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糸魚川市一般廃棄物最終処分場環境保全に関する協定書 

 

 

大野区（以下「甲」という。）と糸魚川市（以下「乙」という。）は、糸魚川市一般

廃棄物最終処分場（以下「処分場」という。）の周辺地域の環境保全及び周辺住民の生

活環境の保全に関し、糸魚川市環境基本条例の基本理念に基づき、次のとおり協定を

締結する。 

 

 （目的） 

第１条 本協定は、処分場の周辺地域の環境保全及び周辺住民の生活環境の保全に関

し必要な事項を定めることにより、生命財産の安全を確保することを目的とする。 

 

 （市の責務） 

第２条 乙は、前条の目的を実現するため、信義則に従い誠実に本協定を履行すると

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。以下「廃掃

法」という。）、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上

の基準を定める省令（昭和52年総理府・厚生省令第１号。以下「省令」という。）

及び関係諸法令を遵守するとともに、環境基本法（平成５年法律第91号）第16条の

規定に基づく水質汚濁に係る環境基準（昭和46年環境庁告示第59号）が達成される

よう努めなければならない。 

２ 乙は、処分場を原因とする公害及び災害の発生を未然に防止するため、適切な措

置を講じなければならない。 

３ 乙は、処分場を原因とする公害及び災害が発生したときは、処分場の整備中及び

埋め立て終了後にかかわらず、全責任を負い、万全の措置を講じなければならない。 

 

 （廃棄物の種類） 

第３条 乙が新たに計画している処分場（クローズド型）（以下「新処分場」という。）

に埋立て処分する一般廃棄物は、薬剤処理後の固化飛灰とする。 
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 （処分場の整備及び維持管理） 

第４条 乙は、新処分場の整備にあたっては、廃掃法、省令及び関係諸法令を具備し

た施設とする。 

２ 乙は、処分場の維持管理にあたっては、省令及び関係諸法令に基づいた検査を行

うものとする。なお、この場合において、測定項目及び計画頻度・実施月は、別表

のとおりとする。 

３ 乙は、前項の検査結果をその都度甲に報告するものとする。なお、検査結果に顕

著な変化が見られたときは、その原因を究明し、甲に説明しなければならない。 

 

 （環境保全） 

第５条 乙は、周辺地域の環境保全及び周辺住民の生活環境の保全のため、別表「１ 

放流水」の排出基準値及び「３ 地下水」の基準値を遵守するとともに、同表「１ 

放流水」の環境基準値を目標に管理運営しなければならない。 

２ 乙は、処理場の放流水を可視監視が可能であって周辺環境に考慮した観察池を設

置し、その維持管理に努めるものとする。 

３ 乙は、観察池で異常が生じた場合は、直ちに放流水の放流を中止し、必要な措置

を講じるとともに、甲に報告し、説明をしなければならない。 

 

 （処分場の立入調査等） 

第６条 甲は、本協定の施行に際し必要と認めた場合は、乙に通告し、乙の立会いの

もと処分場内に立入ることができるものとする。 

２ 乙は、甲から本協定に基づく報告資料の閲覧、廃棄物その他の試料の採取又は提

供について要求があった場合は、これに応じるものとする。 

 

 （処分場の機能回復） 

第７条 乙は、第４条第１項及び第２項に関し、関係諸法令に基づく指導があった場

合には、速やかに甲に報告するとともに、直ちに原因を究明し、機能を回復する等

必要な措置を講じるものとする。 
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 （緊急時の措置） 

第８条 乙は、処分場を原因として、周辺地域の環境保全及び周辺住民の生活環境の

保全上支障が生じ、又は発生するおそれがあるときは、直ちに関連する作業を中止

して応急の措置（調査、対策等を含む。）を講ずるとともに、甲に報告しなければ

ならない。 

２ 乙は、前項の状況に至ったときは、必要な措置がとられるまで処分場の整備、一

般廃棄物の搬入及び関連する埋立て処分を行わないものとする。 

 

 （埋立て処分終了後の管理） 

第９条 乙は、埋立処分の終了後も、廃掃法の規定に従い処分場が廃止されるまでの

間及び廃止後も引き続き処分場の維持管理を行うものとする。 

２ 乙は、これまで埋め立てられた処分場（以下「現処分場」という。）の跡地につい

て甲と協議し、有効に利活用を図るものとする。 

 

 （協議） 

第10条 乙は、本協定を円滑に推進するため、甲が設置する環境保全委員会（仮称）

（以下「環境保全委員会」という。）と年１回以上協議を行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、環境保全委員会から乙に協議の要求があったときは、

乙は、環境保全委員会と協議を行うものとする。 

３ 前１項の定期協議のほか、本協定に定めのない事項が発生したとき、若しくは本

協定の解釈に疑義が生じたとき、又は本協定に定める事項を変更しようとするとき

は、甲乙がその都度協議し定めるものとする。 

 

