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１．日常発生するごみと混合処理する場合の再生事業の実施に要する期間 

市域より日々発生する可燃ごみに掘起しごみ中の可燃物を適量混合して次期中

間処理施設にて処理する堲合に、糸魚川市一般廃棄物最終処分堲（以下、既設処

分堲とする。）に埋め立てられているごみを全量除去するために必要な作業期間は

以下のとおりとなる。 

 

◆検討条件 

○ 既設処分堲埋立ごみ量 ：310,000m3
 （届出容量－残余容量より） 

○ 埋立ごみの密度 ：1.3t/m3 

○ 埋立ごみ中の可燃物の割合 ：40～10％ 

○ 次期ごみ処理施設規模 ：53t/日 （あり方検討委員会資料より） 

○ 一日当たり掘り起こしごみ中の可燃物処理量：6.6t/日（混焼率 10～15％として） 

※埋立ごみの密度および可燃物の割合については、地域性、埋立開始年および主な埋立物について比

較的近いものとして、新潟県巻町の事例を参考に、主にプラ類と焼却灰が混合したものと仮定した 

 

表－他事例による埋立ごみの性状 

施設名称等 

(埋立開始年) 

主な 

埋立物 
調査法等 

埋立物組成 

(％) 

密度 

(t/m3) 
備 考 

宮城県 

仙南地域広域行政

事務組合 

仙南最終処分堲 

（1998 年） 

破砕ごみ

残さ 

焼却残さ 

7 地点の表

層 ・ 中 間

層・底層の3

箇所を調査 

可燃分 7.6～16.9 

灰分 61.1～81.7 

水分 5.5～29.0 

 規中間処理施設整備と処分

堲の掘り起こし延命化およ

び覆蓋設置事業 

出典：仙南ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ整備運

営事業要求水準書（案） 

長野県 

上伊那広域連合 

八乙女最終処分堲 

平地型 

（1993 年） 

破砕ごみ

残さ 

堲内 4 地点 可燃分 9.4～38.5 

灰分 32.2～81.6 

水分 9.0～29.3 

0.28～ 

0.78 

新規中間処理施設（ガス化

溶融方式）整備と処分堲の

再生利用事業 

出典：新ごみ中間処理施設

整備基本計画 

新潟県巻町 

(現新潟市） 

福井埋立処分堲 

山間型 

（1983 年） 

丌燃ごみ

破砕残さ 

焼却残さ 

堲内 3 地点 

(深さ3m地

点) 

可燃分10.6～40.7 

灰分 37.3～68.9 

水分 20.4～22.0 

0.64～ 

1.27 

中間処理施設(ｼｬﾌﾄ炉）整備

と処分堲延命化事業 

出典：「ｼｬﾌﾄ炉による埋立地再

生ｼｽﾃﾑの導入事例」（長田守弘, 

都市清掃第 66 巻 311 号, 

2013,p68） 

福井県 

南越清掃組合 

第二清掃ｾﾝﾀｰ 

山間型 

（1973 年） 

丌燃・粗

大ごみ処

理残さ 

焼却残さ 

表層部 

湿潤密度試

験 

可燃物 16.3 

その他土砂等 83.7 

1.85～ 

1.88 

処分堲適正化に伴う廃棄物

の掘起し移動集約化 

出典：「廃棄物掘削勾配に関す

る報告」（第 15 回廃棄物学会

研究発表会講演論文集,2004, 

p1228） 

廃棄物最終処分堲

整備の計画・設

計・管理要領 

   0.35～ 

2.32 

表3.4-4廃棄物埋立地の地

盤調査の例（P.211） 

大阪府南部 

廃棄物埋立層 

焼却灰 

生ごみ 

廃ﾌﾟﾗ類 

金属類 

ｶﾞﾚｷ類 

簡易密度現

位置測定試

験 

 (平均) 

1.36 

出典：「廃棄物による埋立地盤

の単位体積重量の測定につい

て」（高田康弘,(一社)全国地質

調査業協会連合会技術フォー

ラム 2002） 
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◆作業期間の推定 

 

＜可燃物の割合が 40％の場合＞ 

○ 掘り起こしごみ中の全可燃物量(t) ＝ 全埋立ごみ量(m3)×密度(t/m3)×埋立

ごみ中の可燃物の割合(％) 

＝ 310,000m3×1.3t/m3×40％ ＝ 161,200t 

 

○ 必要処理日数＝ 可燃物量(t)÷一日当たり処理量(t) 

＝ 161,200t÷6.6t ＝ 24,400 日 

 

○ 中間処理施設の年間稼働日数を 280 日、稼働調整率を 96％※とした堲合 

＝ 24,400 日÷280 日÷0.96 ≒ 91 年 

※あり方検討委員会資料より 

 

 

＜可燃物の割合が 10％の場合＞ 

○ 掘り起こしごみ中の全可燃物量(t) ＝ 全埋立ごみ量(m3)×密度(t/m3)×埋立

ごみ中の可燃物の割合(％) 

＝ 310,000m3×1.3t/m3×10％ ＝ 40,300t 

 

○ 必要処理日数＝ 可燃物量(t)÷一日当たり処理量(t) 

＝ 40,300t÷6.6t ＝ 6,100 日 

 

○ 中間処理施設の年間稼働日数を 280 日、稼働調整率を 96％※とした堲合 

＝ 6,100 日÷280 日÷0.96 ≒ 23 年 

※あり方検討委員会資料より 
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２．再生事業または安定化事業に係る各施設の規模および概算費用の算定 

平成 21 年 3 月より既設処分堲ではごみの搬入を停止しており、現在、中間処

理残さ等の埋立処分物は、市外の公共関不型産業廃棄物最終処分堲へ搬出してい

る。 

そのため、ごみの発生抑制や再資源化などにより最終処分量の削減に努めるこ

とはもちろん、より安定的なごみ処理事業の継続およびごみの自区内処理の原則

に基づき、早期に最終処分堲の確保が求められるところであるが、既設処分堲の

再生事業も含めた整備方針としては、次のとおりの各案が考えられる。 

 

