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第1 計画の目的と背景 

 

1 計画の目的 

本計画は、本市、小松島市、勝浦町、石井町、松茂町及び北島町（以下「関係自治体」という。）

が一般廃棄物中間処理施設（熱回収施設及びリサイクルセンター。以下「新施設」という。）を

広域で整備するにあたり、新施設の整備事業（以下「本事業」という。）の実施に向けて、ごみ

量の将来予測や施設規模の算出等施設の基礎となるデータを整理するとともに、処理方式をはじ

め施設の整備に係る基本事項を整理することを目的とする。 

 

2 現有ごみ処理施設の概要 

関係自治体におけるごみ焼却施設の現況を表 1-1、リサイクルセンターの現況を表 1-2 に示

す。 

関係自治体が保有するごみ焼却施設のうち、最も新しい施設である松茂町第二環境センターで

平成 30年度時点の供用年数が 19年となり、その他の施設は 27～40年が経過している。 

また、本市及び小松島市は、リサイクル処理を民間施設に委託している状況である。両市を除

く他の関係自治体が保有するリサイクルセンターは、最も新しい施設である勝浦町リサイクルプ

ラザで平成 30年度時点の供用年数が 11年であり、その他の施設は供用年数が 18～40年経過し

ている。 

一般的にごみ焼却施設は、概ね 20～25 年で廃止又は大規模改修による長寿命化を行うことが

多く、リサイクルセンターも同様である。このことから、既に関係自治体におけるごみ焼却施設

及びリサイクルセンターのほとんどは施設更新の時期を迎えているといえる。 

 

表 1-1 関係自治体におけるごみ焼却施設整備状況 

自治体名 施設名 施設規模 炉・処理形式 竣工年月 供用年数 

1. 徳島市 東部環境事業所 190ｔ/日 全連・ストーカ 昭和 54年 8月 38年 

 西部環境事業所 180ｔ/日 全連・ストーカ 平成 3年 2月 27年 

2. 小松島市 環境衛生センター 70ｔ/日 全連(バッチ)・ストーカ  昭和 58年 4月 35年 

3. 勝浦町 クリーンセンター 9ｔ/日 全連(バッチ)・ストーカ  平成 5年 9月 廃止(H25年) 

4. 石井町 清掃センター 30ｔ/日 全連(バッチ)・ストーカ  昭和 53年 3月 40年 

5. 松茂町 第二環境センター 20ｔ/日 全連(バッチ)・ストーカ  平成 11年 4月 19年 

6. 北島町 清掃センター 26ｔ/日 全連(バッチ)・ストーカ  昭和 60年 4月 33年 

（平成 30年 4月 1日時点） 

 

表 1-2 関係自治体におけるリサイクルセンター整備状況 

市町名 施設名 施設規模 竣工年月 供用年数 

1. 徳島市 民間委託 ― ― ― 

2. 小松島市 民間委託 ― ― ― 

3. 勝浦町 リサイクルプラザ ― 平成 19年       11年 

 不燃物処理場 1ｔ/日   昭和 53年 4月  40年 

4. 石井町 リサイクルセンター 4.9t/日   平成 10年 3月  20年 

5. 松茂町 第二環境センター 9.5t/日   平成 12年 4月  18年 

6. 北島町 不燃物処理施設 15t/日   昭和 60年 4月  33年 

（平成 30年 4月 1日時点） 
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3 これまでの検討経過 

 平成 18年 7月 本市と周辺 11市町村による徳島東部地域市町村長懇話会が設置、連携し

て取り組む行政課題の一つとして、一般廃棄物中間処理施設の広域整備が提案 

 平成 20 年 10 月～平成 22 年１月 広域で取組むべき連携事項やごみ処理施設のあり方等

について計 6回の連絡会を開催 

 平成 22年 5月～平成 24年 6月 広域整備に参加意向を示す 8市町村により構成される施

設整備検討部会のちに施設整備部会を設置、広域化に係る問題点の整理と検討等について

計 11回の部会を開催 

 平成 24年 7月 7市町村（本市、小松島市、勝浦町、佐那河内村、石井町、松茂町及び北

島町）による徳島東部地域環境施設整備推進協議会を設置 

 平成 26年 10月 佐那河内村内に建設候補地を選定、計画見直し検討 

 平成 27年 11月 本市単独での施設整備を目指し、同推進協議会を解散 

 平成 28年 5月 5市町（小松島市、勝浦町、石井町、松茂町及び北島町）から本市へ広域

でのごみ処理施設整備のための再協議の要望 

 平成 29 年 3 月 新施設を本市主体で整備すること、小松島市、勝浦町、石井町、松茂町

及び北島町の 5市町は新施設の広域処理に係る事務を本市に委託する「事務委託方式」を

採用することで合意 

 

4 新施設建設最有力候補地の概要 

新施設の建設にかかる最有力候補地の概要を表 1-3に示す。 

 

表 1-3 建設候補地の概要 

所在地 徳島県徳島市飯谷町枇杷ノ久保 

面積 11.7 ha 

位置・地形 

 

採石場。概ね平坦な地形。下の道路か

ら約 30ｍ上がったところにあり。 

資材等置場として利用。 

関連施設との 

関係 

徳島市 東部環境事業所 約 8.1km 

 西部環境事業所 約 21.0km 

 小松島市 環境衛生センター 約 6.5km 

 勝浦町 ※施設廃止のため役場からの距離 約 10.0km 

 石井町 清掃センター 約 23.5km 

 松茂町 第二環境センター 約 21.6km 

 
 徳島東部処分場 

（徳島県環境整備公社） 

約 23.2km 

 北島町 清掃センター 約 22.1km 
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第2 基本事項 

 

1 目標年度 

本計画では、基準年度を平成 28年度とし、施設供用開始想定年度を平成 39年度とする。 

また、目標年度は、新施設の処理対象ごみ量が平成 29 年度以降減少すると予想されるため、

同ごみ量が最大となる施設供用開始想定年度である平成 39年度とする。 

 

2 施設整備基本方針 

新施設の整備にあたり、施設整備の基本方針を以下のとおり設定する。 

 

 

【基本方針１】環境に配慮した施設 

新施設は、ダイオキシン類をはじめとする汚染物質や騒音・振動等の環境負荷を低減した

施設とし、周辺環境との調和にも配慮するものとする。 

また、マテリアルリサイクル（物質回収）及びサーマルリサイクル（熱回収）等を積極的

に行い、循環型社会の構築に貢献できる施設とする。 

さらに、ごみ減量や地球温暖化防止等の啓発を行う学習拠点及びリサイクル推進の活動拠

点としての機能を有した施設とする。 

 

【基本方針２】ごみを安全・安定的に処理できる施設 

新施設は、関係自治体から搬入されるごみ処理を担う施設であり、関係自治体のごみを処

理するための代替のない施設であることから、安全を確保し、ごみを長期間にわたり安定し

て処理できる施設とする。 

 

【基本方針３】経済性に優れた施設 

ごみ処理施設は、税金により建設・運営されるものであり、建設費だけでなく維持管理費

や補修費を抑えることも重要であることから、新施設は費用対効果についても十分考慮し、

経済性に優れた施設とする。 

 

【基本方針４】災害に強い施設 

東日本大震災を教訓とし、新施設は、今後発生するといわれている南海トラフ巨大地震を

はじめ、さまざまな自然災害時にも安定運転が可能な施設とし、災害廃棄物処理の拠点とし

て、必要な設備を備える施設とする。 

 

【基本方針５】社会情勢等の変化に柔軟な対応ができる施設 

ごみ処理施設は、長期間にわたり使用するものであり、その間には社会情勢等の変化によ

り、求められる処理システムや環境基準が変化する可能性があることから、新施設は社会情

勢等の変化に柔軟な対応ができる施設とする。 
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3 事業主体 

本事業においては、本市が主体で新施設の整備、維持管理及び一般廃棄物の中間処理に係る事

務を行う。 

関係自治体のうち本市以外の自治体は、当該事務を本市に委託する「事務委託方式」を採用す

るものとする。 

 

4 整備する施設 

本事業では、熱回収施設、リサイクルセンター及び付帯施設の整備を行う。 

 

5 新施設における処理対象ごみ品目 

本事業では、関係自治体より発生する一般廃棄物及び本市のし尿処理施設からの脱水汚泥の処

理を行う。 

 

(1) 熱回収施設 

熱回収施設での処理対象ごみは、以下の 4 品目とする。 

なお、新施設では、「廃プラスチック類」について、焼却時の余熱を高効率で回収できる

ことや、排ガス処理設備では高効率な有害物質除去が可能であることから、「燃やせるごみ」

として焼却処理することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) リサイクルセンター 

リサイクルセンターでの処理対象ごみは、以下の 4品目を想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-1 関係自治体のうちリサイクルセンターに搬入する自治体 

対象品目 搬入予定自治体 対象品目 搬入予定自治体 

燃やせないごみ 全市町 紙 類 勝浦町、石井町 

粗 大 ご み 全市町 古 着 ・ 布 類 小松島市、石井町 

缶 ・ び ん 全市町 有 害 ご み 全市町 

ペ ッ ト ボ ト ル 全市町   

プラスチック製容器包装 全市町   

(ｱ) 燃やせるごみ 

(ｲ) し尿処理施設からの脱水汚泥 

(ｳ) リサイクルセンターからの可燃残渣 

(ｴ) 災害廃棄物 

 

(ｱ) 燃やせないごみ （金属類、ガラス類、陶磁器類） 

(ｲ) 粗大ごみ    （破砕選別を必要とする大型ごみ等） 

(ｳ) 資源ごみ    （缶・びん、ペットボトル、プラスチック製容器包装） 

（紙類、古着・布類） 

(ｴ) 有害ごみ    （乾電池、水銀体温計、蛍光灯） 
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6 新施設稼働開始後の想定処理フロー及び分別区分 

 

(1) 新施設稼働開始後の想定処理フロー 

新施設稼働開始後の想定処理フローを図 2-1に示す。 

なお、不燃残渣の最終処分について、本市、勝浦町、松茂町及び北島町は「徳島東部処分

場」へ搬入し、石井町は焼却残渣及び不燃残渣を現有の「石井町一般廃棄物最終処分場」に

て処分する。小松島市は、今後処分先等を検討していく。 

 