 この協定を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自

１通を保有する。 

なお、平成21年１月に発覚した「基準値を超えた水銀又はその化合物を含んだばい

じん」を乙が埋め立てた行為に起因する現処分場の適正化事業の完了に伴い、昭和50

年９月１日に締結した「不燃物埋め立て使用に伴う公害防止協定」は、廃止する。 
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  平成27年12月18日 

 

 

       甲  大野区   

           区  長   新 井  春 雄 

 

 

 

       乙  糸魚川市 

           代表者 糸魚川市長  米 田  徹 



別表（第４条・第５条関係）

測定項目 単位 排出基準値 環境基準値 法定頻度 計画頻度・実施月 関係法令等

1 水素イオン濃度（pH） pH 5.8以上～8.6以下 6.5以上～8.5以下 ・省令別表第１、※４の類型C

2 生物化学的酸素要求量（BOD） mg/ℓ 20以下 ８以下 ・省令別表第１、※４の類型D

3 化学的酸素要求量（COD） mg/ℓ 20以下 － ・省令別表第１

4 浮遊物質量（SS） mg/ℓ 20以下 25以下

5 大腸菌群数 個/cm3 3,000以下 1,000MPN/100mℓ以下

6 アルキル水銀化合物 mg/ℓ 検出されないこと 検出されないこと

7 六価クロム化合物 mg/ℓ 0.5以下 0.05以下

8 砒素及びその化合物 mg/ℓ 0.1以下 0.01以下

9 セレン及びその化合物 mg/ℓ 0.1以下 0.01以下

10
水銀及びアルキル水銀その
他の水銀化合物

mg/ℓ 0.005以下 0.0005以下

11 カドミウム及びその化合物 mg/ℓ 0.1以下 0.003以下

12 鉛及びその化合物 mg/ℓ 0.1以下 0.01以下

13 シアン化合物 mg/ℓ １以下 検出されないこと

14 有機燐化合物　※１ mg/ℓ １以下 －

15 ポリ塩化ビフェニル mg/ℓ 0.003以下 －

16 トリクロロエチレン mg/ℓ 0.3以下 0.03以下

17 テトラクロロエチレン mg/ℓ 0.1以下 0.01以下

18 ジクロロメタン mg/ℓ 0.2以下 0.02以下

19 四塩化炭素 mg/ℓ 0.02以下 0.002以下

20 1,2-ジクロロエタン mg/ℓ 0.04以下 0.004以下

21 1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ １以下 0.１以下

22 シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ 0.4以下 0.04以下

23 1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ ３以下 １以下

24 1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ 0.06以下 0.006以下

25 1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ 0.02以下 0.002以下

26 チウラム mg/ℓ 0.06以下 0.006以下

27 シマジン mg/ℓ 0.03以下 0.003以下

28 チオベンカルブ mg/ℓ 0.2以下 0.02以下

29 ベンゼン mg/ℓ 0.1以下 0.01以下

30 1,4-ジオキサン mg/ℓ 0.5以下 0.05以下

31 ほう素及びその化合物 mg/ℓ 50以下 １以下

32 ふっ素及びその化合物 mg/ℓ 15以下 0.8以下

アンモニア性窒素 mg/ℓ － －

硝酸性窒素 mg/ℓ － －

亜硝酸性窒素 mg/ℓ － －

アンモニア、アンモニウム
化合物、亜硝酸化合物及び
硝酸化合物　※２

mg/ℓ 200以下 10以下 ・省令別表第１、※３

34
ノルマルヘキサン抽出物質含有量

（鉱油類含有量）
mg/ℓ ５以下 －

35
ノルマルヘキサン抽出物質含有量

（動植物油脂類含有量）
mg/ℓ 30以下 －

36 フェノール類含有量 mg/ℓ ５以下 －

37 銅含有量 mg/ℓ ３以下 －

38 亜鉛含有量 mg/ℓ ２以下 －

39 溶解性鉄含有量 mg/ℓ 10以下 －

40 溶解性マンガン含有量 mg/ℓ 10以下 －

41 クロム含有量 mg/ℓ ２以下 －

42 窒素含有量 mg/ℓ 120以下 －

43 燐含有量 mg/ℓ 16以下 －

44 ダイオキシン類 pg-TEQ/ℓ 10以下 －
・ダイオキシン類対策特別措
置法に基づく廃棄物の最終処
分場の維持管理の基準を定め

45 溶存酸素量（DO） mg/ℓ － ２以上 － ※４の類型D

46 透視度 cm － － － 月１回

※３　水質汚濁に係る環境基準別表１人の健康の保護に関する環境基準

※４　水質汚濁に係る環境基準別表２生活環境の保全に関する環境基準　１　河川　⑴　河川（湖沼を除く。）

・省令別表第１、※３

・省令別表第１

・省令別表第１、※３

・省令別表第１

・省令別表第１

33

・省令別表第１、※４の類型B

※１　パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト（別名EPN)に限る。　

※２　アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量

１　放流水

月１回以上

月１回
年１回以上

年２回以上

年２回・５月、
11月

年１回以上



（一般廃棄物最終処分場）

測定項目 単位 基準値 法定頻度 計画頻度・実施月 関係法令等

1 水素イオン濃度（pH） pH －

