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㜞⍾᷼⋓┙ߩ 2%$ ᳪᨴߦଥࠆ
ᛛⴚᬌ⸛ኾ㐷ᆔຬળ



  㜞⍾᷼⋓┙ߩ 2%$ ᳪᨴߦଥࠆႎ๔ᦠ


ߪߓߦ

ឭ ⸒                          㧼㧞

ޣෳ⠨ޤ
㧝 ᆔຬળߩⷐ                     㧼
 ᆔຬળ⸳┙ߩ⚻✲
 ᆔຬળክ⼏ߩ⚻✲

㧞 ⋓┙ߩⷐ                     㧼
 ⋓┙ߩㅧᚑ
 2%$ 㑐ㅪᴺⷙߩㆡ↪㑐ଥ

㧟 ⋓┙ߩోᕈߩᬌ⸽                 㧼
 ⺞ᩏ
 ⋓┙ߩⅣႺ㕙ߩᬌ⸛⚿ᨐ
⋓┙ߩ᭴ㅧ㕙ߩᬌ⸛⚿ᨐ

㧠 ᓟߩኻ╷ߣ⺖㗴                   㧼
 ᠩოᒝ
ᕡਭኻ╷ߣᬌ⸛㗄
 ⋓┙ߩᕡਭኻ╷ߣ⺖㗴
 㧭㧝 ో㊂᠗㧗ಽ⸃ಣℂᣇᑼ
 㧭㧞 ో㊂᠗㧗⋥ធၒ┙ߡಣಽᣇᑼ
 㧮  ಽ⸃ಣℂ㧗ၒᚯߒ ߪ៝ ᣇᑼ
 㧯㧝 ㇱⵍⷒᣇᑼ
 㧯㧞 ㇱⵍⷒ㧗ㆤ᳓ᕈਅ⇐ოᣇᑼ

ޣᷝઃ⾗ᢱޤ

ߪߓߦ

᧲⏴᷼㜞⍾㜞⍾ጯოߦ㕙ߔࠆ᷼㧔એਅ㜞⍾᷼ߣ߁ޕ
㧕ߩർߦ
⟎ߔࠆ ᩣ ࠞࡀࠞ㜞⍾Ꮏᬺᚲߣਃ⪉⚕ ᩣ 㜞⍾Ꮏ႐ߩᢝౝߦޔᐢߐ⚂㧡ࡋ
ࠢ࠲࡞㜞ߐ⚂㧡ࡔ࠻࡞ߩࠕࠬࡈࠔ࡞࠻ߢⷒࠊࠇߚੱᎿߩᏂᄢߥਐ એਅ⋓
┙ߣ߁ޕࠆ߇ ޕ
ߎߩ⋓┙ߪޔᤘ  ᐕઍᓟඨޔ㜞⍾᷼ߩᐩ⾰⍾߇ 2%$ ߢᳪᨴߐࠇߡ
ࠆߎߣ߇ࠄ߆ߦߥߞߚ㓙ࠍࠄࠇߎޔᵾ᷸ߒޔ࿕ൻಣℂᓟߥ߁ࠃߩߎޔᒻߦㅧ
ᚑߒߚ߽ߩߢࠆޕ

ᐔᚑ  ᐕ㧟ߦ㜞⍾Ꮢ߆ࠄᐶ⋵ߦኻߒ┙⋓ޔߩࠅᣇࠍᬌ⸛ߔࠆߚߩ
ኾ㐷ኅᆔຬળߩ⸳⟎ߦߟߡଐ㗬߇ࠅޔᐔᚑ  ᐕ  ߦޟ㜞⍾᷼⋓┙ߩ
2%$ ᳪᨴߦଥࠆᛛⴚᬌ⸛ኾ㐷ᆔຬળߡࠇߐ┙⸳߇ޠએ᧪ ޔ࿁ߦࠊߚࠅክ⼏ࠍ
㊀ߨߡ߈ߚߣߎࠈߢࠆޕ

ߎߩႎ๔ᦠߪޔᓟߩ߹ߜߠߊࠅߦ߅ߡ┙⋓ߩߎޔࠍ߆ߦขࠅᛒ߁߆
ᬌ⸛ߔࠆߚޔㆊߩᎿᎿ⒟ߥߤߩ⾗ᢱ߿ 2%$ ߦଥࠆฦ⒳⺞ᩏ⚿ᨐߥߤࠍ߽
ߣߦޔᔅⷐߣߥࠆ㗄ࠍⅣႺ⑼ቇ߮ᧁᎿቇߩⷰὐ߆ࠄߣࠅ߹ߣߚ߽ߩߢ
ࠆޕ
ߣࠅ߹ߣߦᒰߚߞߡߪޔනߦᛛⴚߩⷰὐߛߌ߆ࠄߢߪߥߊޔታ⊛ߦߤ
ߩࠃ߁ߦኻಣߔߴ߈߆ߦᗧࠍ㈩ߒߚߣߎࠈߢࠅޔᓟ㑐ଥ⠪㑆ߢౕൻࠍ࿑
ࠆ㓙ߩၮ␆⾗ᢱߣߒߡ↢߆ߒߡߚߛ߈ߚޕ