 

図 2-1 新施設稼働開始後の想定処理フロー 

【 排 出 物 】

焼却残渣（セメント化）

可燃残渣

不燃残渣　　

金属類

金属類

資 源 ご み 不燃残渣(石井町)

金属類

焼却残渣(石井町)

ペットボトル

勝浦町・石井町 資源化

小松島市・石井町

有 害 ご み

徳島市・小松島市・松茂町・北島町

【最終処分】【 中 間 処 理 】

一般廃棄物中間処理施設

マテリアルリサイクル
推進施設

燃 や せ る ご み 熱回収施設

資源化

資源化

資源化

事業者
資源化

資源化
事業者

資源化

缶 ・ び ん

石
井

町
一

般
廃

棄
物

最
終
処

分
場

徳

島

東

部

処
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場

（

徳

島

県

環

境

整

備
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社

）

資源化

事業者
資源化

燃 や せ な い ご み

容

器

包

装

リ

サ

イ

ク

ル

協

会

資源化

【処理ライン】

粗 大 ご み

【ストックヤード】

ペ ッ ト ボ ト ル

プラスチック製容器包装

新聞・雑誌・
ダンボール・紙パック

資源化
事業者

乾電池・水銀体温計
蛍光灯

資源化
事業者

古 着 ・ 布 類
資源化

事業者
資源化

集 団 回 収
（ 市 町 に よ る ）

廃 食 用 油
（ 市 町 に よ る ）

資源化事業者 資源化

資源化
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(2) 新施設稼働開始後の分別区分案 

新施設稼働後の分別区分案は以下のとおりとする。なお、収集回数や頻度等については今

後の協議事項とする。 

 

ア 可燃ごみ 

 

 

イ 不燃ごみ 

 

可燃ごみ（生ごみ、紙くず、草・葉・枝（長さ制限あり）類等）

分別名称 燃やせるごみ 燃やせるごみ 燃えるごみ 燃やせるごみ 燃やせるごみ 燃やせるごみ 燃やせるごみ 燃やせるごみ

収集回数 週2回 週2回 週3回 週2回 週3回 週2回 （熱回収施設）

収集方法 指定なし(透明又は半透明袋) 指定袋 指定袋 指定袋 指定なし(透明又は半透明袋) 指定なし(透明又は半透明袋)

収集方式 戸別・ステーション方式戸別・ステーション方式 ステーション方式 戸別・ステーション方式 ステーション方式 ステーション方式

収集体制 直営 直営 委託 委託 委託 直営

可燃ごみ内訳項目のうち、市町により分別が異なる品目

ダイレクトメール（紙性）

分別区分 紙類 資源ごみ 勝浦町、石井町
（リサイクルストックヤード） (雑誌,ダンボール,紙パック)

ダイレクトメール（プラスチック）

分別区分 燃やせないごみ 燃やせないごみ
（廃プラスチック）

燃えるごみ 燃やせないごみ 不燃ごみ
（その他）

燃やせるごみ 燃やせるごみ
（熱回収施設）

燃やせるごみ 全市町

牛乳パック

紙類 資源ごみ 勝浦町、石井町
（リサイクルストックヤード） (雑誌,ダンボール,紙パック)

紙製容器包装（アルミコーティング）

分別区分 燃やせるごみ 燃やせるごみ 燃えるごみ 紙製容器包装 燃やせるごみ 燃やせるごみ 紙類 資源ごみ 石井町
（リサイクルストックヤード） ※市町に依る

燃やせるごみ
（熱回収施設）

燃やせるごみ 上記以外の市町

布類　※分別体制詳細は表 2-5 に示す。

古着・布類 資源ごみ 小松島市、石井町
（リサイクルストックヤード） ※市町に依る

燃やせるごみ 燃やせるごみ 上記以外の市町

（熱回収施設）

皮革製品

分別区分 燃やせないごみ 燃やせるごみ
(金属除く)

燃えるごみ 燃やせるごみ 燃やせるごみ
(金属除く)

燃やせるごみ
(金属除く)

燃やせるごみ
（熱回収施設）

燃やせるごみ 全市町

廃食用油

分別区分 燃やせるごみ 燃やせるごみ 全市町

（熱回収施設）

燃やせるごみ 燃やせるごみ／拠点回収資源ごみ
（食用油）

使用済み食用油資源ごみ
（使用済み食用油）

燃やせるごみ

分別区分

紙類
（雑誌・雑紙）

資源ごみ燃やせるごみ資源ごみ資源ごみ
（その他紙類）

資源ごみ
(雑誌,ダンボール,紙パック)

紙類
（雑誌・雑紙）

資源ごみ飲料用紙パック燃えるごみ資源ごみ
（その他紙類）

資源ごみ
(雑誌,ダンボール,紙パック)

分別区分

資源ごみ
古着（衣服）※拠点回

収

古着・布類拠点回収燃やせるごみ燃やせるごみ

新施設での処理種別
新施設への

搬入する自治体

全市町

燃やせるごみ

分別名称
（統一案）

紙
類

北島町項目 徳島市 小松島市 勝浦町 石井町 松茂町

分別名称 燃やせないごみ 燃えないごみ 燃えないごみ 燃やせないごみ 不燃ごみ 粗大・不燃ごみ 燃やせないごみ 燃やせないごみ

収集回数 月1回 隔週1回 月2回 随時 （リサイクル処理ライン）

収集方法 指定なし(透明又は半透明袋) 指定袋 指定なし(透明又は半透明袋) 指定なし

収集方式 戸別・ステーション方式 戸別・ステーション方式 ステーション方式 直接搬入

収集体制 直営 委託 委託 直営

分別名称 金属・空き缶類 アルミ／スチール缶類 燃やせないごみ 燃やせないごみ

収集回数 隔週1回(指定曜日) 週2回の指定曜日 （リサイクル処理ライン）

収集方法 指定袋 各指定袋 缶・びん 資源ごみ

収集方式 戸別・ステーション方式 ステーション方式 （リサイクル処理ライン） （缶・びん）

収集体制 直営 委託

分別名称 びん・ガラス類 ビン・ガラス類 燃やせないごみ 燃やせないごみ

収集回数 月2,3回(指定曜日) 週2回の指定曜日 （リサイクル処理ライン）

収集方法 指定袋 各指定袋 缶・びん 資源ごみ

収集方式 戸別・ステーション方式 ステーション方式 （リサイクル処理ライン） （缶・びん）

収集体制 委託 委託

分別名称 その他金属類 金属類 燃やせないごみ 燃やせないごみ

収集回数 週2回の指定曜日 5週に1回 （リサイクル処理ライン）

収集方法 各指定袋 透明又は半透明袋

収集方式 ステーション方式 戸別・ステーション方式

収集体制 委託 委託

分別名称 廃プラスチック類 プラスチック製容器包装 プラスチック製容器包装 資源ごみ

収集回数 月2,3回(指定曜日) 月2回 （リサイクル処理ライン） （プラスチック製容器包装）

収集方法 指定袋 指定なし※不燃ごみと別袋 燃やせるごみ 燃やせるごみ

収集方式 戸別・ステーション方式 ステーション方式 （熱回収施設）

収集体制 直営 委託

分別名称 ペットボトル ペットボトル 資源ごみ

収集回数 隔週1回(指定曜日) （リサイクル処理ライン） （ペットボトル）

収集方法 指定袋

収集方式 戸別・ステーション方式

収集体制 直営

不燃ごみ内訳項目のうち、市町により分別が異なる品目

缶類　※缶の種類により分別が異なる。

分別名称 資源ごみ 金属・空き缶類 アルミ／スチール缶類 空き缶 資源ごみ 資源ごみ 缶・びん 資源ごみ 全市町

(缶・びん・ペットボトル) （缶類） （かん） （リサイクル処理ライン） （缶・びん）

びん類（飲料用）

分別名称 資源ごみ びん・ガラス類 ビン・ガラス類 空きビン 資源ごみ 資源ごみ 缶・びん 資源ごみ 全市町

(缶・びん・ペットボトル) （びん類） （びん） （リサイクル処理ライン） （缶・びん）

蛍光灯

分別名称 燃やせないごみ 燃えないごみ 廃蛍光管 廃蛍光管 不燃ごみ 粗大・不燃ごみ 有害ごみ 有害ごみ 全市町

（びん・ガラス類） (リサイクルストックヤード)

電球

分別名称 燃やせないごみ 燃えないごみ 廃蛍光管 廃蛍光管 不燃ごみ 粗大・不燃ごみ 燃やせないごみ 燃やせないごみ 全市町

（びん・ガラス類）

廃プラスチック（それ自体がプラスチック製品のもの、プラ容器包装識別マークなし、汚れの落ちないプラ容器包装）

分別名称 硬質：燃えないごみ

軟質：燃えるごみ

容器包装プラスチック

分別名称 資源ごみ 廃プラスチック類 資源ごみ プラスチック製容器包装 プラスチック製容器包装 資源ごみ プラスチック製容器包装 資源ごみ 全市町

(プラスチック製容器包装) （リサイクル処理ライン） （プラスチック製容器包装）

食品ラップ類（家庭で使用したもの）

家庭用）燃やせないごみ

(プラスチック製容器包装)

ライター

分別名称 燃やせないごみ 燃えないごみ 危険物 燃やせないごみ 不燃ごみ ワレモノ・陶磁器類 全市町

(拠点回収)

使い捨てカイロ 　　　

分別名称 燃やせないごみ 燃やせるごみ 燃えるごみ 燃やせるごみ 燃やせるごみ ワレモノ・陶磁器類
全市町

保冷剤

分別名称 燃やせないごみ 燃やせるごみ 燃えるごみ 燃やせないごみ 不燃ごみ ワレモノ・陶磁器類
燃やせるごみ

(熱回収施設)

燃やせるごみ 全市町

乾燥剤

分別名称 燃やせるごみ 燃やせるごみ 燃えるごみ 燃やせるごみ 燃やせるごみ ワレモノ・陶磁器類
燃やせるごみ

(熱回収施設)

