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を積極的に行い、また、情報提供や環境教育の充実を図り、循環型社会の構築に貢献できる施設とする。 

 

 

【理念４】経済性に優れた施設 

ごみ処理施設は、1市4町の住民や国民の税金により建設・運営されるものである。新施設の整備・運営にあた

っては、建設費だけでなく、施設を適正に維持管理しつつ維持管理費および補修費を抑えることが重要である。 

以上を踏まえ、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。 

 

 

【理念５】災害に強い施設 

東日本大震災の経験を踏まえ、今後、鈴鹿西縁断層帯を震源とする地震等、震災をはじめとする災害

に対する対応策を予め準備しておく必要がある。 

以上を踏まえ、新施設は災害時にもできる限り安定運転が可能とし、災害廃棄物処理および災害時の

エネルギー供給等の拠点と成り得る、必要な設備を備える施設とする。 

 

 

【理念６】社会情勢等の変化への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公害防止基準が変化する可能性がある。 

以上を踏まえ、新施設では社会情勢等の変化への柔軟な対応ができる施設とする。 

 
  

＜基本方針＞ 

 マテリアルリサイクルおよびサーマルリサイクルを積極的に行う。 

 施設の省エネルギー化、および太陽光発電等の自然エネルギーの導入により、温室効果ガスの

発生量を抑制するなど地球環境の保全に努める。 

 ごみ減量や地球温暖化防止等の啓発拠点として、情報提供や環境教育に関する設備を導入する。 

 施設の見学ルートや見学対象は、ごみ処理の流れや発電の仕組み等がわかりやすいように設定

し、見学者が興味を持って何度でも訪問してもらえるように工夫する。 

＜基本方針＞ 

 施設の計画・設計・建設から運営・維持管理・改修までを含めたごみ処理システム全体で、常

に経済性や効率性に配慮し、ライフサイクルコストの適正化を図る。 

＜基本方針＞ 

 大規模な災害が発生した際に一定の期間で災害廃棄物の処理ができるよう、余力のある処理能

力を備えた設備を導入する。 

 平常時に排出されるごみとは性状が異なる災害廃棄物への対応が可能な処理技術を備える。 

 地震や水害により稼働不能とならぬよう、耐震化や燃料・資機材等の備蓄を考慮した災害に強

い施設とするとともに、平時より災害時の廃棄物処理に係る訓練を行う。 

＜基本方針＞ 

 最新の技術を活用し、かつ、将来的な処理システムや公害防止基準の変化にも柔軟に対応する

ことができる設備を導入する。 
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４.４ ごみ搬入出車両の通行ルート条件 

新施設へのごみ搬入出車両の通行ルートは、以下を条件とする。 

(a) 県道 13号から建設候補地に向かって、岩倉川よりも北側で、新設道路を整備する。 

 

(b) 家庭系ごみの収集車両（直営および委託）、事業系ごみの収集車両(許可業者)については、必

ず新設道路を通行する。 

(c) 持込ごみ（家庭および事業所からの持込）についても、新設道路を通行することを原則とし、

搬入者に対して広報・指導を行なう。 

(d) 新設道路において、南北方向の通学路と交差する部分の安全対策について、今後検討する。 

(e) ごみの搬入は通学時間帯を避けて行なう。 

 

 

施設整備基本計画(案)の承認以降、上記の条件を基本とし具体的なルートの検討を行い、関係自治会・

土地所有者・耕作者・関係行政機関などの各関係者と調整を行った上で、新設道路の具体的な整備ルー

トを決定していく。 

なお、新設道路の整備ルートにより、建設候補地敷地への進入口は、北側、西側、南側が考えられる

ため、第 8章ではそれぞれ対応する施設配置案を示す。 

 

  

建設候補地 

県道 13号 

岩倉川 
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第８章 施設配置・動線計画 

８.１ 配置計画 

（１）対象施設等の設定 

敷地内に配置する対象施設は、次のとおりとする。 

① 熱回収施設棟（管理エリア・啓発エリア・洗車場を含む） 

② リサイクル施設棟（啓発エリア含む） 

③ ストックヤード棟 

④ 計量棟 

⑤ 駐車場 

⑥ 構内道路 

⑦ 緑地（植栽・芝張(災害時には災害廃棄物ヤードとして使用)） 

⑧ 雨水排水調整池 

⑨ 外周道路及び通用口 

 

（２）対象施設等の条件 

対象施設等の条件を、以下のとおりとする。 

 

表  対象施設等の条件まとめ 

対象施設等 面積・寸法等 備    考 

①熱回収施設棟 

約 4,500m2 

（約 58.0m×78.0m） 

※ランプウェーは上記

の面積に含まない。 

他都市事例を参考として設定。 

プラットホームは 2階(FL＋5.0m)とする。 

ランプウェーの勾配は約 7～8％とする。 

1 階部分に洗車場を設ける。 

②リサイクル施設棟 
約 3,600m2 

（約 52.0m×70.0m） 

他都市事例を参考として設定。 

プラットホームは 1階(FL±0m)とする。 

③ストックヤード棟 
約 1,000m2 

（約 52.0m×20.0m） 
他都市事例を参考として設定。 

④計量棟 

(計量機含む) 

約 250m2 

（約 12.5m×20.0m） 

他都市事例を参考として設定。 

計量機 3 基（入方向 2 基・出方向 1 基）＋受付・

計量スペースとする。 

※入方向では計量機の前に 10台程度の待機スペ

ースを設ける。 

⑤駐車場 

一般車用 
約 250m2 

（2.5m×5.0m×20台） 

他都市事例を参考として設定。 その他用 
約 250m2 

（2.5m×5.0m×20台） 

大型バス用 
約 130m2 

（3.3m×13.0m×3台） 

⑥構内道路 幅員10.0ｍ程度 大型車両の通行および建物の周回を考慮する。 

⑦緑地 

植栽 敷地内に適宜設ける 
【災害廃棄物ヤード面積】 

災害廃棄物想定処理量(1年分) 

＝約 3,500t 

⇒単位容積重量を 0.5t/m3、保管時の積上げ高さ

1.5mとすると、 

約3,500t÷0.5t/m3÷1.5m＝約4,700m2 

芝張 

(災害廃棄物ヤード) 
約 5,000m2以上 

⑧雨水排水調整池 敷地内に適切に設ける ※雨水排水計画基準に従い設置する。 

⑨外周道路及び通用口 幅員4.0ｍ程度 

敷地の外周（構外）を住民が往来可能なよう設ける。 

緊急時の避難場所としての活用のため、歩行者が来

場できるように外周道路上に通用口を複数設ける。 
   




