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３ 計画施設の概要及び付帯事項  

 

 (1) 計画施設の概要  

 

 青森県むつ市大字田名部字小平舘の内尻釜35番2、同番122及び同番123の合計

面積26万8000㎡（本件土地）の内、16万㎡が本件の事業実施区域（計画地）と

なる（以下、濃い字は「見出し」を示す）。  

 

地形地形地形地形 本件土地を含む地域は高度13～20ｍに位置し、この点で低位段丘に該

当する。うち同土地は南側で標高+21～+20ｍの等高線にかかっているが、北側

では標高+15～+14ｍと、南から北へ向けなだらかな傾斜地を示す。  

地質地質地質地質 本件土地の地表下5～10ｍ以浅の地層は、水分を含む火山灰シルトと火

山灰質砂で構成されている（軟質地盤）。それゆえに、表層が湿地状態のところ

もある。  

盛土盛土盛土盛土とととと地盤安定工地盤安定工地盤安定工地盤安定工法法法法のののの採用採用採用採用 軟弱な土層で成り立っているところに、盛土体な

ど建設すると、周辺地盤に大きな変形を生ずることがある。それはおもに周辺地

盤が側方に流動することによるもので、側方流動と呼ばれる。このような地盤に

土を盛ると、わずか数日間で盛土が地盤の中に沈んでしまうこともある。側方移

動による構造物の沈下は建設に伴って生じるもので、その後の長期的に生じる圧

密沈下とは区別される。  

以上を踏まえ、本件の軟らかな土層に対応する地盤安定工法と盛土の概要を次

に記す。  

① まず、埋立地10万2000㎡の四囲に止水用鋼矢板（シートウォール）を止

水層まで打ち込み（埋立地底面は標高0ｍ）、この継ぎ手部に止水グラウトを注

入する。  

よって、外部地下水の「止水完全化」をはかる（シートウォールに対する土圧・

水圧や場内地下水のくみ上げに伴い掘削基礎にむかう浸透水による浸食など（パ
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イピング）の対応については、当該処分場構造の設計段階に譲る）。  

② つぎに、埋立地を除く本件土地の地表下5～10ｍに及ぶ軟質層を、セメン

ト系固化剤の注入ないしセメント系固化剤の混合処理による地盤改良をおこな

う。盛土は、埋立地の南側は標高+21ｍ、同地の北側は標高+15ｍ、その余の低

地も標高+15ｍとする。  

埋立地埋立地埋立地埋立地のののの構造構造構造構造 埋立地の形状は、平地掘り下げプラス盛り上げ。掘り下げ深度

は15～21ｍ（標高0ｍが底面）。盛り上げは、土堰堤形式により計画地の最高標

高に等しいH+21ｍ、最終埋立後の天端は台地を形づくる。  

遮水工遮水工遮水工遮水工 五重遮水構造、すなわち、表面遮水工を厚さ1.5㎜以上の二重の合成

ゴムシート及び上部保護土50cm以上とし、この中間と下部に破損しても浸出水

が浸透しにくいようゴムシートを粘土質材料（ライナー）で挟む複合ライナーと

する。いずれにしても、このゴムシートを破れたかどうかを知る必要があるので、

それを検出するための「モニタリングシステム」を構築する。また、2枚目のシ

ートが破損しても、安全上問題とならないようなライナーの性質と厚さに十分考

慮をはらう。さらに、シートウォール（薄型鋼矢板）には場外からの地下水の浸

透及び浸出水の流出を防止する役割を持たせる。  

 

 

図2-4 土堰堤構造概念図  

+21ｍ  
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図2-5 埋立地横断概念図  
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 浸出水集排水施設浸出水集排水施設浸出水集排水施設浸出水集排水施設 埋立処分場への降水や浸出水は、遮水シートの上の底部集

排水支線および同幹線から堅型集排水管を通じポンプアップにより、表層土中に

設置した無圧排水管（管の周りに補強の役割、廃棄物中砂質分の管への流入を防

止するフィルターの役割及び微生物増殖や炭酸カルシュウムの生成による目詰

まり防止の目的から砕石層は、粒径・単粒度砕石1号、厚さ50cm以上とする）を

経由して浸出水調整池に送水。その後、調整池において流量調整された一定量の

浸出水が浸出水処理施設に送られる。また、どこで目詰まりしても浸出水排水が

完全に停止しないように、最終排水管を複数にする。管の配置密度は遮水工上  

の集配を促進する意味から20ｍ程度のピッチ、管網形式で施工する。  

雨水雨水雨水雨水・・・・地下水集排水施設地下水集排水施設地下水集排水施設地下水集排水施設 埋立処分場の周辺から集められる雨水は、雨水集排

水施設、地下水は地下水集排水施設による。後者の集排水管は遮水シートの下に

布設する（管の配置は20ｍ程度のピッチの樹枝状、その保護するフィルター材

は、単粒度砕石3号を用いる）。これによって、遮水シートに対して下面からの

地下水揚圧力を防止する。地下水は西部から1/150程度の勾配で東部へ流し、東

部に設置したポンプピットに導く。ポンプで排水する地下水は雨水等調整池へ流

れ込み、浸出水処理施設及び管理施設区域内の雨水とともにヒューム管を通じ、

加藤沢支流に放出する。  

 

