置しない。 

 （２）材料採取の場所及び量 

工事に使用する土石は，市販品等を使用することから，土石の採取は行わない。 

2.2.9 供用開始後の定常状態における燃料使用量，給排水量その他の操業規模に関する事項 

 （１）主要機器等の種類及び容量 

主要機器等の種類及び容量は，第 2.2-10 表のとおりである。 

第 2.2-10 表(1) 主要機器等の種類及び容量 
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1号機 2号機 新設1号機 2号機

冷却方式 海水冷却 同左 海水冷却 現状どおり

取水方式 表層取水 同左 深層取水 現状どおり

放水方式 表層放水 同左 表層放水 現状どおり

冷却水量（ /s） 5.8 8.4 21 現状どおり

種類

容量（ /日）

種類

容量（t/h）

種類

容量

種類

500×1（払出） 500×1（払出） 500×1（払出） 現状どおり

種類

容量（t×基）

種類

容量（ /基）

種類 鋼板製円筒型 現状どおり

容量（kL×基） 850×1 現状どおり

種類 － 現状どおり

容量（kL×基） － 現状どおり

種類

4,000×1
（中継タンク）

200×1，95×1

石炭灰貯蔵設備

鋼板製円筒型 現状どおり

容量（t×基） 600×1，800×1，1,400×2

600×1，800×1，1,400×2

燃
料
貯
蔵
設
備

石炭

屋内式貯炭場 現状どおり

13,000×3 現状どおり

重油

鋼板製円筒型

720×2

軽油

鋼板製円筒型

直杭式横桟橋 現状どおり

3千t級 現状どおり

運炭設備

ベルトコンベア方式 ベルトコンベア方式

容量（t/h×条）

1,200×1（受入） 現状どおり

項　目

現　状 将　来

燃
料
運
搬
設
備

揚
炭
設
備

揚炭機

連続式揚炭機 連続式揚炭機

排水処理設備

総合排水処理装置 総合排水処理装置

1,750 2,900

1,000 1,300

揚炭桟橋

バイオマス

サイロ式

400×1

現状どおり

現状どおり

復水器冷却水設備

第 2.2-10 表(2) 主要機器等の種類及び容量 
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1号機 2号機 新設1号機 2号機

形状 矩形

寸法
縦　　約105m
横　　約 40m
高さ　約 30m

色彩 ベージュ系

形状 矩形 矩形 矩形

寸法
縦　　約37m
横　　約32m
高さ　約46m

縦　　約44m
横　　約54m
高さ　約57m

縦　　約80m
横　　約45m
高さ　約70m

色彩 グレー系 ベージュ系 ベージュ系

形状

寸法

色彩

形状 鉄塔支持型

寸法 地上高 180m

色彩

項　目
現　状 将　来

タービン建屋

矩形

現状どおり
縦　　約109m
横　　約 28m
高さ　約 19m

グレー系

ボイラ 現状どおり

貯炭設備

円筒形

現状どおり
　直径　約30m（外径）
　高さ　約43m×3基

グレー系

煙突

多脚型
現状どおり

地上高 200m

グレー系 グレー系

 （２）主要な建物等 

主要な建物等は，第 2.2-11 表のとおりである。 

第 2.2-11 表 主要な建物等 
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1号機 2号機 新設1号機 2号機

主な使用燃料
の種類

― 石炭 同左 石炭 現状どおり

年間使用量 万t 約 43 約 67 約 126 約 32

年間設備利用率 % 84 83 75 30

注：1. 年間使用量は，到着ベースの値を示す。

　　2. 現状の年間使用量及び設備利用率は，過去5年間の実績平均値（平成24～28年度）とした。

　　3. 既設1号機，2号機において木質チップによるバイオマス混焼を実施中であるが，本予測では現状，

　　　 将来ともに木質チップの使用量は算定に見込んでいない。

項　目 単　位
現　状 将　来

燃料の種類
高位発熱量
（kJ/kg）

硫黄分
（%）

窒素分
（%）

灰分
（%）

全水分
(%)