          㜞⍾᷼⋓┙ߩ 2%$ ᳪᨴߦଥࠆᛛⴚᬌ⸛ኾ㐷ᆔຬળ
                       ᆔຬ㐳 ⮮ ↰ ᱜ ᙗ

㧙1㧙



ឭ ⸒
ᆔຬળߢߪޔᰴߩ㗄ࠍᬌ⸽ߔࠆߣߣ߽ߦޟ߃߹〯ࠍࠄࠇߎޔᕡਭኻ╷ޠ
හߜ᧪ߦࠊߚߞߡోᕈࠍࠃࠅ⏕ታߦߔࠆߚߩᣇ╷ࠍឭ⸒ߣߒߡߣࠅ
߹ߣߚޕ
㧔㧝㧕ᬌ⸽㗄߮ߘߩ⚿ᨐ
 Ԙ ⅣႺ߳ߩṳᵨ
2%$ ࠍߔࠆᐩ⾰⍾ࠍᵾ᷸࿕ൻߒ┙⋓ޔߣߒߡኽߓㄟ
ߚᤘ  ᐕ 㧞ᦼᎿቢੌᓟ ߆ࠄߦ⥋ࠆ߹ߢޔ2%$ ߩㄝⅣႺ
᳓〝ޔᶏၞޔਅ᳓ޔᄢ᳇ޔㄝფ ߳ߩṳᵨߪߥޕ
ԙ ᤨὐߢߩ᭴ㅧ㕙ߩోᕈ
⋓┙⥄ߪ⁁ߢ߽ࠕࠬࡈࠔ࡞࠻ⵍⷒߐࠇޔㅢᏱᤨߦ߅ߡ᭴
ㅧߩ㗴ߪߥޕ
ߚߛߒ┙⋓ޔᧄߢߪߥ߇ᦨޔᄖㇱߩᠩოߩ৻ㇱߦᒝࠍ
ⷐߔࠆ▎ᚲ߇ࠆޕ
Ԛ 㔡╬ߩ⥄ὼἴኂߦኻߔࠆోᕈ
㜞ầޔᵩ᳓ߥߤߩ᳓ኂߦኻߒߡߪޔᓟߩోᕈߦ㗴ߪߥޕ
㔡⊒↢ߦࠃߞߡ߽ᶧ⁁ൻߒߥߌࠇ߫ోᕈߪ⏕ߐࠇߡࠆ߇ޔ
ᄢⷙᮨ㔡㧔㔡ᐲ㧢ᒝ㧕ߦࠃࠅਅጀ⋚߇ᶧ⁁ൻߒߚ႐วߦߪ⋓┙
ߩᢳ㕙ߩ৻ㇱ߇፣უߔࠆน⢻ᕈ߇ࠆޕ


  㧔㧞㧕ᓟߩᕡਭኻ╷
  ⸥ߩԘԙߦࠃࠅࠆߌ߅ߦ⁁ޔోᕈࠍ⏕ߒߚ߇ߦࠄߐޔో
ᕈࠍ⏕ታߦߔࠆߚޔ⸥Ԙ㨪Ԛࠍ〯߹߃ߡޔᕡਭኻ╷ߣߒߡᰴߩ㧟
ߟߩᣇ╷ࠍᬌ⸛ߒߚޕ
ኻ╷

ౝኈ

㧭ో㊂᠗ ⋓┙ࠍో㊂៝ߒޔಽ⸃ಣℂߒ⚳ᦨޔಣಽ႐ߦၒ┙ߡࠆᣇ

ᴺ
⋓┙ࠍో㊂៝ߒ⚳ᦨޔಣಽ႐ߦ⋥ធၒ┙ߡࠆᣇᴺ
㧮ಽ⸃ ⋓┙ࠍో㊂ជߒޔㄭறߢಽ⸃ಣℂߒߚᓟޔߦၒᚯߔ
ಣℂ
ᣇᴺ


⋓┙ࠍో㊂ជߒޔㄭறߢಽ⸃ಣℂߒߚᓟ⚳ᦨޔಣಽ႐ߦၒ
┙ߡࠆᣇᴺ

㧯ኽߓ ⋓┙ࠍ⁁ߩ߹߹ޔోᕈࠍࠃࠅ⏕ታߥ߽ߩߣߒߡኽߓㄟ
ㄟ

ࠆᣇᴺ
㧙2㧙


ᕡਭኻ╷ߩㆬቯߦᒰߚߞߡߪޔᰴߩ᧦ઙߦㆡวߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
Ԙ ⏕┙ߐࠇߚᛛⴚߢࠅ┙⋓ߟ߆ޔߩኻ╷ߣߒߡㆡ↪น⢻ߢࠆ
ߎߣޕ
ԙ ㄝ߳ߩᓇ㗀߇ዊߐߎߣޕ
Ԛ

ታᕈ߇㜞ߎߣޕ


ߥ߅ᦨޔᄖㇱߩᠩოߩ৻ㇱߩᒝߦߟߡߪޔㄝߩ〝ㅢ
ߩోࠍ⏕ߔࠆߣ߁ⷰὐ߆ࠄߩࠇߕޔᕡਭኻ╷ࠍߣࠆ႐วߢ
߽ᔅߕታᣉߔߴ߈ኻ╷ߢࠆޕ

㧔ᠩოߩᒝ㧕
⋓┙ߩᦨᄖㇱߦ⸳⟎ߐࠇߡࠆࠦࡦࠢ࠻ߩᠩოߩ৻ㇱ
ㅢᏱᤨߦ߅ߡߪ᧲ᠩოߩߺޔ㔡ᤨߦ߅ߡߪᠩოߣർ
ᠩო߽ ߦߟߡޔᒝᐲਇ⿷߇ࠆߎߣ߇್ߒߚޕ⎕៊ߒߚߣߒߡ
߽⋓┙ߩోᕈߦᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆߎߣߪߥ߇ޔᠩოౝߩ⋓┙ㅧ
ᚑએ೨ߩਅጀ⍾ߥߤ߇〝ߦ፣ࠇࠆน⢻ᕈ߇ࠆߎߣ߆ࠄޔ〝
ㅢߩోᕈࠍ⏕ߔࠆߚޔᒝ߇ᔅⷐߢࠆޕ


