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節 実施計画改訂の背景 

 

第１節 実施計画改訂の背景 

 

横須賀市、三浦市では平成 20 年 12 月１日に、ごみ処理の広域体制や負担方法などにつ

いて基本合意をするに至りました。その基本合意書に基づき、平成 21 年３月に横須賀市三

浦市ごみ処理広域化基本計画（以下「基本計画」という。）を作成しました。さらに平成 21

年４月１日には横須賀市、三浦市間で相互に「ごみ処理施設建設に関する事務の委託に関

する規約」並びに「委託協議書」を締結しました。 

このような背景から、両市は基本計画に基づき、２市によるごみ処理広域化を推進する

ため、平成 21年５月横須賀市三浦市ごみ処理広域化実施計画（以下「実施計画」という。）

を策定しました。 
その後、実施計画に基づく各種施策を展開してきましたが、生ごみ資源化施設の整備取

り止め、両市における広域処理システム及び施設整備計画及びスケジュール等に変更が生

じたことから、実施計画の一部見直しを行い、計画期間を平成 32 年度までとしました。 

第１章 実施計画改訂の趣旨 
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２節 実施計画改訂の必要性、目的 
 

広域処理システム並びに施設整備計画及びスケジュール等の変更を受け、改めて廃棄

物処理の動向に対応するとともに、両市のごみ処理の現状と課題や広域処理施設の整備

状況を踏まえ、環境負荷の低減、資源化の推進及び適正処理の推進を原則とし、財政負担

にも配慮した効率的で効果的な処理システムの構築を図りながら、ごみ処理広域化を共同

で推進するため、現状に則したものとすることを目的とします。 
 
 

第３節 実施計画の位置付け 
 

実施計画は、基本計画を基礎に、循環型社会形成推進地域計画（以下「地域計画」とい

う。）との整合を図りながら策定しました。 

図 1 実施計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 実施計画の期間 

 

実施計画は、平成 21 年度から 29 年度までの９か年としてきましたが、今回の改定では、

平成 30 年度を初年度とし、広域処理施設稼働予定年度翌年の平成 32 年度までの３か年計

画とします。 

【神奈川県】 

神奈川県廃棄物処理計画 

【横須賀市・三浦市】 

ごみ処理広域化基本計画 

【横須賀市・三浦市】 

ごみ処理広域化実施計画 

【横須賀市・三浦市】 

循環型社会形成推進地域計画 

【各市】 

ごみ処理基本計画 
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第１節 横須賀市、三浦市の地域特性 

 

横須賀市、三浦市で構成する横須賀・三浦地域は、三浦半島に位置し、三方を海に囲ま

れ、自然豊かな環境を有しています。総面積は 132.27 km2で、神奈川県 全域の 5.5％を占

めています。横須賀市、三浦市の面積及び人口を表１に、位置を図２に示します。 

 

構成市町名  横須賀市、三浦市 

面   積  132.27 km2 

人   口    448,381 人（平成 28 年 10 月 1 日現在） 

 

表１ 横須賀市、三浦市の面積、人口 

市 町 名 横須賀市 三 浦 市 計 

面積（ｋ㎡） 100.83 31.44 132.27 

人 口（人） 403,730 44,651 448,381 

 

 

 

図２ 横須賀市、三浦市の位置 
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第２節 人口 

 

１ 人口動態 

横須賀市、三浦市の平成28年 10月１日現在における人口は、448,381人となっています。

人口動態を見ますと、平成 28年度において平成 18 年度に対し、人口は 5.2％減となってい

ます。構成市別に見ますと、横須賀市の人口は約 4.6％減、三浦市の人口は 10.1％減となっ

ています。また、平成 28 年 10 月１日現在の人口比率は、横須賀市が 90.0％を占め、三浦

市が 10.0％を占めています。これを表２に示します。 

 

表２ 横須賀市、三浦市の人口動態 

    （単位：人） 

  年度 
横須賀市 三浦市 ２市 

区分   

平成 18 年度 423,151 49,646 472,797 

平成 19 年度 422,040 49,422 471,462 

平成 20 年度 420,719 49,014 469,733 

平成 21 年度 419,838 48,671 468,509 

平成 22 年度 418,325 48,352 466,677 

平成 23 年度 416,252 47,880 464,132 

平成 24 年度 413,302 47,141 460,443 

平成 25 年度 410,090 46,440 456,530 

平成 26 年度 407,240 45,748 452,988 

平成 27 年度 406,586 45,289 451,875 

平成 28 年度 403,730 44,651 448,381 

（各年 10 月 1 日人口） 
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２ 産業の現状 

横須賀市、三浦市の平成 26 年度現在における事業所数は 15,461、従業者数は 150,101 人

となっています。産業別では、横須賀市は第３次産業が多く、事業所が 85.1％、従業者数

が83.1％となっています。三浦市も、第３次産業が多く、事業所が83.0％、従業者数が87.9％

となっています。 

 

