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【会議名：第３回糸魚川市ごみ処理基本構想検討委員会】 

 

会 議 録 

作成日 平成 25 年 10 月 28 日 

日 平成 25年 10月 27 日(日) 時間 13：30～16：00 場所 市役所 201.202会議室 

件 

名 

議  題 ・基本条件の整理 

（ボーリングコアのごみ質、推定される水銀量、適正化事業の状況）  

     ・再生事業または安定化事業における事業規模等の検討 

      （課題等の整理、ごみ質調査結果を踏まえた事業規模等の検討） 

     ・不燃ごみ、資源ごみの処理のあり方について 

出 

席 

者 

【出席者】 １２人 

姫野委員、織田委員、池田委員、岩崎委員、大月委員、小田嶋委員、北村委員、栗原委員、

土居委員、廣川委員、保坂委員、宮脇委員、 

【欠席者】 ３人 

足立委員、苫屋委員、山本委員     

【事務局】 

吉岡市民部長、渡辺課長、伊藤センター長、中村補佐、渡辺補佐、高野係長 

福光主査、橋場主査 

一般財団法人日本環境衛生センター 

傍聴者定員 人 傍聴者数 ５人 

会議要旨 

１ 開会           

２ 委員長あいさつ 

  審議事項が多くなっているため、有意義な審議と円滑な議事進行にご協力を願いたい。 

３ 議事 

・ボーリングコアのごみ質について 資料№１ 

 資料に基づき事務局より説明 

≪主な質疑・意見≫ 

【委 員】遮水機能を果たすとされる粘土層は何メートルからと判定できるのか。どれくらいの厚さ

があるのか。 

【事務局】写真のとおり 16 メートルくらいまでは廃棄物層、それ以下は粘土層（泥岩）となってい

ると考えられる。厚さについては不明であるが、処分場建設時のデータから深くまで粘土

層（泥岩）に覆われていると考えられる。 

【委 員】固形化しているコアを破砕したとあるが、破砕したことによって廃棄物がより細かくなっ

ているということは考えられないか。 

【事務局】少なからず壊れることもあるかもしれないが、上部から最深部までコア全量を検査したも

のであり、下層部になるにつれて破片化したものが多くなる結果となっている。 

【委 員】いくつかあるコアのうち、分析に選んだコアの理由は何か。 

【事務局】埋立地内にある地点として№4・5 を選定。うち№5 については新しい層から古い層まで
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含まれる場所であり、掘り起こした場合の想定に近い数値となるだろうと予想した。 

【委 員】コアの結果から見ると、年代による差はあるが、場所による差はさほど見受けられないと

想定できるか。 

【事務局】そのように想定できる。 

 