燃やせるごみ 全市町

全市町

全市町

燃やせるごみ

（熱回収施設）

燃やせるごみ

燃やせるごみ

(熱回収施設)

燃やせるごみ

（熱回収施設）

燃やせるごみ

（熱回収施設）

全市町

全市町

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

新施設での処理種別
分別名称

（統一案）

全市町

全市町

全市町

全市町

新施設への

搬入する自治体

不燃ごみ

北島町項目 徳島市 小松島市 勝浦町 石井町 松茂町

分別名称 廃プラスチック類 燃えるごみ 燃やせないごみ プラスチック製容器包装 資源ごみ
(プラスチック製容器包装)

燃やせないごみ 燃やせないごみ廃プラスチック類 粗大・不燃ごみ不燃ごみ
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ウ 粗大ごみ 

 

 

エ 資源ごみ及び有害ごみ 

 

 

 

  

分別名称 粗大ごみ 粗大ごみ 粗大ごみ 粗大ごみ 粗大ごみ 粗大・不燃ごみ 粗大ごみ 粗大ごみ 全市町

収集回数 申込制 持込／申込制 年3回 持込／申込制 月2回 持込／申込制 （リサイクル処理ライン）

収集方法 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし

収集方式 戸別 持込／戸別 拠点回収 持込／戸別 ステーション方式 持込／戸別

収集体制 委託 持込み／直営 委託 持込／委託 委託 直営

市町により分別が異なる品目

特定家電4品目（テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機）、ガスボンベ、消火器、タイヤ、バッテリー

分別名称
引取り不可 引取り不可 引取り可　※

（家電４品目）
引取り不可

(バッテリーは粗大ごみ)

引取り不可 引取り不可 なし 市町による なし

小型家電（30cm角より小さいもの、指定袋に入るもの）

分別名称 燃やせないごみ 粗大ごみ 粗大ごみ 燃やせないごみ 不燃ごみ 粗大・不燃ごみ 燃やせないごみ 燃やせないごみ 全市町
（リサイクル処理ライン）

電気ポット、炊飯器、ラジオ

粗大ごみ(炊飯器) 燃やせないごみ

その他金属類
(電気ポット・ラジオ　)

（リサイクル処理ライン）

アイロン

分別名称 粗大ごみ 粗大ごみ 粗大ごみ 燃やせないごみ 不燃ごみ 粗大・不燃ごみ 粗大ごみ 粗大ごみ 全市町

（リサイクル処理ライン）

粗大・不燃ごみ

粗大ごみ（家電製品類、家具類、厨房器具類、寝具類、乗り物・遊具類）

小松島市 勝浦町項目 徳島市 石井町 松茂町 北島町

分別名称

不燃ごみ燃やせないごみ粗大ごみ燃やせないごみ

新施設への
搬入する自治体

燃やせないごみ 全市町

新施設での処理種別
分別名称
（統一案）

資源ごみ

缶（飲料用缶）

分別名称 缶・びん・ペットボトル 燃えないごみ 燃えないごみ 空き缶 缶類 かん 缶・びん 資源ごみ 全市町

（金属・空き缶類） (アルミ／スチール缶類) （リサイクル処理ライン） （缶・びん）

缶（飲食料以外の缶、菓子缶等）

分別名称 缶・びん・ペットボトル 燃えないごみ 燃えないごみ 空き缶 不燃ごみ 粗大・不燃ごみ 缶・びん 資源ごみ 全市町

（金属・空き缶類） (アルミ／スチール缶類) （リサイクル処理ライン） （缶・びん）

缶（スプレー缶、カセットボンベ）

分別名称 燃やせないごみ 燃えないごみ 燃えないごみ 燃やせないごみ 不燃ごみ 粗大・不燃ごみ 缶・びん 資源ごみ 全市町

（金属・空き缶類） (アルミ／スチール缶類) （リサイクル処理ライン） （缶・びん）

びん類（飲食用）

分別名称 缶・びん・ペットボトル 燃えないごみ 燃えないごみ 空きビン びん類 びん 缶・びん 資源ごみ 全市町

（びん・ガラス類） （ビン・ガラス類） （リサイクル処理ライン） （缶・びん）

蛍光灯

分別名称 燃やせないごみ 燃えないごみ 蛍光灯・電球 廃蛍光管 不燃ごみ 粗大・不燃ごみ 有害ごみ 有害ごみ 全市町

（びん・ガラス類） (リサイクルストックヤード)

ペットボトル

分別名称 缶・びん・ペットボトル 燃えないごみ ペットボトル ペットボトル ペットボトル ＰＥＴボトル ペットボトル 資源ごみ 全市町

（ペットボトル） （リサイクル処理ライン） （ペットボトル）

容器包装プラスチック　※徳島市では家庭で使用した食品ラップは「燃やせないごみ」。

分別名称 プラスチック製容器包装 燃えないごみ リサイクル用プラスチック類 プラスチック製容器包装 不燃ごみ プラスチック製容器包装 プラスチック製容器包装 資源ごみ 全市町

（廃プラスチック類） (プラスチック製容器包装) （リサイクル処理ライン） (プラスチック製容器包装)

白色トレイ

分別名称 プラスチック製容器包装に含む 燃えないごみ リサイクル用プラスチック類 プラスチック製容器包装に含む 白色トレイ プラスチック製容器包装に含む プラスチック製容器包装 資源ごみ 全市町

（廃プラスチック類） （リサイクル処理ライン） (プラスチック製容器包装)

紙製容器包装（アルミコーティング以外）

分別名称 紙類に含む 紙類に含む 紙類に含む 紙製容器包装 紙類に含む 紙類に含む 紙類 資源ごみ 勝浦町，石井町
(リサイクルストックヤード) (雑誌・段ボール・紙パック）

紙製容器包装（アルミコーティングのもの）

分別名称 紙類 資源ごみ 石井町
(リサイクルストックヤード) ※市町による

燃やせるごみ 燃やせるごみ 上記以外の市町

（熱回収施設）

紙類（新聞紙、雑誌、ダンボール）

分別名称 雑誌・ダンボール・紙パック 資源ごみ 古紙 新聞／雑誌／段ボール 紙の日 紙類 紙類 資源ごみ 勝浦町，石井町
(リサイクルストックヤード) (雑誌・段ボール・紙パック）

牛乳パック

分別名称 紙類に含む 紙類に含む 燃えるごみ 飲料用紙パック 紙の日に含む 紙類(雑誌・雑紙)に含む 紙類 資源ごみ 勝浦町，石井町
(リサイクルストックヤード) (雑誌・段ボール・紙パック）

古着

分別名称 燃やせるごみ 燃えるごみ 綿100％古着 古着・布類 紙の日に含む 燃やせるごみ 古着・布類 資源ごみ 小松島市、石井町

収集回数 月1回 5週に1回 (リサイクルストックヤード) ※市町による

収集方法 指定なし 透明袋 燃やせるごみ 燃やせるごみ 上記以外の市町

収集方式 拠点回収 戸別・ステーション方式 （熱回収施設）

収集体制 委託 委託

乾電池

分別名称 有害ごみ 乾電池・その他電池 乾電池 使用済み乾電池 不燃ごみ 廃乾電池 有害ごみ 有害ごみ 全市町
(リサイクルストックヤード)

廃食用油

分別名称 燃やせるごみ 燃やせるごみ 使用済み食用油 使用済み食用油 食用油 燃やせるごみ 燃やせるごみ 燃やせるごみ 全市町

（熱回収施設）

電気コード

分別名称 燃やせないごみ 燃えないごみ 電気コード 燃やせないごみ 不燃ごみ 粗大・不燃ごみ 燃やせないごみ 燃やせないごみ 全市町

（金属・空き缶類） （リサイクル処理ライン）

燃やせるごみ燃やせるごみ 燃やせるごみ 燃えるごみ 紙製容器包装に含む 燃やせるごみ

新施設への

搬入する自治体
新施設での処理種別

分別名称

（統一案）
項目 徳島市 石井町 松茂町 北島町小松島市 勝浦町



 

8 

 

第3 ごみ量・ごみ質の設定 

 

1 将来ごみ排出量 

(1) 将来ごみ排出量の設定 

本計画で採用する将来ごみ排出量は、関係自治体が「一般廃棄物処理基本計画」で掲げる

減量目標値相当とする。 

(2) 将来ごみ排出量 

目標年度のごみ排出量総合計は、関係自治体で 114,400ｔ/年であり、基準年度のごみ排出

量 140,120ｔ/年と比較し約 18％の減量化となる。新施設搬入ごみ量のみでは、目標年度の

ごみ排出量は 104,088ｔ/年であり、基準年度のごみ排出量 130,291ｔ/年と比較し、約 20％

の減量化となる。 

 

図 3-1 目標年度のごみ排出量総合計 

 

表 3-1 基準年度及び目標年度のごみ排出量内訳 

 

  

140,120

114,400

367,250

337,990

0

80,000

160,000

240,000

320,000

400,000

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

平成28年度 平成39年度

(人)(t/年)

関係自治体合計

燃やせるごみ 燃やせないごみ

粗大ごみ 資源ごみ

有害ごみ（乾電池・水銀体温計等） 新施設未搬入ごみ量

人口

平成28年度 平成39年度
(基準年度) (目標年度)

人口 367,250 337,990

ごみ排出量総合計 140,120 114,400

新施設搬入ごみ量 130,291 104,088

燃やせるごみ 108,147 88,889
燃やせるごみ 104,596 82,381
廃プラスチック類 0 3,098
し尿汚泥 3,551 3,410

燃やせないごみ 8,308 3,325
粗大ごみ 3,525 2,685
資源ごみ 10,236 9,123
  【処理ライン】 9,726 8,783

缶・びん 3,794 3,316
ペットボトル 1,147 979
プラスチック製容器包装 4,785 4,488

　【ストックヤード】 510 340
紙類 452 295
布類 58 45

75 66

新施設未搬入ごみ量 9,829 10,312

紙類 5,676 5,858
布類 25 47
集団回収 4,008 4,207
拠点回収 120 200

有害ごみ（乾電池・水銀体温計等）

（単位：人口（人），ごみ量（ｔ/年）） 



 

9 

 