2 生物化学的酸素要求量（BOD） mg/ℓ －

3 化学的酸素要求量（COD） mg/ℓ －

4 浮遊物質量（SS） mg/ℓ －

5 大腸菌群数 個/cm3 －

6 アルキル水銀化合物 mg/ℓ －

7 六価クロム化合物 mg/ℓ －

8 砒素及びその化合物 mg/ℓ －

9 セレン及びその化合物 mg/ℓ －

10
水銀及びアルキル水銀その
他の水銀化合物

mg/ℓ －

11 カドミウム及びその化合物 mg/ℓ －

12 鉛及びその化合物 mg/ℓ －

13 シアン化合物 mg/ℓ －

14 有機燐化合物　※1 mg/ℓ －

15 ポリ塩化ビフェニル mg/ℓ －

16 トリクロロエチレン mg/ℓ －

17 テトラクロロエチレン mg/ℓ －

18 ジクロロメタン mg/ℓ －

19 四塩化炭素 mg/ℓ －

20 1,2-ジクロロエタン mg/ℓ －

21 1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ －

22 シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ －

23 1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ －

24 1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ －

25 1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ －

26 チウラム mg/ℓ －

27 シマジン mg/ℓ －

28 チオベンカルブ mg/ℓ －

29 ベンゼン mg/ℓ －

30 1,4-ジオキサン mg/ℓ －

31 ほう素及びその化合物 mg/ℓ －

32 ふっ素及びその化合物 mg/ℓ －

アンモニア性窒素 mg/ℓ －

硝酸性窒素 mg/ℓ －

亜硝酸性窒素 mg/ℓ －

アンモニア、アンモニウム
化合物、亜硝酸化合物及び
硝酸化合物　※2

mg/ℓ －

34
ノルマルヘキサン抽出物質含有量

（鉱油類含有量）
mg/ℓ －

35
ノルマルヘキサン抽出物質含有量

（動植物油脂類含有量）
mg/ℓ －

36 フェノール類含有量 mg/ℓ －

37 銅含有量 mg/ℓ －

38 亜鉛含有量 mg/ℓ －

39 溶解性鉄含有量 mg/ℓ －

40 溶解性マンガン含有量 mg/ℓ －

41 クロム含有量 mg/ℓ －

42 窒素含有量 mg/ℓ －

43 燐含有量 mg/ℓ －

44 ダイオキシン類 pg-TEQ/ℓ －

(準用)ダイオキシン類対策特別
措置法に基づく廃棄物の最終処
分場の維持管理の基準を定める
省令

45 透視度 cm － 月１回

２　流入水

年２回・５月、11月

・自主検査

(準用)
※省令別表第１

33

年２回・５月、11月

月１回

※１　パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト（別名EPN)に限る。　

※２　アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量

－



（一般廃棄物最終処分場）

測定項目 単位 基準値 法定頻度 計画頻度・実施月 関係法令等

1 電気伝導率 μS/cm －

2 塩化物イオン mg/ℓ －

3 アルキル水銀 mg/ℓ 検出されないこと

4 総水銀 mg/ℓ 0.0005以下

5 カドミウム mg/ℓ 0.01以下

6 鉛 mg/ℓ 0.01以下

7 六価クロム mg/ℓ 0.05以下

8 砒素 mg/ℓ 0.01以下

9 セレン mg/ℓ 0.01以下

10 全シアン mg/ℓ 検出されないこと

11 ポリ塩化ビフェニル mg/ℓ 検出されないこと

12 トリクロロエチレン mg/ℓ 0.03以下

13 テトラクロロエチレン mg/ℓ 0.01以下

14 ジクロロメタン mg/ℓ 0.02以下

15 四塩化炭素 mg/ℓ 0.002以下

16 1,2-ジクロロエタン mg/ℓ 0.004以下

17 1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ 0.1以下

18 1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ 0.04以下

19 1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ １以下

20 1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ 0.006以下

21 1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ 0.002以下

22 チウラム mg/ℓ 0.006以下

23 シマジン mg/ℓ 0.003以下

24 チオベンカルブ mg/ℓ 0.02以下

25 ベンゼン mg/ℓ 0.01以下

26 1,4-ジオキサン mg/ℓ 0.05以下

27 塩化ビニルモノマー mg/ℓ 0.002以下

28 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/ℓ 10以下

29 ほう素 mg/ℓ １以下

30 ふっ素 mg/ℓ 0.8以下

31 ダイオキシン類 pg-TEQ/ℓ １以下
・ダイオキシン類対策特別措置
法に基づく廃棄物の最終処分場
の維持管理の基準を定める省令

32 透視度 cm － － 月１回

月１回以上

月１回

年１回以上

３　地下水（上井戸、下井戸の２か所で実施）

・省令

・省令別表第２

・自主検査
(準用)
※地下水の水質汚濁に係る環
境基準

年２回・５月、11月