表３ 横須賀市、三浦市の産業別事業所数・従業者数   

市 産業区分 産業大分類 事業所数 従業員者数（人） 

横
須
賀
市 

総数   13,562 135,911 

第１次産業 農林漁業 25 320 

第２次産業 
建設業 1,479 8,837 

製造業 516 13,854 

第３次産業 

電気・ガス・熱供給・水道業 18 623 

運輸・通信業 334 7,723 

卸売・小売業・飲食店 5,242 41,257 

金融・保険業 205 2,841 

不動産業 1,109 3,496 

サービス業 4,634 56,960 

三
浦
市 

総数   1,899 14,190 

第１次産業 農林漁業 17 170 

第２次産業 
建設業 201 768 

製造業 104 783 

第３次産業 

電気・ガス・熱供給・水道業 1 26 

運輸・通信業 42 725 

卸売・小売業・飲食店 814 5,412 

金融・保険業 18 270 

不動産業 111 423 

サービス業 591 5,613 

     

２
市
合
計 

総数   15,461 150,101 

第１次産業 農林漁業 42 490 

第２次産業 
建設業 1,680 9,605 

製造業 620 14,637 

第３次産業 

電気・ガス・熱供給・水道業 19 649 

運輸・通信業 376 8,448 

卸売・小売業・飲食店 6,056 46,669 

金融・保険業 223 3,111 

不動産業 1,220 3,919 

サービス業 5,225 62,573 

出典 ： 県勢要覧 2016 

    （平成 26 年７月１日現在）経済センサス－基礎調査結果 

 



6 
 

第３節 土地利用状況 

 

１ 用途地域指定状況 

本地域における用途地域の指定状況を表４に示します。 

表４ 用途地域指定状況 

    

横須賀市 面積（ha） 構成比（％） 

総面積 10,083  100  

 

市街化区域 6,627  65.7  

  

第一種低層住居専用地域 1,782  17.7  

第二種低層住居専用地域 11  0.1  

第一種中高層住居専用地域 1,972  19.6  

第二種中高層住居専用地域 94  0.9  

第一種住居地域 712  7.0  

第二種住居地域 84  0.8  

近隣商業地域 180  1.8  

商業地域 160  1.6  

準工業地域 681  6.8  

工業地域 457  4.5  

工業専用地域 494  4.9  

市街化調整区域 3,456  34.3  

   
（平成 29 年４月 1日現在） 

     
三浦市 面積（ha） 構成比（％） 

総面積 3,144  100  

 

市街化区域 729  23.2  

  

第一種低層住居専用地域 186  5.9  

第二種低層住居専用地域 0  0.0  

第一種中高層住居専用地域 109  3.5  

第二種中高層住居専用地域 0  0.0  

第一種住居地域 245  7.8  

第二種住居地域 79  2.5  

近隣商業地域 34  1.1  

商業地域 19  0.6  

準工業地域 38  1.2  

工業地域 19  0.6  

工業専用地域 0  0.0  

市街化調整区域 2,415  76.8  

   
（平成 29 年４月 1日現在） 
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第１節 ごみ排出抑制方針 

 