ർ

ධ

              ⋓┙ࠗࡔࠫ࿑

⋓┙

⋓┙

㧔  ㇱ㧕

㨻㩇㩖㨱㩣㩎ጀ









2 ᦼᎿ

PCB ࿕ൻ

㧝ᦼᎿ

PCB ࿕ൻ

㩀㨺㩔㩨㨼㩎㩨ṗ╬





㧙3㧙

ᠩოᒝ
Ꮢ

⥃᷼〝




㧝㧕㧭ో㊂᠗ኻ╷
2%$ ࿕ൻࠍో㊂៝ߔࠆߎߣߦࠃࠅޔ߆ࠄ⋓┙⥄ࠍ
ߥߊߒߡߒ߹߁ᣇᴺߢࠆޕ

Ԙ 㧭㧝 ో㊂᠗㧗ಽ⸃ಣℂᣇᑼ
ߎߩኻ╷ࠍណ↪ߔࠆߚߦߪޔ2%$ ࠍߒߡࠆᄢ㊂ߩ⋓┙
ⷒ㊂ޔO ࠍಽ⸃ಣℂߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆታ↪ⷙᮨߩᣢ
ሽᣉ⸳ߩሽ߇೨ឭߣߥࠆޕ
ߒ߆ߒᤨޔὐߢᄢⷙᮨߩಽ⸃ಣℂᣉ⸳ߪⒿߒߡߥޕ
㧔ಽ⸃
ಣℂᣉ⸳ߦߟߡߪޔ㧮ಽ⸃ಣℂኻ╷ࠍෳᾖ㧕
ߥ߅ ޔऩᣣ⒟ᐲߩฃߌࠇ߇น⢻ߥಽ⸃ಣℂᣉ⸳ࠍᑪ⸳ߔࠆ
ߣቯߒߚ႐วߢ߽ޔኻ╷Ꮏᦼ㑆ߪޔᣂߚߥᣉ⸳ߩᑪ⸳ࠍ
ߨ  ᐕߢࠆޕ

ԙ 㧭㧞 ో㊂᠗㧗⋥ធၒ┙ߡಣಽᣇᑼ
ߎߩኻ╷ࠍណ↪ߔࠆߚߦߪޔಽ⸃ಣℂࠍߒߥ 2%$ ࿕ൻ
ࠍᄢ㊂ߦฃߌࠇߢ߈ࠆᦨ⚳ಣಽ႐ߩ⏕߇⺖㗴ߣߥࠆޕ
ߎߩᣇᑼߪޔ㜞Ớᐲߩ 2%$ ࠍߒߚ࿕ൻߣಣಽ႐ߩ㔎᳓ߥߤ
߇ធ⸅ߔࠆߎߣ߆ࠄޔ
2%$ ࠍឃ᳓ࠍಣℂߔࠆᣉ⸳߇ᔅⷐߢࠆޕ
߹ߚޔߦ៝ߢ߈ࠆߣߒߡ ޔऩᣣ⒟ᐲߩฃߌࠇ㊂ࠍቯ
ߒߡ߽ኻ╷Ꮏᦼ㑆ߪߨ  ᐕߢࠆޕ
㧔 ऩ࠻࠶ࠢ  บᣣ㧕

㧭ߩኻ╷ࠍណ↪ߔࠆߚߦߪޔᰴߩⅣႺኻ╷߇ᔅⷐߢࠆޕ
 ⋓┙ࠍជߔࠆߚޔ2%$ ࿕ൻ↱᧪ߩ☳ߓࠎߥߤߩ㘧
ᢔ㒐ᱛኻ╷߇㊀ⷐߣߥࠆޕ
 ជᬺਛߪޔជ႐ᚲࠍ࠹ࡦ࠻ߥߤߢⷒ⬄ߒޔ㘧ᢔ㒐ᱛኻ╷
ࠍߣࠆߎߣߣߥࠆ߇ޔ㐳ᦼߦࠊߚࠅ 2%$ ࿕ൻ↱᧪ߩ☳ߓࠎ
ߥߤߩㄝⅣႺ߳ߩ㘧ᢔࠬࠢ߇⛮⛯ߔࠆߎߣ߆ࠄޔ႐วߦࠃߞ
ߡߪޔㄝ᳃ߩ⒖ォߥߤࠍ⠨ᘦߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ

એߩߎߣ߆ࠄోߩߎޔ㊂᠗ኻ╷ࠍណ↪ߔࠆߦߪ⺖ߩࠄࠇߎޔ㗴
ࠍ⸃ߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ





㧙4㧙

㧞㧕㧮ಽ⸃ಣℂኻ╷
ㄭறߦ 2%$ ಽ⸃ಣℂᣉ⸳ࠍ⸳⟎ߒ┙⋓ޔో㊂ࠍಽ⸃ಣℂᓟ
ߦၒᚯߔޔߪߩ႐ᚲߩᦨ⚳ಣಽ႐ߦၒ┙ߡࠆᣇᴺߢࠆޕ

ࠕ 2%$ ╬ߩᳪᨴფߩಽ⸃ಣℂᛛⴚߣߒߡߪޔ㜞᷷ಽ⸃ᴺߥߤ߇㐿
⊒ߐࠇߡ߅ࠅޔዊⷙᮨߢߪࠆ߇ታ↪ߦଏߐࠇߡࠆޕ
ߒ߆ߒޔ2%$ ࠍߒߡࠆᄢ㊂ߩ⋓┙ O ࠍಣℂߔࠆ
ߦߪߦࠄߐޔಣℂ⢻ജߩᄢ߈ߥᣉ⸳ߩᑪ⸳߇ᔅⷐߣߥࠆޕ
ޔർᎺߢᑪ⸳ਛߩ 2%$ ᑄ᫈‛ಣℂᣉ⸳ߩ⢻ജߪޔ㧡ऩᣣߢ
ࠆޕ

ࠗ ߦ  ऩᣣߩಣℂ⢻ജࠍߔࠆᣉ⸳ࠍ  ၮ⸳⟎ߒ ޔऩᣣ
ߩಣℂ⢻ജߣቯߔࠆߣޔኻ╷Ꮏᦼ㑆ߪᣉ⸳ߩᑪ⸳߽ߨ 
ᐕߢࠆޕ

࠙ ࿁ኻ⽎ߣߥࠆ 2%$ ࿕ൻߪޔㅢᏱߩᳪᨴფߣߪᕈ⁁߇⇣
ߥࠆߎߣ߆ࠄߩߎޔኻ╷ࠍណ↪ߔࠆ႐วߦߪޔ೨ߦታࠨࡦࡊ࡞ࠍ
ߞߚታ⸽ታ㛎ߦࠃࠅಣℂലᨐࠍ⏕ߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ

ࠛ ߎߩኻ╷ࠍណ↪ߔࠆ႐วߦߪޔಽ⸃ಣℂᣉ⸳ᑪ⸳ߩߚߩ↪⏕
߇ᔅⷐߢࠆޕ

ࠝ ߎߩኻ╷ࠍណ↪ߔࠆ႐วߦߪޔᰴߩⅣႺኻ╷߇ᔅⷐߢࠆޕ
 ⋓┙ࠍជߒޔಣℂᣉ⸳߹ߢㆇ៝ߒߚᓟޔಽ⸃ಣℂࠍⴕ߁ߚ
ޔ2%$ ࿕ൻ↱᧪ߩ☳ߓࠎߥߤߩ㘧ᢔ㒐ᱛኻ╷߇㊀ⷐߣߥࠆޕ
 ಽ⸃ಣℂᣉ⸳ߩⒿᤨߦߪޔಣℂᣉ⸳߆ࠄឃࠟࠬߥߤߩኻ╷߽
ⴕ߁ᔅⷐ߇ࠆޕ
 ជᬺਛߪޔជ႐ᚲࠍ࠹ࡦ࠻ߥߤߢⷒ⬄ߒޔ㘧ᢔ㒐ᱛኻ╷
ࠍߣࠆߎߣߣߥࠆ߇ޔ㐳ᦼߦࠊߚࠅ 2%$ ࿕ൻ↱᧪ߩ☳ߓࠎ
ߥߤߩㄝⅣႺ߳ߩ㘧ᢔࠬࠢ߇⛮⛯ߔࠆߎߣ߆ࠄޔ႐วߦࠃߞ
ߡߪޔㄝ᳃ߩ⒖ォߥߤࠍ⠨ᘦߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
એߩߎߣ߆ࠄߩߎޔಽ⸃ಣℂኻ╷ࠍណ↪ߔࠆߦߪࠄࠇߎޔ
ߩ⺖㗴ࠍ⸃ߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ



㧙5㧙

㧟㧕㧯ኽߓㄟኻ╷
⋓┙ࠍ⁁ߩ߹߹ޔోᕈࠍࠃࠅ⏕ታߥ߽ߩߣߒߡኽߓㄟࠆᣇ
ᴺߢࠅޔએਅߩ㧞ߟ߇⠨߃ࠄࠇࠆޕ
Ԙ ㆤ᳓ࠪ࠻ߥߤߦࠃࠆㇱⵍⷒᣇᑼ
ԙ ㆤ᳓ࠪ࠻ߥߤߦࠃࠆㇱⵍⷒ㧗ㆤ᳓ᕈਅ⇐ოᣇᑼ
Ԙԙߩኻ╷ߪߕࠇ߽ᦨ⚳ಣಽ႐ㆤ᳓Ꮏޔਅ᭴ㅧ‛▽ㅧᎿߥ
ߤߢᄙᢙߩታ❣߇ࠅޔᛛⴚߩ㗴ߪߥޕ
߹ߚޔኽߓㄟኻ╷ߪ⋓┙ࠍជㆇ៝ߒߥߩߢޔ2%$ 
࿕ൻ↱᧪ߩ☳ߓࠎߥߤ߇㘧ᢔߔࠆࠬࠢߪߥޕ
ߥ߅ޔኻ╷ታᣉᓟ߽ㆡಾߦ⋓┙ࠍ▤ℂߒ⛯ߌߡߊᔅⷐ߇ࠆޕ

Ԙ 㧯㧝 ㇱⵍⷒᣇᑼ
⋓┙ㇱ ࿐ߩᴺ㕙ࠍⷒ߽ߢ⁁ޔߪߦ ޕ߮ࠕࠬࡈ
ࠔ࡞࠻ⵍⷒ߇ᣉߐࠇߡ߅ࠅߩߘޔోᕈࠍ⏕ߒߡࠆ߇ߦࠄߐޔ
ㆤ᳓ࠪ࠻ޔਇ❱Ꮣߥߤߦࠃࠅ⋓┙ㇱࠍⵍⷒߔࠆߎߣߦࠃࠅޔ
㔎᳓ߥߤߩᶐࠍ㒐ᱛߒ⋓┙߳ߩㆤ᳓ലᨐࠍ㜞ޔኽߓㄟലᨐ
ࠍ⏕ታߦߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
ߚߛߒޔᄢⷙᮨ㔡 㔡ᐲ㧢ᒝ ߇⊒↢ߒ┙⋓ޔߩਅጀ⋚߇ᶧ
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恒久対策の方法別評価
Ａ 全量撤去対策
Ｂ 現地分解処理対策
Ｃ 現地封じ込め対策
A1全量撤去＋分解処理方 A2全量撤去＋直接埋 B現地分解処理→埋め戻し C1上部被覆方式
C2上部被覆＋遮水性地
式
め立て処分方式
(又は搬出)方式
下土留め壁方式
事業概要

擁壁補強
いずれの対策にも必要

・盛立土を全量搬出し、 ・盛立土を全量搬出 ・盛立土を全量掘削し、 ・遮水シートなどによ ・C1に加え、盛立土周 ・今回の検討で判明した
別の場所で分解処理し、 し、別の最終処分
近傍で分解処理した後、 り盛立土上部を被覆
辺の地下地盤に遮水
強度不足部分の擁壁を
別の最終処分場へ埋め
場に直接埋め立て
現地に埋め戻す｡（又は
する。
性地下土留め壁工事
補強する。
立てる。
る。
別の最終処分場に埋め
を行う。
立てる）

・現時点で大規模な処理 ・受入可能な大規模 ・PCB汚染土の分解処理技
施設は稼働していない。 な処分場の確保が
術はあるが、PCB含有固
対策技術
(汚染土壌で最大5t/日
課題である。
化土の処理実績はない。 ・多数の実績があり、技術上の問題はない。
の現状
まで)
・現時点で大規模な処理
施設は稼働していない。
(汚染土壌で最大5t/日
まで)
工期
20年
10年
20年
2年
2年
1,570億円
400億円
1,500億円
40億円
75億円

・多数の実績があり、技
術上の問題はない。

事業費の 掘削運搬費等
試算
処理施設償却費
（概算） 分解処理費
埋め立て処分費

擁壁補強

350億円
600億円
600億円
20億円

掘削運搬費等
埋め立て処分費

350億円
50億円

掘削盛立て費等 300億円
施設建設費
600億円
処理費
600億円

上部被覆工事

・盛立土の掘削を行うため、掘削中(Bは処理中を含む)は、長期にわたり
PCB含有固化土由来の粉じん等の周辺環境への飛散リスクが継続する。
・場合によっては、近隣住民の移転等が必要である。
（上記費用には含めていない）

