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第３章 処理方式の検討 

 

３.１ 熱回収施設における処理方式の整理・検討 

（１）処理方式の概要 

一般廃棄物のうち、可燃ごみを対象としたごみ処理技術を下表に整理した。多様なごみが混ざっ

た「可燃ごみ」には、熱処理方式（焼却方式、ガス化溶融方式）によって対応することが有効である。

原燃料化処理は、ごみ量の少ない施設では導入可能であるが、本施設のように 100t/日を超える施設

には向かない。また、不具合発生時の代替施設がある場合は導入可能であるが、本施設のように広域

で 1つの施設には向かない。近年は、炭化方式、亜臨界水処理方式などの技術も開発されているが、

炭化方式や亜臨界水処理方式は、まだ一般廃棄物に対する実績は少ない。 

基本構想では「ストーカ式焼却方式」、「ストーカ式焼却＋灰溶融方式」および「ガス化溶融方式」

を対象として検討した。ただし、当時は灰溶融機能を備えていることが補助金交付の要件となって

いたため「焼却方式＋灰溶融」が増加傾向であったが、平成 15年に国はその要件を緩和し、最終処

分場の残余年数が確保されている場合などは溶融施設を付設せずとも補助金の対象となることとな

ったため、焼却方式では灰溶融設備の併設は減少傾向にあり、溶融を行う場合はガス化溶融方式が

採用されることがほとんどである。よって、「ストーカ式焼却＋灰溶融方式」は新ごみ処理施設の処

理方式から除外する。また、平成 20年度以降「流動床式焼却方式」の新設の事例もあることから追

加することとし、「ガス化溶融方式」は「シャフト式」と「流動床式」の 2方式に分けることとする。 

以上より、本計画では「ストーカ式焼却方式」「流動床式焼却方式」「シャフト式ガス化溶融方式」

「流動床式ガス化溶融方式」を対象とし、選定を行う。 

 

表  可燃ごみ処理方式の特徴 

処理方式 種類(形式) 原理・特徴 回収エネルギー 主な生成物 主な残渣 

可
燃
ご
み
処
理 

熱
処
理 

焼却 
ストーカ式 ・ ごみを850℃以上の高温に加熱し、水分を

蒸発させ、可燃分を焼却する。 
燃焼熱 

(発電等) 
 

主灰 

飛灰 流動床式 

ガス化 

溶融 

シャフト式 
・ ごみをコークスと石灰石と共に投入し、約

1,800℃で熱分解および溶融する。 

燃焼熱 

(発電等) 

スラグ 

メタル 
飛灰 

流動床式 

・ 流動床を低酸素雰囲気で500～600℃の温

度で運転し、廃棄物を部分燃焼させ、部分

燃焼で得られた熱を受けた廃棄物が熱分

解し、発生する可燃性ガスの燃焼熱によ

り、約1,300℃でごみを溶融する。 

原
燃
料
化
処
理 

炭化 
・ ごみを400℃～500℃程度で間接加熱し、炭

分、灰分、不燃分、可燃性ガスに分解する。 
 

可燃性ガス 

炭化物 

メタル 

飛灰 

亜臨界水処理 

・ 50℃～300℃の高温・高圧水で、種々の物

質を溶かすことができる亜臨界水により、

ごみを加水分解する。 

 
バイオ燃料 

有機肥料 
 

RDF(固形燃料化） 

・ ごみを粉砕・乾燥・成型固化等の加工を

行うことにより固形燃料化する。 

・ 生成した固形燃料を利用する施設が必要

となる。 

 固形燃料 
メタル 

飛灰 

高速堆肥化 

メタン醗酵等 

・ 生ごみを堆肥化、メタン醗酵させること

により、堆肥としての利用、メタンガス

を用いた発電等を行う。 

・ 生ごみ以外の処理方式を検討する必要が

ある。 

 

可燃性ガス 

堆肥 

メタンガス 

消化液 

不適物 
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処理方式 ストーカ式焼却方式 

概要 • 「ストーカ」とは、火格子(ボイラーなどで石炭など固形燃料を燃焼させるときに燃焼

室の底部におく“すのこ”)に燃料を供給する装置のことである。ストーカ式焼却炉で

は、階段状に配置された火格子段が前後に駆動することで、上段の火格子段が、下段

の火格子にごみを供給するとともに、ごみが完全に燃焼するよう攪拌する役割を果た

している。 

• 焼却炉としての歴史は最も古く、昭和 38(1963)年大阪市において初の連続燃焼式スト

ーカ炉が整備された。それまでのごみ焼却炉は、固定火格子の小型焼却炉をいくつも

並べたものであり、燃焼設備は非効率的で焼却能力も小さく、投入装置や灰処理装置

も手動のため作業環境も悪く、工場周辺の住民は悪臭と黒煙、降灰に悩まされていた。 

• さらに昭和 40(1965)年に発電機付き連続燃焼式ストーカ炉が整備された後、大きく技

術開発が進み、昭和 55(1980)年頃には技術的に安定した。 

原理 • ストーカ式焼却方式は、階段状の火格子に

分かれた炉で燃焼させる方式である。ごみ

は、大きく分けて、乾燥・燃焼・後燃焼の

順に 3段階で効率よく完全燃焼される。な

お、機種によって火格子の段数や形状、傾

斜角度、駆動方式などは様々であるが、基

本的な機能は同じで、ごみを乾燥→燃焼→

後燃焼のプロセスがとれる構造となって

いる。 

• 燃焼温度は、約 800℃～950℃ 

• 補助燃料なしで処理できる低位発熱量は、

約 3,780kJ/kg 以上である。 

• 主灰発生量は、ごみあたり約 8%である。 

• キレートを含む搬出飛灰量は、ごみあたり

約 4%である。 

 

メリット • 金属等不燃物類は、一般的な都市ごみに混入する程度であれば特に問題ない。 

• 排ガス・排水・飛灰ともに、ダイオキシン類の公害防止条件を達成可能である。 

デメリット • 空気とごみとの接触面積が小さいため、燃焼のための空気比は 1.6～2.5 となる。燃焼

に必要な空気量の増加に伴い、排ガス量が多くなる。近年では、次世代型最新技術と

して 1.3～1.5程度の低空気比燃焼が可能となっている。 

※空気比：廃棄物を完全燃焼させるために理論上必要となる空気量(理論空気量)と、

実際に必要となる空気量の比。(必要空気量÷理論空気量) 

エネルギー

回収性 

【ごみ発電】 

• マス燃焼（長い時間をかけて燃焼が進行する）のため蒸気量の変動が少なく安定

的な発電が行える。 

  

  

排
ガ
ス
処
理

廃棄物

燃焼

後燃焼

灰

乾燥

空気

空気

空気

空
気

空
気

 