１ 発生抑制 

ごみ処理広域化を推進する中においても、市民と事業者は、ごみの発生抑制、排出抑制及

び分別排出の徹底という大切な役割を担います。それぞれの内容は次のとおりです。 

（１）市民の役割 

マイバッグの利用、過剰包装は断る、使い捨て商品の使用自粛などです。 

（２）事業者の役割 

マイバッグ運動の推進、レジ袋の有料化、簡易包装の推進、物流における梱包材の

簡素化、使い捨て商品の販売自粛、詰め替え商品の拡大、廃棄後の資源化を想定した

製品づくりなどです。 

２ 排出抑制 

（１）市民の役割 

再使用の推進、集団資源回収への協力、生ごみの減量化（水切りの徹底、生ごみ処

理機器の利用）、再生品の使用促進などです。 

（２）事業者の役割 

資源ごみのリサイクル、生ごみの減量化・資源化、再生品の使用促進などです。  

３ 分別排出 

市民と事業者は、各市が定める分別区分に従って適切な分別排出を行います。 

４ 具体的な施策内容 

（１）減量化、資源化の普及啓発 

排出抑制や資源化を推進していくため、市民、事業者への排出抑制や資源化の意識

向上を図ることから、ごみ問題や減量化、資源化に関する広報紙やホームページへの

掲載や地域住民等のイベント活動を通じ、減量化、資源化の普及啓発をさらに推進し

ごみの発生抑制を進めます。 
マイバッグ運動やレジ袋対策の普及啓発においては、容器包装廃棄物、さらには廃

棄物全体の減量化が期待できるため、今後とも市民に対する呼びかけをさらに充実さ

せていき、ごみの減量化、資源化の普及啓発を図ります。 
 

 

第３章 広域化の基本方針 
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（２）減量化、資源化活動への助成 

ごみの減量化、資源化の活動に対する集団資源回収や生ごみ処理機器購入への助成

を行い、減量化、資源化を推進します。 

（３）環境教育 

環境教育の一環として、小学生等を対象とした施設見学会等の実施や環境に関する

講演会等の事業を推進し、ごみ減量化、資源化に関する環境教育に努めます。 

また、市民にごみの減量化、資源化の大切さを理解してもらうため、廃棄物処理施

設の見学や環境に関する講演会、展示会等の事業を推進しごみ減量化、資源化に関す

る環境教育に努めます。 

（４）有料化 

ごみの有料化については、発生抑制や排出抑制につながり、ごみの減量化が期待で

きると考えられることから、今後は、横須賀・三浦地域において、減量化の効果、減

量化の継続性、費用負担の公平性、不法投棄防止対策などについて調査研究し、住民

及び関係者の意見を聞きながら有料化の検討を進めます。 
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第２節 リサイクルの方針 

 

１ 資源化の推進 

各市は、従来どおり資源ごみとして排出された紙類、繊維類、容器包装プラスチック類、

缶・びん類を選別、圧縮などの処理を行い資源化します。また、新規資源化策として、使用

済小型家電やインクカートリッジ、蛍光管類の資源化を実施していきます。 

２ 植木剪定枝の資源化 

植木剪定枝は、広域処理の対象からは除き、各市の対応により資源化します。 

  

３ 不燃ごみ中の金属類の資源化 

不燃ごみ及び不燃性粗大ごみを破砕し、金属類を選別して資源化します。 
 
 

第３節 収集運搬の方針 

 

１ 広域処理対象ごみの収集、運搬 

各市は、各家庭から分別排出されたごみを収集し、市内の中継施設または広域処理施設へ

運搬します。中継施設に集められたごみは原則として大型車に積み替え、広域処理施設へ運

搬します。 
 

２ 収集運搬の対応 

収集運搬については、収集運搬ルートの分散計画及び車両交通のピークを避けた運行計画

の立案、低公害車の採用などにより環境面に配慮した収集・運搬体制を検討します。 
また、施設内においてもごみの計量作業やごみの搬出作業等に時間を要することから、周

辺道路への渋滞が生じないよう配慮します。さらに、待機中のアイドリングストップを推進

し、周辺への騒音・振動の発生抑制に努めます。 
 

 

第４節 余熱利用等の方針 

 

焼却施設においては、地球温暖化防止に配慮して最大限に熱を回収するため、発電効率の

高い発電機の導入を図るとともに、発生した電気は施設内利用の他、売電を行います。 
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第１節 横須賀ごみ処理施設の施設規模について 

 

１ 計画目標年次の設定 

廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱の取扱いについて（平成 15 年 12 月 15 日 環

廃対発第 031215002 号）（以下「交付要綱」という。）においては、「計画目標年次は、

施設の稼働予定年度から７年後を超えない範囲内で将来予測の確度、施設の耐用年数、投資

効率及び今後のほかの廃棄物処理施設の整備計画等を勘案して定めた年度とする。」とされ

ています。 

横須賀ごみ処理施設整備基本計画では、稼働予定年度を不燃ごみ等選別施設においては

平成 29 年度、焼却施設においては平成 31 年度としていました。しかし、コストや安全性

等を考慮し、不燃ごみ等選別施設と焼却施設の稼働予定年度を平成 31 年度の同時稼働とし

ます。 

将来人口の推計によれば年々人口は減少していくものと考えられており、ごみの排出量も

同様に減少していくものと予測されることから、稼働後７年目までに処理対象ごみ量が最も

多くなるのは、稼働予定年度の平成 31年度となります。しかし、稼働時期を平成 31 年度末

に予定しているため、計画ごみ量及び計画ごみ質は平成 32年度の推計値を使用します。 

そのため、平成 32年度を計画目標年次とします。 

 