石　炭 23,230 0.87 1.8 15 9.05

注：全水分以外は恒湿ベース，全水分は到着ベースの値を示す。

 （３）発電用燃料の種類及び年間使用量 

発電用燃料の種類及び年間使用量は第 2.2-12 表，発電用燃料の性状は第 2.2-13 表のとおりで

ある。 

石炭は，既存の港湾設備を有効活用して船舶により受け入れ，既存の屋内式貯炭設備に貯蔵す

る。また，現状どおりバイオマスの混焼も行う計画である。なお，副生ガス等の副生物を混焼す

る計画はない。 

第 2.2-12 表 発電用燃料の種類及び年間使用量 

第 2.2-13 表 発電用燃料の性状 
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1号機 2号機 新設1号機 2号機

種類 － 鉄塔支持型 現状どおり

地上高 m 180 現状どおり

湿　り 103m3N/h 648 918 1,797 現状どおり

乾　き 10
3
m
3
N/h 594 838 1,654 現状どおり

温　度 ℃ 90 90 90 現状どおり

速　度 m/s 30.7 28.3 33.9 現状どおり

排出濃度 ppm 175 188 25 現状どおり

排出量 m
3
N/h 104 158 41 現状どおり

処理方法 －
湿式マグネシウム

石こう法
同左

湿式石灰石

石こう法
現状どおり

排出濃度 ppm 160 140 22 現状どおり

排出量 m3N/h 91 121 41 現状どおり

処理方法 －
乾式アンモニア

接触還元法
同左

乾式アンモニア

接触還元法
現状どおり

排出濃度 mg/m3N 46 45 5 現状どおり

排出量 kg/h 27 39 9 現状どおり

処理方法 －
電気式

集じん装置
同左

電気式

集じん装置
現状どおり

注：1. ばい煙の排出濃度は，乾きガスベースの値を示す。

    2. 窒素酸化物及びばいじんの排出濃度は，O2濃度6%の換算値である。

将　　来

多脚型

200

排出ガス量

項　目 単　位
現　　状

窒素酸化物

ばいじん

煙突出口ガス

硫黄酸化物

煙　突

（４）ばい煙に関する事項 

ばい煙に関する事項は，第 2.2-14 表のとおりである。 

排煙脱硫・排煙脱硝・電気式集じん装置を設置し，適切な運転管理を行い，性能維持に努める

ことで，ばい煙の排出濃度及び排出量を低減する。 

第 2.2-14 表 ばい煙に関する事項 
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1号機 2号機 新設1号機 2号機

－ 海水冷却 同左 海水冷却 現状どおり

－ 表層取水 同左 深層取水 現状どおり

－ 表層放水 同左 表層放水 現状どおり

5.8 8.4 21.0 現状どおり

℃ 9.0 9.2 7.0 現状どおり

℃ 7.0 以下 9.2 以下

注入方法 －

海水電解装置で
発生させた次亜
塩素酸ソーダを
取水口から冷却
水に注入する

同左

海水電解装置で
発生させた次亜
塩素酸ソーダを
取水口から冷却
水に注入する

現状どおり

残留塩素 －

注：冷却水量には、補機冷却水を含む。

合計　14.2

放水口で検出されないこと 現状どおり

合計　29.4

項　目 単　位
現　　状 将　　来

復水器冷却方式

9.2 以下取放水温度差

復水器設計水温上昇値

塩素等薬品
注入の有無

取水方式

放水方式

冷却水量 m3/s

 （５）復水器の冷却水に関する事項 

復水器の冷却水に関する事項は，第2.2-15 表のとおりである。 

新設 1 号機の取水設備は西条港奥に新たに設置し，深層取水する。また，放水設備につい

ても，西条港側に新たに設置し，新設 1 号機及び既設 2 号機の冷却水を合わせて表層放水す

る計画である。 

取放水設備の配置図及び概念図は第2.2-13図，取放水設備の概要は第 2.2-14 図のとおりであ

る。 

第 2.2-15 表 復水器の冷却水に関する事項
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第2.2-13図　取放水設備の配置図及び概念図
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第2.2-14図(1)　取放水設備の概要（取水設備）
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第2.2-14図(2)　取放水設備の概要（放水設備）
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単　位 現　状 将　来

－
総合排水処理装置で処理
後、一般排水排水口から
海域に排出する。

現状どおり

最大 m
3
/日 1,750 2,900

通常 m
3
/日 1,280 2,040

最大 15以下 現状どおり

日間平均 10以下 現状どおり

最大 60以下 最大 30以下

日間平均 19.9以下 日間平均 15.7以下

最大 8以下 最大 4以下

日間平均 2.41以下 日間平均 1.82以下

現状どおり

項　目

排水の方法

排水量

排

水
の
水
質

－ 5.5 ～ 8.5

50以下 25以下

3以下 1以下

mg/L

mg/L

燐含有量

mg/L

mg/L

mg/L

水素イオン濃度
(pH)