ア 徳島市 

本市の目標年度のごみ排出量は 80,228ｔ/年であり、基準年度のごみ排出量 102,419ｔ/

年と比較し、約 22％の減量化となる。 

 

表 3-2 徳島市の基準年度及び目標年度のごみ排出量内訳 

（単位：人口（人），ごみ量（ｔ/年）） 

 

 

イ 小松島市 

小松島市の目標年度のごみ排出量は 13,195ｔ/年であり、基準年度のごみ排出量 14,658

ｔ/年と比較し、約 10％の減量化となる。 

 

表 3-3 小松島市の基準年度及び目標年度のごみ排出量内訳 

（単位：人口（人），ごみ量（ｔ/年）） 

  

平成28年度 平成39年度
(基準年度) (目標年度)

人口 258,191 236,881

ごみ排出量総合計 102,419 80,228

新施設搬入ごみ量 94,229 72,209

燃やせるごみ 78,674 62,416
燃やせるごみ 75,123 56,379
廃プラスチック類 - 2,627
し尿汚泥 3,551 3,410

燃やせないごみ 6,708 2,524
粗大ごみ 1,707 1,092
資源ごみ 7,092 6,140
  【処理ライン】 7,092 6,140

缶・びん 2,665 2,203
ペットボトル 937 774
プラスチック製容器包装 3,490 3,163

　【ストックヤード】 0 0
紙類 - -
布類 - -

48 37

新施設未搬入ごみ量 8,190 8,019

紙類 4,383 3,954
布類 0 0
集団回収 3,687 3,865
拠点回収 120 200

有害ごみ（乾電池・水銀体温計等）

平成28年度 平成39年度
(基準年度) (目標年度)

人口 39,159 35,233

ごみ排出量総合計 14,658 13,195

新施設搬入ごみ量 13,679 11,546

燃やせるごみ 11,823 9,958
燃やせるごみ 11,823 9,729
廃プラスチック類 - 229
し尿汚泥 - -

燃やせないごみ 768 389
粗大ごみ 190 322
資源ごみ 892 871
  【処理ライン】 892 871

缶・びん 512 545
ペットボトル 71 65
プラスチック製容器包装 309 261

　【ストックヤード】 0 0
紙類 - -
布類 0 0

6 6

新施設未搬入ごみ量 979 1,649

紙類 671 1,321
布類 - -
集団回収 308 328
拠点回収 0 0

有害ごみ（乾電池・水銀体温計等）
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ウ 勝浦町 

勝浦町の目標年度のごみ排出量は 1,092ｔ/年であり、基準年度のごみ排出量 1,177ｔ/

年と比較し、約 7％の減量化となる。 

 

表 3-4 勝浦町の基準年度及び目標年度のごみ排出量内訳 

（単位：人口（人），ごみ量（ｔ/年）） 

 

 

エ 石井町 

石井町の目標年度のごみ排出量は 7,832ｔ/年であり、基準年度のごみ排出量 8,694ｔ/

年と比較し、約 10％の減量化となる。 

 

表 3-5 石井町の基準年度及び目標年度のごみ排出量内訳 

（単位：人口（人），ごみ量（ｔ/年）） 

  

平成28年度 平成39年度
(基準年度) (目標年度)

人口 5,436 4,589

ごみ排出量総合計 1,177 1,092

新施設搬入ごみ量 1,177 1,092

燃やせるごみ 1,021 956
燃やせるごみ 1,021 945
廃プラスチック類 - 11
し尿汚泥 - -

燃やせないごみ 30 19
粗大ごみ 10 10
資源ごみ 111 102
  【処理ライン】 111 102

缶・びん 76 70
ペットボトル 7 6
プラスチック製容器包装 28 26

　【ストックヤード】 0 0
紙類 0 0
布類 - -

5 5

新施設未搬入ごみ量 0 0

紙類 - -
布類 0 0
集団回収 0 0
拠点回収 0 0

有害ごみ（乾電池・水銀体温計等）

平成28年度 平成39年度
(基準年度) (目標年度)

人口 26,253 23,870

ごみ排出量総合計 8,694 7,832

新施設搬入ごみ量 8,694 7,832

燃やせるごみ 6,218 5,897
燃やせるごみ 6,218 5,724
廃プラスチック類 - 173
し尿汚泥 - -

燃やせないごみ 538 295
粗大ごみ 817 565
資源ごみ 1,115 1,067
  【処理ライン】 605 727

缶・びん 207 190
ペットボトル 57 53
プラスチック製容器包装 341 484

　【ストックヤード】 510 340
紙類 452 295
布類 58 45

6 8

新施設未搬入ごみ量 0 0

紙類 - -
布類 - -
集団回収 0 0
拠点回収 - -

有害ごみ（乾電池・水銀体温計等）
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オ 松茂町 

松茂町の目標年度のごみ排出量は 5,820ｔ/年であり、基準年度のごみ排出量 6,372ｔ/

年と比較し、約 9％の減量化となる。 

 

表 3-6 松茂町の基準年度及び目標年度のごみ排出量内訳 

（単位：人口（人），ごみ量（ｔ/年）） 

 

カ 北島町 

北島町の目標年度のごみ排出量は 6,233ｔ/年であり、基準年度のごみ排出量 6,800ｔ/

年と比較し、約 8％の減量化となる。 

 

表 3-7 北島町の基準年度及び目標年度のごみ排出量内訳 

（単位：人口（人），ごみ量（ｔ/年）） 

 

  

平成28年度 平成39年度
(基準年度) (目標年度)

人口 15,116 14,591

ごみ排出量総合計 6,372 5,820

新施設搬入ごみ量 6,210 5,568

燃やせるごみ 5,220 4,744
燃やせるごみ 5,220 4,710
廃プラスチック類 - 34
し尿汚泥 - -

燃やせないごみ 190 57
粗大ごみ 371 366
資源ごみ 421 395
  【処理ライン】 421 395

缶・びん 157 178
ペットボトル 19 28
プラスチック製容器包装 245 189

　【ストックヤード】 0 0
紙類 - -
布類 - -

8 6

新施設未搬入ごみ量 162 252

紙類 137 205
布類 25 47
集団回収 0 0
拠点回収 0 0

有害ごみ（乾電池・水銀体温計等）

平成28年度 平成39年度
(基準年度) (目標年度)

人口 23,095 22,826

ごみ排出量総合計 6,800 6,233

新施設搬入ごみ量 6,302 5,841

燃やせるごみ 5,191 4,918
燃やせるごみ 5,191 4,894
廃プラスチック類 - 24
し尿汚泥 - -

燃やせないごみ 74 41
粗大ごみ 430 330
資源ごみ 605 548
  【処理ライン】 605 548

缶・びん 177 130
ペットボトル 56 53
プラスチック製容器包装 372 365

　【ストックヤード】 0 0
紙類 - -
布類 - -

2 4

新施設未搬入ごみ量 498 392

紙類 485 378
布類 0 0
集団回収 13 14
拠点回収 0 0

有害ごみ（乾電池・水銀体温計等）
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2 計画ごみ質の設定 

 

(1) 設定方法 

計画ごみ質は、関係自治体の既存焼却施設及びし尿処理施設の過去 5 年間（平成 24 年～

28 年度）のごみ質実績より各施設のごみ質平均値を加重平均し、合わせごみ質を算出する。

新施設では、これまで不燃ごみとしていた「廃プラスチック類」を「燃やせるごみ」として

処理するため、上記の合わせごみ質に「廃プラスチック」のごみ質を加味し、それを基準ご

みの計画ごみ質とする。 

なお、高質ごみと低質ごみについては、「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017年改訂

版（公益社団法人全国都市清掃会議）」（以下、「ごみ処理施設整備の計画・設計要領」とい

う。）に示される高質ごみと低質ごみの比を 2.5として設定する。 

 

(2) 新施設の計画ごみ質 

新施設の計画ごみ質は表 3-8のとおりとする。 

 

表 3-8 計画ごみ質 

 

 

 
  

低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ

低位発熱量 (kcal/kg) 1,428 2,188 2,947

(kJ/kg) 5,980 9,158 12,336

三成分 水　分 (%) 59.36 46.26 33.16

可燃分 (%) 35.65 48.11 60.57

灰　分 (%) 4.99 5.64 6.28

単位体積重量 (kg/m3) 241 175 109

(基準ごみ)

炭素 水素 窒素 酸素 硫黄 塩素

(C) (H) (N) (O) (S) (Cl)

元素組成 (％) 24.80 3.42 0.31 19.24 0.02 0.32

(基準ごみ)

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

22.54 3.25 10.23 0.23 3.50 3.86 0.58 0.19 2.72 0.19 0.82

５
㎜
の
ふ
る
い
を

通
過
す
る
物

紙
・
セ
ロ
フ
ァ

ン

類 繊
維
類

ビ
ニ
ー

ル
・
プ
ラ

ス
チ
ッ

ク
類

ゴ
ム
・
皮
革
類

木
・
竹
・
草
・
わ

ら
類

厨
芥
類

金
属
類

ガ
ラ
ス
・
陶
器
・

石
礫
類

ポ
リ
袋

ごみ種類組成（乾きベース）

５
㎜
の
ふ
る
い
を

通
過
し
な
い
物
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第4 収集運搬効率 

 

1 中継施設等の検討 

関係自治体のうち、石井町、松茂町及び北島町からのごみ搬入に際しては、中継施設を設置す

ることを想定する。なお、詳細については今後検討する。 

 

2 搬入出車両条件 

新施設への搬入出車両は以下のとおり想定する。 

 

表 4-1 想定搬出入車両 

施設種類 想定車両 

搬入車両 ごみ収集車両 • パッカー車(2～4t) 

• トラック(10t) ※中継施設からの積替車両 

持込車両 • 自家用車(普通自動車、軽自動車)（2ｔ未満） 

薬品等搬入車両※ • タンクローリー車(10t)等 

搬出車両 主灰・飛灰搬出車両 • 天蓋付ダンプ車(10t) 

処理残渣・資源物等搬出車両 • 平ボディ車(10t) 

※薬品等搬入車両については、新施設の処理構成等が未確定のため、次項の搬入出車両想定台数には現時点では含

めないものとする。 

 