２ 算定方法 

施設規模は、交付要綱及び地域計画の考え方に基づき、横須賀ごみ処理施設整備実施計画

策定時点の最新年度となる平成 23年度までのごみ排出量の実績を使用します。 

第４章  施設規模の算定 
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３ 広域対象ごみ量の推計値 

広域処理対象ごみ量は、平成 23年度の本市及び三浦市のごみ処理実績に基づき、減量化、

資源化の効果や人口の変化を踏まえて推計を行います。 

本市及び三浦市の平成 32年度の総ごみ量、各市が個別に行う資源化量及び広域処理対象

ごみ量を表５に示します。 

 

表５ 広域処理対象ごみ量の推計（平成 32年度） 

（単位：ｔ/年） 

市 名 ①総ごみ量 ②各市が個別に行う 
資源化量 

③広域処理対象ごみ量 
（①－②） 

横須賀市 139,957 48,722 91,235 

三 浦 市 17,915 6,723 11,192 

合  計 157,872 55,445 102,427 
 
 

４ 焼却施設の施設規模 

（１）計画年間日平均処理量の設定 

計画年間日平均処理量は、計画目標年次における年間焼却処理量の日平均値としま

す。 

 

（２）施設規模の算定 

施設規模（ｔ/日）＝ 計画年間日平均処理量 ÷ 実稼働率 ÷ 調整稼働率 

・実稼働率：0.767（年間実稼働日数 280 日を 365 日で除して算出） 

・年間実稼働日数 280 日＝365 日－85 日（年間停止日数） 

・年間停止日数 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 

・調整稼働率：0.96（正常に運転される予定の日においても、故障の修理、やむを

得ない一時休止のため処理能力が低下することを考慮した係数） 

・炉数：３炉構成 

以上より、計画焼却処理量（平成 32 年度：97,789ｔ/年）に基づき施設規模を算定

し、端数を整理すると施設規模は約 360ｔ/日（120ｔ/24ｈ×３炉）となります。 
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５ 不燃ごみ等選別施設の施設規模 

（１）計画年間日平均処理量の設定 

計画年間日平均処理量は、計画目標年次における年間破砕選別処理量の日平均値とし

ます。 
 

（２）施設規模の算定 

施設規模（ｔ/日）＝ 計画年間日平均処理量 ÷ 実稼働率 × 計画月変動係数 

・実稼働率：0.657（年間実稼働日数 240 日を 365 日で除して算出） 

・年間実稼働日数 240 日＝365 日－125 日（年間停止日数） 

・年間停止日数 125 日＝休止日を土日（２日/週×52 週）、祝日（元日を除く 14日）

年末年始４日、施設補修日３日 

・計画月変動係数：1.15（一般的な施設に用いられる定数） 

以上より、計画ごみ量（平成 32 年度：6,311ｔ/年）に基づき施設規模を算定し、端

数を整理すると施設規模は約 30ｔ/日（５ｈ）となります。 

なお、不燃ごみ等選別施設の処理能力は、１日 24時間稼働した場合の処理能力では

なく、１日５時間あたりの処理能力です。 
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第２節 最終処分場の施設規模について 

 

１ 計画目標年次の設定 

最終処分場の埋立容量算出にあたっては、「廃棄物最終処分場の性能に関する指針（平成

12 年 12 月 28 日生衛発第 1903 号）」や「廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領 2010

改訂版」では、埋立処分を行う期間については 15年間程度を目安とし、埋立容量は計画年

間処分容量の総和に覆土容量を加えたものとして示されています。 

最終処分場を計画する年次については、17年間の埋立期間を目標とし、平成 32年度から

平成 48 年度までの総和の容量を確保できる最終処分場を計画します。 

 

２ 算定方法 

 埋立ごみ量の算定については、最終処分場実施設計完了時点の最新年度となる平成 25年

度のごみ量実績の原単位を算定し、将来人口に原単位及び年間日数を乗じ算定した推計を使

用します。 

 