約 800℃～950℃ 
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処理方式 流動床式焼却方式 

概要 • 元々は下水汚泥などの処理施設として実績があったが、昭和 50(1975)年頃からごみ処

理分野にも導入された。立ち上げ・立ち下げが早いこと、主灰の見た目の性状がきれ

いなことから、昭和 55(1980)年頃以降、ほぼ 20～30%のシェアを確保してきた。 

• 燃焼が瞬時に行われるために、ごみの性状によっては燃焼状態の安定性に欠ける面があ

り、ダイオキシン類問題が注目されるようになってからは新規整備が大きく減少した。 

• 近年は、技術開発が進み、最新の排ガス処理設備を備えた流動床式焼却施設も新たに

整備されているが、実績件数としてはまだ少ない。 

原理 • 流動床式では、炉内に流動媒体(流動

砂)が入っており、この砂を 650～800℃

の高温に暖め、この砂を風圧（約 15～

25kPa）により流動化させる。ごみを破

砕した上で投入し、高温の流動砂に接

触させることによって、ごみは短時間

で燃焼される。汚泥焼却にもよく使用

されている。 

• 燃焼温度は、約 800℃～1,000℃ 

• 補助燃料なしで処理できる低位発熱量

は、約 3,780kJ/kg 以上である。 

• 主灰発生量は、ごみあたり約 3%である。 

• キレートを含む搬出飛灰量は、ごみあ

たり約 9%である。 

 

 

メリット • 炉内に可動部がない。 

• 起動時間・停止時間が短い。 

• 空気とごみとの接触面積が大きく燃焼効率が高いので、燃焼のための空気比が 1.5～

2.0程度で運転可能となる。近年では、次世代型最新技術として 1.3～1.5程度の低空

気比燃焼が可能となっている。 

• プラスチックは、湿ベースで上限約 50%まで混入可能。(流動砂によりプラスチックが

分散され燃焼するため。) 

• 排ガス・排水・飛灰ともに、ダイオキシン類の公害防止条件を達成可能。 

デメリット • 捕集灰が多く、集じん機の負担が大きい。 

• 破砕機により、ごみサイズを約 10～30cm以下にする必要がある。 

• プラスチックが多くなりすぎる場合は、プラスチックが固まりとなって、流動阻害が

起こる恐れもあるため、要検討。 

• 金属等不燃物類について、炉底部より不燃物と同時に抜きだす流動媒体(砂)は、不燃

物の量の 10～20倍位で設計するので、不燃物が多くなると抜きだしにくくなる。その

他、砂分級機の能力の低下、流動砂の循環量の増加による熱損失の増加が考えられる。 

エネルギー

回収性 

【ごみ発電】 

• 瞬時燃焼のため蒸気量の変動があり、発電が安定しない可能性がある。 
  

 

排
ガ
ス
処
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砂
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約 800℃ 

～1000℃ 
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処理方式 シャフト式ガス化溶融方式 

概要 
※流動床式ガス

化溶融と同じ 

• 平成 5(1993)年頃から整備され始め、平成 9(1997)年頃から増加した。ダイオキシン類

対策に優れていること、スラグの再生利用による最終処分量の低減などの利点が期待

され、「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止ガイドライン」（平成 9年 1月）制定

前後から多くのメーカが技術開発に取り組み始め、多くの自治体で導入された。 

• 平成 17(2005)年までは灰溶融機能を備えていることが補助金交付の要件となってい

たため、ガス化溶融方式も増加傾向であったが、現在はその要件がなくなっているた

め、減少傾向である。 

原理 • シャフト式ガス化溶融方式は、製鉄業

の高炉の原理を応用し、ごみをコーク

スと石灰石と共に投入し、炉内で熱分

解および溶融する処理方式である。竪

型シャフト炉内は乾燥帯、熱分解帯、

燃焼・溶融帯に分かれ、乾燥帯で廃棄

物中の水分が蒸発し、廃棄物の温度が

上昇するにしたがい熱分解が起こり、

可燃性ガスが発生する。可燃性ガスは、

炉頂部から排出されて燃焼室で二次燃

焼される。熱分解残さの灰分等はコー

クスが形成する燃焼・溶融帯に下降し、

羽口から供給される純酸素により燃焼

して溶融する。最後に炉底より、スラ

グとメタルが排出される。 

※コークス式のほか、高濃度の酸素を

用いる酸素方式、プラズマを用いるプ

ラズマ方式がある。 

• 溶融温度は、約 1,800℃ 

• スラグ発生量は、ごみあたり約 9%である。 

• メタル発生量は、ごみあたり約 1.3%である。 

• キレートを含む搬出飛灰量は、ごみあたり約 4%である。 

メリット • 金属・不燃分・灰分のメタル化およびスラグ化によって、最終処分量を小さくできる。 

• 排ガス量は、低空気比運転が可能なことから従来型焼却技術に比べ、少ない。(空気比

1.3程度) 

• 廃プラスチック類・金属等不燃物類・汚泥類等、全て処理可能。 

• 排ガス・排水・飛灰ともに、ダイオキシン類の公害防止条件を達成可能であり、特に

ダイオキシン類対策に優れている。 

デメリット • 常に補助燃料としてコークス等の投入を要するため、燃料費が嵩み、CO2排出量も多く

なる。 

• 溶融飛灰には重金属が濃縮される。 

エネルギー

回収性 

【ごみ発電】 

• コークスを使用する場合、ごみ処理量当りの発電量は、他の方式に比べ高い。 

  

約 1800℃ 
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処理方式 流動床式ガス化溶融方式 

概要 
※シャフト式ガ

ス化溶融と同じ 

• 平成 5(1993)年頃から整備され始め、平成 9(1997)年頃から増加した。ダイオキシン類

対策に優れていること、スラグの再生利用による最終処分量の低減などの利点が期待

され、「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止ガイドライン」（平成 9年 1月）が制

定前後から多くのメーカが技術開発に取り組み始め、多くの自治体で導入された。 

• 平成 17(2005)年までは灰溶融機能を備えていることが補助金交付の要件となってい

たため、ガス化溶融方式も増加傾向であったが、現在はその要件がなくなっているた

め、減少傾向である。 

原理 • 流動床式ガス化溶融方式は、流動床を低

酸素雰囲気で 500～600℃の温度で運転

し、廃棄物を部分燃焼させ、さらに、部

分燃焼で得られた熱を受けた廃棄物が

熱分解し、発生する可燃性ガスを燃焼さ

せる熱で、ごみを溶融する技術である。 

大部分の可燃性のガスと未燃固形物

等は、溶融炉に送られる。溶融炉では、

可燃性ガスと未燃固形物を高温燃焼さ

せ、灰分を溶融しスラグ化する。 

このシステムの特徴は、流動床内の直

接加熱により、熱分解に必要な熱を供給

するため、加熱用の空気が別途生成され

る必要がないことである。 

• 溶融温度は、約 1,300℃ 

• スラグ発生量は、ごみあたり約 3%である。 

• メタル発生量は、ごみあたり約 0.5%である。 

• キレートを含む搬出飛灰量は、ごみあたり約 4%である。 

• 自己熱での溶融可能限界は、7,100kJ～7,600kJ 程度とされるが、実際の稼働状況では、

約 9,200kJ 程度。 

メリット • 廃プラスチック類・汚泥類等、処理可能。 

• 灰分のスラグ化によって、最終処分量を小さくできる。 

• 流動床において廃棄物中の不燃物や金属を分離排出することができる。 

• 流動床内の直接加熱により熱分解に必要な熱を供給するため、加熱用の空気の生成が

不要である。 

• 排ガス量は、低空気比運転が可能なことから従来型焼却技術に比べ、少ない。(空気比

1.3程度) 

