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第1章 計画の基本的事項 

第1節 広域化の経緯 

平成9年1月、国は、「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」を策定し、

これに基づき同年 5月、処理施設を集約してごみを広域的に処理することにより、ダイオキシ

ン類の排出削減とともに、リサイクルの推進や最終処分場の確保対策、公共事業におけるコス

ト削減等を図ることとして「ごみ処理の広域化計画について」を都道府県に通知しました。 

この通知を受けて、北海道は、同年12月に道内に24の広域ブロックと8の離島･単独市ブロ

ックを設定した「ごみ処理の広域化計画」（以下「広域化計画」という。）を策定し、平成 26

年2月、千歳市と北広島市、南幌町、由仁町、長沼町の2市3町（以下「関係市町」という。）

は、廃棄物焼却施設（以下「焼却施設」という。）の設置、管理及び運営に関する事務を共同

処理することを目的とする道央廃棄物処理組合（以下「組合」という。）を設立し、平成 36

年度に焼却施設の稼働を目指すこととなりました。 

また、平成 23年度から単独でごみの炭化処理を行ってきた栗山町は、施設の安全性の確保

や維持管理費の問題、さらにごみ分別の困難性の解消を検討した結果、炭化処理施設の廃止に

伴うごみ処理方針の変更により、平成27年10月に組合に加入しました。 

 

 

第2節 計画策定の目的 

環境負荷を低減し、安全かつ適正な処理システムの構築を基本方針とし、組合が焼却対象ご

みの広域処理を展開する上で必要な統一すべき条件等について、将来の方針を定めるものであ

り、また、焼却施設の整備に当たり、焼却対象ごみの発生から最終処分までの基本的事項を明

らかにすることを目的としています。 

 

 

第3節 計画期間と目標年次 

本計画は、計画期間を平成27年度から平成42年度までの16年間とし、原則として5年毎に

見直しを行い、ごみ処理状況等の諸条件に大きな変動があった場合は、必要に応じて見直しを

行います。 
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第2章 地域特性及びごみ処理の概要 

第1節 地域特性 

関係市町の位置図を図2-1、面積及び人口を表2-1に示します。 

 

 

 

表2-1 面積及び人口 

関係市町 面　積 人　口

千歳市 594.50 km2 95,426人

北広島市 119.05 km2 59,664人

南幌町 81.36 km2 8,175人

由仁町 133.74 km2 5,635人

長沼町 168.52 km2 11,542人

栗山町 203.93 km2 12,749人

計 1,301.10 km2 193,191人  
※面積・人口 H26.10.1現在 

 

 

 

 

 

 

図2-1 関係市町の位置図 

 
  

第2節 ごみ処理の現状 

関係市町の平成25年度におけるごみ発生量及びごみ処理実績を表2-2に示します。 

 

表2-2 関係市町の平成 25年度におけるごみ発生量及びごみ処理実績 

千歳市 北広島市 南幌町 由仁町 長沼町 栗山町

95,138人 59,908人 8,304人 5,708人 11,666人 12,980人

 39,450.4ｔ  21,073.2ｔ  2,003.4ｔ 1,474.0ｔ 3,168.4ｔ 4,302.8t

 23,420.0ｔ  15,865.7ｔ 1,725.7ｔ  1,214.8ｔ  2,353.5ｔ 3,219.1t

15,137.2ｔ  4,968.1ｔ 277.7ｔ   259.2ｔ  814.9ｔ 1,083.7t

  893.2ｔ  239.3ｔ － － － －

 674.4g/人・日  725.6g/人・日  569.4g/人・日  583.1g/人・日  552.7g/人・日 679.5g/人・日

24,515.2ｔ － 825.1ｔ 527.5ｔ 1,265.2ｔ －

9,525.0ｔ 208.4ｔ 333.8ｔ 256.6ｔ 567.8ｔ －

1,127.9ｔ 3,508.3ｔ 435.1ｔ 315.3ｔ 766.8ｔ 2,263.3t

12,505.5ｔ 15,216.2ｔ 311.3ｔ 226.4ｔ 504.0ｔ 1,441.8t

家庭系廃棄物

事業系一般廃棄物

産業廃棄物

区　分

計画収集人口

ごみ発生量

家庭系廃棄物の１人１日当たり排出量

ご
み

処
理

量

焼却施設

破砕施設

資源化施設

最終処分場  

※ 端数処理により合計と内訳が一致しない場合があります。 

※ 南幌町・由仁町・長沼町の可燃ごみは千歳市焼却施設で処理しています。 
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第3章 計画条件の整理 
本計画の策定にあたっての計画条件である、関係市町の現行体制におけるごみ発生量及びごみ