３ 広域対象ごみ量の推計値 

 最終処分場で受入れる埋立対象物については、横須賀市が建設する不燃ごみ等選別施設

から排出される不燃性残さ等を対象としています。 

 平成 32年度から平成 48 年度までの 17 年間における埋立対象物の推計については、表６

に示すとおり２市の合計で 38,869ｔの推計となります。 
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表６ 最終処分量の推移 

単年度
（t/年）

累計
（t）

単年度
（t/年）

累計
（t）

単年度
（t/年）

累計
（t）

平成32年度 2,096 － 382 － 2,478 －

平成33年度 2,078 4,174 377 759 2,455 4,933

平成34年度 2,057 6,231 371 1,130 2,428 7,361

平成35年度 2,042 8,273 371 1,501 2,413 9,774

平成36年度 2,017 10,290 366 1,867 2,383 12,157

平成37年度 1,998 12,288 362 2,229 2,360 14,517

平成38年度 1,978 14,266 358 2,587 2,336 16,853

平成39年度 1,962 16,228 356 2,943 2,318 19,171

平成40年度 1,935 18,163 351 3,294 2,286 21,457

平成41年度 1,914 20,077 348 3,642 2,262 23,719

平成42年度 1,892 21,969 345 3,987 2,237 25,956

平成43年度 1,875 23,844 343 4,330 2,218 28,174

平成44年度 1,849 25,693 340 4,670 2,189 30,363

平成45年度 1,827 27,520 337 5,007 2,164 32,527

平成46年度 1,803 29,323 334 5,341 2,137 34,664

平成47年度 1,786 31,109 332 5,673 2,118 36,782

平成48年度 1,758 32,867 329 6,002 2,087 38,869

最終処分量

横須賀市 三浦市 合計
年度
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４ 最終処分場の施設規模 

 最終処分場の施設規模となる埋立容量は、埋立対象物の容量及び中間覆土、最終覆土の

量となります。 

 埋立対象物の容量の算定に必要な比重については、「設計要領」及び「廃棄物最終処分場

指針・同解説（平成元年）」で示されている破砕不燃ごみの密度 0.85～1.06ｔ/ｍ3の平均値

0.96ｔ/ｍ3を設定密度とします。 

・38,869ｔ÷0.96ｔ/ｍ3＝40,489ｍ3 

 中間覆土及び最終覆土は、廃棄物処理法施行令に基づき、中間覆土は廃棄物層３ｍ毎に

0.5ｍ、最終覆土は緑化を行うことを想定し１ｍの厚さとし、必要な容量として中間覆土

4,796ｍ3、最終覆土 3,576ｍ3を見込み、必要な埋立容量（施設規模）は以下となります。 

・埋立対象物容量 40,489ｍ3＋中間覆土 4,796ｍ3＋最終覆土 3,576ｍ3＝48,861ｍ3≒埋立容 

量 48,900ｍ3 

 

５ 埋立する貯留構造物の容量 

 埋立する貯留構造物の容量は、埋立対象物及び中間覆土、最終覆土のほか、底部の遮水

シートを保護するための保護土及び維持管理に必要な重機用の斜路（スロープ）の容量等

を加えた合計 54,500ｍ3の貯留構造物とします。 
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第１節 費用負担 

 

１ 施設建設費 

広域処理における施設建設費を表７に示します。 

表７ 施設建設費のまとめ 

施 設 名 施設規模 施設建設費(税込） 

横須賀ごみ

処理施設 

焼却施設 360ｔ／日 
21,168,000,000 円 

不燃ごみ等選別施設 30ｔ／日 

最終処分場 48,900ｍ3 3,148,502,400 円 

合   計  24,316,502,400 円 

 注：施設建設費は、敷地造成費を含む工事請負契約金額となります。 

 

２ 施設維持管理費等 

（１）維持管理費 

維持管理費として施設管理費及び人件費を表８に示します。 

表８ 維持管理費のまとめ（平成 32 年度） 

 

※１：施設稼働後 20 年間の総額の年平均となります。人件費は含んでいません。 

  ※２：施設稼働後 17 年間の総額の年平均となります。人件費は含んでいません。 

施 設 名 年間施設管理費 売電収益 維持管理費合計 

横須賀ごみ

処理施設 

焼却施設 約 5.8 億円※1 約 1.8 億円 約 4.0 億円 

不燃ごみ等選別施設 約 0.6 億円※1  約 0.6 億円 

最終処分場 約 0.4 億円※2  約 0.4 億円 

合   計 約 6.8 億円 約 1.8 億円 約 5.0 億円 

第５章 計画の推進方策 
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（２）資源化費用 

広域処理における資源化費用を表９に示します。 

表９ 資源化費用のまとめ 

 