• 排ガス・排水・飛灰ともに、ダイオキシン類の公害防止条件を達成可能であり、特に

ダイオキシン類対策に優れている。 

デメリット • ごみの自己熱での溶融が困難な場合、補助燃料として灯油等の投入を要するため、燃

料費が嵩み、CO2排出量も多くなる。 

エネルギー

回収性 

【ごみ発電】 

• ごみ処理量当りの発電量は、コークスを使用するシャフト式に比べ小さいが、飛

散ロスが少ないこと、排ガス量が少ないことから、自己消費電力は少ないため、

総合的なエネルギー効率はよい。 

 

  

約 1300℃ 
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（参考）灰資源化技術 

主灰、飛灰、溶融飛灰の資源化処理技術としては、セメント資源化、焼成、溶融、山元還元がある。

本計画においては、大阪湾フェニックスへの埋立処分を前提として計画するが、参考として、各灰資

源化技術の概要を以下に示す。 

 

表  灰の処理方法の分類 

処理方式 回収資源 
処理対象 

主灰 飛灰 溶融飛灰 

セメント 

資源化 

普通ポルトランドセメントの原料 ○ △ △ 

エコセメント化 ○ ○ ○ 

焼成 人工砂 ○ ○ △ 

溶融 溶融スラグ、溶融メタル ○ ○ △ 

山元還元 重金属回収 ─ △ ○ 

※処理対象の受入条件は、民間事業者によって異なる。 

 

処理方式 普通ポルトランドセメント原料化 

概要 • 普通ポルトランドセメントの原料として、焼却施設からの主灰及び飛灰を活用する。 

• 主灰は異物除去、飛灰は塩素除去の前処理を行った上で、セメント原料の一部として

使用する。 

原理 【太平洋セメント㈱熊谷工場の例】 

◆灰水洗技術 

• 主灰処理：主灰に含まれる金属や異物を大塊除去装置、磁力選別機、ふるい装置など

を用いて除去する。 

• 飛灰処理：飛灰に含まれる塩素を水洗により脱塩する。なお、飛灰中のダイオキシン

類は、セメント製造プロセスの高温焼成工程（1,450℃）で安全に分解処理される。 

◆塩素バイパス技術 

• セメント製造プロセスから塩素を取り除く技術。セメント（最終製品）中の塩素が過

剰とならないように、原燃料中の塩素量を管理し、セメント製造プロセスから塩素を

抽気しバイパスする。 

メリット • セメント製品は JIS 規格品であり、一般土木資材として既存の流通ルートでの販路が

確保できる。 

デメリット • 主灰・飛灰の受入を行っているセメント工場があることが前提になる。 

• 主灰・飛灰の受入量は、セメント原料中の３％程度が上限となる。 

• 飛灰・溶融飛灰単独の受入は困難である。 

事例 太平洋セメント㈱（熊谷工場、藤原工場、大分工場） 

山口エコテック㈱（宇部興産宇部工場、トクヤマ徳山製造所） 

住友大阪セメント㈱（赤穂工場） 

出典：「民間施設を活用したごみ焼却灰のリサイクルに関する調査研究報告書（その２）

（平成 22年 4月）」（財団法人クリーンジャパンセンター） 
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処理方式 エコセメント化 

概要 • 主灰がセメント製造に必要な成分を多く含んでいることに着目し、これを原料として

利用するために開発した新しいタイプのセメントである。三酸化硫黄や塩化物イオン

が多いなど、普通ポルトランドセメントとは成分・性質が異なる。 

• エコセメント１ｔを製造するのに、灰や廃棄物を 500kg 以上（乾燥ベース）使用する。 

• エコセメントに関する JIS製品としてエコセメント（JIS  R  5214）、レディーミクス

トコンクリート（JIS  A  5308）、プレキャストコンクリート製品（JIS  A  5364）が

ある。 

原理 【東京たまエコセメント化施設の例】 

(1)受入工程 

湿灰はダンプトラックで受入ピットに投入、乾燥灰は圧送式ローリ車で受入タンクに

圧送する。 

(2)前処理工程 

湿灰は乾燥、

鉄・アルミ類を

回収後、粉砕す

る。乾燥灰に副

資材（石灰石、

鉄）を加えて調

合、エコセメン

ト原料とする。 

(3)焼成･仕上工程 

エコセメント

原料を焼成炉

（ロータリー

キルン）で焼成

し、クリンカを

製造する。これ

を冷却後に粉砕し、添加材（石膏等）を加え、エコセメントとする。 

(4)排ガス処理・重金属回収工程 

排ガスは、冷却塔、サイクロン、バグフィルタ、活性コークス塔、触媒脱硝塔等により

処理する。また、飛灰を酸・アルカリにより抽出処理し、銅、亜鉛、鉛等の重金属類を

分離回収する。 

メリット • 主灰、飛灰、溶融飛灰ともに処理可能である。 

• 焼成工程に伴う飛灰から銅、亜鉛、鉛などを回収できる。 

• 施設規模が大きく、大都市など大量の焼却残さが集中して発生する地域に適する。 

デメリット • ある程度の施設規模が必要であり、地方都市や農村部などの少量需要には適さない。 

事例 東京たま広域資源循環組合 

東京たまエコセメント化施設：処理能力 330t/日（生産能力 520t/日） 

  

排ガス処理・重金属回収工程 

受入工程 前処理工程 

焼成・仕上げ工程 

1,350℃以上 

【エコセメント製造フロ
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処理方式 焼成 

概要 • 焼却残さを 1,000℃～1,100℃の温度で焼成（固体粉末の集合体を融点よりも低い温度

で加熱すると、粉末が固まって緻密な物体になる現象）することで、重金属類を揮散

させ、ダイオキシン類を分解し、土木資材（人工砂等）を製造する。 

• 人工砂は国土交通省の NETIS への登録や公的機関での認証を受けている。 

原理 【㈱埼玉ヤマゼンの例】 

• 焼却残さに不溶化剤を約 10％混合し、ロータリーキルン内で 1,000℃～1,100℃で焼成

する。 

• 焼成工程において重金属類を選択的にガス側（二次燃焼室）に揮散させ、中和、吸着、

集じんを行う。また、ダイオキシン類を分解する。 

• 焼成後の焼成物を冷却後粉砕し、水、セメント、安定剤を加えて造粒し、人工砂を製

造する。 

 
 