処理量の見込みを表 3-1に示します。 

千歳市のごみ発生量及びごみ処理量の見込みについては、平成 22年度に策定した千歳市一般廃

棄物処理基本計画のごみ量予測を最新の平成 25年度実績に合わせて補正し、併せて計画目標年度

である平成 42年度までのごみ量予測を算出しています。 

北広島市のごみ発生量及びごみ処理量の見込みについては、平成 23年度に策定した北広島市一

般廃棄物処理基本計画のごみ量予測を最新の平成 25年度実績に合わせて補正し、併せて計画目標

年度である平成 42年度までのごみ量予測を算出しています。 

南空知公衆衛生組合の構成町である南幌町・由仁町・長沼町のごみ発生量及びごみ処理量の見

込みについては、平成 26 年度に策定する南空知公衆衛生組合一般廃棄物処理基本計画のごみ量

予測を採用します。 

栗山町のごみ発生量及びごみ処理量の見込みについては、平成 25年度に策定した栗山町一般廃

棄物処理基本計画のごみ量予測の考え方及び平成 27年度に策定した第 6次総合計画を元に、計画

目標年度である平成 42年度までのごみ量予測を算出しています。 

 

表3-1 関係市町の現行体制における平成 42年度（計画目標年次）のごみ発生量及び処理量 

千歳市 北広島市 南幌町 由仁町 長沼町 栗山町

93,818人 56,990人 6,649人 4,036人 9,380人 9,687人

35,803.9ｔ 19,896.1ｔ  1,479.0ｔ 950.0ｔ 2,284.0ｔ 3,158.0t

 21,644.4ｔ 14,690.9ｔ 1,286.0ｔ  803.0ｔ 1,770.0ｔ 2,440.0t

13,266.3ｔ 4,677.2ｔ  193.0ｔ   147.0ｔ  514.0ｔ 718.0t

  893.2ｔ 528.0ｔ － － － －

 632.1g/人・日 706.2 g/人・日  529.9g/人・日  545.1g/人・日  517.0g/人・日 690.1g/人・日

21,417.9ｔ － 574.1ｔ 315.9ｔ 861.2ｔ －

8,106.8ｔ 193.9ｔ 241.3ｔ 162.6ｔ 396.0ｔ －

1,080.2ｔ 5,841.2ｔ 342.0ｔ 210.0ｔ 570.0ｔ 1,563.0t

10,420.4ｔ 11,623.4ｔ 229.7ｔ 146.0ｔ 363.4ｔ 989.9t

家庭系廃棄物

事業系一般廃棄物

産業廃棄物

区　分

計画収集人口

ごみ発生量

家庭系廃棄物の１人１日当たり排出量

ご
み
処

理
量

焼却施設

破砕施設

資源化施設

最終処分場  

※ 端数処理により合計と内訳が一致しない場合があります。 
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第4章 広域処理体制の検討 

第1節 ごみ分別方法 

組合において広域処理する廃棄物は、焼却対象ごみのみとしているため、その他不燃ごみ、

資源物等の処理については、関係市町の現行体制を継続することとなります。 

そのため、千歳市及び南空知公衆衛生組合を構成している南幌町・由仁町・長沼町について

は、表 4-1及び表 4-3に示すとおり分別区分の変更はありません。北広島市については、表

4-2に示すとおり、「家庭系廃棄物」における「普通ごみ」及び「破砕しないごみ」、「事業

系一般廃棄物」における「普通ごみ」を「可燃ごみ」と「不燃ごみ」に、「産業廃棄物」にお

ける「埋立対象ごみ」を「焼却対象ごみ」と「埋立対象ごみ」に区分を見直す必要があります。

栗山町については、表 4-4に示すとおり、家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物の「生ごみ」、

「炭にできるごみ」及び「炭にできないごみ」を「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」に区

分を見直す必要があります。 

 
表4-1 広域処理による千歳市のごみ区分の変更 

燃やせるごみ 燃やせるごみ

燃やせないごみ 燃やせないごみ

大型ごみ 大型ごみ

有害ごみ 有害ごみ

4種資源物 4種資源物

プラスチック製容器包装 プラスチック製容器包装

集団資源回収物 集団資源回収物

焼却対象ごみ 焼却対象ごみ

破砕対象ごみ 破砕対象ごみ

埋立対象ごみ 埋立対象ごみ

焼却対象ごみ 焼却対象ごみ

破砕対象ごみ 破砕対象ごみ

埋立対象ごみ 埋立対象ごみ

家庭
廃棄物

家庭
廃棄物

焼却処理広域化前 焼却処理広域化後
分別区分 分別区分

事業系
一般

廃棄物

事業系
一般

廃棄物

産業
廃棄物

産業
廃棄物

 
(ごみの変更区分はない) 

 

表4-2 広域処理による北広島市のごみ区分の変更 

普通ごみ（危険ごみ含む） 可燃ごみ

破砕しないごみ 不燃ごみ

生ごみ 生ごみ

粗大ごみ 粗大ごみ

有害ごみ 有害ごみ

資源ごみ 資源ごみ

集団資源回収 集団資源回収

生ごみ 生ごみ

可燃ごみ

不燃ごみ

資源ごみ 資源ごみ

焼却対象ごみ

埋立対象ごみ

産業

廃棄物
埋立対象ごみ

産業

廃棄物

事業系
一般

廃棄物

事業系
一般

廃棄物
普通ごみ

家庭系
廃棄物

家庭系
廃棄物

焼却処理広域化前 焼却処理広域化後
分別区分 分別区分
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表4-3 広域処理による南幌町・由仁町・長沼町（南空知公衆衛生組合）のごみ区分の変更 