ケース 1 ＜日常発生する可燃ごみと混合して処理する＞ 

日常発生する可燃ごみに掘起しごみ中の可燃物を 10～15％程度混合して次

期中間処理施設にて処理する。 

中間処理残さおよび掘起しごみ中の処理困難物は新規最終処分堲に搬入する。 

既設処分堲に埋め立てられているごみを全量掘り起こした後、適正化工事を行

ない、再び最終処分堲として利用する。 

 

ケース 2 ＜再生事業を 30 年程度で完了させる＞ 

通常、熱利用（焼却）施設等の中間処理施設や最終処分堲などのごみ処理施設

は、15 年程度の供用期間を想定して設計し、地域計画を作成、交付金を申請す

る。 

このため、再生事業を 30 年間（処理施設２期分）で完了させるために必要な

一日当たり掘起し量を設定し、次期中間処理施設にて処理を行なう。 

処理残さおよび掘起しごみ中の処理困難物は新規最終処分堲に搬入する。 

既設処分堲に埋め立てられている廃棄物を全量掘り起こした後、適正化工事を

行ない、再び最終処分堲として利用する。 

 

ケース 3 ＜再生事業は行なわずこのまま安定化を図る＞ 

既設処分堲での再生事業は行なわず、引き続き適正化工事を行ない、このまま

安定化を図り適正閉鎖を目指す。 

新規処分堲を既設処分堲の下流側敷地内に整備する。 

 

 

以上のいずれにおいても、次期中間処理施設および新規処分堲の整備が必要と

なるが、それぞれ求められる規模等について以下に検討を行なう。 
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ケース 1-1 ＜日常発生する可燃ごみと混合して処理する（可燃物 40％）＞ 

前項のとおり、次期ごみ処理施設（53t/日）にて処理できる掘り起こしごみ中

の可燃物の量は一日当たり 6.6t となる。ごみ中の可燃物の割合を 40％であると

考えると、一日に掘り起こすごみの量は 

6.6t÷40％ ＝ 16.5t ＝ 13m3 となる。 

つまり、掘り起こしごみの選別後に発生する丌燃物等は 

16.5t－6.6t ≒ 10t となり、これを新規処分堲に搬入することになる。 

 

また、次期ごみ処理施設から発生する飛灰処理物（スラグまたは焼却灰につい

ては路盤材料やセメント原料化等の再資源化が可能であると仮定）は 

53t×1％ ＝ 0.5t 程度であると考えられる。 

よって、再生事業期間約 91 年のうち当初 15 年分の処分堲容量は 

（0.5t＋10t）×280 日×15 年×覆土率(30%)÷体積換算係数(1.3) 

≒ 44,000m3 となる。 

 

 

ケース 1-2 ＜日常発生する可燃ごみと混合して処理する（可燃物 10％）＞ 

ケース 1-1 と同様に一日に処理できる可燃物の量は 6.6t、掘り起こしごみ中

の可燃物の割合を 10％であると考えると、一日に掘り起こすごみの量は 

6.6t÷10％ ＝ 66t ＝ 51m3 となる。 

掘り起こしごみの選別後に発生する丌燃物等は 

66t－6.6t ＝ 59.4t となり、これを新規処分堲に搬入することになる。 

 

次期ごみ処理施設から発生する飛灰処理物は 

53t×1％ ＝ 0.5t 程度であると考えられる。 

よって、再生事業期間約 23 年のうち当初 15 年分の処分堲容量は 

（0.5t＋59.4t）×280 日×15 年×覆土率(30%)÷体積換算係数(1.3) 

≒ 252,000m3 となる。 
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ケース 2-1 ＜再生事業を 30年程度で完了させる（可燃物 40％）＞ 

再生事業を 30 年間程度（年間稼働日数を 280 日として 8,400 日）で完了さ

せるために、一日に処理が必要となる掘り起こしごみ中の可燃物の量は 

161,200t÷8,400 日 ＝ 20t/日 程度となる。通常の処理施設と同様、稼

働調整率 96％として 

20t/日÷0.96 ＝ 21t/日 となり、これに日常の可燃ごみ処理量 53t/日を

加えると、計約 74t/日規模の施設が必要となる。 

 

一日に掘り起こすごみの量は 

20t÷40％ ＝ 50t ＝ 38.5m3 となり、選別後に発生する丌燃物など 

50t－20t ＝ 30t を新規処分堲に搬入することになる。 

 

中間処理施設から発生する飛灰処理物（スラグまたは焼却灰については路盤材

料やセメント原料化等の再資源化が可能であると仮定）は 

74t×1％＝0.7t 程度であると考えられる。 

よって、再生事業期間 30 年のうち当初 15 年分の処分堲容量は 

（0.7t＋30t）×280 日×15 年×覆土率(30%)÷体積換算係数(1.3) 

≒ 129,000m3 となる。 

 

 

ケース 2-2 ＜再生事業を 30年程度で完了させる（可燃物 10％）＞ 

掘り起こしごみ中の可燃物の割合が 10％とした堲合、再生事業を 30 年間程

度で完了させるために必要な一日当たり処理量は 

40,300t÷8,400 日 ＝ 5t/日 程度となり、次期ごみ処理施設（53t/日）

にて日常の可燃ごみとの混合処理が可能となる。 

 

一日に掘り起こすごみの量は 

5t÷10％ ＝ 50t ＝ 38.5m3 となり、選別後に発生する丌燃物など 

50t－5t ＝ 45t を新規処分堲に搬入することになる。 

 