メリット • 溶融に比べて必要エネルギーが安く安価である。（プラズマ方式に比べ、建設費で約

70％、維持管理費で約 60％程度といわれている。） 

• CO２排出量も溶融に比べて低減できる。 

• 製造する資材（人工砂）は、用途範囲が広く、市場性があるとされている。 

デメリット • 焼成技術の認知度が低く、処理・リサイクルの安全性についても認知度が低い。 

事例 ㈱埼玉ヤマゼン（処理能力：90,000 トン／年） 

三重中央開発㈱（処理能力：84,000 トン／年） 

  

【人工砂製造フロー（㈱埼玉ヤマゼンの例）】 
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処理方式 溶融 

概要 • 1,200℃以上の高温条件下で焼却残さ中の有機物を燃焼・ガス化させ、無機物を溶融し

てスラグ・メタルを回収する。 

• 重金属は溶融飛灰に揮散させ、溶融スラグ中の重金属類の含有量を低下させる。 

• 溶融スラグは以下の JISが定められている。 

◆2006年 7月：（JIS  A  5032） 

「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化した道路用スラグ」 

◆2006年 7月：（JIS  A  5032） 

「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したｺﾝｸﾘｰﾄ用スラグ骨材」 

原理 【メルテック㈱の例】 

（1）受入 

搬入された焼却残さを攪拌混合し、溶融原料成分を均一化させる。 

（2）選別乾燥 

搬入された焼却残さから磁力選別及びふるいにより溶融不適物を除去し、その後乾

燥させる。 

（3）成型 

効率よく溶融するため粘結材を使用し、溶融

原料形状の均一化を図る目的で、卵型に固形

化（ブリケット）する。 

（4）混合調整 

溶融原料のブリケット、燃料のコークス、副資

材の石灰石等を必要な割合で混合し、溶融炉に

定量供給する。 

（5）溶融 

供給されたブリケットをコークスベッド上部

で乾燥・予熱し、高温帯で溶融させる。液化し

た溶融物は滴下し、炉外に連続出滓する。 

（6）徐冷 

出滓された溶融物は、鉄製の型枠（モールド）

に連続的に投入され、モールド内で溶融スラグと溶融メタルに分離させる。空冷で

時間をかけて冷却することで、底部に溶融メタル、上部に結晶化された溶融スラグ

が生成される。 

（7）破砕 

生成したスラグ及びメタルを破砕し、それぞれの製品として回収する。 

メリット • 民間で溶融処理を行うため、高度な運転技術やスラグの利用ノウハウが蓄積しやすい。 

• 高温で処理するため、無害化処理についての安心感がある。 

デメリット • 設備投資及び高温処理のため燃料コストがかかり、処理料金が割高となる。 

• 飛灰、溶融飛灰の搬入が制限される場合がある。 

事例 メルテック㈱ 

中部リサイクル㈱ 

  

【溶融炉（メルテック㈱の例）】 
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処理方式 山元還元 

概要 • 飛灰、溶融飛灰等に対して、水洗、酸抽出、アルカリ抽出等を行い、塩類の除去、銅、

亜鉛、鉛などの重金属成分を回収する。 

• 回収した重金属成分は、精錬所へリサイクル原料として販売する。 

原理 【光和精鉱㈱の例】･･･現在は受入を休止している 

（1）塩類の除去 

飛灰、溶融飛灰を水の入った抽出槽に投入し、水に溶けやすいアルカリ塩類を洗浄

し、フィルタープレスにて脱水ろ過する。 

（2）金属の回収①（酸抽出） 

脱水した残渣を、塩酸を用いて一定の pHで酸抽出処理を行い、残渣中に含まれてい

る亜鉛・鉛・銅などの金属成分を抽出する。 

このろ液を pH調整し、遠心分離機・フィルタープレス等の分離・回収工程を経て金

属成分を回収する。（精錬所へ販売） 

（3）炭素分の除去（流動床炉における焙焼） 

酸抽出後の残渣は、シリカ・アルミナ・炭素等を主成分としているが、0.数％程度

の金属成分が残留している。この残渣を流動床炉にて高温で炭素分を燃焼させ、製

鉄ダスト類と混焼（焙焼）する。 

（4）金属の回収②（塩化揮発ペレット法） 

焙焼後、塩化剤・鉄鉱石等を加え、製鉄用高炉ペレット原料として成分調整を行い

造粒する。これを、ロータリーキルンにて塩化揮発焼成（1,250℃）して高炉用ペレ

ットを製造する。併せて、亜鉛・鉛・銅を揮発させガス回収する。 

 

メリット • 金属類含有量の多いものほど受け入れられやすい。 

• 塩濃度の高い溶融飛灰であっても、確実に処理できる。 

デメリット • 金属類含有量の少ない主灰・飛灰については、精錬の効率が悪いため、不適である。 

• 受入先が遠方である場合もあり、出来るだけ濃縮して搬送することが望ましい。 

事例 光和精鉱㈱ 

三池精錬㈱ 

三菱マテリアル 

 

 

【飛灰資源化概念図（光和精鉱㈱の例）】 
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（２）処理方式の比較 

「ストーカ式焼却方式」、「流動床式焼却方式」、「シャフト式ガス化溶融方式」、「流動床式ガス化溶融方式」の 4方式について、新施設の理念・基本方針にしたがって評価を行った。 

 

 