生ごみ 生ごみ

可燃ごみ 可燃ごみ

不燃ごみ 不燃ごみ

粗大ごみ 粗大ごみ

びん・缶・ペットボトル びん・缶・ペットボトル

プラスチック類 プラスチック類

段ボール類 段ボール類

乾電池 乾電池

蛍光管 蛍光管

小型家電 小型家電

生ごみ 生ごみ

可燃ごみ 可燃ごみ

不燃ごみ 不燃ごみ

びん・缶・ペットボトル びん・缶・ペットボトル

プラスチック類 プラスチック類

段ボール類 段ボール類

乾電池 乾電池

蛍光管 蛍光管

粗大ごみ 粗大ごみ

事業系
一般

廃棄物

事業系
一般

廃棄物

家庭系
廃棄物

家庭系
廃棄物

焼却処理広域化前 焼却処理広域化後
分別区分 分別区分

 

(ごみの変更区分はない) 

 

表4-4 広域処理による栗山町のごみ区分の変更 

生ごみ

炭にできないごみ

プラスチック類 プラスチック
缶、びん、ペットボトル 缶、びん、ペットボトル

鉄類・金属・アルミ箔・

金属を含む電化製品

鉄類・金属・アルミ箔・

金属を含む電化製品

紙類 紙類
わりばし類 わりばし類

ガラス類・陶器類 ガラス類・陶器類
電池・電球・蛍光管 電池・電球・蛍光管

粗大ごみ 粗大ごみ
食用油 食用油

自己搬入 自己搬入

生ごみ

炭にできないごみ

プラスチック類 プラスチック
缶、びん、ペットボトル 缶、びん、ペットボトル

鉄類・金属・アルミ箔・

金属を含む電化製品

鉄類・金属・アルミ箔・

金属を含む電化製品

紙類 紙類
わりばし類 わりばし類

ガラス類・陶器類 ガラス類・陶器類
電池・電球・蛍光管 電池・電球・蛍光管

粗大ごみ 粗大ごみ

事業系
一般

廃棄物

事業系
一般

廃棄物

燃やせるごみ

炭にできるごみ

燃やせないごみ

焼却処理広域化前 焼却処理広域化後

分別区分 分別区分

家庭系
廃棄物

家庭系
廃棄物

燃やせるごみ

炭にできるごみ

燃やせないごみ
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第2節 収集運搬、直接般入 

平成25年度における焼却対象ごみの関係市町毎の曜日別搬入量を表4-5に示します。 

関係市町における焼却対象ごみ排出量の 6割近くを占める千歳市は、1週間のうち、水曜日

及び土曜日に燃やせるごみの収集を行っていません。また、栗山町についても、土曜日に焼却

対象ごみである生ごみ、炭にできるごみ等の収集を行っていません。そのため、収集量の合計

も水曜日及び土曜日が他の収集日よりも著しく低い量となっています。 

広域処理において、焼却対象ごみ区分の変更に伴う燃やせるごみ量の増加が見込まれるため、

ごみピットの容量を調整することで対応が出来ない場合は、収集日の見直し等の検討が必要と

考えられます。 

なお、直接搬入については、市民サービスの維持を考慮した曜日設定の検討が必要と考えら

れます。 

 

表4-5 焼却対象ごみの関係市町毎の曜日別搬入量（平成 25年度） 

（単位 ： t）

千歳市 北広島市 南空知公衆衛生組合 栗山町 合　　計

収集日 収集量（年） 収集量（日） 収集量（年） 収集量（日） 収集量（年） 収集量（日） 収集量（年） 収集量（日） 収集量（年） 収集量（日）

月 3,509.28 66.21 1,488.57 28.09 243.92 4.60 408.08 7.70 5,649.85 106.60

火 3,852.07 74.08 1,499.93 28.84 171.76 3.30 475.84 9.15 5,999.60 115.37

水 0.00 0.00 1,443.47 27.76 323.22 6.22 120.64 2.32 1,887.33 36.30

木 2,378.35 45.74 936.79 18.02 235.90 4.54 300.22 5.77 3,851.26 74.07

金 2,730.70 52.51 999.97 19.23 97.70 1.88 333.05 6.40 4,161.42 80.02

土 0.00 0.00 1,201.78 23.11 300.14 5.77 0.00 0.00 1,501.92 28.88

合計 12,470.40 238.54 7,570.51 145.05 1,372.64 26.31 1,637.83 31.34 23,051.38 441.24  

 

 

第3節 中継施設 

広域処理に伴い、焼却施設までの運搬距離の増加が見込まれる場合、ごみを小型・中型の収

集車両から大型の運搬車両に積み替える中継施設を設けることで、収集運搬効率を図ることが

可能となります。 

「日本の廃棄物処理・リサイクル技術」（環境省）において、収集地区の広い都市で効率よく

ごみを運搬する技術として、輸送距離が18kmを超える場合の中継施設の導入効果が示されてい

ます。しかし、本地域の収集地域は広大ですが、人口の多い地域が比較的中心に偏っています。

そのため、運搬効率を考慮した地域に焼却施設を建設することにより、中継施設を設けること

なく、広域処理を行うことが可能となります。 
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第4節 中間処理・最終処分 