・推定される水銀量について 資料№２ 

 資料に基づき事務局より説明 

【委 員】実際の飛灰の水銀含有量はどうか。 

【事務局】過去のデータがないため、あくまで参考ではあるが、10 月に排出された飛灰において含

有量を分析し、その結果 5.9 ㎎／㎏であった。仮に当時の搬入量におきかえると、912.56

ｔ中 5384ｇになる。      

【委 員】この後 2～3 回分析をする考えはあるか。 

【事務局】協議をさせていただきたい。 

【委 員】20 年後水銀はどこにも行かないということがわかった。逆にどこにも行かないから心配

である。 

     資料中にある埋立量 31 万㎥、40.3 万ｔの信憑性、正確性はどうか。再生事業の検討にお

いては重要な数値となると考える。私が持つ過去のごみ搬入量データ（Ｓ50～H15 間で

126,706ｔ）とは数値に格差があるように思われる。 

【事務局】委員の示した数値と市のデータを突き合わせる必要がある。 

【事務局】埋立量は、ごみ量だけではなく処分場における埋立量総量の数値となる。過去の処分場の

地形から現在の地形までの体積を計算した数値が 31 万㎥であり、これは中間覆土・堰堤

等に関する土砂を含んだものである。ごみ及び土砂を含め密度 1.3ｔ／㎥として 40.3 万ｔ

と計算している。再生事業を行うにあたっての次期最終処分場は、土砂も含めて最終処分

することを検討することとなる。 

【委 員】覆土に関しては、400 ㎏～1ｔ程度とのデータをもっている。ごみに対しての割合として

は少ないものであり総量に影響を及ぼす数値ではないのではないか。 

【事務局】資料№1 ボーリングコアのごみ質検査においては、7 割程度土砂等が含まれている結果が

出ており、実測としてそれなりの土砂が入っていると考えられる。 

【委員長】埋立量の議論に関して、一つはボーリング調査結果があり、これは実測値となる。もう一

つはごみ搬入量の集計データがあるが、これに関しては完成度に問題があるため付き合わ

せの必要があり、集計データをもとにした議論は危険である。 

     一方、水銀量に関しては実態に即して検証することとして、実際の含有量等から議論して

いる。同じ処分場に対して、ケースごとに推計方法を変えるというのは違和感を感じる。 

【委 員】埋立量が議論の出発点になる。その点をクリアにしてほしい。 

【委 員】最終処分場の中全体をどう見るのか、また昭和 50 年という年代等考えるとクリアにする

のは難しいのかもしれないと感じる。 

     一方、地形からその場所に何らかのものが埋まっている事実があり、無視することもでき

ない。 

【委 員】具体的な測定方法は？ 

【事務局】過去の造成図に現在の地形図を重ねたもの。 
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【委 員】蛍光管の推定がかなり多めになっているのではと感じる。 

     全国の蛍光管生産量は、昭和 60 年は 3 億本、平成 16 年で 7 億本以上となっている。 

     昔はもっと本数が少なかった可能性もある。 

環境省調査データから平成 16 年前後が生産量のピークとなっており、資料の積算根拠と

なっている平成 13～16 年で計算すると、かなり過剰な本数で計算されているのではない

かと感じる。ただし、過去のデータがない中で安全面から最大限でとるということになろ

うと思う。 

【委員長】ばいじんが処分場内の水銀量すべてではなく、溶出等から考えて、もともとの原因であっ

た基準値を超えたばいじんからの水銀が非常に多いわけではないことがわかったと思う。 

 

・適正化事業の状況について 資料№３ 

 資料に基づき事務局より説明 

【委 員】資料に洪水調整池を追加した経緯と、水処理施設の増設においては 260ｔ／日全量に対し

て高度処理がされるのか。 

【事務局】当初地元において説明した際の基本構想にあったものであったが、数量計算的には必要が

ないものである。ただし、昨今の異常気象等考えた場合に防災面で必要と考えられ資料に

追加したものである。高度処理に関しては、260ｔ／日に対して処理をするもの。 

 

・課題等の整理について 資料№４ 

 資料に基づき事務局より説明 

【委 員】この会議は、再生事業に向けた方向付けをするため設置されていると認識してよろしいか。 

【事務局】この会議で検討いただいているのは、事業におけるメリット・デメリット等を純粋に評価

いただくなかで、検討委員会として方向性を検討いただきたい。 

     この会での議論を踏まえて行政として検討し結論を報告させていただく方向である。 

【委 員】水銀を含む土砂をセメント原料に利用できないだろうか。 

【委 員】成分的には可能であろうと考えるが、水銀は気化しやすく、その規制濃度はたいへん厳し

く慎重な検討が必要である。 

【委 員】セメント会社 2 社でご協力いただければ、再生事業も可能になるのではないか。 

【委 員】今回の議論の考え方としては、市で新たな処理施設を整備し、処理処分を進めることが前

提スキームなのか。 

【事務局】これまでは、他処分場で行われている再生事業を基本に検討している。より分けた可燃物

は焼却し、残渣は他処分場同様埋立するとして考えてきた。セメント会社での処理は検討

していないので、現段階で回答する状況にない。 

【委 員】あり方検討委員会での中間処理施設の検討においても同様であったように、掘り起こし土

砂のセメント処理の可能性はあったとしてもそれを前提とした決定は現段階でできない

のではないか。 

【委 員】大野区民の要求は、現処分場内のごみを全て出していただきたいというもの。セメント処

理も検討課題にしていただきたい。 

【委 員】水銀はなくなるものではなく、移動させることに伴うリスク増大の可能性もあるというこ

とが資料となっている。 
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【委 員】高濃度の接触はないが、濃度が薄まれば空気中に水銀がどんどん拡散することになる。 