 
 ストーカ式焼却方式 流動床式焼却方式 シャフト式ガス化溶融方式 流動床式ガス化溶融方式 

理念１： 

ごみの安全・安

心・安定的な処理

が確保できる施設 

ごみ質変動への対応 ◎ 緩やかな燃焼により対応可能。雑多なごみが混

じっていても処理が可能。 

△ 瞬時燃焼であるため、ごみ質や量によって、発

生する排ガスへの影響が大きい。ダイオキシン

類対策が必要となってから、現時点では新設の

実績が少ない。 

また、破砕(前処理)によりごみを 10～30cm に

する必要がある。 

特に泥状廃棄物の焼却に適している。 

◎ 可燃物だけでなく不燃物にも対応可能。 ○ 対応可能。ただし、瞬時燃焼であるため、ごみ

質には影響を受けやすい。 

 ごみ量変動への対応 ○ ごみピットおよび運転管理によって対応が可

能。（処理方式によって差はない。） 

○ 同左 ○ 同左 ○ 同左 

 事故・緊急停止時の安全性・危機管理 ◎ 緊急停止時には施設が安全に自動停止するシ

ステムを備えている。爆発を起こしうる可燃性

ガスの取り扱いもない。 

◎ 同左 ○ 焼却と同様、緊急時には安全に自動停止が可

能。ただし、長期停止をすると、炉内において

スラグ固化が起きる場合がある。 

○ 同左 

 維持管理性 ◎ 施設全体の機器の自動運転が可能であり、省力

化が可能。 

◎ 同左 ○ 焼却と同様、自動運転による省力化が可能。た

だし機器点数が多く、焼却と比べると設備が複

雑であるため、より高度な技術が必要となる。 

○ 同左 

理念２： 

環境への負荷の少

ない施設 

排ガス中の有害物質 ◎ 自動燃焼制御、有害物質除去装置、ろ過式集じ

ん器(バグフィルタ)等により、法規制値より厳

しい公害防止条件に対応可能。 

○ ダイオキシン類の排出抑制について、バグフィ

ルタ等により一定の対応は可能であるが、燃焼

制御については実績が少ないためリスクが大

きい。 

◎ ストーカ式焼却方式に同じ。 

 

◎ ストーカ式焼却方式に同じ。 

 

 排ガス量 ○ 排ガス量は、ガス化溶融と比べて同程度か少し

多い。(空気比 1.3～1.5程度） 

○ 排ガス量は、ガス化溶融と比べて同程度か少し

多い。(空気比 1.3～1.5程度） 

◎ 低空気比運転により排ガス量は少ない。(空気

比 1.3程度) 

◎ 低空気比運転により排ガス量は少ない。(空気

比 1.3程度) 

 排水・悪臭・騒音・振動 ◎ プラント排水については、施設内で循環利用

し、クローズド(無放流)とすることが可能。た

だし、発電効率の向上のためには循環利用をせ

ずに下水道放流を行うことが望ましい。 

悪臭については、稼働時はごみピットの悪臭空

気を燃焼空気として使用し、酸化脱臭した後、

煙突から放出するため対応可能。（休炉時は脱

臭装置にて対応。） 

騒音・振動については、低騒音機器の採用、独

立基礎、防音壁、サイレンサー等により対応可

能。 

◎ 同左 ○ 悪臭・騒音・振動については、焼却方式と同等

であるが、排水については、スラグ冷却のため

に水を使用することから排水処理量が大きく

なる。 

○ 同左 

 最終処分量の減量化 

 

△ 主灰・飛灰は処理量あたり約 12%である。（内訳

は、主灰が約 8%、キレートを含む搬出飛灰量が

約 4%である。） 

△ 主灰・飛灰は処理量あたり約 12%である。（内訳

は、主灰が約 3%、キレートを含む搬出飛灰量が

約 9%である。） 

○ キレートを含む搬出飛灰量は、処理量あたり約

4%である。 

 

○ キレートを含む搬出飛灰量は、処理量あたり約

4%である。 

理念３： 

資源循環・エネル

ギーの回収に優れ

た循環型社会基盤

施設 

エネルギー回収の有無 ◎ 蒸気、温水での熱回収が可能であり、また発電

も可能である。 

 

○ 蒸気、温水での熱回収が可能であり、また発電

も可能である。ただし、瞬時燃焼のため蒸気量

の変動があり、発電が安定しない可能性があ

る。 

△ 蒸気、温水での熱回収が可能であり、また発電

も可能である。ただし、大量の補助燃料(コーク

ス)が必要であり、エネルギー消費が大きい。 

△ 蒸気、温水での熱回収が可能であり、また発電

も可能である。ただし、補助燃料が必要である

場合は、エネルギー消費が大きくなる。 

 資源回収の有無 △ 回収できる資源物はない。 

 

△ 回収できる資源物はない。 

 

○ JIS 基準への適合が可能なスラグ・メタルを生

成する。 

○ JIS 基準への適合が可能なスラグ・メタル等が

生成される。 

 エネルギー・回収資源の利用先確保の容易

さ 

◎ 余熱利用設備の整備により、利用先確保は比較

的容易。 

 

◎ 同左 △ スラグは、路盤材やコンクリート骨材などの利

用が可能であるが、安定的な利用先の確保が必

要である。 

△ 同左 

 省エネルギー ◎ 処理量あたりの電気使用量は、ガス化溶融に比

べて小さい。 

◎ 同左 △ 処理量あたりの電気使用量は、焼却に比べて大

きい。 

△ 同左 
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 ストーカ式焼却方式 流動床式焼却方式 シャフト式ガス化溶融方式 流動床式ガス化溶融方式 

 温室効果ガス ○ CO2は焼却に伴い発生するが、発電分の CO2削減

に貢献可能 

 

○ CO2は焼却に伴い発生するが、発電分の CO2削減

に貢献可能 

△ CO2は焼却に伴い発生するが、発電分の CO2削減

に貢献可能。ただし、補助燃料としてコークス

が必要であり、コークス由来の CO2が発生する。 

△ CO2は焼却に伴い発生するが、発電分の CO2削減

に貢献可能。ただし、ごみの自己熱での溶融が

困難である場合、補助燃料が必要であり、補助

燃料由来の CO2が発生する。 

理念４： 

経済性に優れた施設 

 分別統一案①・案② 

（容リプラ・廃食用油は焼却） 

分別統一案③ 

（容リプラ・廃食用油は分別） 

   

①施設整備費 14,782,500 

（千円(税込み)） 

14,737,950 

（千円(税込み)） 

 ②運転・維持管理費 11,832,760 

（千円(税込み)/20年） 

11,815,943 

（千円(税込み)/20年） 

   

 ③焼却残渣の埋立処分等費用 1,262,757 

（千円(税込み)/20年） 

1,256,692 

（千円(税込み)/20年） 

   

 ④売電収入 －2,597,938 

（千円(税込み)/20年） 

－2,415,305 

（千円(税込み)/20年） 

   

 ⑤総費用（①＋②＋③＋④）※概算 25,280,079 

（千円(税込み)/20年） 

25,395,280 

（千円(税込み)/20年） 

   

理念５： 

災害に強い施設 

災害廃棄物処理への対応可能性 ◎ 処理対象廃棄物が広範であり、災害時の災害廃

棄物の処理対応が可能である。 

○ 対応可能。ただし破砕によりごみを 10～30cmに

する必要がある。 

◎ 炉内はかなりの高温となるため、ホッパ入り口

を通過できるものであれば、金属製品であって

も投入可能で、災害廃棄物への対応性は最も高

い。 

○ 可燃物だけでなく不燃物にも対応可能である

ため、災害廃棄物には有効。ただし破砕により

ごみを 10～30cmにする必要がある。 

 災害時のエネルギー供給 ◎ 処理量あたり余剰電力量はガス化溶融と比べ

て多いため、災害時のエネルギー供給可能量も

多い。 

◎ 同左 ○ 処理量あたり余剰電力量は焼却と比べると少

ないため、災害時のエネルギー供給可能量も比

較的少ない。 

○ 同左 

理念６： 

社会情勢等の変化

への柔軟な対応が

できる施設 

 － － － － 

 