3 搬入出車両想定台数 

新施設の目標年度におけるごみ搬入量から算出される搬入出車両想定台数を表 4-2に示す。 

搬入車両想定台数は、年間 87,282台、1日平均は 351台とし、搬出車両想定台数は、年間 2,836

台、1日平均 11台とする。 

合計として、搬入出車両想定台数は、年間 90,118台、1日平均 362台とする。 

 

表 4-2 搬入出台数総合計 

（単位：台） 

 2ｔ車 2ｔ車未満 10ｔ車 計 

年間搬入台数 78,391 6,142 2,749 87,282 

 1日平均台数 311 27 13 351 

年間搬出台数 0 0 2,836 2,836 

 1日平均台数 0 0 11 11 

年間合計台数 78,391 6,142 5,585 90,118 

 1日平均台数 311 27 24 362 
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4 搬入出ルートの検討 

新施設の搬入出ルートは、一部の地域を除き原則は、国道 55号線より県道徳島上那賀線（16

号線）を南下し、野上橋東詰に至るルートとする。 

なお、野上橋東詰より新施設への搬入出ルートは、県道徳島上那賀線を経由し、候補地の上流

に橋梁を新設するルートを優先的に検討する。 

 

 

図 4-1 搬入出ルート想定図 

  

出典：国土地理院地図 
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第5 施設規模の算出 

 

1 新施設の計画処理量 

熱回収施設の計画処理量は 92,825ｔ/年とする。リサイクルセンターの計画処理量は 15,199

ｔ/年（処理ライン 5本：14,793ｔ/年、ストックヤード：406ｔ/年）とする。 
 

表 5-1 新施設の計画処理量 

（単位：t/年） 

新施設処理対象項目 計画処理量 (平成 39年度) 

熱回収施設 92,825 

 
燃やせるごみ（し尿処理施設からの脱水汚泥を含む） 88,889 

リサイクルセンターからの可燃残渣 ※ 3,936 

リサイクルセンター 15,199 

 

【処理ライン】 14,793 

 

燃やせないごみ （ライン１）  3,325 

粗大ごみ （ライン２）  2,685 

資源ごみ  8,783 

 

缶・びん （ライン３）  3,316 

ペットボトル （ライン４）  979 

プラスチック製容器包装 （ライン５）  4,488 

【ストックヤード】 406 

 

資源ごみ 340 

 
紙類 295 

布類 45 

有害ごみ 66 

 
乾電池・水銀体温計 

66 
蛍光灯 

※ 『燃やせないごみ，粗大ごみ，缶・びん，ペットボトル』の排出量合計 × 約 30％ 

＋『プラスチック製容器包装』×約 1％ 
 

2 新施設の施設規模 

(1) 熱回収施設 

熱回収施設の算定規模は、計画年間処理量から算出した 346ｔ/日とする。ただし、施設規

模は災害廃棄物分 15％を見込み、最大 396ｔ/日とする。 

 

表 5-2 熱回収施設の施設規模 

※「ごみ処理施設整備の計画・設計要領」 

 

 数値 算出根拠 

1 計画年間処理量 92,825ｔ/年 ・計画目標年次における年間処理量 

2 年間稼働日数 280日 ・年間 365日のうち、次の停止日数 85 日を差し引いた日数 

 （365日-85日=280日） 
※停止日数（85日）の内訳 

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 

3 調整稼働率 0.96 ・故障等による一時停止（処理能力低下）を考慮した係数 ※ 

算定規模  346 t/日 ・92,825t/年÷280 日/年÷0.96≒346t/日 

施設規模 
（災害廃棄物を含む） 

396 t/日 

・し尿汚泥日量：12.7ｔ/日 

 （3,410ｔ/日÷280日/年÷0.96） 

・災害廃棄物分 15％見込む（し尿汚泥分は除く） 

・(346t/日-12.7 t/日)×1.15＋12.7 t/日≒396t/日 
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(2) リサイクルセンター 

リサイクルセンターの施設規模は 70ｔ/日（処理ライン：68ｔ/日、ストックヤード：2ｔ/

日）とする。 

 

表 5-3 リサイクルセンターの施設規模 

 
数値 

算出根拠 
処理ライン ストックヤード 

1 計画年間処理量 14,793ｔ/年 406ｔ/年 ・計画目標年次における年間処理量 

2 年間稼動日数 250日 250日 ・年間 365 日のうち、土日及び年始 3 日・施

設補修日 7日の計 10日を差し引いた日数 

（365 日×5 日÷7日－10日≒250日） 

3 計画月最大 

変動係数 

1.15 1.15 ・月別の搬入実績が把握できていない場合等に

採用される一般的な値 ※ 

施設規模 68 t/日 2 t/日 
・14,793ｔ/年÷250日/年×1.15≒68t/日 

・406t/年÷250 日/年×1.15≒2t/日 

※「ごみ処理施設構造指針解説（社団法人全国都市清掃会議）」 

 

3 資源化量及びリサイクル率の見込み 

目標年度の総資源化量（関係自治体合計）は 29,262ｔ/年、リサイクル率は 25.6％となる見込

みである。 

 

表 5-4 資源化量及びリサイクル率（平成 39年度） 

（単位：t/年） 

項目 徳島市 小松島市 勝浦町 石井町 松茂町 北島町 合計 

ごみ総排出量(a) 80,228 13,195 1,092 7,832 5,820 6,233 114,400 

総資源化量(b) 22,294 2,995 193 1,053 1,134 1,593 29,262 

 再生利用量 8,852 1,168 51 1,053 423 846 12,393 

 有価物 1,909 321 24 264 137 120 2,774 

ペットボトル 581 49 5 40 21 40 734 

プラスチック類 2,673 220 22 409 160 308 3,792 

紙類 3,689 578 - 295 85 378 5,025 

布類 - - - 45 20 - 65 

焼却残渣資源化 9,378 1,499 143 0 711 733 12,464 

 セメント化 9,378 1,499 143 0 711 733 12,464 

 主灰 6,379 1,019 97 0 483 498 8,476 

 飛灰 2,999 480 46 0 228 235 3,988 

その他 4,065 328 0 0 0 14 4,407 

 集団回収 3,865 328 0 0 0 14 4,207 

拠点回収 200 - - - - - 200 

リサイクル率 (b/a) 27.8% 22.7% 17.7% 13.4% 19.5% 25.6% 25.6% 

※ 端数処理の関係で、資源化量内訳の数値の合計と総資源化量の合計欄の数値が合致しない場合がある。 
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4 最終処分量の見込み 

目標年度の最終処分量は、関係自治体合計で 5,102ｔ/年となる見込みである。 

このうち、本市、勝浦町、松茂町及び北島町分は「徳島東部処分場（徳島県環境整備公社）」

へ、石井町分は「石井町一般廃棄物最終処分場」へ搬入する予定である。小松島市分は今後処分

先等を検討していく。 

 

表 5-5 最終処分量（平成 39年度） 

（単位：t/年） 

項目 徳島市 小松島市 勝浦町 石井町 松茂町 北島町 合計 

最終処分量 

（不燃残渣） 
3,197 652 52 586 322 293 5,102 

 不燃、粗大、缶・びん、ペ

ットボトル 
2,723 613 48 513 294 238 4,429 

プラスチック製容器包装 474 39 4 73 28 55 673 
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第6 燃やせるごみの処理方式 

 

1 処理方式の選定 

 

(1) 処理方式の選定フロー及び選定結果 

次の６ケースで処理方式を検討した結果、「熱回収施設（ストーカ式）」を選択した。 

 

 

図 6-1 新施設の処理方式の選定フロー  

「施設整備基本方針」より「比較項目」を設定した。 

新施設で想定する処理方式を以下の 6ケースに設定した。 

【ケース１】 バイオガス化施設＋熱回収施設（ストーカ式） 

【ケース２】 バイオガス化施設＋熱回収施設（ストーカ式）＋灰溶融設備 

【ケース３】 熱回収施設（ストーカ式） 

【ケース４】 熱回収施設（ストーカ式）＋灰溶融設備 

【ケース５】 熱回収施設（シャフト式ガス化溶融） 

【ケース６】 熱回収施設（流動床式ガス化溶融） 

新施設で想定する処理方式を以下の２ケースとした。 

【ケース１】 バイオガス化施設＋熱回収施設（ストーカ式） 

【ケース３】 熱回収施設（ストーカ式） 

新施設の燃やせるごみの処理方式として 

【ケース３】 熱回収施設（ストーカ式） 

を選択した。 

プラントメーカーへのアンケート 

熱回収施設処理方式の検討、焼却残渣処理方法の検討 

バイオガス化施設導入の検討 

…ア 

…イ 

…ウ 
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(2) 処理方式の検討詳細 

 

ア 比較項目の設定 

処理方式検討の比較項目は、新施設の施設整備基本方針に従い、以下のとおりとした。 

 

比 較 項 目 

基本方針１：環境に配慮した施設 

 排ガス、排水、悪臭、騒音、振動等の周辺環境への負荷の度合い 

 CO2排出量の削減効果 

 省エネルギー性の実現 

 マテリアルリサイクル、サーマルリサイクルへの寄与 

基本方針２：ごみを安全・安定的に処理できる施設 

 ごみ量・ごみ質の変動、分別の変更への対応の柔軟性 

 長期間にわたる安定稼動の持続性 

 施設の安全性や危機管理の確保 

基本方針３：経済性に優れた施設 

 

設計・建設費の適正さ 

設備の維持管理・補修等運営面の将来負担見込 

売電、資源売却等による収益性 

ライフサイクルコストの適正さ 

基本方針４：災害に強い施設 

 
地震や水害等の災害への施設・設備の耐久性 

被災時の拠点としての機能 

基本方針５：社会情勢等の変化への柔軟な対応が出来る施設 

 将来的な処理システムや環境基準の変化への対応の柔軟性 
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イ 熱回収施設の処理方式の検討、焼却残渣の処理方法の検討 

熱回収施設の処理方式については、「ストーカ式」、「ガス化溶融（シャフト炉又は流動床）」

の比較検討を行った結果、「ストーカ式」を選択した。 

また、焼却残渣の処理方法については、「灰溶融設備付設」と「資源化」の比較を行った

結果、「資源化」を選択した。 

それぞれの選択理由は次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【熱回収施設の処理方式の選択理由】 