【委 員】現処分場に隣接した市有地に新たな中間処理施設を建設すれば、遠くに運ぶ必要もなく、

密閉したベルトコンベアーで運ぶことも可能になるので、そういうことも含めた前向きな

検討をしていただきたい。 

【委 員】亀山市の事業との類似点、相違点は何か、前提条件等参考にしてよいものか。 

【事務局】類似点は全くないと考える。廃プラスチックを焼却し、残渣は土砂と判断してそのまま再

度同処分場に埋立処理している。環境的な改善がなされていないと判断される。 

【委 員】この後行われる埋立地内の集水ボーリングの能力はどの程度か。 

【事務局】現処分場では平均 460ｔ／日の水が出てきている。ということはその能力を持つ排水管が

あることになる。今後の改善工事で 260ｔ／日に減ると計算している。 

【委 員】掘削工事により生じる水銀を含む土砂と工事中の水処理をどう考えているか。 

【事務局】土砂については、分類し、可燃物は外部処理、それ以外の土砂は現処分場内に置かせてい

ただく。水は水処理施設に回して処理する。 

【委 員】現水処理施設は高度処理ができない状況であり、対応を考えているか。 

【事務局】現在の水質は一切重金属を含んでいない。現水処理施設の能力としてはそれなりの能力を

持っている。工事監理の中で水質管理をしながら、それ以上の濃度の水が出てきた場合に

は汲み出して対応してくことになると考える。 

【委 員】昨今の異常気象はいつどこで起こってもおかしくない。本当に安全なのか。 

【事務局】安全だと判断している。瞬間的に 106.5mm／hrを超える雨が降ることはあるかもしれない

が、24時間で 2,500mm程度の雨が降ることは考えられない。 

     現処分場は植生もしっかりしているため、瞬間的な豪雨があったとしても維持管理を徹底

していくことで危険性は少ないと言える。 

【委 員】コンクリートの劣化についてはどうか。 

【事務局】土木構造物としての維持管理は、将来においてもやっていかなければいけない。日常の維

持管理で点検し修繕していく。 

【委 員】コンクリート構造物の維持管理は、市で定期的な確認をしていかなければならない。 

 

・ごみ質調査結果を踏まえた事業規模等の検討について 資料№５ 

 資料に基づき事務局より説明 

【委 員】積算資料の中でオープン型とクローズド型の最終処分場が使い分けている基準は何か。 

【事務局】処分場の規模で判断している。大規模なものはオープン型となる。 

【委 員】セメント処理していただければ大規模な最終処分場を整備する必要がなくなるのではない

か。 

【事務局】糸魚川市だけの土砂を処理するわけにはいかないであろうし、1 日にどれだけ処理可能か

検討が必要であり、ここでの答えは出せない。 

【委 員】地元と市との覚書では、本年度中にごみ処理施設・中間処理施設・最終処分場等整備の方

向性を地元に示すをしている。これまで、大野地内市有地の活用や災害に対応した中間処

理施設整備地に関して議論がなされていないと感じる。 

     また、大野区は新たな最終処分場の建設に対しては承認しているものであり、次期最終処

分場の予定地がないのであれば、再生事業をしながら今の場所でやることは地元区民も了
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承するだろうし、そのためには市有地の活用等具体的な方向性が必要であろう。 

     行政責任を踏まえた本検討委員会での方向付けをしていただきたい。 

【委員長】土地等の話になるとかなり具体的な条件の話となってしまうので、本検討委員会における

基本構想としての議論にはなじまないという認識でいる。 

     また、最終処分場は何十年か後に空にしなければ負の遺産が残るという事業ではないと考

えている。安定化させて近隣へのリスクを低減することも必要であり、再生事業をいかに

しなければならないかという委員会ではなく、あくまでも、どの方法が安全性や周辺環境

等への影響等一番よいのか決めていくことと考えている。 

【副委員長】庁内ではいろいろと検討していることを理解いただきたい。 

【委 員】運搬しないで密閉で運べる場所に建設すれば問題がない。基本構想として、そういう方向

でまとめないといけない。 

【委 員】時間的な余裕があればいくらでもよい。密閉で運べる技術が今あるのであれば選択肢に入

ってくるかもしれない。またセメント処理できるかどうか現時点では不確定な状況であ

る。現実的には、これから技術を開発して取り組もうというのは難しいのではないか。 

【委 員】3.4 回の議論で、建設地まで決めた構想とするのはどうか。 

【副委員長】土地等の話に関しては、ここでどうこうではなく、庁内で協議させていただく。 

【委 員】現在不燃ごみを搬入している市外の最終処分場はいつまで搬入可能なのか。 

【事務局】将来的には受入が困難になると言われている。県外の処分場はあるが、できるかぎり市内

で処理していく方向で考えている。 

【委 員】ボーリングコアを見たときに土の層がかなりある。検査において下層の土も分析に加えて

いて、実際の廃棄物にはさほど土砂が含まれないのではないか。 

【委 員】一旦処分場の中に入ったものは一緒に扱わざるを得ない。もしかしたら浸出している可能

性等もあるかもしれない。 

 

・不燃ごみ、資源ごみの処理のあり方について 資料№６ 

  あり方検討委員会での意見を含め、資料に基づき事務局より説明 

意見なし 

   

・その他 

【事務局】11 月下旬を目途に年内にもう一度開催させていただきたく、正副委員長で日程調整させ

ていただき案内をさせていただく。 

４ 閉会 織田副委員長 

     本検討委員会と並行して議会及び地元で議論いただいている。今後市でも調整作業をさせ

ていただきたいと考えている。  

 
 