（３）処理方式の評価 

以上の比較検討結果を踏まえ、下記の理由により、熱回収施設の処理方式は、ストーカ式焼却方式を採用する。 

 

 

 

【処理方式決定の理由】 

○ 他都市での採用実績が最も多い。 

○ 彦根市の現有施設と同方式であり運転管理が容易である。 

○ エネルギー回収、省エネルギーに優れている。 

○ 安定した燃焼により排ガス中の有害物質を低減できる。 

○ ごみ質変動への対応に優れている。 

○ 建築面積が比較的小さくコンパクトな施設とすることが可能である。 

○ 本地域では焼却残渣を大阪湾フェニックスに埋立処分することが可能であり、ガス化溶融方式を採用する積極的な理由（メリット）がない。 

○ 対応可能なプラントメーカが多く、今回実施したメーカヒアリングにおいても複数社からの回答があり、将来的にも競争性が十分に働くと考えられる。 

流動床式焼却方式、シャフト式ガス化溶融方式、流動床式ガス化溶融方式については、メーカヒアリングにて回答が得られなかった。 
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第９章 その他ごみ処理施設にかかる事項の計画 

９.１ 事業計画等 

（１）事業方式 

新施設の整備・運営管理の方式については、直営方式（公設公営）、または民間活力を活用する DBO方

式（公設民営）・PFI方式（民設民営）等の中から検討する。（平成 30年度に検討を予定。） 

 

（２）施設整備事業スケジュール 

施設整備事業スケジュールは、下表のとおりである。なお現時点では事業方式が未定であるため、ス

ケジュールは期間が長くなる場合（DBO 方式又は PFI 方式で新設する場合）を想定する。事業方式が直

営方式となる場合には、施設整備事業者選定にかかる期間が半年程度短縮可能である。 

 

表  施設整備事業スケジュール 

 
（スケジュールは変更の場合があります。） 

 

（３）概算事業費 

1） 施設整備費 

直営方式（建設は公設、維持管理・運転は単年度委託）における施設整備に関する概算見積の結果を

以下に示す。なお、用地取得や造成等の費用は含まれていない。 

【施設整備費算定根拠】 

 熱回収施設については、ストーカ式焼却方式のプラントメーカ見積の平均値とした。 

 リサイクル施設については、プラントメーカ見積の平均値とした。 

 交付対象の比率についても、プラントメーカ見積の平均を基本として設定した。熱回収施設の交付

対象比率（1/2及び 1/3）については、循環型社会形成推進交付金の適用を受ける場合※を想定した。 

※ 交付金対象の検討：新施設の整備にあたっては、環境省の交付金の交付を受けることができる。交付金のメニュー

としては、熱回収施設は「エネルギー回収型廃棄物処理施設」にかかる「循環型社会形成推進交付金」または「二

酸化炭素排出抑制対策事業費交付金」、リサイクル施設は「マテリアルリサイクル推進施設」にかかる「循環型社

年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39

【1】

【2】

【3】

【4】

【5】

【6】

【7】

【8】

【9】

【10】

【11】

【12】

【13】

【14】

一般廃棄物処理基本計画

循環型社会形成推進地域計画

施設整備基本計画
※交付対象

事業方式検討
※交付対象

敷地造成工事
※交付対象

施設建設工事（実施設計・施工）
※交付対象

地質・断層調査
※交付対象

土壌汚染状況調査（地歴調査・試料採取等調査）
※交付対象

地形測量調査
※交付対象

施設整備基本設計
※交付対象

敷地造成実施設計
※交付対象

施設整備事業者選定
※交付対象

環境影響評価
※交付対象

都市計画決定手続

随時改定

第２次計画策定

建設工事

入札公告

竣工

造成工事

入札公告

第３次計画策定

改定



 

165 

会形成推進交付金」の対象事業となる。 

※ また、整備に先立って必要となる調査、計画、設計等についても、「計画支援事業」として同交付金の対象となる。 

※ 交付金の充当率は通常、交付対象事業費の 1/3であるが、「エネルギー回収型廃棄物処理施設」については、一部

優遇措置が設けられており、エネルギー回収に関連する設備部分等について 1/2 の充当率となる。また、二酸化

炭素排出抑制対策事業費交付金と循環型社会形成推進交付金では、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金の方が

1/2交付対象となる範囲が多く、施設整備費に関してはメリットがある反面、売電の際には循環型社会形成推進交

付金による整備施設でないと固定価格買取制度の適用を受けられない制約があるため、運営段階における売電収

入は循環型社会形成推進交付金による方が多く見込めることとなる。 

 

表  各社回答の平均（施設整備費） 

 

 

  