３ 費用の負担方法 

（１）施設建設費 

広域化を推進するため、各市の公平性が確保されるよう費用を分担します。広域処

理施設の建設費は、均等割とごみ量割を組み合わせて、各市の負担額を決定します。 

なお、該当する事業が循環型社会形成推進交付金の対象となる場合は、事業費から

当該交付金の額を除いた額から算出するものとします 

 均等割２３％  ＋ ごみ量割７７％    各市の負担額を決定  

 

注：均等割 23％は、建設費の 23％を２市が折半して負担するものです。ごみ量割

77％は、建設費の 23％を除いた残りの 77％を、各市のごみ量の割合により、

２市が負担するものです。均等割とごみ量割の合計が各市の負担額になりま

す。 

（２）施設維持管理費 

広域処理施設の維持管理費は、各市のごみ量の割合により各市の負担額を決定します。 

            ごみ量割１００％    各市の負担額を決定  

施 設 名 資源化対象物 年間資源化費用 

横須賀ごみ

処理施設 

焼却施設 焼却灰 約 4.16 億円 

不燃ごみ等選別施設 金属類 約 0.03 億円 

合   計 － 約 4.19 億円 
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第２節 推進・協力体制 

 

１ 役割分担 

（１）各市の役割 

各市が独自に行うごみ処理は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

（２）広域の役割 

広域で行うごみ処理は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

広域化における各市の役割と広域の役割に関する基本的な考え方を図３に示します。 

図３ 各市の役割と広域の役割 

    ＜市民＞

   ・発生抑制

   ・排出抑制

   ・分別排出

＜各市が行うごみ処理＞
・紙、繊維類
・容器包装プラスチック類
・缶・びん類
・植木剪定枝

＜凡例＞ ：各市の役割 ：広域の役割

収
集
・
運
搬

資 源 化

 ・資 源 化
 ・焼　  却
 ・最終処分

＜広域が行うごみ処理＞
・可燃ごみ
・不燃ごみ
・粗大ごみ

：市民の役割

 

・ごみの収集及び広域処理施設までの運搬 

・容器包装リサイクル法の対象物の資源化 

・集団資源回収の推進 

・植木剪定枝の資源化 など 

 

・可燃ごみの焼却 

・不燃ごみの資源化と最終処分 

・粗大ごみの資源化と処理 など 
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２ 協力体制 

２市によるごみ処理広域化を推進する体制は、事業の効率性などを考慮し、地方自治法上

の「事務の委託」によるものとします。  

 

３ 広域処理施設の整備及び運営 

焼却施設、不燃ごみ等選別施設及び最終処分場の整備（造成工事を含む）並びに運営は、

広域の事業として各市が役割を分担して行います。 

 

４ 処理施設の運営方法 

広域処理施設の運営にあたっては、民間委託や既存のごみ処理施設従事職員の活用などを

図っていきます。 
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第３節 計画の進行管理・見直し 

 

１ 広域処理施設の整備スケジュール    

広域処理施設の整備スケジュールを表 10 に示します。 

表 10 広域処理施設整備スケジュール 

施　設
平成21年度
(2009年度)

平成22年度
(2010年度)

平成23年度
(2011年度)

平成24年度
(2012年度)

平成25年度
(2013年度)

平成26年度
(2014年度)

平成27年度
(2015年度)

平成28年度
(2016年度)

平成29年度
(2017年度)

平成30年度
(2018年度)

平成31年度
(2019年度)

不
燃
ご
み
等
選
別
施
設

最
終
処
分
場

焼
却
施
設

施
設
稼
動

施
設
稼
動

施
設
稼
動

・測量、地質調査
・環境アセスメント など

建 設 工 事

・測量、地質調査
・環境アセスメント など

建 設 工 事

・測量、地質調査
・環境アセスメント など

建 設 工 事

 

２ 計画の進行管理 

横須賀三浦地域におけるごみ処理広域化の実現のため、実施計画で定める各事業の進行

管理を行います。毎年、個々の計画とその実施状況について点検を行い、補正等をしなが

ら進行管理を行います。 
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第１節 広域処理による資源化 

 