浮遊物質量

（SS）

ノルマルヘキサン
抽出物質含有量

化学的酸素要求量
（COD）

窒素含有量

 （６）一般排水に関する事項 

一般排水に関する事項は，第2.2-16表のとおりであり，一般排水に関するフロー図は，第2.2-15

図のとおりである。 

施設の稼働に伴って発生する一般排水は，処理能力を増強する総合排水処理装置で適切に処理

したのち，一般排水排水口から海域に排出する計画である。なお，一般排水排水口は，総合排水

処理装置の増強に合わせて位置を変更する計画である。 

第 2.2-16 表 一般排水に関する事項 
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第2.2-15図　一般排水に関するフロー

一般排水排水口
（現状）から
海域へ排出

注：流量は，上段は日平均値，下段（　）内は排水処理装置からの排水量が最大となる時の値であり，いずれも概算値を示す。

原水
タンク

地下水

原水
タンク

純水
タンク

工業用水

1,460
（2,800）

大気等
930

（1,640）660
（1,100）

380
（820）

1,350
（1,870）

110
（150）

280
（370）

800
（1,050）

110
（150）

280
（370）

既設1,2号機
発電設備

雨　水

90
（180）灰捨場雨水排水

灰処理装置

生活排水
生活排水
処理装置

［既　設］
排水処理装置

総合排水処理装置

凡　例

：工業用水系統
：地下水系統
：純水系統

水質測定点

1,280
（1,750）

（単位：m3/日）

注：流量は，上段は日平均値，下段（　）内は排水処理装置からの排水量が最大となる時の値であり，いずれも概算値を示す。

原水
タンク

純水
タンク

工業用水

大気等

大気等3,390
（5,000）

3,390
（4,810）

240
（570）

860
（1,200）

70
（110）

1,190
（1,630）

1,030
（1,300）

既設2号機
発電設備

灰処理装置

新設1号機
発電設備

580
（1,000）

1,180
（1,500）

520
（770）

70
（110）

1,040
（1,430）

地下水
原水
タンク

320
（1,000）

320
（410）

320
（410）

雨　水

90
（180）

［既　設］
排水処理装置

［増　設］
排水処理装置

2,040
（2,900）一般排水排水口

（将来）から
海域へ排出

水質測定点

総合排水処理装置

凡　例

：工業用水系統
：地下水系統
：純水系統

生活排水
生活排水
処理装置

灰捨場雨水排水

（単位：m3/日）
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単　位 現　状 将　来

日最大使用量 m
3
/日 2,800 5,000

日平均使用量 m
3
/日 1,460 3,390

取水方式 －
愛媛県西条地区工業用水道

より供給を受ける
現状どおり

日最大使用量 m
3
/日 1,100 1,000

日平均使用量 m
3
/日 660 320

取水方式 －
発電所から約2km離れた当社施設
で汲み上げた地下水を受水する

現状どおり

項　目

工業用水

地下水

（７）用水に関する事項 

用水に関する事項は，第 2.2-17 表のとおりである。 

発電用水及び生活用水は，愛媛県西条地区工業用水道から供給を受ける工業用水及び地下水を

使用する計画である。 

第 2.2-17 表 用水に関する事項 
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台
数

容量
（1台あたり）

台
数

容量
（1台あたり）

台
数

容量
（1台あたり）

台
数

容量
（1台あたり）

ボイラ t/h 1 520 1 840 1 1,540

蒸気タービン 万kW 1 15.6 1 25.0 1 50.0

発電機 万kVA 1 19.2 1 28.5 1 55.6

主変圧器 万kVA 1 18 1 28 1 53

循環水ポンプ kW 2 510 2 660 1 4,500

給水ポンプ kW 2 2,240 2 3,550 2 10,560

微粉炭機 kW 4 250 4 780 5 520

押込通風機 kW 2 700 2 1,110 1 2,540

一次通風機 kW 4 330 2 320 1 2,840

誘引通風機 kW 2 1,400 2 2,220 1 9,140

現状どおり

現状どおり

現状どおり

現状どおり

現状どおり

現状どおり

現状どおり

現状どおり

現状どおり