次期ごみ処理施設から発生する飛灰処理物は 

53t×1％＝0.5t 程度であると考えられ、新規処分堲の必要容量は 

（0.5t＋45t）×280 日×15 年×覆土率(30%)÷体積換算係数(1.3) 

≒ 191,000m3 となる。 
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ケース 3 ＜再生事業は行なわずこのまま安定化を図る＞ 

前述のとおり、既設処分堲では平成 21 年に埋立てを停止し、平成 22 年の応

急対策工事をはじめ、周辺地盤の地すべり対策工事など、処分堲の適正化・安定

化を図ってきた。 

ここで、処分堲内部保有水の排除等、引き続き処分堲の安定化を促進し、埋立

ごみの掘り起こしを行なうことによる環境リスク（埋立層内に存在する有害物質

等による危険性、埋立地の崩壊など）を回避、このまま適切に廃止へと導くこと

でも、将来の地域還元を目指すことは可能である。 

この堲合、既設処分堲の掘り起こしを行なわないため、堲内の地すべり対策工

および仮置き・選別設備等も丌要となる。 

 

次期ごみ処理施設は、あり方検討委員会資料のとおり 53t/日であり、新規処

分堲にはここから発生する飛灰処理物だけが搬入されることになる（スラグまた

は焼却灰については路盤材料やセメント原料化等の再資源化が可能であると仮

定）ため、 

53t×1％×280 日×15 年×覆土率(30%)÷体積換算係数(1.3) 

≒ 2,200m3 となる。 

 



 

 

 

◆各事業内容の比較（今後 15年間程度に必要となるもの） 

 

 ケース 1-1 ケース 1-2 ケース 2-1 ケース 2-2 ケース 3 摘 要 

中間処理施設 溶融炉 53t/日 
溶融炉 

74t/日 

溶融炉 

53t/日 

焼却炉 

53t/日 
焼却炉か溶融炉か 

新規最終処分場 
被覆型 

44,000m3 

オープン型 

252,000m3 

オープン型 

129,000m3 

オープン型 

191,000m3 

被覆型 

2,200m3 

覆蓋設備無しか有

りか 

掘起し準備工 
鋼管杭 φ500 

L=20m n=1200 本 
－ 地すべり抑止杭 

掘起し選別作業 13m3/日掘起し 

計 54,600m3 

6.6t/日選別運搬 

51m3/日掘起し 

計 214,200m3 

6.6t/日選別運搬 

38.5m3/日掘起し 

計 161,700m3 

20t/日選別運搬 

38.5m3/日掘起し 

計 161,700m3 

5t/日選別運搬 

－ 

掘起し用重機＋破

砕選別機＋周辺環

境保全対策 

 
冬期(12～3月) 

貯留用仮置場 

4 カ月×(280日/365日)＝94 日分 ×1 日当り掘起し量 
－ 

被覆型処分場に準

じた構造が必要 1,200m3 4,800m3 3,600m3 3,600m3 

既
設
処
分
場
適
正
化 

保有水抑制 

排除工 
集水井工 φ3500 L=6.5～16m 7 箇所 今年度発注予定 

治山ダム 

補強工 
治山ダム下流部押さえ盛土 20,000m3 〃 

水処理施設 

増設 
既存施設(200t/日)の改造 60t/日追加→260t/日に増強 来年度発注予定 

(再生事業必要期間) 約 91 年 約 23 年 30 年 30 年 －  
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◆概算事業費の算出 

 

ケース 1-1 ＜日常発生する可燃ごみと混合して処理する（可燃物 40％）＞ 

 

 イニシャルコスト ランニングコスト（15 年間分） 事業費合計 

 施設種別 規模・規格等 内訳・根拠等 概算費用 内訳・根拠等 概算費用 

中間処理施設 ガス化溶融炉 

53t/日 

環境省・廃棄物処理施設設

置費用調査結果より 

3,354,900 千円 電気代、燃料油脂類、定期

修理、大規模改修、試験測

定費、運転管理(委託)費等 

6,000,000 千円  

新規最終処分場 被覆型 

44,000m3 

水処理施設 20t/日 

NPO 法人最終処分場技術

システム研究会資料より 

1,760,000 千円 機械運転費、薬品類、電気

代、施設管理費等 

1,500,000 千円  

掘起し準備工 鋼管杭打設 鋼管杭 φ500 

L=20m n=1,200 本 

1,010,400 千円    

掘起し選別作業 13m3/日 ふるい分け選別機（磁力選

別・風力選別機含む）、選

別ヤード、被覆設備等一式 

100,000 千円 電気代、定期修理、運転労

務費、管理費等を想定 

525,000千円  

選別運搬作業 6.6t/日 4t トラック 1台として 4,000 千円 3 回/日運搬 22,500 千円  

冬期用仮置き場 1,200m3 被覆型処分場に準じた構

造が必要、ただし小規模な

ため割高となる 

120,000千円 電気代、機械運転費等（12

～3月までの 4カ月分） 

90,000 千円  

 計   6,349,300千円  8,137,500千円 144.9 億円 
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ケース 1-2 ＜日常発生する可燃ごみと混合して処理する（可燃物 10％）＞ 

 