■１：他都市における採用事例の動向 

・近年、他都市において、ストーカ式の採用が増加傾向である。 

■２：各処理方式のメリット・デメリット等 

・ストーカ式は、現有施設での採用が圧倒的に多いため運転管理に慣れていること、建設費・維持管理補

修費が安価であること、原理が単純でわかりやすいこと等のメリットがある。 

・ガス化溶融は、主に最終処分場がない又は最終処分場の残余容量が少ない自治体において、残渣をスラ

グ化することによる再資源化又は減容化の目的で採用される。 

■３：メーカーアンケート結果 

 ・メーカーアンケートの回答を得られた事業者の選択した処理方式は「【ケース１】バイオガス化施設＋

熱回収施設（ストーカ式）」または「【ケース３】熱回収施設（ストーカ式）」となり、「ガス化溶融」及

び「灰溶融設備」の回答はなかった。 

■４：競争性 

・ストーカ式では６社が、過去１０年間において施工実績がある。 

・ガス化溶融は、過去１０年間の施工実績は７社あるものの、平成２９年時点では事業者が、シャフト式

で２社、また流動床式で２社注１であるため、競争性が働きにくい恐れがある。 

（注１ ： コンサルタント会社の把握情報） 

 

【焼却残渣の処理方法の選択理由】 

■１：灰溶融設備の動向 

・灰溶融設備は、以前は国の「焼却残渣のリサイクル推進」という方針から補助金の必須要件となってい

たが、現在は見直しが図られ交付の必須要件となっていない。そうした状況で、多額の維持管理コスト

が必要で、また大量のエネルギー使用による CO2 排出量の増加という課題があるため、採用事例が減少

し、また稼働中の施設においても停止や稼働規模の縮小を行っている自治体が増加してきている。 

■２：焼却残渣の資源化の動向 

・ストーカ式の焼却施設から発生する焼却残渣をセメント化により再資源化する自治体が増加している。 

・セメント化事業を行える企業にアンケートを実施した結果、１９社中８社が本事業に興味を示している。 

・灰溶融設備やガス化溶融によるスラグ化の場合は、スラグの発生量を消費できるだけの使い道の確保が

困難である（永続的な利用の目途が立たない）。 

新施設で想定する燃やせるごみの処理方式を以下の２ケースとした。 

【ケース１】 バイオガス化施設＋熱回収施設（ストーカ式） 

【ケース３】 熱回収施設（ストーカ式） 
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ウ バイオガス化施設導入の検討 

バイオガス化施設の導入については、検討の結果導入を見送ることとした。その理由は

次のとおり。また、各ケースの比較表を次頁に示す。 

よって、新施設の燃やせるごみの処理方式としては【ケース３】熱回収施設（ストーカ

式）を選択した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 新施設の処理方式 

新施設の燃やせるごみの処理方式は、CO2 排出量等の環境面、維持管理の費用面から【ケ

ース３】熱回収施設（ストーカ式）を選択した。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【バイオガス化施設を導入しない理由】 

■１ 環境への配慮 

・【ケース１】バイオガス化施設＋熱回収施設（ストーカ式）は、バイオガス化施設の排水を放

流しない場合、施設からの排水を熱回収施設で焼却する必要があり、【ケース３】熱回収施設

（ストーカ式）に比べて発電量が減少し、社会全体で見た場合の電力量の削減効果が少なく、

温室効果ガス（CO2量）抑制への寄与度が低い。 

■２ 経済性 

・【ケース１】は、【ケース３】に比べて国の交付金交付率が高いため、初期投資においては関係

自治体の負担が減るものの、施設の構造が複雑なことから、維持管理が難しく、維持管理費が

高くなる。このため、施設を長期間運用する場合には費用面で不利となる。 

新施設の燃やせるごみの処理方式として 

【ケース３】 熱回収施設（ストーカ式） 

を選択した。 
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第7 燃やせるごみ以外の処理方式 

 

燃やせるごみ以外の「燃やせないごみ」、「粗大ごみ」、「資源ごみ」及び「有害ごみ」は、リ

サイクルセンターで処理・貯留等を行うこととし、処理ラインは、以下の５つのラインとする。 

なお、新施設の処理方式は、想定される処理対象物に応じて最適な方式を事業者の提案によ

り設定するものとする。 

 

① 燃やせないごみ            （ライン１） 

② 粗大ごみ               （ライン２） 

③ 資源ごみ 缶・びん          （ライン３） 

ペットボトル        （ライン４） 

プラスチック製容器包装   （ライン５） 
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第8 環境保全目標値の検討 

 

1 廃棄物処理施設に係る規制基準 

廃棄物処理施設の設置・運営にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下、「廃

掃法」という。）に規定されている“施設の技術上の基準”に適合するとともに、“施設の維持管

理の技術上の基準”に基づき適切に運営管理されなければならない。 

これと同時に、公害防止及び環境保全に係る関係法令の規制を受け、施設立地場所に応じて「規

制基準」を遵守するとともに、状況に応じて自主基準としての「公害防止基準」（本計画では「環

境保全目標」という。）を設けていることが一般的である。 

 

2 新施設の環境保全目標値 

本計画において環境保全目標は、法規制基準と同等もしくはこれ以上に厳しい基準とする。 

本計画では、新施設の環境保全目標値として、「排ガス」、「排水」、「騒音」、「振動」及び「悪

臭」の 5項目について設定する。 

 

(1) 排ガス 

排ガスに係る環境保全目標値は、全国的な設定値の分布の中で最頻値と同等もしくはそ

れよりも低い値とする。ただし、水銀に対する法規制は平成 30年度からであり、他の自治

体での参考事例が見受けられなかったため、法規制基準値を環境保全目標値とする。表 8-1

のとおり設定する。 

 

 

表 8-1 新施設の排ガスに係る環境保全目標値 

項  目 単 位 
法規制基準値 

(大気汚染防止法・ダイオキ

シン類対策特別措置法) 

環境保全目標値 

ばいじん g/m3N 0.04以下 0.01以下 （最頻値同等） 

塩化水素 ppm 430以下 10 以下 （最頻値同等） 

硫黄酸化物 ppm （K値＝13以下） 10 以下 （最頻値同等） 

窒素酸化物 ppm 250以下 30 以下 （最頻値以下） 

水銀 μg/m3N 30 以下 30 以下 （法規制基準値） 

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.1以下 0.01以下 （最頻値以下） 

 

 

  



 

24 

 

(2) 排水 

排水に係る環境保全目標値は、水質汚濁防止法に基づく「排水基準を定める省令（昭和 46

年６月 21 日総理府令第 35 号）」における法規制基準値を遵守するとともに「浄化槽法」に

よる放流水の水質の技術上の基準値に準ずる。 

 

表 8-2 「排水基準を定める省令」における法規制基準値 

 項目 環境保全目標値 

有
害
物
質
に
係
る
排
水
基
準 

カドミウム及びその化合物 0.03mg/L 以下 

シアン化合物 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
ルジメトン及び EPN に限る。) 

1mg/L 以下 

鉛及びその化合物 0.1mg/L 以下 

六価クロム化合物 0.5mg/L 以下 

砒素及びその化合物 0.1mg/L 以下 

水銀及びアルキル水銀、その他の水銀化合物(総水銀) 0.005mg/L 以下 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 

PCB 0.003mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.1mg/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 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 1mg/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 0.1mg/L 以下 

ほう素及びその化合物 ※ほう素としての基準値 
海域以外の公共用水域への排出：10mg/L

以下 

ふっ素及びその化合物 ※ふっ素としての基準値 
海域以外の公共用水域への排出：8mg/L 以

下 

アンモニア、アンモ二ウム化合物、亜硝酸化合物及び
硝酸化合物 

100mg/L 以下 
※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と
して 

1,4-ジオキサン 0.5mg/L 以下 

 

浄化槽法による放流水の水質の技術上の基準値 

項目 技術上の基準値 

BOD(生物化学的酸素要求量) 20mg/L 以下 

出典：「環境省関係浄化槽法施行規則第一条の二」 

 

  



 

25 

 

(3) 騒音 

騒音に係る環境保全目標値は、「徳島県生活環境保全条例」及び「平成 24年徳島市告示 66

号」において定められている規制基準値のうち「その他の地域」の値を遵守する。 

 

表 8-3 「徳島県生活環境保全条例」及び「平成 24年徳島市告示 66号」において 

定められている規制基準値 

          時間の区分 
区域の区分 

昼間 朝・夕 夜間 

第 １ 種区域 50dB 45dB 40dB 

第 ２ 種区域 55dB 50dB 45dB 

第 ３ 種区域 65dB 60dB 55dB 

第 ４ 種区域 70dB 65dB 60dB 

上記以外の地域 65dB 60dB 55dB 

※ 時間区分は以下のとおりとする。 

朝：午前５時～７時、昼間：午前７時～午後７時、 

夕：午後７時～午後 10時、夜間：午後 10時～翌日の午前５時 

※ 地域の類型 

第１種区域：第１種低層住居専用地域・第２種低層住居専用地域 

第２種区域：第１種中高層住居専用地域・第２種中高層住居専用地域・ 

第１種住居地域・第２種住居地域・準住居地域 

第３種区域：近隣商業地域・商業地域・準工業地域 

第４種区域：工業地域・工業専用地域 

 

(4) 振動 

振動に係る環境保全目標値は、「振動規制法」及び「平成 24 年徳島市告示 61 号」等にお

いて定められている法規制基準値の「第２種区域」の値に準ずる。 

 

表 8-4 「振動規制法」及び「平成 24年徳島市告示 61号」等において 

定められている法規制基準値 

                       時間の区分 
区域の区分 

昼間 夜間 

第 １ 種区域 60dB 55dB 

第 ２ 種区域 65dB 60dB 

※ 地域の類型 

第１種区域：第１種低層住居専用地域・第２種低層住居専用地域・第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域・第１種住居地域・第２種住居地域・準住居地域 