総合評価

40億円

上部被覆工事
地下連続壁工事

40億円
35億円

2億円

・盛立土の掘削がないため、PCB含有固化土由 ・現在と同様、モニタリ
来の粉じん等が飛散するリスクはない。
ングと適切な管理が必
・工事終了後、モニタリングと適切な管理が必
要である。
要である。

・受け入れ可能な施設の ・受け入れ可能な最 ・大規模処理施設の建設 ・盛立土上部(法面含 ・盛立地の下層地盤が
確保が課題である。
終処分場の確保が
が必要 。（10ｔ/日×10
む)の遮水効果を高
液状化した場合でも、
課題である。
基を想定）
め、封じ込め効果が
盛立土の滑りを防止
・処理施設の設置場所の
高い。
することができる。
用地確保が必要。
・盛立土の封じ込め効
・PCB含有固化土の処理実
果が高く、万が一の
績はない。
PCB漏洩にも対応でき
る。
・地震対策としては不 ・想定した大規模地震
・上記課題を解決する必要がある。
完全。
等に対しても安全性
を確保できる。
-9-

1年
2億円
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㧟


࿑  㜞⍾᷼⋓┙⟎࿑

       ౖ㧦࿖ℂ㒮 ⓨਛ౮⌀ࠨࡆࠬ㧔ᓇ  ᐕ㧕ࠍరߦᚑ
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࿑  㜞⍾᷼⋓┙ߩᢿ㕙᭴ㅧ

㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷
㩷
㩷 ࿑  ⋓┙ᎿߩᎿ⒟
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㧔㧞㧕ᵾ᷸࿕ൻಣℂᓟߩᐩ⾰⺞ᩏ 
    ᵾ᷸࿕ൻಣℂᎿᓟߩ⺞ᩏ⚿ᨐߪએਅߩߣ߅ࠅߢߞߚޕ
㧝㧕㜞⍾᷼ߩ 2%$ ᐩ⾰⺞ᩏߥߤ
Ԙ ╙㧞ᦼᎿᵾ᷸⚳ੌ⋥ᓟߩᐩ⾰⺞ᩏ
╙㧞ᦼᎿᵾ᷸⚳ੌ⋥ᓟߩᤘ  ᐕ㧝ߦ㜞⍾᷼ౝߢᐩ⾰ߩ
⹜㛎ࠍታᣉߒߚ⚿ߩߘޕᨐߪ ޔὐߦ߅ߡቯ㊂ਅ㒢୯㧔
OIMI㧕ᧂḩ㨪OIMI ߢࠅޔ㧠ὐᐔဋ୯ߢ್ቯߔࠆߣ 㨪
OIMI ߣߥࠅޔᐩ⾰ߩᥳቯ㒰ၮḰ㧔ᤘ  ᐕⅣ᳓▤╙  ภ
ⅣႺᐡ᳓⾰▤ℂዪ㐳ㅢ⍮㧕OIMIએਅߢߞߚޕ
㩷
⚿ᨐ OIMI 
᷹ቯ▎ᚲᢙ ో  ὐ 
㧺㧰
 ὐ
㨪
㨪
㨪
㨪
㨪

 ὐ
 ὐ
 ὐ
 ὐ
 ὐ

ᵈ㧕㧺㧰㧦2%$ ㊂ቯ㊂ਅ㒢୯ OIMI ᧂḩ


ԙ 㜞⍾Ꮢߩ 2%$ ᐩ⾰⺞ᩏ
㜞⍾Ꮢߪᤘ  ᐕᐲએ㒠ޔߦ⥋ࠆ߹ߢ㜞⍾᷼ౝߩ㧝ὐߢ
ᐕ㧝࿁ᐩ⾰⹜㛎ࠍታᣉߒߡࠆ⚿ߩߘޕᨐߪޔቯ㊂ਅ㒢୯㧔
OIMI㧕ᧂḩ㨪㧥OIMI ߩ▸࿐ౝߢߞߚ  ޕ

Ԛᐶ⋵ߩ᳓⾰߮ᐩ⾰⺞ᩏ 
 ᐶ⋵ߪޔ
ᐔᚑ  ᐕ㧥  ᣣߦ᳓⾰߮ᐩ⾰ߩ⺞ᩏࠍታᣉߒߚޕ
᳓⾰ߦߟߡߪޔ㧞ὐߣ߽ቯ㊂ਅ㒢୯㧔OI.㧕ᧂḩߢ
ߞߚޕ
ᐩ⾰ߦߟߡߪޔ㜞⍾᷼ౝߩᐩ⾰㧢ὐߢ⹜㛎ࠍታᣉߒߡ
߅ࠅ⚿ߩߘޔᨐߪޔ㨪OIMIޔᐔဋ OIMI ߢߞߚޕ
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 2%$ 㑐ㅪᴺⷙߩㆡ↪㑐ଥ
⋓┙ߩᎿߪޟᐩ⾰ߩಣℂಣಽ╬ߦ㑐ߔࠆᥳቯᜰ㊎ߦޠㆡวߒߚᎿ
ᴺߢታᣉߐࠇߡࠆޕ
ߒ߆ߒߥ߇ࠄޔᒰᤨ߆ࠄ  ᐕએ߇⚻ㆊߒߡޔ㑐ଥᴺ߇ᢛߐࠇߡ
߈ߡࠆߎߣ߆ࠄޔౣᐲߩⴕޔ㑐ଥᴺߩㆡ↪ߦߟߡᢛℂࠍⴕߞߚޕ
⋓┙ߩኻ╷ߩᬌ⸛ߦᒰߚߞߡߪ߃ߣߚޔ㑐ଥᴺߩ⋥ធߩㆡ↪ߪߥߊ
ߡ߽ⴕޔᴺߩၮḰߦㆡวߒߚኻ╷ࠍߣࠆߴ߈ߢࠆߣ߁⠨߃ᣇߦ┙
ߟ߽ߩߢࠆޕ
ᬌ⸛ኻ⽎ߩᴺߪޟޔⅣႺၮᧄᴺޟޔޠფᳪᨴኻ╷ᴺޟޔޠᑄ᫈‛ߩಣℂ
߮ᷡߦ㑐ߔࠆᴺᓞࡐޟޔޠႮൻࡆࡈࠚ࠾࡞ᑄ᫈‛ߩㆡᱜߥಣℂߩផㅴ
ߦ㑐ߔࠆ․ភ⟎ᴺޠ߮ࡐޟႮൻࡆࡈࠚ࠾࡞╬ߩขᛒߩⷙߦ㑐ߔ
ࠆ᧦ޕࠆߢޠ