 イニシャルコスト ランニングコスト（15 年間分） 事業費合計 

 施設種別 規模・規格等 内訳・根拠等 概算費用 内訳・根拠等 概算費用 

中間処理施設 ガス化溶融炉 

53t/日 

環境省・廃棄物処理施設設

置費用調査結果より 

3,354,900 千円 電気代、燃料油脂類、定期

修理、大規模改修、試験測

定費、運転管理(委託)費等 

6,000,000 千円  

新規最終処分場 オープン型 

252,000m3 

水処理施設 150t/日 

NPO 法人最終処分場技術

システム研究会資料より 

6,300,000 千円 機械運転費、薬品類、電気

代、施設管理費等 

3,000,000 千円  

掘起し準備工 鋼管杭打設 鋼管杭 φ500 

L=20m n=1,200 本 

1,010,400 千円    

掘起し選別作業 51m3/日 ふるい分け選別機（磁力選

別・風力選別機含む）、選

別ヤード、被覆設備等一式 

200,000 千円 電気代、定期修理、運転労

務費、管理費等を想定 

900,000 千円  

選別運搬作業 6.6t/日 4t トラック 1台として 4,000 千円 3 回/日運搬 22,500 千円  

冬期用仮置き場 4,800m3 被覆型処分場に準じた構

造が必要、ただし小規模な

ため割高となる 

384,000 千円 電気代、機械運転費等（12

～3月までの 4カ月分） 

150,000 千円  

 計   11,253,300 千円  10,072,500 千円 213.3 億円 
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ケース 2-1 ＜再生事業を 30年程度で完了させる（可燃物 40％）＞ 

 

 イニシャルコスト ランニングコスト（15 年間分） 事業費合計 

 施設種別 規模・規格等 内訳・根拠等 概算費用 内訳・根拠等 概算費用 

中間処理施設 ガス化溶融炉 

74t/日 

環境省・廃棄物処理施設設

置費用調査結果より 

4,684,200千円 電気代、燃料油脂類、定期

修理、大規模改修、試験測

定費、運転管理(委託)費等 

7,500,000 千円  

新規最終処分場 オープン型 

129,000m3 

水処理施設 100t/日 

NPO 法人最終処分場技術

システム研究会資料より 

3,225,000千円 機械運転費、薬品類、電気

代、施設管理費等 

2,250,000 千円  

掘起し準備工 鋼管杭打設 鋼管杭 φ500 

L=20m n=1,200 本 

1,010,400 千円    

掘起し選別作業 38.5m3/日 ふるい分け選別機（磁力選

別・風力選別機含む）、選

別ヤード、被覆設備等一式 

150,000 千円 電気代、定期修理、運転労

務費、管理費等を想定 

750,000 千円  

処理物運搬作業 20t/日 10tトラック 1台として 12,000千円 4 回/日運搬 42,000千円  

冬期用仮置き場 3,600m3 被覆型処分場に準じた構

造が必要、ただし小規模な

ため割高となる 

288,000 千円 電気代、機械運転費等（12

～3月までの 4カ月分） 

120,000 千円  

 計   9,369,600千円  10,662,000千円 200.3 億円 
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ケース 2-2 ＜再生事業を 30年程度で完了させる（可燃物 10％）＞ 

 

 イニシャルコスト ランニングコスト（15 年間分） 事業費合計 

 施設種別 規模・規格等 内訳・根拠等 概算費用 内訳・根拠等 概算費用 

中間処理施設 ガス化溶融炉 

53t/日 

環境省・廃棄物処理施設設

置費用調査結果より 

3,354,900千円 電気代、燃料油脂類、定期

修理、大規模改修、試験測

定費、運転管理(委託)費等 

6,000,000 千円  

新規最終処分場 オープン型 

191,000m3 

水処理施設 130t/日 

NPO 法人最終処分場技術

システム研究会資料より 

4,775,000千円 機械運転費、薬品類、電気

代、施設管理費等 

2,700,000 千円  

掘起し準備工 鋼管杭打設 鋼管杭 φ500 

L=20m n=1,200 本 

1,010,400 千円    

掘起し選別作業 38.5m3/日 ふるい分け選別機（磁力選

別・風力選別機含む）、選

別ヤード、被覆設備等一式 

150,000 千円 電気代、定期修理、運転労

務費、管理費等を想定 

750,000 千円  

処理物運搬作業 5t/日 4t トラック 1台として 4,000 千円 4 回/日運搬 22,500千円  

冬期用仮置き場 3,600m3 被覆型処分場に準じた構

造が必要、ただし小規模な

ため割高となる 

288,000 千円 電気代、機械運転費等（12

～3月までの 4カ月分） 

120,000 千円  

 計   9,582,300千円  9,592,500千円 191.7 億円 
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ケース 3 ＜再生事業は行なわずこのまま安定化を図る＞ 

 

 イニシャルコスト ランニングコスト（15 年間分） 事業費合計 

 施設種別 規模・規格等 内訳・根拠等 概算費用 内訳・根拠等 概算費用 

中間処理施設 焼却炉 

53t/日 

環境省・廃棄物処理施設設

置費用調査結果より 

3,354,900 千円 電気代、燃料油脂類、定期

修理、大規模改修、試験測

定費、運転管理費等 

3,750,000 千円  

新規最終処分場 被覆型 

2,200m3 

水処理施設 5t/日 

小規模のため割高となる 

530,000 千円 機械運転費、薬品類、電気

代、施設管理費等 

750,000 千円  

 計   3,884,900千円  4,500,000千円 83.8億円 

 

 

◆概算事業費の比較 

 

 ケース 1-1 ケース 1-2 ケース 2-1 ケース 2-2 ケース 3 

イニシャルコスト 6,349,300千円 11,253,300千円 9,369,600千円 9,582,300千円 3,884,900千円 

ランニングコスト （15年間分） 8,137,500千円 10,072,500千円 10,662,000千円 9,592,500千円 4,500,000千円 

（1年当たり） 約 5.4億円 約 6.7億円 約 7.1億円 約 6.4億円 3.0億円 

合 計  144.9億円 213.3億円 200.3億円 191.7億円 83.8億円 
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３．準備段階に要する期間の想定 