組合において整備する焼却施設以外の廃棄物処理施設等については、関係市町の現行体制を

継続することとなります。 

現在稼働年次が決定している施設は焼却施設のみであり、その他の廃棄物処理施設等につい

ては、各施設等の稼働年限を考慮し、広域処理の方向性等について、平成 31年度より関係市

町と協議・検討していく必要があります。 

 

 

第5節 災害時に係る対応 

国は、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）第5条の3に規定する

廃棄物処理施設整備計画（平成25年5月閣議決定）において、廃棄物処理システムの方向性の

ひとつである災害対策の強化として、廃棄物処理施設は通常の廃棄物処理に加え、災害廃棄物

を円滑に処理するための拠点と捉え直し、平素より廃棄物処理の広域的な連携体制を築いてお

く必要があり、また、施設の耐震化、地盤改良、浸水対策等を推進し、廃棄物処理システムと

しての強靱性を確保することを定めています。 

廃棄物処理施設は、災害時における人命の安全確保はもちろんのこと、災害廃棄物を含めた

処理が滞ることがないよう、廃棄物処理機能の確保も重要です。 

このことから、施設の耐震性への十分な配慮及び二次災害の防止を含めた防災機能の付与に

加え、廃棄物処理に必要な薬品・副資材等の備蓄及び施設における発電電力により、災害時に

も運転可能なシステムを構築する必要があります。 
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第5章 焼却施設整備の基本構想 

第1節 構想の基本的事項 

1.背景と目的、位置づけの整理 

（1）基本構想策定の背景と目的 

平成2年2月から稼働している千歳市の焼却施設は、平成36年度を更新年次としてお

り、その年次に合わせて焼却対象ごみの広域処理を行うため、廃棄物焼却施設の設置、管

理及び運営に関する事務を共同処理することを目的とした組合を設立し、平成 36年度よ

り、関係市町による焼却施設の稼働を目指すこととなりました。このような状況を踏まえ、

組合における焼却施設の整備に向けた基本方針を焼却施設整備基本構想（以下、「本構想」

といいます。）としてとりまとめます。 

 

（2）本構想の位置づけ 

本構想は、環境負荷を低減し、安全かつ適正なごみ処理体制の構築に向け、焼却施設整

備の基本的な方向性を示すために策定するものです。 

本構想の位置づけを、図5-1に示します。 

なお、本構想の策定においては、国や県の各種法律や計画を踏まえつつ、関係市町の各

上位計画との整合を図るものとします。 

環境基本法

第2次循環型社会形成推進基本計画

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

資源の有効な利用の促進に関する法律

容器包装に係る分別収集及び

再商品化の促進等に関する法律

特定家庭用機器再商品化法

北海道廃棄物処理計画

循環型社会形成推進基本法

第三次環境基本計画

食品循環資源の再生利用等の

促進に関する法律

建設工事に係る資材の再資源化等

に関する法律

使用済自動車の再資源化等

に関する法律

国等による環境物品等の調達の推進等

に関する法律

国・道の法律及び計画

使用済小型電子機器等の再資源化の促進

に関する法律

国等による環境物品等の調達の推進等

に関する法律（グリーン購入法）

バイオマス活用推進基本法

北海道循環型社会形成推進基本計画

栗山町の計画

焼却施設整備基本構想（本構想）

【将来】

・施設基本計画等の策定
・生活環境影響調査、都市計画決定などの手続き

処理の開始

施設建設工事

栗山町第6次総合計画

栗山町一般廃棄物

処理基本計画

北広島市の計画

北広島市総合計画(第5次)

北広島市環境基本計画

北広島市一般廃棄物

処理基本計画

千歳市の計画

千歳市第6期総合計画

千歳市環境基本計画

（第2次計画）

千歳市一般廃棄物

処理基本計画

北海道環境基本計画

南幌町・由仁町・長沼町

（南空知公衆衛生組合）

の計画

第5期南幌町総合計画

第5期由仁町総合計画

第5期長沼町総合計画

南空知公衆衛生組合

一般廃棄物処理基本計画

道央廃棄物処理組合の

計画・事務

 

図5-1 本構想の位置づけ 
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第2節 ごみ処理の現状 

ごみ処理の現状については、「第2章第2節ごみ処理の現状」に示すとおりです。 

 

 
 

第3節 ごみ処理の計画 

1.ごみ処理システムの基本方針 

（1）分別・収集  

焼却対象とする可燃ごみ、焼却対象としない不燃ごみなどの分別区分については、北広

島市の普通ごみ及び破砕しないごみを可燃ごみ・不燃ごみに区分する及び栗山町の生ごみ

及び炭にできるごみ、炭にできないごみを燃やせるごみ・燃やせないごみに区分する以外

は、関係市町の現行体制を継続します。また、収集体制は、関係市町の現行体制を継続し

ます。 

  