㧔㧝㧕ⅣႺၮᧄᴺ ᐔᚑ㧡ᐕᴺᓞ╙  ภ 
╙  ᧦ߦၮߠߊޟფߩᳪᨴߦଥࠆⅣႺၮḰߦߟߡޠ
㧔ᐔᚑ㧟ᐕ
ⅣႺᐡ๔␜╙  ภ㧕ߢߪޔ
ޟ2%$ ߩⅣႺၮḰߪޔṁ㊂ߢᬌߐࠇߥ
ߎߣ㧔OI. ᧂḩ㧕ޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆߡࠇߐߣޠห๔␜ߦ
߅ߡޔ
ޟⅣႺၮḰߪޔᳪᨴ߇߽ߞ߬ࠄ⥄ὼ⊛ේ࿃ߦࠃࠆߎߣ߇ࠄ߆
ߢࠆߣࠄࠇࠆ႐ᚲ߮ේ᧚ᢱߩၸⓍ႐ޔᑄ᫈‛ߩၒ┙ߡߘ
ߩઁߩⅣႺၮḰߦឝߍࠆ㗄⋡ߦଥࠆ‛⾰ߩ↪ߪಣಽࠍ⋡⊛ߣߒߡ
ߦߎࠇࠄࠍ㓸Ⓧߒߡࠆᣉ⸳ߦଥࠆფߦߟߡߪޔㆡ↪ߒߥޕ
ޠ
ߣߐࠇߡࠆޕ
ߐࠄߦޟფߩᳪᨴߦଥࠆⅣႺၮḰߦߟߡޠ㧔ᐔᚑ㧟ᐕⅣ᳓╙
 ภⅣႺᐡ᳓⾰ోዪ㐳ㅢ⍮㧕ߢߪޟޔ
ޟᐩ⾰ߩಣℂಣಽ╬ߦ㑐ߔ
ࠆᥳቯᜰ㊎ࠅࠃߦޠ㒰ᐩ⾰ࠍၒ┙ߡࠆ႐ᚲޔ
ޟᶏᵗᳪᨴ߮ᶏἴ
ኂߩ㒐ᱛߦ㑐ߔࠆᴺᓞߦޠၮߠߡⴕࠊࠇࠆ᳓ᐩ⍾ߩၒ┙ߡ႐ᚲ
ߥߤኻ⽎‛⾰ߩ↪ߪಣಽࠍ⋡⊛ߣߒߡߦߎࠇࠄࠍ㓸Ⓧߒߡࠆ
߽ߩߣࠄࠇࠆᣉ⸳ߦଥࠆფߦߪⅣႺၮḰࠍㆡ↪ߒߥߎߣߣߔ
ࠆޕࠆߡࠇߐߣޠޕ
ߎߩߚޔ㜞⍾᷼⋓┙ߦⅣႺၮḰߪㆡ↪ߐࠇߥ߇ޔㄝⅣႺ
ߦߪㆡ↪ߐࠇࠆޕ
㧔㧞㧕ფᳪᨴኻ╷ᴺ㧔ᐔᚑ  ᐕᴺᓞ╙  ภ㧕
ߎߩᴺᓞߢߪޔფߩᳪᨴ⁁ᘒ߇ᜰቯၮḰߦㆡวߒߥ႐วߪޔ
ޟᜰ
ቯၞߡߒߣޠᜰቯ ᴺ╙㧡᧦ ߔࠆߣߣ߽ߦޔᳪᨴფߩ᠗ߥߤߩ
ភ⟎ࠍ⻠ߓࠆߎߣߥߤࠍቯߡࠆ߇ޔ
ޟფᳪᨴኻ╷ᴺߩᣉⴕߦߟ
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ߡޠ
㧔ᐔᚑ  ᐕⅣ᳓╙  ภⅣႺ⋭ⅣႺ▤ℂዪ᳓ⅣႺㇱ㐳ㅢ⍮㧕
ߢߪޔ
ფᳪᨴߦࠃࠅஜᐽⵍኂ߇↢ߕࠆ߅ߘࠇ߇ࠆߩ⺞ᩏߦ㑐ߒޔ
ޟ
ფⅣႺၮḰ߇ㆡ↪ߐࠇߥߎߣߣߥߞߡࠆფߦߟߡߪ߇ࠇߘޔ
ㆡಾߦ▤ℂߐࠇߡࠆ㒢ࠅߦ߅ߡ․ޔቯኂ‛⾰ࠍࠎߢߚߣߒ
ߡ߽ੱ߇៨ขߔࠆน⢻ᕈߪߥߣ⠨߃ࠄࠇࠆߎߣ߆ࠄ⺞ޔᩏߩߥ
ߤߩኻ⽎ߣߪߥࠄߥޕ
ޕࠆߡࠇߐߣޠ
ߎߩߚޔ㜞⍾᷼⋓┙ߪფᳪᨴኻ╷ᴺߩኻ⽎ᄖߢࠆ߇ޔಽ
⸃ಣℂߔࠆ႐วߩ⹏ଔߩߚߩၮḰ୯ߣߒߡޔᜰቯၮḰߢ್ᢿߔࠆߎ
ߣߣߒߚޕ
߹ߚޔ2%$ ߩṁ⹜㛎ᣇᴺߣߒߡޔფᳪᨴኻ╷ᴺߦၮߠߊ᷹ቯᣇ
ᴺ㧔ᐔᚑ  ᐕⅣႺ⋭๔␜╙  ภ㧕ࠍណ↪ߒߚޕ