現状どおり

現　状

1号機 2号機

将　来

新設1号機 2号機
項　目 単位

 （８）騒音，振動に関する事項 

主要な騒音・振動発生機器は，第 2.2-18 表のとおりである。 

主要な騒音・振動発生機器として，ボイラ，蒸気タービン，発電機，通風機，ポンプ等があり，

騒音発生機器は，建屋内への設置等の対策により騒音の低減に努めるとともに，振動発生機器は，

強固な基礎の上に設置する等の対策により振動の低減に努める。

第 2.2-18 表 主要な騒音・振動発生機器 
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（単位：台/日）

通常時 最大時（定期点検時）

小型車 388 708

大型車 22 38

合　計 410 746

運搬方法
運搬規模（片道）

陸上輸送

（単位：隻/日）

通常時 最大時

4 5

運搬方法
運搬規模（片道）

海上輸送

（単位：台/日）

小型車 大型車 合計

①
主要地方道（壬生川新居浜野田線）～市道（西条
駅前干拓地線）

77 7 84

②
一般国道11号，主要地方道（壬生川新居浜野田
線）～市道（西条駅前干拓地線）

311 15 326

388 22 410

①
主要地方道（壬生川新居浜野田線）～市道（西条
駅前干拓地線）

142 11 153

②
一般国道11号，主要地方道（壬生川新居浜野田
線）～市道（西条駅前干拓地線）

566 27 593

708 38 746

注：経路番号は，第2.2-16図を参照。

車両台数（片道）
経路番号時期

合　計

通常時

最大時

合　計

路　線

（９）資材等の運搬の方法及び規模 

資材等の運搬の方法及び規模に関する事項は，第 2.2-19 表のとおりである。資材等の運搬の主

要な交通ルートは，第 2.2-16 図のとおりである。 

  ① 陸上輸送 

運転開始後の車両としては，発電所関係者の通勤車両，修繕用資材・運転用薬品等の運搬車

両等があり，主に一般国道 11号，主要地方道（壬生川新居浜野田線）及び市道（西条駅前干拓

地線，市管理道）を使用する計画である。石炭灰の搬出については，海上輸送との併用により運

搬する計画である。これらの輸送に使用する車両台数（片道）は，通常時で 410 台/日，最大時

で 746 台/日である。また，経路別の車両台数は，第 2.2-20 表のとおりである。 

  ② 海上輸送 

石炭及び重油等の搬入，石炭灰の一部及び石こうの搬出については，発電所の既設桟橋等を使

用し，第 2.2-16 図に示す経路で海上輸送する計画である。これらの輸送に使用する船舶数（片

道）は，通常時で 4隻/日，最大時で 5隻/日である。 

第 2.2-19 表(1) 資材等の運搬の方法及び規模（陸上輸送） 

第 2.2-19 表(2) 資材等の運搬の方法及び規模（海上輸送） 

第 2.2-20 表 資材等の搬出入車両の経路別車両台数 
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凡例

：一般国道11号

：主要地方道（壬生川新居浜野田線）

：市道（西条駅前干拓地線）

：市道（市管理道）

：海上輸送ルート

第2.2-16図　主要な交通ルート
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（10）産業廃棄物の種類及び量 

発電所の運転に伴い発生する産業廃棄物の種類及び量は，第 2.2-21 表のとおりである。 

施設の稼働に伴い発生する廃棄物は，現状どおり，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭

和 45 年 法律第 137 号）及び「資源の有効な利用の促進に関する法律」（平成 3年法律第 48 号）

に基づいて極力有効利用に努め，有効利用が困難なものについては，「廃棄物の処理及び清掃に

関する法律」（昭和 45 年 法律第 137 号）に基づき,専門の産業廃棄物処理会社に委託して適正

に処理する。 

また，施設の稼働に伴い発生する石炭灰については，セメント原料等としてほぼ全量を有効利

用する計画である。 
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（単位：t）

発生量 有効利用量 処分量 発生量 有効利用量 処分量

ばいじん 108,928 108,768 160 173,800 173,400 400

・セメント原料等として再資源化を
  図ることができる産業廃棄物処理
　会社に委託し，有効利用する。
・有効利用が困難なものは，構内の
　既設灰捨場へ埋め立て，又は産業
　廃棄物処理会社に委託し，適正に
　処理する。