（2）資源化・減量化 

関係市町で実施している資源物の回収は、今後も現行体制を継続し、資源化施設で発生

する残渣については、適切に処理します。 

また、減量化は、関係市町の各施策を継続します。 

 

（3）中間処理  

焼却対象ごみは新たに建設する焼却施設に集約し、広域処理しますが、その他のごみは、

関係市町ごとに現行体制を継続します。なお、焼却施設の構成については、「第 5章第 6

節処理システムの検討」の中で検討します。 

 

（4）最終処分  

関係市町の現行体制を継続します。 

 

2.ごみ処理量の将来推計 

「第 4章第1節ごみ分別方法」に示したように、千歳市は、分別区分の変更はありません

が、焼却施設を新設するにあたり、「燃やせないごみ」としていた資源物に該当しないプラ

スチック類等を「燃やせるごみ」の区分とします。また、破砕施設において発生する「高分

子」（リサイクルセンターから発生する「リサイクル残渣」を含む。）についても焼却処理し

ます。 
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北広島市については、「家庭系廃棄物」における「普通ごみ」及び「破砕しないごみ」、

「事業系一般廃棄物」における「普通ごみ」を「可燃ごみ」と「不燃ごみ」に、「産業廃棄

物」における「埋立対象ごみ」を「焼却対象ごみ」と「埋立対象ごみ」に区分を見直す必要

があります。また、産業廃棄物のうち動植物性残渣、粗大ごみの破砕残渣、リサイクル残渣

を焼却対象ごみとします。 

南空知公衆衛生組合を構成している南幌町・由仁町・長沼町については、分別区分の変更

はありませんが、「不燃ごみ」としていた資源物に該当しないプラスチック類等を「可燃ごみ」

の区分とします。 

栗山町については、「生ごみ」、「炭にできるごみ」及び「炭にできないごみ」を「燃やせる

ごみ」と「燃やせないごみ」に区分を見直す必要があります。 

広域処理における平成42年度（計画目標年次）のごみ発生量及び処理量の見込みを表5-1

に示します。 

 

表5-1 広域処理における平成 42年度（計画目標年次）のごみ発生量及び処理量の見込み 

千歳市 北広島市 南幌町 由仁町 長沼町 栗山町

93,818人 56,990人 6,649人 4,036人 9,380人 9,687人

35,803.9ｔ 19,896.1ｔ 1,479.0ｔ 950.0ｔ 2,284.0ｔ 3,158.0t

21,644.4ｔ 14,690.9ｔ 1,286.0ｔ 803.0ｔ 1,770.0ｔ 2,440.0t

13,266.3ｔ 4,677.2ｔ 193.0ｔ   147.0ｔ 514.0ｔ 718.0t

 893.2ｔ 528.0ｔ － － － －

 632.1g/人・日 706.2g/人・日 529.9 g/人・日 545.1 g/人・日 517.0g/人・日 690.1g/人・日

25,079.2ｔ 10,168.4ｔ 602.2ｔ 406.2ｔ 934.7ｔ 1,649.6t

4,427.5ｔ 193.9ｔ 233.7ｔ 136.6ｔ 373.1ｔ －

1,080.2ｔ 5,841.2ｔ 342.0ｔ 210.0ｔ 570.0ｔ 852.0t

7,351.5ｔ 2,675.0ｔ 222.4ｔ 120.7ｔ 340.8ｔ 417.3t

家庭系廃棄物

事業系一般廃棄物

産業廃棄物

区　分

計画収集人口

ごみ発生量

家庭系廃棄物の１人１日当たり排出量

ご

み
処

理
量

焼却施設

破砕施設

資源化施設

最終処分場  

※端数処理により合計と内訳が一致しない場合があります。 

 
 

3.施設規模 

組合の焼却施設建設においては「防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金」の活用を予

定していることから、施設規模は計画目標年次である平成42年度の焼却対象ごみの処理量に

基づいて算出します。関係市町における平成42年度の焼却対象物の年間処理量及び日処理量

は表5-2のとおりです。 

 
 

表5-2 焼却対象ごみの年間処理量及び日処理量（平成 42年度） 

（単位：ｔ）

千歳市 北広島市 南幌町 由仁町 長沼町 栗山町 合　　計

年間処理量 25,079.2 10,168.4 602.2 406.2 934.7 1,649.6 38,840.3

日処理量 68.7 27.9 1.6 1.1 2.6 4.5 106.4  

※端数処理により合計と内訳が一致しない場合があります。 

組合における焼却対象ごみを処理するために必要な施設規模は、「廃棄物処理施設整備国
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庫補助金交付要綱の取扱いについて」（環境省通知：環廃対発第 031215002 号平成 15年 12

月15日）に基づき、以下の算定式を用います。 

 

表5-3 施設規模算定式 

施設規模＝計画ごみ日量÷実稼働率÷調整稼働率 
■計画ごみ日量：  106.4ｔ 
■実 稼 働 率：年間稼働日数280日÷365 

年間稼働日数は、365日から停止日数85日 
(補修整備期間：30日、補修点検期間：15日×２回、全停止期間：７日、 
起動に要する日数：３日×３回、停止に要する日数：３日×３回を除いた日数） 