★施設整備費（熱回収施設） （単位：千円）

交付内外

①

②

③

④

⑤

①

②

③

④

⑤

①

②

③

④

⑤

①

②

③

④

⑤

★施設整備費（リサイクル施設） （単位：千円）

交付内外

①

②

③

④

⑤

①

②

③

④

⑤

①

②

③

④

⑤

消費税 376,326 376,326 401,732

合計（税込み） 5,080,406 5,080,406 5,423,382

1,095,000 1,095,000 1,091,700

14,782,500 14,782,500 14,737,950

400,650 400,650 432,270

2,467,090 2,467,090 2,587,530

3,795 3,795 3,795

11,920 11,920 11,920

141,120 141,120 141,792

61,365 61,365 66,405

4,704,080 4,704,080 5,021,650

65,160 65,160 70,200

現場管理費 204,490 204,490 216,700

1,566,690 1,566,690 1,714,950

24,850 24,850 24,850

計 221,423 221,423 222,135

39,738 39,738 39,778

375,800 375,800 407,420

計 4,482,657 4,482,657 4,799,515

一般管理費

192,570 192,570 204,780

2,325,970 2,325,970 2,445,738

プラント設備工事 1,526,952 1,526,952 1,675,172

共通仮設費

現場管理費

分別統一案①
※容リプラ・廃食用油は焼却

※古紙・布類は施設に集約

分別統一案②
※容リプラ・廃食用油は焼却

※古紙・布類は持込みのみ

分別統一案③
※容リプラ・廃食用油は分別

※古紙・布類は持込みのみ

2,720,390 2,717,462

計 13,687,500 13,687,500 13,646,250

現場管理費 533,701 533,701 532,076

一般管理費 1,168,472 1,168,472 1,169,097

合計
（税抜き）

土木・建築工事 5,580,776 5,580,776 5,566,401

プラント設備工事

現場管理費 107,104 107,104 107,129

一般管理費 231,030 231,030 231,318

交付対象外

6,190,088 6,190,088 6,165,338

共通仮設費 214,463 214,463 213,338

計 2,720,390

130,185 129,435

217,883 217,883 217,018

共通仮設費 39,284 39,284 39,161

計 8,018,340 8,018,340 7,991,588

土木・建築工事 2,125,089 2,125,089 2,122,836

プラント設備工事

44,742

計 2,948,770 2,948,770 2,937,200

交付対象内
（1/3）

土木・建築工事 3,455,687 3,455,687 3,443,565

プラント設備工事

現場管理費 311,260 311,260 310,130

一般管理費 691,169 691,169 692,057

3,430,039 3,430,039 3,416,401

共通仮設費 130,185

工種
分別統一案①

※容リプラ・廃食用油は焼却

分別統一案②

※容リプラ・廃食用油は焼却

分別統一案③

※容リプラ・廃食用油は分別

交付対象内
（1/2）

土木・建築工事 0 0 0

プラント設備工事

現場管理費 115,337 115,337 114,817

一般管理費 246,273 246,273 245,722

2,542,166 2,542,166 2,531,919

共通仮設費 44,994 44,994

交付対象内
（1/3）

土木・建築工事

工種

消費税

合計（税込み）

一般管理費

合計
（税抜き）

共通仮設費

共通仮設費

現場管理費

一般管理費

土木・建築工事

交付対象外

土木・建築工事

プラント設備工事

プラント設備工事

計
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2） 維持管理・運営費（20年間合計） 

平成 39～58年度（20年間）の維持管理・運営費に関する概算見積の結果を以下に示す。 

【運営費算定根拠】 

 熱回収施設については、ストーカ式焼却方式のプラントメーカ見積の平均値とした。 

 リサイクル施設については、プラントメーカ見積の平均値とした。 

 

表  各社回答の平均（維持管理・運営費） 

 

 

3） 施設整備費および維持管理・運営費の合計（20年間合計） 

上記、1)および 2)の合計費用を以下に示す。 

 

表  施設整備費および維持管理・運営費(20年間)の合計 

 

 

  

★維持管理運営費（熱回収施設） （単位：千円）

① 用役費
電力
用水
燃料
薬剤等
その他（灰処分費含む）

② 点検補修費
③ 人件費
④ その他費用
小計（税抜き）
⑤ 売電収入
合計（税抜き）

★維持管理運営費（リサイクル施設） （単位：千円）

① 用役費
電力
用水
燃料
薬剤等
その他（残渣処分費含む）

② 点検補修費
③ 人件費
④ その他費用
小計（税抜き）
⑤ 資源物当売却益
合計（税抜き）

合計（税込み）

777,598 777,598 789,432

合計（税込み） 10,497,579 10,497,579 10,657,330

-1,069,084 -1,069,084 -1,005,192

3,508,791 3,500,391 3,976,061

322,160 322,160 368,560
4,577,875 4,569,475 4,981,253

878,146 878,146 912,846
2,718,200 2,709,800 2,996,300

69,171 69,171 77,533
262,680 262,680 290,080

13,497 13,497 15,217
10,756 10,756 10,952

分別統一案①
※容リプラ・廃食用油は焼却
※古紙・布類は施設に集約

分別統一案②
※容リプラ・廃食用油は焼却
※古紙・布類は持込みのみ

分別統一案③
※容リプラ・廃食用油は分別
※古紙・布類は持込みのみ

20年間合計

659,369 659,369 703,547
303,265 303,265 309,765

12,104,292

5,283,114 5,283,114 5,281,709
4,062,857 4,062,857 4,062,857

820,076 820,076

消費税 280,703 280,031 318,085

3,789,494 3,780,422 4,294,146

-2,405,497 -2,405,497 -2,236,394

9,719,981 9,719,981 9,867,898

336,050 336,050 336,050
12,125,478 12,125,478

分別統一案①
※容リプラ・廃食用油は焼却

分別統一案②
※容リプラ・廃食用油は焼却

分別統一案③
※容リプラ・廃食用油は分別

20年間合計

2,443,457 2,443,457 2,423,676
326,991 326,991

807,047
1,169,219 1,169,219 1,163,604

326,331
57,697 57,697 57,274
69,474 69,474 69,420

項目

消費税

項目

★施設整備費・維持管理費まとめ （単位：千円）

熱回収施設

リサイクル施設

熱回収施設

リサイクル施設

14,782,500

10,497,579

施設整備費
（税込み）

維持管理運営費
20年間合計
（税込み）

合計（税込み） 34,149,980 34,140,908 35,112,808

5,080,406 5,080,406 5,423,382

3,789,494 3,780,422 4,294,146

10,497,579 10,657,330

14,737,95014,782,500

項目
分別統一案①

※容リプラ・廃食用油は焼却
※古紙・布類は施設に集約

分別統一案②
※容リプラ・廃食用油は焼却
※古紙・布類は持込みのみ

分別統一案③
※容リプラ・廃食用油は分別
※古紙・布類は持込みのみ



 

167 

（４）財源計画 

施設整備費について、交付金、起債及び財源内訳に区分した財源内訳を試算する。財源内訳の考え方

を示した財源スキーム図は下記のとおりである。 

 

※ なお、交付金は千円未満切り捨て、起債は 100千円未満切り捨てとする。 

図  財源スキーム図 

 

施設整備にかかる事業費及び財源内訳の試算結果は、以下のとおりである。 

 

表  施設整備にかかる財源内訳の事業費および試算結果（ケース１） 

 
  