１ 広域におけるごみ処理 

横須賀市、三浦市の２市では、今後、地方自治法上の「事務の委託」でのごみ処理の広

域化により３Ｒを推進します。広域化にあたっては、さらなる減量化・資源化を推進し、

できる限り焼却施設や最終処分場への負荷の低減を図るよう、住民、事業者、構成市が協

働して進めるものとします。 

構成する２市において、減量化・資源化目標の達成が出来るよう、ごみの発生抑制、排

出抑制及び分別排出の徹底を行うとともに、集団回収活動の推進や助成制度の周知による

生ごみ堆肥化容器等の利用促進、観光ごみ対策を含めた環境教育、普及啓発活動などを通

じて、３Ｒを実践し、循環型社会の形成を目指すこととしています。 

また、広域処理における減量化・資源化施策として、不燃ごみ中の金属類の資源化を図

るものとします。広域の処理システムを図４に示します。 

図４ 広域におけるごみ処理基本フロー 

焼却施設

不燃ごみ等
選別施設

可燃性残さ

資

源

化
金属類

最終処分場
不燃性残さ等

焼却灰
可燃ごみ

粗大ごみ

不燃ごみ

 

 

２ 廃プラスチックのサーマルリサイクル 

現在、埋立処分している不燃ごみについては、広域処理施設稼働後は、家庭から出る廃プ

ラスチック類（おもちゃ、文具類、バケツ、ビデオテープ、CD など）を可燃ごみに変更し

て排出してもらうほか、不燃ごみ等選別施設において、不燃性粗大ごみと併せて処理し、可

燃性残さを焼却処理（熱回収）に移行します。 

第６章  資源化の計画 
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３ 広域による資源化 

広域処理による資源化について表 11 に示します。焼却施設では焼却に伴って発生する熱

を回収して、発電するなどのサーマルリサイクルを行います。 

表 11 広域による資源化 

区  分 資 源 化 方 法 
資 源 化 量 

（t/年） 

不燃ごみ・粗大ごみ 

（金属類） 
マテリアルリサイクル 1,940 

 

焼 却 灰 スラグ化・セメント化等 10,850  

注：資源化量は、平成 32年度(2020 年度)における推計値です。 

 

４ 現状と広域処理の比較 

現状と広域処理施設整備後の資源化率等の比較を表 12に示します。 

表 12 現状と広域化の比較 

項  目 
現状（％） 広域化（％） 

横須賀市 三浦市 ２市全体 横須賀市 三浦市 ２市全体 

資源化率 35 33 34 45 39 43 

焼 却 率 82 55 78 80 61 78 

埋 立 率 5 11 6  2  3  2 

注：現状の数値は、各市の平成 23年度(2010 年度)実績を平均したものです。 

   注：広域化の数値は、平成 32年度(2020 年度)における推計値です。 

   注：資源化率（％）＝ 資源化量/  総ごみ量 

    焼 却 率（％）＝ 焼 却 量/（総ごみ量－集団資源回収量） 

    埋 立 率（％）＝ 埋 立 量/（総ごみ量－集団資源回収量） 
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第１節 広域処理における収集、運搬 

 

１ 広域処理対象ごみの収集、運搬 

各市は、各家庭から分別排出されたごみを収集し、市内の中継施設または広域処理施設

へ運搬します。中継施設に集められたごみは原則として大型車に積み替え、広域処理施設

へ運搬します。 

注：中継施設とは、三浦市が整備するごみの積替施設を言います。三浦市の広域処理対象ご

みは、横須賀市の広域処理施設に直接運搬せずに、いったん三浦市内の中継施設に運搬

します。 

２ 直接搬入ごみの受入 

直接搬入ごみは、市内の中継施設または広域処理施設で受け入れます。また、不燃ごみ等

選別施設から排出される残さの広域処理施設への運搬は広域の役割とします。なお、運搬方

法、運搬経路は今後決定していきます。広域処理施設間における残さの運搬を表 13に示し

ます。 

表 13 広域処理施設間における残さの運搬 

運搬元 運搬する残さ 運搬先 

不燃ごみ等選別施設 

不燃性残さ等 最終処分場 

可燃性粗大ごみ 焼却施設 

第７章  収集運搬計画 
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第１節 広域処理における中間処理、最終処分 

 

１ 処理システム 

各市から排出される広域処理対象ごみ（可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ）を適正に処理す

る施設の整備を図るとともに、最終処分までの処理システムを構築します。広域処理システ

ムの構築にあたっては、処理に伴う環境負荷の低減及び 周辺環境との調和を図ります。 

２ 施設整備 

広域処理施設については、焼却施設、不燃ごみ等選別施設（横須賀市）、最終処分場（三

浦市）を整備します。 

３ 広域処理施設の規模と稼動目標 

広域処理施設の規模及び稼動目標時期を表 14 に示します。 

表 14 広域処理施設の規模等 

 