■調 整 稼 働 率：0.96 
正常に運転する予定の日でも故障の修理、やむをえない一時休止等の 

        ため処理能力が低下することを考慮した係数。 

※算定式は環境省通知（環廃対発第 031215002 号平成15年 12月 15日）による。 

 

施設規模＝106.4ｔ÷（280÷365）÷0.96＝145t/日 

 

4.炉構成及びピット容量 

（1）炉構成 

系列数が増えると全体としての建設費は増加するため、1炉とすることはコスト的に有

利ですが、故障等の不測の事態への対応性が低くなるため、広域処理により本地域内で１

か所の施設となる本構想の場合、施設の点検、補修あるいは不測の故障時にも処理を継続

する安定的なごみ処理の維持を考慮し、2炉以上とすることが望ましいと考えられます。 

また、3炉構成とする場合、本構想における施設規模は 145t/日であり、3炉構成とす

る場合、1炉当たりの処理規模が48t/日強と規模が小さくなり、燃焼効率・安定性が低下

します。また、2炉構成と比較して設備が複雑となるため、建設費用が 2～3割程度増加

します。 

以上のことから、焼却施設の系列数は2炉構成（72.5 t/日×2）が適当です。 

 

（2）ピット容量 

表5-4に示すとおり、炉の補修期間を考慮した場合に必要となるごみピットの必要容量

は、約9日分です。 

 

表5-4 ピット容量算定 

 算 定 式 

1炉補修点検(停止日数：36日) (106.4t/日 – 72.5t/日)×36日÷145t/日=8.4日分 

全炉補修点検(停止日数：7日) 106.4t/日×7日÷145t/日=5.1日分 
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第4節 焼却処理技術の動向 

1.可燃性ごみ処理方式の概要 

（1）焼却施設の位置付け 

循環型社会形成推進基本法（平成12年6月2日法律第110号）では、適正な物質循環

の確保に向け、廃棄物等の処理の優先順位を①発生抑制、②再使用、③再生利用、④熱回

収、⑤適正処分と定めています。 

焼却施設の位置付けは、基本原則における4番目の「熱回収」となるため、施設整備に

あたっては、関係市町において、「発生抑制」、「再使用」、「再生利用」を推進し、なお処

理せざるを得ない焼却対象となる廃棄物について適正な処理及び高効率での熱回収を行

う必要があります。 

 

（2）焼却方式の特徴 

焼却方式は廃棄物を衛生的に処理するとともに、減量・減容化効果が高く、中間処理の

中で最も一般的な処理方法として普及してきました。さらに、焼却処理に伴う熱エネルギ

ーは、発電や暖房・給湯等の熱利用等、有効に活用することが出来ます。一方で、排ガス

中の有害物質の除去、悪臭発生防止、焼却残渣の無害化等の公害防止対策が必要です。 

 

（3）焼却方式 

焼却施設の代表的な焼却炉の形式として、ストーカ（火格子）式、流動床式があります。

ストーカ式は約50年以上、流動床式は約30年以上の歴史と実績がある方式です。 

 

（4）熱エネルギーの利用 

廃棄物の焼却により発生した燃焼ガスから廃熱ボイラーによって蒸気を作り出し、蒸気

タービンによって発電した電力を事業所内で利用するほか、余剰分を電力会社へ売電し、

収益を得ることが可能です。また、余熱を利用した蒸気あるいは高温水を媒体として、場

内外の給湯、冷暖房の利用もされています。 

 

2.ガス化溶融施設、ガス化改質施設 

1990年代後半から、それまでの焼却施設に代わる次世代型技術として脚光を浴びるよう

になったのがガス化溶融施設です。ガス化溶融施設は、ごみの燃焼エネルギーや副資材等を

用いて焼却処理から溶融処理（スラグ化）までを行うことが可能な施設であり、焼却施設と

焼却残渣溶融施設（灰溶融施設）を組み合わせた場合とほぼ同様の処理・減量化・減容化を

行うことが出来ます。また、ガス化改質施設は、発生したガスを精製装置を通し精製ガスと
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して回収し、ガス発電等に利用します。焼却施設と比べると歴史が浅い新技術ですが、溶融

処理物であるスラグは、JIS規格に適合させることで、道路用骨材及びコンクリート骨材と

しての積極的な有効利用が可能になります。 

しかし、問題点として、不完全燃焼によって、ニトロ化 PAHやベンツアントロンといった

発がん性物質の発生が危惧されること、路盤材に使用可能な溶融スラグの利用率が不確定で

あること、建設費及び維持管理費の増加、運転管理が難しいことが挙げられます。 

ガス化溶融方式は、ガス化炉と溶融炉の形式から概ね一体型のシャフト式、分離型のキル

ン炉式もしくは流動床炉式が一般的な方式となっています。 

 
 