【熱回収施設】

エネルギー回収型廃棄物処理施設該当部分 通常部分 　

交付対象事業費 交付対象外事業費

Ａ．交付金

Ｂ．起　債

※交付税措置は50％ ※交付税措置は50％ ※交付税措置は30％

Ｃ．一般財源 →

【リサイクル施設】

マテリアルリサイクル推進施設該当部分 　

交付対象事業費 交付対象外事業費

Ａ．交付金

Ｂ．起　債

※交付税措置は50％ ※交付税措置は30％

Ｃ．一般財源 →

交付対象事業費
×１／２

(交付対象事業費－交付金)
×90％

交付対象事業費
×１／３

(交付対象事業費－交付金)
×90％

交付対象外
×75％

交付対象外
×25％

(交付対象事業費－交付金)×10％→(交付対象事業費－交付金)×10％→

交付対象事業費
×１／３

(交付対象事業費－交付金)
×90％

交付対象外
×75％

交付対象外
×25％

(交付対象事業費－交付金)×10％→

■ケース１
○事業費内訳　※施設の建設に係る費用のみ（用地取得や造成は含まれていない） （単位：千円）

交付対象内

施設整備費 交付対象事業費
直接工事費　計 15,804,644 2,542,166 10,738,648 2,523,830

土木・建築工事 8,047,866 0 5,781,657 2,266,209

プラント設備工事 7,756,778 2,542,166 4,956,991 257,621

諸経費 2,586,936 406,604 1,762,349 417,983

施設整備費　小計 18,391,580 2,948,770 12,500,997 2,941,813

消費税 1,471,326 235,901 1,000,079 235,346

19,862,906 ① 3,184,671 ② 13,501,076 ③ 3,177,159

○財源内訳 （単位：千円）

交付対象内

④ 1,592,335 ⑤ 4,500,358 ⑥ 0

⑦ 1,433,100 ⑧ 8,100,600 ⑨ 2,382,800

【716,550】 【4,050,300】 【714,840】

159,236 900,118 794,359

19,862,906 3,184,671 13,501,076 3,177,159

（＝⑦×50％） （＝⑦×50％） （＝⑦×30％）

（＝②×1/3） （＝③×0）

11,916,500

（＝(①-④)×10％） （＝(②-⑤)×10％） （＝③×25％）
Ｃ．一般財源

合　計

1,853,713

Ｂ．地方債　

（うち交付税措置） 【5,481,690】

交付対象外

交付率１／３

通常部分

交付率１／２

交付金優遇部分

施設整備費　合計

Ａ．交付金  

概算事業費

6,092,693

（＝(①-④)×90％） （＝(②-⑤)×90％） （＝③×75％）

合計 交付金優遇部分 通常部分

交付率１／２ 交付率１／３

交付対象外

（＝①×1/2）
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表  施設整備にかかる財源内訳の事業費および試算結果（ケース２） 

 

 

表  施設整備にかかる財源内訳の事業費および試算結果（ケース３） 

 
  

■ケース２
○事業費内訳　※施設の建設に係る費用のみ（用地取得や造成は含まれていない） （単位：千円）

交付対象内

施設整備費

直接工事費　計 15,804,644 2,542,166 10,738,648 2,523,830

土木・建築工事 8,047,866 0 5,781,657 2,266,209

プラント設備工事 7,756,778 2,542,166 4,956,991 257,621

諸経費 2,586,936 406,604 1,762,349 417,983

施設整備費　小計 18,391,580 2,948,770 12,500,997 2,941,813

消費税 1,471,326 235,901 1,000,079 235,346

19,862,906 ① 3,184,671 ② 13,501,076 ③ 3,177,159

○財源内訳 （単位：千円）

交付対象内

④ 1,592,335 ⑤ 4,500,358 ⑥ 0

⑦ 1,433,100 ⑧ 8,100,600 ⑨ 2,382,800

【716,550】 【4,050,300】 【714,840】

159,236 900,118 794,359

19,862,906 3,184,671 13,501,076 3,177,159

（うち交付税措置） 【5,481,690】
（＝⑦×50％） （＝⑦×50％） （＝⑦×30％）

合　計

Ｃ．一般財源 1,853,713
（＝(①-④)×10％） （＝(②-⑤)×10％） （＝③×25％）

（＝③×0）

Ｂ．地方債　 11,916,500
（＝(①-④)×90％） （＝(②-⑤)×90％） （＝③×75％）

Ａ．交付金  6,092,693
（＝①×1/2） （＝②×1/3）

施設整備費　合計

合計 交付対象外交付金優遇部分 通常部分

交付率１／２ 交付率１／３

概算事業費 交付対象外交付金優遇部分 通常部分

交付率１／２ 交付率１／３

■ケース３
○事業費内訳　※施設の建設に係る費用のみ（用地取得や造成は含まれていない） （単位：千円）

交付対象内

施設整備費

直接工事費　計 16,034,219 2,531,919 10,980,876 2,521,424

土木・建築工事 8,153,931 0 5,889,303 2,264,628

プラント設備工事 7,880,288 2,531,919 5,091,573 256,796

諸経費 2,633,681 405,281 1,810,227 418,173

施設整備費　小計 18,667,900 2,937,200 12,791,103 2,939,597

消費税 1,493,432 234,976 1,023,288 235,168

20,161,332 ① 3,172,176 ② 13,814,391 ③ 3,174,765

○財源内訳 （単位：千円）

交付対象内

④ 1,586,088 ⑤ 4,604,797 ⑥ 0

⑦ 1,427,400 ⑧ 8,288,600 ⑨ 2,381,000

【713,700】 【4,144,300】 【714,300】

158,688 920,994 793,765

20,161,332 3,172,176 13,814,391 3,174,765

施設整備費　合計

合計 交付対象外交付金優遇部分 通常部分

交付率１／２ 交付率１／３

概算事業費

（＝③×25％）

合　計

Ａ．交付金  6,190,885
（＝①×1/2） （＝②×1/3）

Ｃ．一般財源 1,873,447
（＝(①-④)×10％） （＝(②-⑤)×10％）

（＝③×0）

Ｂ．地方債　 12,097,000
（＝(①-④)×90％） （＝(②-⑤)×90％） （＝③×75％）

（うち交付税措置） 【5,572,300】
（＝⑦×50％） （＝⑦×50％） （＝⑦×30％）

交付対象外交付金優遇部分 通常部分

交付率１／２ 交付率１／３
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９.２ 施工計画 

（１）施設整備工事中の公害防止 

施設整備工事中の公害防止について、周辺環境への配慮の観点から、下記のような対策を講じるもの

とする。 

【対策例】 

 土地の改変に伴う発生土砂は、出来る限り敷地内で再利用することを基本とし、敷地外へ搬出する

土砂運搬車両の台数を減らすことにより、沿道・騒音・大気質への影響を軽減する。 

 工事車両の走行に当たっては、安全運転の励行及び車両管理を徹底する。また、沿道の通行時間帯

の分散に努め、沿道騒音・振動・大気質への影響を軽減する。 

 工事用車両の洗浄を励行し、敷地内外への路面への土砂の堆積を防ぎ、粉じんの飛散防止に努める。

また、強風時や砂じんの発生しやすい気象条件の場合には適時散水する。 

 土地の改変に伴う濁水流出を防止するため、仮設沈砂池及び排水処理装置等を設置し、公共用水域

へ放流する。 

 建設工事に使用する建設機械（重機）は、周囲への騒音・振動・大気質の影響を極力低減するよう

配慮する。また、建設機械の稼働は昼間に行い、工事期間中に建設機械の稼働が集中することがな

いよう、使用時期や配置の分散にも努める。 

 建設工事の実施にあたっては、防音シートや仮囲いの設置により、建設作業騒音の低減や粉じんの

飛散防止に努める。 

 

（２）関連工事との調整 

新施設の敷地造成工事および建設工事と関連する工事として、今後、想定される関連工事が生じた場

合には本項に留意事項等を記載する。同時期に実施される工事がある場合には、双方の工事において取

合点等を明確にするとともに、工事工程等について連絡調整を行うものとする。 

 