第２種区域：近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域 

※ 時間の区分 

昼間  ：午前７時～午後７時 夜間  ：午後７時～翌日午前７時 
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(5) 悪臭 

悪臭に係る環境保全目標値は「悪臭防止法」及び「平成 24年徳島市告示 65号」において

定められている法規制基準値に準ずる。 

 

表 8-5 「悪臭防止法」及び「平成 24年徳島市告示 65号」において 

定められている法規制基準値 

特定悪臭物質の種類 
環境保全目標値 

敷地境界線（ppm） 排出口基準 

アンモニア 1.5 悪臭物質(メチルメル

カプタン、硫化メチル、

二硫化メチル、アセト

アルデヒド、スチレン、

プロピオン酸、ノルマ

ル酪酸、ノルマル吉草

酸及びイソ吉草酸を除

く。)の種類に応じ、規

制基準値を基礎とし

て、次式により算出し

て得た流量とする。 

 

q=0.108×He2・Cm 

 

q: 悪 臭 物 質 の 流 量

(Nm3/時) 

He:補正された排出口

の高さ(m) 

Cm:敷地境界における

規制基準(ppm) 

※Heが5m未満の場合はこ

の式は適用しない。 

メチルメルカプタン 0.003 

硫化水素 0.05 

硫化メチル 0.03 

二硫化メチル 0.009 

トリメチルアミン 0.005 

アセトアルデヒド 0.05 

プロピオンアルデヒド 0.05 

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 

イソブチルアルデヒド 0.02 

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 

イソバレルアルデヒド 0.003 

イソブタノール 0.9 

酢酸エチル 3 

メチルイソブチルケトン 1 

トルエン 10 

スチレン 0.4 

キシレン 1 

プロピオン酸 0.03 

ノルマル酪酸 0.001 

ノルマル吉草酸 0.0009 

イソ吉草酸 0.001 

  

特定悪臭物質の種類 排水量 
排出水中の規制基準

(mg/L) 

メチルメルカプタン 

0.001m3/秒以下の場合 0.05 

0.001m3/秒～0.1m3/秒 0.01 

0.1m3/秒を超える場合 0.002 

硫化水素 

0.001m3/秒以下の場合 0.3 

0.001m3/秒～0.1m3/秒 0.06 

0.1m3/秒を超える場合 0.01 

硫化メチル 

0.001m3/秒以下の場合 1 

0.001m3/秒～0.1m3/秒 0.2 

0.1m3/秒を超える場合 0.04 

二硫化メチル 

0.001m3/秒以下の場合 0.6 

0.001m3/秒～0.1m3/秒 0.1 

0.1m3/秒を超える場合 0.03 
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第9 施設整備計画 

 

1 熱回収施設の炉数及び稼働時間 

(1) 炉数の選定 

ア 熱回収施設の炉数 

新施設の施設規模は 396ｔ/日であることから、新施設の同等規模において実績の多い「2

炉」と「3炉」の比較を行った結果、3炉を選択した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 稼働時間の選定 

「ごみ処理施設整備の計画・設計要領」によると、連続運転、間欠運転は以下のとおり定

義されている。 

 

○連続運転式ごみ焼却施設とは、「１日 24時間連続稼働するごみ焼却施設」をいう。 

○間欠運転式ごみ焼却施設※とは、「１日 24時間連続稼働しないごみ焼却施設」をいう。 

※間欠運転式ごみ焼却施設はさらに、准連続運転式（１日 16 時間運転）と機械化バッチ式（１日８時間運転）

とに区分される 

 

 

立上げ、立下げ時に、低温燃焼による未燃ガスの発生、ダイオキシン類の生成等が懸念さ

れることから、施設の稼働時間に応じた対策が必要と考えられる。 

よって、新施設の稼働時間はダイオキシン類の発生をできるだけ抑制するため、１日 24

時間の連続稼働とする。 

 

【炉数の選択理由】 

■ 安定稼働の持続性 

・３炉の方が、将来のごみ量が減少したときや、焼却炉にトラブルが生じた場合の対応及び操炉

計画が柔軟に出来る。 

・２炉の場合、本圏域では、新施設稼動後、他に代替施設がないことから、１炉停止時（定期

補修等）に、２炉目にトラブル等があった際に処理不能の事態に陥る恐れがある。 

新施設の熱回収施設の炉数は 

３ 炉 
を選択した。 
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2 処理システムの検討 

 

(1) 燃焼ガス冷却設備の選定 

燃焼ガス冷却設備は、ごみの燃焼によって生じた高温の燃焼ガスを適正な温度に降下させ

るための設備である。 

主な冷却方式としては、廃熱ボイラ方式と水噴射式がある。現在では、ごみの焼却熱を有

効に回収・利用するために廃熱ボイラが設置されている例が殆どである。 

新施設においては、施設整備基本方針にも示すとおり、サーマルリサイクルを積極的に行

うため、廃熱ボイラ式を採用する。 

具体的な設備方式は、今後詳細設定するごみ質やエネルギー回収率、他設備等との関連に

応じて最適な方式を事業者の提案により設定するものとする。 

 

(2) 排ガス処理方式の選定 

排ガス処理設備は、燃焼によって発生する高温ガス中に含まれるばいじん、硫黄酸化物、

塩化水素、窒素酸化物、ダイオキシン類、水銀及びその他有害物質を、公害防止基準値まで

除去するために設ける設備であり、減温塔（必要に応じて）、各種除去設備、ろ過式集じん

器等で構成される。なお、除去設備は、乾式法と湿式法に大分され、乾式法は反応生成物が

乾燥状態で排出され、湿式法は水溶液にて排出されるものをいう。 

新施設は有害物質の排出が「第 8環境保全目標値の検討」で定める環境保全目標値を遵守

して運転管理を行うものとし、今後最適な方式を事業者の提案により設定するものとする。 

 

(3) 煙突 

煙突の高さについて 59ｍと 80ｍの２案で比較検討を行った結果、59ｍの方が経済性や景

観面で優位だが、80ｍの方が大気質に関してより一層の環境負荷の軽減に努めることができ

る。（いずれの案も環境基準は満足する。）本計画においては、環境への配慮を最重視するこ

とで住民がより安心できる施設となるよう煙突高さは 80ｍを選択した。 

景観については、周辺景観に調和したデザインの採用や色彩の工夫等を行うことで、その

保全等に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

  

新施設の煙突の高さは 

80 ｍ 
を選択した。 
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(4) 飛灰処理方式の選定 

飛灰処理設備は、「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法と

して厚生大臣が定める方法」により、集じん器で捕集したばいじん、排ガス冷却設備等の落

じん灰及び空気予熱器等で捕集したダストの中に存在する重金属類等を処理し、安定化、不

溶化、無害化処理する設備である。 

飛灰の処理方式としては、溶融固化方式、焼成処理方式、セメント固化方式、薬剤処理方

式及び酸その他の溶媒による安定化方式がある。 

新施設の飛灰処理方式は、焼却残渣の資源化を考慮し、今後最適な方式を事業者の提案に

より設定するものとする。 

 

(5) 給水設備 

給水設備は、水道局が整備する上水道と地下水の利用が想定されるが、いずれを採用する

かについては今後検討する。 

 

(6) 排水処理方式の選定 

排水処理設備は、各設備等から排出される排水を処理するものである。ごみ処理施設から

の排水には「プラント排水」、「生活排水」及び「雨水」がある。 

新施設から発生するプラント排水（洗車排水含む）は再利用し、無放流とする。なお、再

利用するために行う処理の方式については、今後他設備等との関係に応じ、最適な方式を事

業者の提案により設定するものとする。 

生活排水は合併処理浄化槽で処理後、公共用水域へ放流する。放流に際しては、「第 8 環

境保全目標値の検討」に示す環境保全目標値を遵守するものとする。 

雨水については、公共用水域へ放流するが、一部は場内利用を検討する。 

新施設で想定される排水処理フローを図 9-1に示す。 

 

 

図 9-1 新施設で想定される排水処理フロー 
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3 臭気対策 

新施設で採用する臭気対策は、対象とする臭気発生源に応じて、最適な対策を事業者提案によ

り設定するものとする。 

 

4 その他の環境対策（騒音・振動） 

新施設で採用するその他の環境対策は、対象とする騒音・振動源に応じて、最適な対策を事業

者提案により設定するものとする。 

 

5 焼却残渣の処分 

新施設の焼却残渣（主灰、飛灰）の資源化方式としては、セメント原料化することを想定して

いるが、今後の市場・技術動向を鑑み、資源化事業開始時期の検討と合わせて今後の検討とする。 

 

6 余熱利用計画 

 

(1) 新施設における余熱利用 

新施設での余熱利用は、発電を基本とするが、地元の要望等も踏まえ今後検討を進める。 

なお、環境省の循環型社会形成推進交付金を受けるため、エネルギー回収率 20.5％以上（交

付率 1/2交付要件、施設規模 300ｔ/日超、450ｔ/日以下の場合）とする。 

 

(2) 利用可能熱量 

新施設のごみ焼却による利用可能熱量は、ごみ焼却による発生熱量 151,107 MJ/h のうち

場内顕熱（循環熱）分 15％を除いた熱量となる。よって新施設の利用可能熱量は、128,441 

MJ/h（基準ごみ時）と試算される。 

 

(3) 想定発電量 

新施設の想定発電量は、運転計画シミュレーションにより試算した結果、47,510,400kWh/

年となる。 
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7 土木・建築計画 

 

新施設は、熱回収施設及びリサイクルセンターのほか、その他必要施設（環境学習棟、計量棟、

洗車場、車庫棟、倉庫、駐車場、災害廃棄物置き場）、構内道路及び緑地等から構成する。 

 

(1) 熱回収施設及びリサイクルセンター 

熱回収施設とリサイクルセンターは別棟とする。 

また、各施設にはプラントエリアとは別に見学者動線を設けるものとし、見学者がプラン

トの主要機器を快適で安全に見学できる設備・配置とする。 

建築構造は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造またはそれらの複合

構造を基本とし、ごみピット、粗大ごみ破砕機室等は鉄筋コンクリート造とする。 

建物の外観デザインや彩色は、景観に十分配慮したものとし、周辺環境と調和した施設と

する。 

 