3.焼却残渣溶融施設（灰溶融施設） 

焼却残渣溶融施設は、焼却施設から排出される焼却灰等の更なる減量化・減容化、適正処

理及び資源化を目的として焼却施設に併設されています。 

なお、溶融処理物である溶融スラグは JIS規格に適合させることで、道路用骨材及びコン

クリート骨材としての有効利用が可能になります。 

しかし、平成22年3月に環境省より示された通知では、①ダイオキシン対策の推進に伴う

排出削減効果の発現（飛灰及び焼却灰のダイオキシン濃度の著しい低下）により溶融固化処

理の必然性が低下していること、②３Ｒの推進により最終処分場の残余年数が増加している

こと、③温室効果ガスの削減は、我が国の環境政策の最重点課題の一つであり、灰溶融固化

設備の廃止による燃料等の削減により温室効果ガスの削減に寄与すること等から、通常耐用

年数以上の期間使用しなければ補助金の返還が必要となる処理施設を、最終処分場の残余容

量が確保されていることなどの諸条件を満たす場合に廃止することを認めています。 

 

 
 

第5節 関連技術の動向 

焼却前処理としての切断機及び低速回転破砕機による破砕処理技術や、熱交換器の種類に応

じた余熱の回収・利用方法のほか、収集地域と処理施設との間で収集運搬効率を高めるための

ごみの中継技術があります。 

 

 

第6節 処理システムの検討 

焼却施設の処理方式については、組合で採用する処理方式は、組合のごみ処理システムや資

源化システムの現状、経済性等を考慮し、選択可能な処理方式の中から組合に適した組合わせ

へと絞り込みを行います。 
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処理方式を選定するに当たっては、①焼却灰を埋立（または外部資源化）、②溶融によるス

ラグ化を選択する必要があります。 

そこで、灰溶融しない方式と灰溶融する方式について比較、評価を行い、次に、絞り込まれ

た方式について比較検討を行い、焼却施設における処理方式を選定します。 

 
 

1.灰処理方式に係る比較・評価 

灰溶融しない方式は、灰溶融する方式と比較して、「スラグが資源化可能なこと」と「最

終処分量が少ないこと」が不利ですが、実績、安全性・安定性、維持管理性、経済性等につ

いて概ね有利です。 

組合においては、関係市町の最終処分場の残余容量にあまり余裕はありませんが、経済性

や二酸化炭素発生量、余熱利用等の優位性を考慮すると、灰溶融する必要性は低いと考えら

れます。 

以上より、組合においては灰溶融しない処理方式（焼却方式）を採用します。 

しかし、最終処分や資源化の面では劣ることから、関係市町において一層の減量化、資源

化に努める必要があります。 

 

2.焼却方式（ストーカ式、流動床式）に係る比較・評価 

前項により優位になった焼却方式については、ストーカ式及び流動床式の2つが選択可能

です。両者について、比較検討を行った結果、「ストーカ式焼却炉」は、千歳市でも採用し

ている方式であり、実績、安全性・安定性、経済性等が優れており、「流動床式焼却炉」は、

ストーカ式焼却炉と同様の性能を有していますが、全国の採用実績、近年の採用動向等に劣

っています。この結果、新施設においては、環境の保全性に優れ、安全かつ適正なごみ処理

方式である「ストーカ式焼却炉」を選択します。 

なお、同方式において発生する焼却灰の低減を図るためには、関係市町におけるごみの減

量化・資源化を更に推進するとともに、焼却灰の外部資源化の検討や最終処分場の延命化に

関する調査・研究を行う必要があります。 

 

 
 

第7節 施設整備概要の整理 

工場棟・管理棟・計量棟・駐車場等、焼却施設整備の敷地面積は、約3haを必要とします。 
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第8節 概略施設配置図 

施設配置及び動線計画図（案）を図5-2に示します。本図は矩形形状を想定したものですが、

基本設計及び実施設計において、実際の敷地形状に合わせて施設形状及び緩衝帯等、詳細な検

討を行います。 

 

 

図5-2 施設配置及び動線計画図（案） 

 

 
 

第9節 事業計画の整理 

1.事業全体のスケジュール 

図5-3に示すとおり、焼却施設整備事業は平成35年度までに行い、平成36年度からの施

設供用開始を目指します。なお、このスケジュールは発注方式及び事業方式等の動向により

変更となる可能性があります。 
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　建設地決定

　見積・発注仕様書

　入札方式検討

　処理施設設置届

　防衛省補助手続き

　建設工事

1)基本設計

2)実施設計

3)建設工事

(造成工事含)

4)試運転

建

設

工

事

関

連

平成35年度

全　　体　　工　　程

調

査

・

計

画

等

業

務

　建設候補地選定業務

  (3次選定)

　測量

　生活環境影響調査

　用地取得

　都市計画決定

　　　　　　　　　　　　　年　度

　項　目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

 

図5-3 事業スケジュール（案） 

 

2.建設費、維持管理費、財源内訳 

（1）建設費・維持管理費 

本事業における概算の建設費及び 25年間施設を運営した場合にかかる維持管理費を表

5-5に示します。 

 