燃え殻 4,179 3,464 715 7,900 6,500 1,400

・セメント原料等として再資源化を

　図ることができる産業廃棄物処理
　会社に委託し，有効利用する。
・有効利用が困難なものは，構内の
　既設灰捨場へ埋め立て，又は産業
　廃棄物処理会社に委託し，適正に
　処理する。

汚　泥 27,780 26,297 1,483 42,800 40,000 2,800

・脱硫石膏は，有価売却等により石
　こうボード原料等として有効利用
　する。
・排水処理汚泥等は，セメント原料
　等として再資源化を図ることがで
　きる産業廃棄物処理会社に委託し，
　有効利用する。
・有効利用が困難なものは，構内の
　既設灰捨場へ埋め立て，又は産業
　廃棄物処理会社に委託し，適正に
　処理する。

廃　油 49 31 18 50 32 18

・熱回収等を図ることができる産業
　廃棄物処理会社に委託し，有効利
　用する。

・有効利用が困難なものは，産業廃
　棄物処理会社に委託し，適正に処
　理する。

廃　酸 246 0 246 454 0 454
・産業廃棄物処理会社に委託し，適
　正に処理する。

廃プラスチック類 30 2 28 55 11 44

・熱回収等を図ることができる産業
　廃棄物処理会社に委託し，有効利
　用する。
・有効利用が困難なものは，産業廃
　棄物処理会社に委託し，適正に処
　理する。

木くず・紙くず 9 7 2 17 13 4

・木材チップ，再生紙原料等として
　再資源化を図ることができる産業
　廃棄物処理会社に委託し，有効利
　用する。
・有効利用が困難なものは，産業廃
　棄物処理会社に委託し，適正に処
　理する。

金属くず 231 228 3 427 421 6

・有価売却等により再生金属等とし
　て有効利用する。
・有効利用が困難なものは，産業廃
　棄物処理会社に委託し，適正に処
　理する。

ガラス・陶磁器くず 19 0 19 35 7 28

・建設資材等として再資源化を図る
　ことができる産業廃棄物処理会社
　に委託し，有効利用する。
・有効利用が困難なものは，産業廃
　棄物処理会社に委託し，適正に処
　理する。

がれき類 30 30 0 55 55 0
・建設資材等として再資源化を図る
　ことができる産業廃棄物処理会社
　に委託し，有効利用する。

廃石綿等
※ 2 0 2 1 0 1

・産業廃棄物処理会社に委託し，適
　正に処理する。

合　計 141,503 138,827 2,676 225,594 220,439 5,155 －

注：1．廃棄物の種類は，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年　法律第137号）で定める産業廃棄物の区分とした。

　　2．現状については，平成24～28年度実績の平均値を示す。ただし，廃酸については，ボイラ化学洗浄実施年度の実績値を示す。

　　3．「※」は，特別管理産業廃棄物を示す。

将　来
種　類

現　状
備　考

第 2.2-21 表 発電所の運転に伴い発生する産業廃棄物の種類及び量 
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 （11）緑化計画に関する事項

緑化計画の概要は，第 2.2-17 図のとおりである。 

ガス絶縁開閉装置設置工事等において掘削に伴い樹木の伐採等を行うが，工事完了後は可能な

限り植栽の復旧を行う。なお，新設緑地には，既存の緑地との連続性を考慮した上で，ウバメガ

シやマサキ等の郷土種や野鳥の食餌木等の植栽を行うとともに，高木及び低木等による階層構造

とすることで，文献補足調査（「第 3 章 対象事業実施区域及びその周囲の概況 3.1 自然的状

況 3.1.5 動植物の生息又は生育，植生及び生態系の状況」）において既存の緑地を利用してい

ることが確認された動植物の生息・生育環境の創出に貢献できるような質の高い緑地を新たに整

備する。 

なお，将来の発電所は，敷地面積約 40万 m2のうち約 5.8万 m2（敷地面積の約 14％）を緑地と

して整備し，「工場立地法」（昭和 34年 法律第 24号）及び「西条市工場立地法第 4条の 2第

2項の規定に基づく準則を定める条例」（平成 24年 条例第 9号）で定められている緑地面積率

5％以上を確保する。 
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第2.2-17図　緑化計画の概要
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