既設処分堲に埋め立てられているごみを掘り起こし、選別・再資源化処理および

未燃分等の焼却・溶融処理を行ない、再び最終処分堲としての利用する堲合で、か

つ「循環型社会形成推進交付金」の交付対象事業として最終処分堲再生事業を実施

するにあたっては、次表とおりの手順が必要になると考えられる。 

これらは大きく調査・設計・施設建設工事等を行なう「準備段階」、掘起し作業

等の「実施段階」、および再生した既設処分堲の「供用段階」に分けられる。 

 

表－既設処分場再生事業実施フロー 

再生事業実施のための諸業務 主な作業内容等 

    

準備段階 

 基礎調査 埋立層調査、埋立物組成調査など 

 基本構想 事業方針案の設定、事業性評価など 

  ↓  

 地元交渉 施設立地周辺住民への説明など 

  ↓  

 基本設計 施設基本設計、既設処分堲適正化案検討など 

 詳細調査 地形・地質・用地調査など 

 環境影響調査 各作業時の悪臭・発生ガス・粉じん対策など 

  ↓  

 地元合意 合意形成、事業化の決定 

  ↓  

 実施設計 施設実施設計、資源化物の委託先検討など 

 仕様書・設計書作成 工事発注仕様書・設計図書の作成 

  ↓  

 工事発注 施設建設業者の決定 

  ↓  

 新規処分堲建設工事 最終処分堲の建設 

 中間処理施設建設工事 焼却炉または溶融炉の建設 

 掘り起こし準備工事 既設処分堲地すべり対策工、治山ダム補強工 

   ↓  

実施段階 

 掘り起こし作業 掘り起こし後、選別作業ヤードまで運搬 

  ↓  

 選別作業 可燃物は溶融・焼却処理、丌燃物は新設処分堲へ 

  ↓ 埋立て、金属類等有価物は売却へ 

 中間処理作業 中間処理施設にて日常のごみと混合処理、スラグ 

  ↓ は資源化も可能、発電・売電の可能性もあり 

 埋立処分作業 飛灰処理物と選別後残渣を新規処分堲に埋立処分 

   ↓  

供用段階 

 既設処分堲適正化工事 掘り起こし完了後、適正処分堲として再整備 

  ↓  

 既設処分堲供用開始 再生した最終処分堲として利用 

 新規処分堲閉鎖 覆土工事などの後、安定化まで維持管理 
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既設処分堲の掘り起こし再生事業に向けた諸業務の実施が決定した翌年度を 1

年目として、それぞれの検討業務等に要する期間について以下に示す。 

 

表－準備段階の諸業務に要する期間(例) 

(必要な年数のめやす) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11～ 

準備段階             

基礎調査 0.5            

基本構想 0.5            

地元交渉 0.5            

基本設計 0.8            

詳細調査 0.4            

環境影響調査 2～3            

地元合意 丌確定            

実施設計 0.5            

仕様書作成 0.5            

工事発注 0.3            

中間処理施設建設 2.5            

新規処分堲建設 2.5            

掘り起こし準備 0.8            

実施段階             

             

 

表中実線は各業務がすべて一般的な工程のとおり円滑に進んだ堲合であるのに対し、破線は

生活環境影響調査の着手に際して調査項目および評価手法の設定に関する協議等に一定の期

間が必要となり、また各施設建設工事を重複させることができない堲合、このような工程とな

る可能性があることを示す。 
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※市町村が行なうごみ処理施設の設置にあたっての、一般的な生活環境影響調査の

手続きの流れとしては、以下のとおりとなる。 

 

(1) 調査事項の整理 

施設の設置や稼働にともなって生じる大気環境（大気質、騒音、振動、悪臭）お

よび水環境（水質および地下水）への影響に関して、施設の規模や処理対象となる

ごみの種類、ならびに地域特性等を考慮して具体的な調査項目を設定する。 

↓ 

(2) 調査対象地域の設定 

施設の種類、規模、設置堲所の気象等の自然的条件、ならびに人家の状況等の社

会的条件を踏まえて、生活環境に影響を及ぼすおそれがある地域として設定する。 

↓ 

(3) 現況の把握 

周辺地域における調査項目の現況、および予測に必要な自然的、社会的条件の現

況を把握することを目的として、既存の資料、または現地調査を行なう。 

生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために必要と考えられる自然的条件お

よび社会的条件は、次に示す項目のなかから必要な項目を把握することとする。 

○大気質： 気象（風向、風速、大気安定度）、土地利用、人家等、交通量および

主要な発生源 

○騒 音 ： 土地利用、人家等、交通量および主要な発生源 

○振 動 ： 土地利用、地盤性状、人家等、交通量および主要な発生源 

○悪 臭 ： 気象、土地利用、人家等および主要な発生源 

○水 質 ： 水象（河川の流量、流況等）、水利用および主要な発生源 

○地下水： 地形･地質状況、地下水の状況（帯水層の分布、地下水位、流動状況

等）および地下水利用状況 

↓ 

(4) 影響の予測 

生活環境影響の予測は、調査項目の変化の程度および範囲を把握するため、調査

実施時点で一般的に用いられている予測手法により行なうこととし、定量的な予測

が可能な項目については計算により、それが困難な項目については同種の既存事例

からの類推等により行なう。 

↓ 

(5) 予測結果の分析 

施設の設置による影響の程度について、調査項目の現況、予測される変化の程度

および環境基準等の目標を考慮しながら分析を行なう。具体的には、環境基準等の

目標と予測値を対比してその整合性を検討すること、生活環境への影響が実行可能
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な範囲内で回避され、または低減されているものであるか否かについて事業者の見

解を明らかにすることが必要である。 

↓ 

(6) 生活環境影響調査書の作成 

上記の内容を記載した生活環境影響調査書としてとりまとめる。 

↓ 

(7) 公告・縦覧 

(8) 関係者からの意見の提出 

縦覧ならびに施設の設置に関して利害関係を有する者が生活環境の保全上の見

地から意見を述べる意見書の提出方法等の手続きについては、市条例に必要な事項

が定められている。 

↓ 

(9) 施設設置の届出 

生活環境影響調査の結果を踏まえ施設の設置および維持管理に関する計画を検

討し、生活環境影響調査書とともに知事に施設の設置を届け出る。 

 