㧔㧟㧕ᑄ᫈‛ߩಣℂ߮ᷡߦ㑐ߔࠆᴺᓞ㧔ᤘ  ᐕᴺᓞ╙  ภ㧕
ޟᑄ᫈‛ߩಣℂ߮ᷡߦ㑐ߔࠆᴺᓞߩᣉⴕߦߟߡޠ
㧔ᤘ  ᐕ
 Ⅳᢛ╙  ภෘ↢⋭ⅣႺⴡ↢ዪ㐳ㅢ⍮㧕ߢߪޔ
ޟ᷼ḧޔᴡᎹߩߒࠀ
ࠎߖߟߦߞߡ↢ߕࠆ⍾ߘߩઁߎࠇߦ㘃ߔࠆ߽ߩߪޔᑄ᫈‛ಣℂᴺ
ߩኻ⽎ߣߥࠆᑄ᫈‛ߢߥޕ
ޔࠄ߆ߣߎࠆߡߒߣޠ㜞⍾᷼⋓┙ߪޔ
หᴺߢቯࠆᑄ᫈‛ߦߪᒰߒߥޕ

㧔㧠㧕ࡐႮൻࡆࡈࠚ࠾࡞ᑄ᫈‛ߩㆡᱜߥಣℂߩផㅴߦ㑐ߔࠆ․ភ⟎
ᴺ ᐔᚑ  ᐕᴺᓞ╙  ภ 
╙㧞᧦ߢߪߩߎޟޔᴺᓞߦ߅ߡࡐޟޔႮൻࡆࡈࠚ࠾࡞ᑄ᫈‛ޠ
ߣߪࡐޔႮൻࡆࡈࠚ࠾࡞ࡐޔႮൻࡆࡈࠚ࠾࡞ࠍᴤߪࡐႮ
ൻࡆࡈࠚ࠾࡞߇ႣᏓߐࠇޔᨴߺㄟߺޔઃ⌕ߒߪߊߒ⧯ޔኽߐࠇߚ߽
ߩ߇ᑄ᫈‛㧔ᑄ᫈‛ಣℂᴺ╙  ᧦╙  㗄ߦⷙቯߔࠆᑄ᫈‛ࠍ߁ޕ
㧕
ߣߥߞߚ߽ߩࠍ߁ޕ
ޕࠆߡߒߣޠ
㜞⍾᷼⋓┙ߪޔᑄ᫈‛ಣℂᴺߢቯࠆᑄ᫈‛ߢߥߎߣ߆ࠄޔ
ߎߩᴺᓞߢⷙቯߔࠆ 2%$ ᑄ᫈‛ߦᒰߒߥޕ

㧔㧡㧕ࡐႮൻࡆࡈࠚ࠾࡞╬ߩขᛒߩⷙߦ㑐ߔࠆ᧦㧔ᤘ  ᐕ
᧦╙  ภ㧕
ߎߩ᧦ߢߪޔ2%$ ࠍߔࠆᑄ᫈‛ߘߩઁߩ‛ߢ⍮߇ᜰቯߔ
ࠆ߽ߩߦߟߡㆡಾߥ▤ℂߥߤࠍ⟵ോઃߌߡࠆޕ
⍮߇ᜰቯߔࠆ߽ߩߩ৻ߟߦޔឃ᳓ᣉ⸳ߘߩઁߩᣉ⸳ߩၸⓍ‛ߢ
2%$ ࠍߔࠆ߽ߩ߇ࠆޕ
⋓┙ߦߟߡߪޔ㜞⍾᷼ౝߦၸⓍߒߡߚ 2%$ ᐩ⾰⍾
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ࠍᵾ᷸ߒޔ2%$ ߇ṁߒߥࠃ߁࿕ൻಣℂࠍⴕߞߚ߽ߩߢࠆߎߣ߆
ࠄޔ⍮߇ᜰቯߔࠆ 2%$ ߪ 2%$ ຠߦߪᒰߒߥޕ
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㧟 ⋓┙ߩోᕈߩᬌ⸽
ᧄᆔຬળߢߪᤨޔὐߢߩ⋓┙ߩోᕈࠍᬌ⸽ߔࠆߣߣ߽ߦߦࠄߐޔ
ᓟߎࠅ߁ࠆ㔡ߥߤߩ⥄ὼἴኂࠍᗐቯߒޔኾ㐷⊛ߥ߆ࠄోᕈࠍᬌ⸽
ߒߚޕ
  ోᕈࠍᬌ⸽ߔࠆߦߚࠅޔ㔡ᤨߩᶧ⁁ൻߥߤߦ㑐ߔࠆᬌ⸛ࠍⴕ߁ߚ
ߦޔ᷹㊂ߩߤߥࠣࡦࡏޔ⺞ᩏࠍታᣉߒߚޕ

 ⺞ᩏ
⺞ᩏߪޔᐔᚑ  ᐕ    ᣣ㨪   ᣣߦታᣉߒߚޕ

㧔㧝㧕᷹㊂߮ࡏࡦࠣ⺞ᩏ㧔ᷝઃ⾗ᢱ㧞ෳᾖ 
⋓┙߮ߘߩㄝߦᎿၮḰὐࠍ㧢▎ᚲ⸳ߌޔᐔ㕙᷹㊂㧔
ট㧕߮ᮮᢿ᷹㊂㧔 ট㧕ࠍⴕ߁ߣߣ߽ߦ┙⋓ޔᧄ㧞ὐ߮
ᄖㇱ㧢ὐߢࡏࡦࠣ⺞ᩏࠍታᣉߒߚޕ