 

図2-6 地下水と浸出水の流れ  
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 浸出水処理施設浸出水処理施設浸出水処理施設浸出水処理施設 この施設の機能は、浸出水集排水施設によって排出された浸

出水を浄化して公共水域に放流することである。一方、浸出水の原水の水質は、

基本的には投入される廃棄物の質・量、埋立作業及び埋立構造など加味して定ま

り、この原水水質を放流水質（排水基準値）以下に浄化できる水処理施設を設計

することによって本処理施設の機能が達成できる。また、降雨の増減による水量

の変動は浸出水処理施設の性能に大きな影響を与える。そのため、水処理設備側

で季節的・長期的変動を吸収する（梅雨時や台風襲来期には浸出水量は多く、冬

場の小雨時には浸出水量が少ない。量が多いときは2系列、少ないときは1系列

での運転）とともに、急激な豪雨による短期的変動は浸出水調整池及び埋立地内

に貯留で、その緩和をおこなう。  

 浸出水処理施設の処理方式は、生物処理プロセス（高いBOD、COD、NH4
+－

Nを除去する）、物質化学処理プロセス（低COD、重金属を除去する）、高度処

理プロセス（砂ろ過、活性炭吸着、キレート吸着、消毒があり、この順で設備さ

れる）、汚泥処理プロセス、カルシュウム除去、塩素イオン除去、ダイオキシン

除去となっている（処理項目は表2-2）。  

 

 

図2-7 浸出水処理模式図  

 

 降水降水降水降水データデータデータデータ 調整池にかかる各施設の設計上の降水データは次による。  

 1) 浸出水処理施設及び浸出水調整設備の設計にあたっては、浸出水量の変動

が浸出水調整設備により緩和されることから、降雨量として20年以上のデータ
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の平均値を使用する。  

 2) 雨水排水施設及び浸出水集排水施設の設計にあたっては、降雨に直接応答

する流出水位量を対象としているので、短時間降雨流出現象に対応するデータ

（この設計では、林地開発における降雨強度 (単位時間内の10年確率 )）による。 

調整池調整池調整池調整池 浸出水調整池を前記1)に依拠して積算し、実処理量230㎥ /日、これに

対応する同調整池の容量25,071㎥（寸法  B×L×H=90m×90m×3.5m）とする。

この設定根拠を以下に示す。  

 3) 降雨量  

 次表に示す降雨記録から、むつ市において1990年から2009年までの20年間の

平均降雨量は、1357.3㎜ /年であり、これにもっとも近似している年は2006年の

1366.0㎜である。この年の降水時系列をもとに処理水量を求め、年最大降雨量

及び調整水量を考える。年降水量の前記20年に係る最大年は1998年の1670.0㎜

であるが、平均年の降雨量との差が最大調整水量となる。ただし、20年に一度

の調整池は過大すぎるので、その最大調整水量は、調整池と埋立地内一時貯留で

対応する。  

 4) 日処理量  
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５ ) 調整池  
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表2-1 気象統計結果表  

 

出典：青森気象台「むつ」より  
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 発生発生発生発生ガスガスガスガス施設施設施設施設 埋立処分場では、廃棄物の分解によってガスが発生する。廃棄