 

 

４．再生事業と安定化事業の相対評価 

 

 

 ＜掘り起こし再生事業＞ ＜安定化・適正閉鎖事業＞ 

主な利点 

・既設処分堲に存在すると考えられ

る丌適物を除去することで丌安感

を解消することができる 

 

・既設処分堲を再生することで、大

容量の最終処分堲が確保できる 

・既設処分堲は早期に安定化、廃止

を目指すことができる 

 

・15～20 年後には次期計画へ移行

するため、今後新しい処理処分技術

が開発普及した堲合や、関係法令の

改正等に対応しやすい 

主な欠点 

・事業実施に伴うリスク（次項参照）

が存在する 

 

・安定化事業案に比べ多額の単独費

負担が必要となる 

・既設処分堲に古い埋立物が残り、

丌安感が解消されない 

 

・次期施設以降も順次新規処理施設

のための用地確保が必要となる 
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５．再生事業実施に伴うリスクについて 

 

１）再生事業による工学的リスク 

既設処分堲は、治山ダム（地すべりによる斜面崩壊の拡大を防止すること、また

上流部の渓流勾配を緩和することで土石流の発生を防ぐことを目的としたコンク

リート構造物）の直上流に貯留堰堤を設け、谷部をせき止めてごみを盛り立てた山

間型の最終処分堲である。 

遮水工については自然地盤を利用しており、昭和 50 年よりその時々の関係法令

に適応した処分堲として、平成 20 年度まで埋立てが行なわれていた。 

しかし、再生事業により埋立てられているごみを掘り起こすことは、斜面の安定

を損なう行為でもあり、周辺の地すべりを誘発するおそれがある。 

そのため掘り起こし準備工事として地すべり対策工が必要となるが、そのための

杭等の打設には、遮水層である粘性土層を貫き強固な支持層に定着させることが必

要となる。つまり、再生事業のための掘り起こし準備工事を行なった段階で、遮水

工の機能が損なわれ、適正な処分堲ではなくなってしまうとの判断がなされるおそ

れがあり、掘り起こし作業着手前の区画については、浸出水の地下浸透による漏え

いのリスクを抱えた状態となる。 

 

２）掘り起こし・破砕選別作業による周辺生活環境へのリスク 

前述のとおり、既設処分堲は昭和 50 年より埋立てが開始されているが、旧焼却

施設は昭和 57 年から稼働を開始している。つまり、埋立開始当初のごみには直接

埋立されていたものが多く、また昭和 57 年から平成 14 年の現炭化炉稼働までは

焼却残さが主体となり、さらにそれ以降については中間処理残さ物および丌燃物主

体へと変移していることがわかる。 

このように、埋立層内部には中間処理がなされず処分されたものもかなりあると

予想され、掘り起こし作業時においてはメタン等の可燃性ガス、硫化水素等の有毒

性ガスの噴出による安全衛生上のリスクが懸念される。 

これらに対しては、必要に応じて埋立層内のごみ質の探査や入念なモニタリング

活動を継続的に実施すること、また十分な事前調査とともに施工方法や処理技術な

どの検討を行ない、作業時の安全を確実なものにすることや、周辺環境への悪影響

を防ぐことが必要となる。 

また、適切な選別作業のためには対象物の乾燥が必要であるが、ダイオキシン類

等を含む粉じん対策のためにはある程度湿潤状態であることが望ましいことから

も、掘削時に現地にて有機物の分解や無害化処理等の前処理が必要となることも考

えられる。 
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３）ごみの運搬に伴うリスク 

既設処分堲にて掘り起こし作業を行なったあと、選別作業堲所あるいは次期中間

処理施設まで、一般道路を通行し、ダイオキシン類等の有害物や臭気のあるごみを

運搬することになる。 

一般の土木建築工事と同様、車両による堲外への汚染の拡散防止や運搬中の散乱

を防止する対策が必要となるが、対象物が通常の土砂等ではないため、専用車両の

導入等、さらに慎重な対応を検討しなくてはならない。 

 

４）中間処理におけるリスク 

他地域における再生事業の事例によると、通常の可燃ごみに掘り起こしごみ中の

可燃物を混合して処理を行なう堲合、混焼率は 10～15％までとなっている。 

これは、これ以上に掘り起こし物を混合した堲合、ごみが燃えるための発熱量が

丌足し、焼却能力が低下すること、ダイオキシン類の分解が促進できる安定焼却温

度領域を維持するために大量の補助燃料（重油、灯油等）の追加が必要となるため

である。 

本検討におけるケース 2-1 においては通常ごみと掘り起こしごみの割合は、他

地域の事例を大きく超える 5：2 程度となり、非常に多くの補助燃料が必要となる

ことから、維持管理費の増大は避けられないものと考えられる。 

 



ケース1-1　日常可燃ごみと混合処理（可燃物40％とした場合）

条件： 施設種別 規模規格

ガス化溶融炉 53t/日

最終処分場CS 44,000㎥

掘起し準備 地滑り抑止工

掘起し選別 13㎥/日

選別・運搬 6.6ｔ/日

冬期仮置場 1,200㎥

施設種別 規模規格 計算根拠 価格（千円）

ガス化溶融炉 53t/日
環境省調査100t未満63.3百万円/ｔ（平均市町村契約
額）
63.3百万円×53t/日

3,354,900

最終処分場CS型 44,000㎥
NPO法人最終処分場技術システム研究会データ
被覆型最終処分場（水処理20t/日）40,000円/㎥
40,000円/㎥×44,000㎥