表5-5 建設費及び維持管理費（概算） 

施 設 規 模
145ｔ/日

（72.5t×2炉）

建   設   費 127億円

維持管理費（25年間） 112億円

総         計 240億円
 

※端数処理により合計と内訳が一致しない場合があります。 
※プラントメーカー数社からのヒアリング調査より設定。 
 

（2）財源内訳 

本事業は、「防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金」の活用を予定しており、補助

額は、当該事業費(施設建設費)に対し、1/2の額となります。なお、補助対象となる事業

費は「ごみを排出する防衛施設を有する市町村」及び「防衛施設から排出されるごみを処

理する施設建設場所の市町村」の一般廃棄物処理に要する事業費です。本地域の場合、千

歳市と長沼町が該当し、両者の焼却対象ごみが組合全体の焼却対象ごみに占める割合は約

67％であるため、総事業費(施設建設費)の約33.5％が補助されることとなります。 
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第10節 事業形態の整理 

1.国内の廃棄物処理事業で採用される事業化手法 

廃棄物処理施設の整備・運営に当たり、施設の設計・建設、運転・維持管理には従来より

民間業者への委託による部分が多く占められることから、これらの事業費の縮減のため、近

年PFI方式を含む民間活力を導入する事例が増加しています。 

廃棄物処理施設の整備運営事業で採用される事業方式を表5-6に示します。 

 

表5-6 国内の廃棄物処理事業にて採用される事業化手法 

土地 建物

従来の公共施設等の整備方式（分
離発注）

公共 公共 公共 公共 公共 公共
公共
関与

施設整備は従来の公設（性能発
注）により整備し、運営のみを、長
期にわたり包括的に委託する。（設
計・施工及び運営・維持管理は分
離発注）

公共 公共 公共 民間 民間 公共

従来の公共整備手法の延長線上
で、設計施工・維持管理を一括発
注する。

公共 公共 公共 公共 民間 公共 完成時

従来の公共整備手法の延長線上
で、設計施工・運営維持管理を一
括発注する。

公共 公共 公共 民間 民間 公共 完成時

ＢＴＯ方式
(Build Transfer Operate)

民間が建設、完工後所有権を公共
へ移転、民間が事業権を受け運営

公共 公共 民間 民間 民間 民間 完成時

ＢＯＴ方式
(Build Operate Transfer)

民間が建設、運営し、事業契約終
了時に公共へ資産譲渡

民間 民間 民間 民間 民間
契約

終了時

ＢＯＯ方式
(Build Own Operate)

民間が建設・運営、契約終了時は
施設撤去または民間事業化

民間 民間 民間 民間 民間

公共への
所有権
移転

民間
関与

関与
度合

Ｐ
Ｐ
Ｐ
手
法

公設公営方式

民間活力導入手法

ＤＢＭ方式
(Design Build
Ｍaintenance)

長期包括委託方式

資金
調達

ＤＢＯ方式
(Design Build Operate)

維持
管理

概　　　　　　　略

Ｐ
Ｆ
Ｉ

公共
(民間へ

貸付
有償／
無償）

財産保有 運転
管理

施設
整備
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2.事業化手法の課題 

各事業化手法の主な課題を表5-7に示します。 

 

表5-7 各事業化手法の主な課題 

主な課題

・長期的な視点に立った運営・維持管理の実施に課題がある。

・建設と運営・維持管理を分離発注する場合、運営・維持管理業務発注時の
　競争性・公平性・効率性の確保に課題がある。
・SPCを設立する必要がある。

・機器等にトラブルが発生した際の責任の所在の明確化、競争性・公平性・
　効率性の確保に課題がある。
・SPCを設立する必要がある。

・施設の建設から運営まで全てを民間委託することで、自治体職員が知識
　や経験を学習する機会が失われ、技術力を維持していくことが困難である。
・契約が長期にわたるため、大きな社会情勢の変化等により、契約当初に
　想定していなかったリスクが生じる可能性がある。
・SPCを設立する必要がある。

事業化方式

公設公営方式

長期包括委託方式

DBM方式

P
P
P
手

法

P
F
I

手
法

BOT方式

・従来の施設建設に係る住民との合意形成ばかりでなく、事業自体を民間
　事業者に任せるということに対する住民不安の払拭が必要となる。
・施設の建設から運営まで全てを民間委託することで、自治体職員が知識
　や経験を学習する機会が失われ、技術力を維持していくことが困難である。
・契約が長期にわたるため、大きな社会情勢の変化等により、契約当初に
　想定していなかったリスクが生じる可能性がある。
・民間金融機関からの資金調達が基本となるため、金利が高い。

・SPCを設立する必要がある。
・BOO方式は、契約終了後でも事業者が引き続き施設を保有する。
・BOT方式、BOO方式は固定資産課税の対象となる。

BOO方式

DBO方式

BTO方式

 

 

3.焼却施設整備における事業運営方式 

焼却施設整備における事業運営方式について、従来の公設公営方式と PPP手法には、それ

ぞれメリット・デメリットがあります。よって、事業方式の選択は前提条件を整理し、特徴

やメリット・デメリットをよく検討した上で選択すべきものです。本地域における事業運営

方式は、基本的に現在の千歳市で採用している事業運営方式と同様に公設公営方式が適当と

考えられますが、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」に配

慮し、今後さらにPPP手法の導入可能性についても検討を重ねていくこととします。 

 

 

 