施 設 名 施設規模 稼動目標時期 

横須賀ごみ

処理施設 

焼却施設 360t/日 

平成 31 年度（2019 年度） 
不燃ごみ等選別施設 30t/日 

最終処分場 48,900ｍ3 平成 31 年度（2019 年度） 

 

４ 中継施設の整備 

横須賀市に設置する焼却施設及び不燃ごみ等選別施設にごみを効率よく運搬するため、三

浦市は中継施設を整備します。中継施設は、既存の廃棄物処理施設の改修使用等を含め検討

します。 

第８章  中間処理・最終処分の計画 
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５ 広域処理施設の概要 

広域処理施設の概要を以下に示します。 

（１）焼却施設の概要 

焼却施設では、可燃性粗大ごみ、可燃性残さ、直接焼却ごみを焼却処理し、サーマル

リサイクルを行います。焼却処理に伴って発生する熱を回収して、発電や施設内で温水

利用を行い、余った電力は電力会社に売却します。焼却処理後に発生する焼却灰につい

ては、民間委託により資源化を図ります。 

名  称：横須賀ごみ処理施設（焼却施設） 

所 在 地：横須賀市長坂５丁目 3878 番地ほか 

敷地面積：約 12.5ha 

施設規模：施設規模 360ｔ/日  

施設概要：処理方式 全連続燃焼方式 

熱 利 用：発電等 

処理フローは図５に示します。 

 

（２）不燃ごみ等選別施設の概要 

不燃ごみ等選別施設では、不燃ごみと不燃性粗大ごみを処理対象とし、破砕・選別処

理を行います。選別された金属類は資源化します。可燃性残さは焼却し、不燃性残さ等

は埋立処分を行います。 

名  称：横須賀ごみ処理施設（不燃ごみ等選別施設） 

所 在 地：横須賀市長坂５丁目 3878 番地ほか 

敷地面積：約 12.5ha 

施設規模：施設規模 30ｔ/日  

施設概要：処理方式 破砕・選別方式 

処理フローは図５に示します。 
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（３）最終処分場の概要 

最終処分場では、不燃ごみ等選別施設からの不燃性残さ等を処理対象とし、埋立処分

します。最終処分場は、飛散防止などの理由から屋根付き（クローズド型）処分場とし、

処理水は場内の散水用として循環利用します。           

名  称：最終処分場 

所 在 地：三浦市三崎町六合字堂ヶ島 1848 番１外 

敷地面積：26,180 ㎡ 

施設規模：施設規模 48,900ｍ3 

施設概要：処分場形式 屋根付き（クローズド型）処分場 

埋立対象物 不燃性残さ等 

処理フローは図６に示します。  

 

図６ 最終処分場の処理フロー 
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第１節 広域処理における施設の配置 

 

焼却施設、不燃ごみ等選別施設及び最終処分場の整備（造成工事を含む）並びに運営は、

広域の事業として各市が役割を分担して行います。 
事務の委託により整備する廃棄物処理施設は、横須賀市に「焼却施設」、「不燃ごみ等選

別施設」、三浦市に「最終処分場」を設置するものとします。各市に配置する広域処理施設

を図７に示します。 

 

図７ 横須賀三浦地域内広域処理施設立地状況 

 

 

 
 

第９章  施設の配置 

Ｎ 

横須賀市 

三浦市 

● 

● 

・焼却施設 

・不燃ごみ等選別施設 

横須賀市長坂５丁目 3878 番地ほか 

・最終処分場 

三浦市三崎町六合字堂ヶ島 1848 番１外 



 

 

横須賀市三浦市ごみ処理広域化実施計画 

    横須賀市役所 
     〒238-8550  横須賀市小川町 11 番地  

資源循環部 広域処理施設建設室 

 電話 046(822)9392  FAX 046(824)5630 

 e-mail  ef2-ed@city.yokosuka.kanagawa.jp 

 ホームページ http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/ 

 

    三浦市役所     

     〒238-0298  三浦市城山町１番１号  

都市環境部 廃棄物対策課 最終処分場建設担当 

 電話 046(882)1111（内線 204） FAX 046(881)0148 

  e-mail  kankyou0701@city.miura.kanagawa.jp 

  ホームページ http://www.city.miura.kanagawa.jp/ 