(2) その他必要施設 

ア 環境学習棟 

環境学習棟は、環境啓発機能として展示エリアや多目的室等を設けるものとする。また、

管理機能として事務所や会議室等を含むものとする。 

 

イ 計量棟 

計量棟は、計量機 3基（入口 2 基、出口 1基）とする。また受付・計量スペースを確保

する。入方向では計量機前に 10台程度の待機スペースを設ける。 

 

ウ 洗車場・車庫棟・倉庫等 

洗車場、車庫棟については、作業用車両 3 台分程度を想定して設置する。倉庫は敷地内

に適宜設ける。 

 

エ 駐車場 

以下のような用途の駐車スペースを確保する。 

・職員・作業員用 

・一般来客用・団体来客用（普通車及び大型バス想定） 

・車椅子使用者用 

 

オ 災害廃棄物置き場 

災害廃棄物置き場として利用可能なスペースを 5,000 ㎡以上確保を目指す。ただし、屋

根、壁等の工作物は不要とする。 

 

(3) 構内道路 

構内道路については、交差箇所を減らし、構内での衝突事故を減らすため、可能な範囲で

一方通行とする。構内道路幅については、大型車の通行や停車車両があっても避けて通行す

ることが容易となるよう 10ｍ以上の幅員を確保するものとする。 
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(4) 緑地面積 

敷地外周及び緩衝部等には植栽を行うものとし、緑地面積は、敷地面積の 5％以上とし、

事業者の提案により可能な限り確保するものとする。 

 

(5) 造成計画 

建設用地については、建設最有力候補地である徳島市飯谷町の採石場に新施設建設用地を

確保することを前提とする。 

用地については、前項での検討より、新施設建設に必要な概ね 4ha程度の平地を造成する。 

 

ア 造成面積等 

新施設建設にかかる用地面積、開発面積及び調整池は以下のとおりである。 

○用 地 面 積 ：約 117,000㎡ 

○開 発 面 積 ：約  72,000㎡ 

○平 地 面 積 ：約  42,000㎡ 

○調整池面積 ：約   1,500㎡ 

 

イ 敷地造成方針 

 法面 

現状の平地だけでは建設に必要な面積を確保できないため、法面の掘削を行う。 

掘削、盛土により、平地の造成を行う。法面部分は張芝等、緑化に努める。 

 調整池の整備 

造成による改変部分の洪水調節機能を有する調整池を整備する。 

「防災調整池等技術基準(案)」、「徳島県林地開発許可基準」及び「徳島県開発許可の

手引き」により必要容量を算定し、容量約 3,200ｍ3（面積約 1,500ｍ2）の計画とする。 

詳細については、実施計画段階で再度検討を行う。 

 

8 施設配置・動線計画 

 

ア 施設配置 

前項の造成計画に対して、新施設の施設配置を図 9-2に示す。 

施設の配置にあたっては、車両動線（ごみ搬入車両、一般来客者等）に配慮する。 
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図 9-2 施設配置・動線計画図 

 

イ 動線計画 

 新施設内の想定交通 

本施設内動線に関連する車両及び人については以下の項目が想定される。 

【車両】 

・ごみ収集運搬車両 ・ごみ直接搬入車両（個人・事業者） 

・燃料・薬品・資材等の搬入車両 ・主灰・飛灰搬出車両 

・有価物・不燃残渣搬出車両 ・清掃・点検等の作業車両 

・職員・作業員の車両 ・一般来客・見学者等の車両 

【人】 

・職員・作業員 ・一般来客 

・見学者・見学団体 

 車両動線計画 

ごみ収集運搬車両及びごみ直接搬入車両は、敷地北西側入口より進入し、計量機で重

量を測定した後、対象となる施設へ時計回りの経路を通りながら搬入する。ごみを荷下ろ

しした後は、施設内で交錯しないよう入口と反対側から退出し、時計回りに進みながら、

計量機で再度重量を測定し、敷地西側出入口より退出を行う。 

燃料・薬品・資材等搬入車両や灰・残渣・有価物等の運搬車両についても、周回道路

を時計回りに進みつつ対象となる箇所へ進入し、必要な業務を実施後、退出を行うことと

なる。 

一般来客・見学者等の一般車両については、処理施設への進入車両入口とは別に駐車

場専用入口を設けることで、環境学習棟前の駐車場への直接出入りをする経路とする。
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9 環境啓発・学習機能 

(1) 新施設における環境啓発・学習機能 

ごみ処理施設における環境啓発・学習機能は、子どもから大人まで広く環境や資源循環、

リサイクルに対し興味・関心を持ってもらい、それらについて学びの場となるよう、情報発

信や交流、体験の機会を創出するものである。 

新施設において導入する環境啓発・学習機能は、図 9-3のように６つのカテゴリーに分類

し、それぞれのメニューを組み合わせることにより、魅力ある環境学習や市民のリサイクル

活動等の拠点となる施設を目指す。 

この中でも特に、「環境体験型施設」、「リサイクル工房」、「修理工房」の機能を重視でき

るように整備を進める計画とする。 

なお、環境啓発・学習機能のための居室や空間等は、災害発生時には防災拠点として活用

することを想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-3 環境啓発・学習機能の区分 
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10 防災対策 

(1) 新施設における防災対策 

新施設の防災機能としては、南海トラフ巨大地震をはじめとする地震や風水害等の災害に

備え、立地上想定される施設周辺の土砂災害、急傾斜地崩壊及び土石流災害に十分な対策を

講じたうえで、「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」（建設大臣官房官庁営繕部監修）

等、国の基準を参考に建物の耐震性能を高めるとともに、プラント機器、付帯設備及び小配

管に至るまで耐震強化を十分に図る。また、災害発生時には、必要な水・燃料・薬剤等を確

保しておくことにより、電気・水道のライフラインが停止した場合にも早期に復旧し速やか

に災害廃棄物の処理が可能となる施設とする。 

また、新施設は、「徳島市地域防災計画」との整合を図りながら、地域の防災拠点となる

ような機能を確保する。なお、防災拠点機能においては、電力会社等外部の停電発生時にも、

電力を自給できるなど新施設の機能を最大限に発揮する。 

特に、「避難拠点」及び「救援物資の集積拠点」の機能を新施設の目玉として今後具体的

な内容を検討する。 

なお、防災拠点機能は、災害発生時には防災拠点として運用し、平常時は環境啓発・学習

機能のために活用することを想定する。 
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第10 事業計画の検討 

 

1 事業方式 

事業方式には、「公設公営」、「公設＋長期包括委託」、「ＤＢＯ」及び「ＰＦＩ」等があるが、

新施設における事業方式については、今後検討するものとする。 

 

2 概算事業費・財政計画 

(1) 建設費 

新施設の建設にかかる概算事業費は、熱回収施設は約 322億円、リサイクルセンターは約

94億円、合計で約 416億円となる見込みであり、国からの交付金及び交付税措置などを勘案

した関係自治体における実質負担額は約 172億円となる見込みである。 

造成や搬入出ルート整備等の関連工事を含めた事業費は、約 445億円となる見込みである。

ただし、当該事業費には、用地取得、電力・水道引込み工事及び周辺環境整備等の費用は含

んでいない。 

 

表 10-1 新施設の建設費 

（単位：億円(10％税込み)） 

項  目 概算事業費 備考 

建
設
費 

建
設
工
事 

1 熱回収施設 321.6  

2 リサイクルセンター 94.1  

小 計 415.7  

 うち関係自治体負担額 172.0  

関連 
工事 

3 造成 15.4  

4 搬入出ルート整備 13.5  

① 合 計 444.6  

  ② うち関係自治体負担額計 200.9  

 

(2) 維持管理費 

新施設の維持管理にかかる概算事業費は、年間約 12.4 億円となり、20 年間合計で約 248

億円となる見込みである。 

 

表 10-2 新施設の維持管理費 

（単位：億円(10％税込み)） 

項  目 概算事業費 備考 

維
持
管
理
費 

1 ユーティリティ（水・電力等） 0.7 年あたり 

2 薬剤 1.7  〃 

3 点検補修費 5.8  〃 

4 人件費 4.2  〃 

合 計 12.4  〃 

③ 20年合計 248.0 20 年 
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(3) 売電収入 

新施設の売電収入は、年間約 4.4 億円となり、20 年間合計で約 88 億円となる見込みであ

る。 

 

表 10-3 新施設の売電収入費 

（単位：億円(10％税込み)） 

項  目 概算事業費 備考 

売
電
収
入 

1 熱回収施設 4.4 年あたり 

合 計 4.4  〃 

④ 20年合計 88.0 20 年 

 

(4) 概算事業費まとめ 

熱回収施設、リサイクルセンターの建設、維持管理にかかる概算事業費をまとめると表 

10-4 のとおりであり、関係自治体における 20 年間のトータルコストは約 361 億円となる見

込みである。 

 

表 10-4 新施設の概算事業費まとめ 

（単位：億円(10％税込み)） 

項  目 概算事業費 備考 

計 

建設費 444.6 ① 

 うち関係自治体負担額計 200.9 ② 

維持管理費 248.0 ③ 

売電収入 88.0 ④ 

事業費計 604.6 ①＋③－④ 

 うち関係自治体負担額計 360.9 ②＋③－④ 
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3 整備スケジュール 

新施設整備に係る全体事業スケジュールを表 10-5に示す。 

 

表 10-5 新施設整備に係る全体事業スケジュール 

項  目 

１ 

年 

目 

２ 

年 

目 

３ 

年 

目 

４ 

年 

目 

５ 

年 

目 

６ 

年 

目 

７ 

年 

目 

８ 

年 

目 

９ 

年 

目 

10 

年 

目 

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

施設整備基本計画 
          

環境影響評価 

配慮書 

方法書 

現地調査 

準備書・評価書 

事後調査 

          

循環型社会形成推進

地域計画 

          

施設整備実施計画 

（基本設計） 

          

用地測量 
          

地形測量・地質調査 
          

造成設計 
          

事業者選定 
          

都市計画決定手続き 
          

造成工事 
          

施設建設工事 

実施設計 

建設工事 

          

設計・施工監理 
          

 

 

 

     設計・測量等 

     建設工事 