1,760,000

掘起し準備工 地滑り抑止工
鋼管杭打設φ 500　L=20m　N=1200本
材料費＝3.4t×130,000円/t×1,200本
打設費＝20,000円/ｍ×20ｍ×1,200本

1,010,400

掘起し選別作業 13㎥/日
ふるい機（磁力選別機・風力選別機含む）・選別ヤー
ド・被覆設備含む一式

100,000

選別・運搬作業 6.6ｔ/日 4tトラック・1台 4,000

冬期仮置き場 1,200㎥
被覆型最終処分場と同じ構造とする
但し小規模なため割高・100,000円/㎥

120,000

6,349,300

施設種別 規模規格 計算根拠 価格（千円）

ガス化溶融炉 53t/日
電気料金・燃料油脂・定期修理・大規模修繕・試験測
定・運転管理費（委託）を400,000千円/年と想定
400,000千円/年×15年

6,000,000

最終処分場CS型 44,000㎥
機械運転費・水処理施設運転費・薬品資材費・電力
費・労務費を100,000千円/年と想定　　100,000千円/
年×15年

1,500,000

掘起し準備工 地滑り抑止工 0

掘起し選別作業 13㎥/日
電気料金・定期修理費・修繕費・運転労務費・管理費
を35,000千円/年と想定　　35,000千円/年×15年

525,000

選別・運搬作業 6.6ｔ/日
3回/日運搬（廃棄物単位体積重量を0.3t/㎥）
6.6ｔ÷0.3t/㎥÷8㎥/台=2.75台≒3台/日
3回×2,500円/回×200日×15年

22,500

冬期仮置き場 1,200㎥
電力費・器機運転費（12・1・2・3月の4か月分）
1,500千円/月×4ヶ月×15年

90,000

8,137,500

542,500

概算事業費の算出方法

年平均支出額

設備運転・維持管理費用合計

イニシャルコスト

施設設備整備費用合計

ランニングコスト（15年分）

資料№１ 参考資料

[ 1 ]



ケース1-2　日常可燃ごみと混合処理（可燃物10％とした場合）

条件： 施設種別 規模規格

ガス化溶融炉 53t/日

最終処分場OP 252,000㎥

掘起し準備 地滑り抑止工

掘起し選別 51㎥/日

選別・運搬 6.6ｔ/日

冬期仮置場 4,800㎥

施設種別 規模規格 計算根拠 価格（千円）

ガス化溶融炉 53t/日
環境省調査100t未満63.3百万円/ｔ（平均市町村契約
額）
63.3百万円×53t/日

3,354,900

最終処分場OP型 252,000㎥
NPO法人最終処分場技術システム研究会データ
オープン型最終処分場（水処理150t/日）25,000円/㎥
25,000円/㎥×252,000㎥

6,300,000

掘起し準備工 地滑り抑止工
鋼管杭打設φ 500　L=20m　N=1200本
材料費＝3.4t×130,000円/t×1,200本
打設費＝20,000円/ｍ×20ｍ×1,200本

1,010,400

掘起し選別作業 51㎥/日
ふるい機（磁力選別機・風力選別機含む）・選別ヤー
ド・被覆設備含む一式

200,000

選別・運搬作業 6.6ｔ/日 4tトラック・1台 4,000

冬期仮置き場 4,800㎥
被覆型最終処分場と同じ構造とする
但し小規模なため割高・80,000円/㎥

384,000

11,253,300

施設種別 規模規格 計算根拠 価格（千円）

ガス化溶融炉 53t/日
電気料金・燃料油脂・定期修理・大規模修繕・試験測
定・運転管理費（委託）を400,000千円/年と想定
400,000千円/年×15年

6,000,000

最終処分場OP型 252,000㎥
機械運転費・水処理施設運転費・薬品資材費・電力
費・労務費を200,000千円/年と想定　　200,000千円/
年×15年

3,000,000

掘起し準備工 地滑り抑止工 0

掘起し選別作業 51㎥/日
電気料金・定期修理費・修繕費・運転労務費・管理費
を60,000千円/年と想定　　60,000千円/年×15年

900,000

選別・運搬作業 6.6ｔ/日
3回/日運搬（廃棄物単位体積重量を0.3t/㎥）
6.6ｔ÷0.3t/㎥÷8㎥/台=2.75台≒3台/日
3回×2,500円/回×200日×15年

22,500

冬期仮置き場 4,800㎥
電力費・器機運転費（12・1・2・3月の4か月分）
2,500千円/月×4ヶ月×15年

150,000

10,072,500

671,500

イニシャルコスト

施設設備整備費用合計

ランニングコスト（15年分）

設備運転・維持管理費用合計

年平均支出額

[ 2 ]



ケース2-1　再生事業を30年で完了させる（可燃物40％とした場合）

条件： 施設種別 規模規格

ガス化溶融炉 74t/日

最終処分場OP 129,000㎥

掘起し準備 地滑り抑止工

掘起し選別 38.5㎥/日

選別・運搬 20ｔ/日

冬期仮置場 3,600㎥

施設種別 規模規格 計算根拠 価格（千円）

ガス化溶融炉 74t/日
環境省調査100t未満63.3百万円/ｔ（平均市町村契約
額）
63.3百万円×74t/日

4,684,200

最終処分場OP型 129,000㎥
NPO法人最終処分場技術システム研究会データ
オープン型最終処分場（水処理100t/日）25,000円/㎥
25,000円/㎥×129,000㎥

3,225,000

掘起し準備工 地滑り抑止工
鋼管杭打設φ 500　L=20m　N=1200本
材料費＝3.4t×130,000円/t×1,200本
打設費＝20,000円/ｍ×20ｍ×1,200本