物層が嫌気性の場合には、メタン、二酸化炭素、水蒸気、アンモニアなど発生し、

好気性では、二酸化炭素、水蒸気、アンモニアが発生する。これらのガスを抜く

ために、直径150㎜程度の有孔管を設ける。  

 工事工程図工事工程図工事工程図工事工程図 図2-3 処分場構造概念図及び表2-3 建設主要工程表による。  

 埋立処分計画埋立処分計画埋立処分計画埋立処分計画 廃棄物の安定化促進、処理場寿命の延長、埋立跡地の利用性向

上などから、ブルドーザー及びコンパクタで廃棄物を地面上に広げ、その上を5

～7回通過させる。 また、飛散しやすい廃棄物は散水しながら転圧する。埋立

作業は、1日単位の廃棄物を法面を含めたその層に覆土を施してセル状に仕上げ

る（セル方式）。  

 災害防止計画災害防止計画災害防止計画災害防止計画 土堰堤の法面には、芝張り等により安定化を図る。埋立地のガ

スや可燃物に着火し、火災をおこす不測の事態には、保有水調整池が防火水槽の

役目を担う。  

 環境保全対策環境保全対策環境保全対策環境保全対策 この対策は、次による。  

 1) 浸出水の処理は、次表の排水基準値以下とする。  

 2) 悪臭には、セル方式の対応により、その拡散除去ないし軽減とする。  

 3) 廃棄物の飛散・流出への処理は、前記埋立処分計画に記載につき省略。  

 4) 廃棄物運搬車両の搬出入路（公道に至る）の走行速度を30km以下として、

その騒音・振動の軽減をはかる。  
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 放流水質  

 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

定める省令及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則に規定する放流水質の

基準は次表のとおり。  

 

表2-2 浸出水の排水基準  

項     目  許 容 限 度  

アルキル水銀化合物  検出されないこと。  

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物  水銀 0.005mg/ℓ 以下  

カドミウム及びその化合物  カドミウム 0.1mg/ℓ 以下  

鉛及びその化合物  鉛 0.1mg/ℓ 以下  

有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、  
メチルジトメン及び EPNに限る｡）  

1mg/ℓ 以下  

六価クロム化合物  六価クロム 0.5mg/ℓ 以下  

砒素及びその化合物  砒素 0.1mg/ℓ 以下  

シアン化合物  シアン 1mg/ℓ 以下  

ポリ塩化ビフェニル  0.003mg/ℓ 以下  

トリクロロエチレン  0.3mg/ℓ 以下  

テトラクロロエチレン  0.1mg/ℓ 以下  

ジクロロメタン  0.2mg/ℓ 以下  

四塩化炭素  0.02mg/ℓ  

１，２－ジクロロエタン  0.04mg/ℓ 以下  

１，１－ジクロロエチレン  0.2mg/ℓ 以下  

シス－１，２－ジクロロエチレン  0.4mg/ℓ 以下  

１，１，１－トリクロロエタン  3mg/ℓ 以下  

１，１，２－トリクロロエタン  0.06mg/ℓ 以下  

１，３－ジクロロプロペン  0.02mg/ℓ 以下  

チウラム  0.06mg/ℓ 以下  

シマジン  0.03mg/ℓ 以下  

チオベンカルブ  0.2mg/ℓ 以下  

ベンゼン  0.1mg/ℓ 以下  

セレン及びその化合物  セレン 0.1mg/ℓ 以下  

水素イオン濃度（水素指数）  
海域以外 5.8以上 8.6以下  
海域   5.0以上 9.0以下  

生物化学的酸素要求量（ BOD）  60mg/ℓ 以下  

化学的酸素要求量（ COD）         ．  90mg/ℓ 以下  

浮遊物質量（ SS）  60mg/ℓ 以下  

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）  5mg/ℓ 以下  

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量） 30mg/ℓ 以下  

フェノール類含有量  5mg/ℓ 以下  

 注：H12.12.28厚生省生衛発1903号によるSSの基準値 10mg/ℓ  
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銅含有量  3mg/ℓ 以下  

亜鉛含有量  2mg/ℓ 以下  

溶解性鉄含有量  10mg/ℓ 以下  

溶解性マンガン含有量  10mg/ℓ 以下  

クロム含有量  2mg/ℓ 以下  

大腸菌群数  日間平均 3,000個 /c㎥以下  

窒素含有量  120（日間平均 60） mg/ℓ 以下  

燐含有量  16（日間平均 8） mg/ℓ 以下  

ほう素及びその化合物  
海域以外 ほう素  10mg/ℓ 以下  
海域   ほう素 230mg/ℓ 以下  

ふっ素及びその化合物  
海域以外 ふっ素  8mg/ℓ 以下  
海域   ふっ素 15mg/ℓ 以下  

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  

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 100mg以下 /ℓ  

ダイオキシン類  年平均値 10pg-TPQ/ℓ  

備考  
 １  「検出されないこと。」とは、環境大臣が定める方法（ 3条）により検査した場合にお

いて、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。  
 ２  「日間平均」による排出基準値は、 1日の排出量の平均的な汚染状態について定めた

ものである。  
 ３  海域・湖沼への放流水は BODを除き、海域以外は CODを除く。  
 ４  窒素含有量は、環境大臣が定める湖沼・海域及びこれらに流入する公共用水域に排出

される排出水に限って適用する。  
 ５  燐含有量は、環境大臣が定める湖沼・海域及びこれらに流入する公共用水域に排出さ

れる排出水に限って適用する。  
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表2-3 廃棄物処分場（管理型）建設主要工程表  
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(2) 建設副産物  

 