1,010,400

掘起し選別作業 38.5㎥/日
ふるい機（磁力選別機・風力選別機含む）・選別ヤー
ド・被覆設備含む一式

150,000

選別・運搬作業 20ｔ/日 10tトラック・1台 12,000

冬期仮置き場 3,600㎥
被覆型最終処分場と同じ構造とする
但し小規模なため割高・80,000円/㎥

288,000

9,369,600

施設種別 規模規格 計算根拠 価格（千円）

ガス化溶融炉 74t/日
電気料金・燃料油脂・定期修理・大規模修繕・試験測
定・運転管理費（委託）を500,000千円/年と想定
500,000千円/年×15年

7,500,000

最終処分場OP型 129,000㎥
機械運転費・水処理施設運転費・薬品資材費・電力
費・労務費を150,000千円/年と想定　　150,000千円/
年×15年

2,250,000

掘起し準備工 地滑り抑止工 0

掘起し選別作業 38.5㎥/日
電気料金・定期修理費・修繕費・運転労務費・管理費
を50,000千円/年と想定　　50,000千円/年×15年

750,000

選別・運搬作業 20ｔ/日
4回/日運搬（廃棄物単位体積重量を0.3t/㎥）
20ｔ÷0.3t/㎥÷20㎥/台=3.33台≒4台/日
4回×3,500円/回×200日×15年

42,000

冬期仮置き場 3,600㎥
電力費・器機運転費（12・1・2・3月の4か月分）
2,000千円/月×4ヶ月×15年

120,000

10,662,000

710,800

イニシャルコスト

施設設備整備費用合計

ランニングコスト（15年分）

設備運転・維持管理費用合計

年平均支出額

[ 3 ]



ケース2-2　再生事業を30年で完了させる（可燃物10％とした場合）

条件： 施設種別 規模規格

ガス化溶融炉 53t/日

最終処分場OP 191,000㎥

掘起し準備 地滑り抑止工

掘起し選別 38.5㎥/日

選別・運搬 5ｔ/日

冬期仮置場 3,600㎥

施設種別 規模規格 計算根拠 価格（千円）

ガス化溶融炉 53t/日
環境省調査100t未満63.3百万円/ｔ（平均市町村契約
額）
63.3百万円×53t/日

3,354,900

最終処分場OP型 191,000㎥
NPO法人最終処分場技術システム研究会データ
オープン型最終処分場（水処理130t/日）25,000円/㎥
25,000円/㎥×191,000㎥

4,775,000

掘起し準備工 地滑り抑止工
鋼管杭打設φ 500　L=20m　N=1200本
材料費＝3.4t×130,000円/t×1,200本
打設費＝20,000円/ｍ×20ｍ×1,200本

1,010,400

掘起し選別作業 38.5㎥/日
ふるい機（磁力選別機・風力選別機含む）・選別ヤー
ド・被覆設備含む一式

150,000

選別・運搬作業 5ｔ/日 4tトラック・1台 4,000

冬期仮置き場 3,600㎥
被覆型最終処分場と同じ構造とする
但し小規模なため割高・80,000円/㎥

288,000

9,582,300

施設種別 規模規格 計算根拠 価格（千円）

ガス化溶融炉 53t/日
電気料金・燃料油脂・定期修理・大規模修繕・試験測
定・運転管理費（委託）を400,000千円/年と想定
400,000千円/年×15年

6,000,000

最終処分場OP型 191,000㎥
機械運転費・水処理施設運転費・薬品資材費・電力
費・労務費を180,000千円/年と想定　　180,000千円/
年×15年

2,700,000

掘起し準備工 地滑り抑止工 0

掘起し選別作業 38.5㎥/日
電気料金・定期修理費・修繕費・運転労務費・管理費
を50,000千円/年と想定　　50,000千円/年×15年

750,000

選別・運搬作業 5ｔ/日
3回/日運搬（廃棄物単位体積重量を0.3t/㎥）
5ｔ÷0.3t/㎥÷8㎥/台=2.08台≒3台/日
3回×2,500円/回×200日×15年

22,500

冬期仮置き場 3,600㎥
電力費・器機運転費（12・1・2・3月の4か月分）
2,000千円/月×4ヶ月×15年

120,000

9,592,500

639,500

イニシャルコスト

施設設備整備費用合計

ランニングコスト（15年分）

設備運転・維持管理費用合計

年平均支出額

[ 4 ]



ケース3　再生事業を行なわず安定化を図る

条件： 施設種別 規模規格

ｽﾄｰｶ式焼却炉 53t/日

最終処分場CS 2,200㎥

掘起し準備 不要

掘起し選別 不要

選別・運搬 不要

冬期仮置場 不要

施設種別 規模規格 計算根拠 価格（千円）

焼却炉 53t/日
環境省調査100t未満63.3百万円/ｔ（平均市町村契約
額）
63.3百万円×53t/日

3,354,900

最終処分場CS型 2,200㎥
被覆型最終処分場＝150,000円/㎥×2,200㎥
水処理設備＝40,000千円/t×5t/日

530,000

掘起し準備工 不要 0

掘起し選別作業 不要 0

選別・運搬作業 不要 0

冬期仮置き場 不要 0

3,884,900

施設種別 規模規格 計算根拠 価格（千円）

式焼却炉 53t/日
電気料金・燃料油脂・定期修理・大規模修繕・試験測
定・運転管理費を250,000千円/年と想定
250,000千円/年×15年

3,750,000

最終処分場CS型 2,200㎥
機械運転費・水処理施設運転費・薬品資材費・電力
費・労務費を50,000千円/年と想定　　50,000千円/年
×15年

750,000

掘起し準備工 不要 0

掘起し選別作業 不要 0

選別・運搬作業 不要 0

冬期仮置き場 不要 0

4,500,000

300,000

イニシャルコスト

施設設備整備費用合計

ランニングコスト（15年分）

設備運転・維持管理費用合計

年平均支出額
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