1) 建設発生土（建設残土）等とその処理  

埋立地の構築は、その全体を地表下15～21ｍとする総掘り（底面は標高0ｍ）

で、116万5000㎥の建設発生土等（建設残土：砂＝40:60）を生ずる。このうち、

覆土48万㎥、土堰堤16万5000㎥、その余は、計画地の外縁・幅30ｍの嵩上げ、

覆土保管場所の低地部所の盛土、シート上の保護材及び砂の出荷（海送により県

外へ20万㎥余）などでおおむね消化とする。  

 

なお付言すると、この建設工事では、大量の汚濁水が発生する。当該処理段階

で分けると、浄化処理、スラッジの脱水処理、および中和処理の3段階になる。 

処理方法においては、汚濁水に含まれる浮遊物質の粒度組成に応じて、異なっ

た方法がとられる。0.074mm以上の粒子径をもつ浮遊物質は、自然沈降によっ

て浄化できるが、それより小さい粒子径の物質は凝集沈降させる必要がある。  

凝集剤としては、無機系凝集剤および高分子凝集剤が使用される。  

本件の建設工事では、この処理方法による。  

なお、上記総堀りに伴う水質がpH>8.5の場合、中和剤（主として炭酸ガス）

を用いて、それ以下とし、放流は図2-12に示す流下ルートによる。  

 

 

図2-8(9,10) 粒子径と処理方法の一例  
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2) 建設廃棄物とその処理  

この建設工事および供用時には、次の廃棄物が生ずる。  

建設工事建設工事建設工事建設工事 伐採・除根による樹木・樹根、木くず、廃プラスチック類、金属く

ず、段ボール、事業系一般廃棄物、し尿・浄化槽汚泥など。  

これら発生物は、当該工事をおこなう業者の責任において廃棄物処理業者へ委

託処理とする。ただし、樹木、樹根のうち暖房燃料として用いるものは、当事業

場用として除く。  

供用時供用時供用時供用時 汚泥、金属くず、廃プラスチック類、事務系一般廃棄物、し尿・浄化

槽汚泥など。 これら廃棄物のうち、し尿・浄化槽汚泥は廃棄物処理業者へ委託

し、その余は、当事業者自ら有するこの最終処分場に埋立処分する。  
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図2-11 建設残土の処分位置図（着色の部分）  
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(3) 放流先及び流下経路  

 

 処理水及び地下水等の放流口は1ヵ所で、加藤沢の支流（無名の河川）に放出

後、加藤沢～加藤沢沼～加藤沢川～古川を経て田名部川に合流し、大湊湾に流出

する。  

1:50,000 

 

注：鉄道は廃線となっている。  

図2-12 放流先及び流下経路図（流路は茶色の部所）  

本計画地  
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(4) 覆土保管場所  

 

 覆土保管場所（盛土工事用の土砂の一時堆積含む）は、本件の最終処分場予定

地に隣接する下記の2筆。その位置は次図のとおり。  

 

・青森県むつ市大字田名部字小平舘の内尻釜35番108（面積  63,535㎡）  

・同県下北郡東通村大字大利字留沢1番12（面積  53,719㎡）  
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図2-13 覆土置場位置図  

 

最終処分場  

覆土置場  

覆土置場  
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 (5) 廃棄物の運搬経路  

 

 廃棄物は、主として首都圏から海上輸送により大湊港真砂埠頭に陸揚げ後、廃

棄物運搬車両によって本件の最終処分場へ陸送する。搬入廃棄物は場内に一時保

管とせず、に直ちに埋立処分をおこなう。年間の搬入計画量は、10～11万㎥（月

間 8,700㎥前後）見込む。以下により、1日当りの運行台数は、延52台となる。  

 

  廃棄物の種別による代表値（単位：㎥ /屯）は、建設廃材1.3 焼却灰1.0 ス

ラッジ1.25 プラスチック系不燃ごみ2.3屯とされている。本件では各比率に

未知数あるところから、平均1㎥＝1.5屯で計算をおこなう。  

  よって、月間8,700㎥＝13,000屯。月当りの稼働日数を25日とすると、1日

当りの搬入量520屯。10屯車に換算すると、1日当りの運行台数は延52台に落

ち着く。 海上輸送は、1,500屯積み級3隻を配置とする（1隻 月当り3航海）。  

 

 陸上運搬経路は次図のとおり。  

 

 (6) 埋立跡地利用計画  

  

埋立最終覆土は厚さ1m以上とし、その天端（平らな台地を形成）には、緑地

及びスポーツ施設（ゲートボール場など）を設ける。  
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注：鉄道は廃線になっている。  

図2-14 廃棄物運搬経路図（同経路は茶色の部所）  

本計画地  