       ࿑  ࡏࡦࠣ⟎࿑


㧔㧞㧕⋓┙ߩ⾰߮ 2%$ ಽᨆ⺞ᩏ 
⋓┙ᴺ㕙ߩ㧞ὐߦ߅ߡࡏࡦࠣࠍታᣉߒޔ㧝ᦼᎿㇱಽޔ㧞
ᦼᎿㇱಽ߮ⷒߩ⾰⺞ᩏ㧔⾰ቯᢙߥߤ㧕ࠍⴕ߁ߣߣ߽ߦޔណ
ขߒߚⷒ߮ 2%$ ࿕ൻߩ 2%$ ಽᨆࠍታᣉߒߚޕ
⾰⺞ᩏߦߟߡߪ┙⋓ޔߩේ⟎ߢߩ⹜㛎߮ቶౝ⹜㛎ߦࠃࠅޔ
ቯ⸃ᨆߦᔅⷐߥ⾰ቯᢙࠍ⸳ቯߒߚޕ
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  㧔㧟㧕⋓┙ᄖㇱߩ⺞ᩏ
⋓┙ᄖㇱ  ὐߦߟߡ 㨪O ߩᷓߐ߹ߢࡏࡦࠣࠍⴕޔ
⾰ᩇ⁁࿑ࠍᚑߒޔ⾰ቯᢙߩ⸳ቯࠍⴕߞߚߦࠄߐޕណขߒߚფ
ߩ 2%$ ಽᨆࠍⴕߞߚޕ
߹ߚ┙⋓ޔਅㇱߩࠞࡃࠗ࠼ṗጀޔᴒⓍ☼ᕈጀߥߤߩ⾰᭴ᚑ
ࠍ⏕ߒ᧲ޔ㧞ࡩᚲ߮ධർ㧞ࡩᚲߩጀᮮᢿ㕙࿑ࠍᚑߒߚޕ

 ⋓┙ߩⅣႺ㕙ߩᬌ⸛⚿ᨐ
2%$ ߪޔൻቇ⊛ߦቯߒߚ‛⾰ߢࠅޔ㔍᳓ṁᕈ߆ߟ⢽ṁᕈߢࠆޕ
2%$ ߪޔ㔍᳓ṁᕈߢࠆߎߣ߆ࠄਅ᳓ߥߤࠍㅢߓߡᄖㇱߦṳᵨߔࠆน
⢻ᕈߪዊߐ߇ޔోᕈࠍ㜞ࠆߚߦߪ┙⋓ޔߣᄖㇱߩ᳓ࠍㆤᢿߔࠆ
ߎߣ߇㊀ⷐߢࠆޔߢߎߘޕㄝ߳ߩṳᵨࠍ㒐ߋߚޔએਅߩࠃ߁ߦ⋓┙
ߩㆤ᳓⁁ᴫࠍ⹏ଔߒߚޕ

㧔㧝㧕⋓┙ߩㆤ᳓⁁ᴫ
  Ԙ ⋓┙㕙߮ᴺ㕙ߩ⁁ᴫ
⋓┙㕙ߪޔㆤ᳓ߩߚߦ OO ߩࠕࠬࡈࠔ࡞࠻ⵍⷒ߇ߥߐࠇߡ߅
ࠅޔߦࠄߐޔ㑐ଥડᬺ߇⛮⛯ߒߡୃᎿࠍⴕߞߡ߈ߡࠆߎߣ߆ࠄޔ
ᤨὐߢ⋓┙ㇱߩㆤ᳓ᕈߦߟߡߪ㗴ߥޕ
߹ߚޔᴺ㕙ߩⷒߩਅߦࠕࠬࡈࠔ࡞࠻ⵍⷒ߇ࠆߎߣࠍ⺞ᩏߦ
ߡ⏕ߒߡࠆޕ
   
ԙ ⋓┙ߩਅߩ⁁ᴫ
⋓┙ߩਅߪޔ㔍ㅘ᳓ᕈߩෘߐ O ߩࠞࡃࠗ࠼ṗጀ㧔ㅘ᳓ଥᢙ
EO⑽㧕ߢࠅߩߘߦࠄߐޔਅߦෘߐ 㨪㧟O ߩᴒⓍ☼ᕈ
ጀ㧔ㅘ᳓ଥᢙ EO⑽㧕߇⏕ߐࠇߚߪࠄࠇߎޕფᳪᨴ
ኻ╷ᴺߦၮߠߊኽߓㄟኻ╷ߣߒߡㆤ᳓ᕈ߇ࠆߣࠄࠇࠆၮḰ
㧔ㅘ᳓ଥᢙ㧝EO⑽㧦ෘߐ㧡O㧕ࠍరߦ឵▚ߔࠆߣ࠼ࠗࡃࠞޔ
ṗጀߪ O ߮ᴒⓍ☼ᕈጀߪ O㨪O ߦ⋧ᒰߔࠆޕ
ᓥߞߡ┙⋓ޔߩਅߩㆤ᳓ᕈߪ㕖Ᏹߦ㜞ߣ್ᢿߢ߈ࠆ     ޕ

㧔㧞㧕⋓┙ߣਅ᳓
⋓┙ߪㇱߦࠅ┙⋓ޔㄝߩਅ᳓ߪ┙⋓ޔࠃࠅ O
એૐߎߣ߇್ߒߚޕᓥߞߡޔਅ᳓߇⋓┙ߣ⋥ធធ⸅ߔࠆߎߣ
ߪߥߊޔㄝਅ᳓ߣ⋓┙ߩ㑆ߩ‛⾰⒖േߪ߶ߣࠎߤߥߣ್ᢿߢ߈
ࠆޕ
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㧔㧟㧕2%$ ಽᨆ⚿ᨐ
㧝㧕ㆊ߆ࠄߩ⺞ᩏ⚿ᨐ㧔ᷝઃ⾗ᢱ㧝ෳᾖ㧕
Ԙ 㜞⍾Ꮢߦࠃࠆ⺞ᩏ
㜞⍾Ꮢߪޔᤘ  ᐕ㧝߆ࠄߦ⥋ࠆ߹ߢ┙⋓ޔㄝߦߟߡޔ
ᐕ㧞࿁ⅣႺ⺞ᩏࠍታᣉߒߡࠆ⺞ ޕᩏὐߪ࿑  
⺞ᩏౝኈߪ ⋓┙ㄝߩ᳓〝㧝ὐޔ㔎᳓㧞ὐޔਅ᳓㧣ὐޔ
ᄢ᳇㧟ὐޔ㜞⍾᷼ౝߩ᳓⾰㧟ὐߢࠅ⚿ߩߘޔᨐߪߡߴߔޔቯ
㊂ਅ㒢୯㧔᳓⾰㧦OI.ޔᄢ᳇㧦ǴI㨙㧟㧕ᧂḩߢߞߚޕ

ԙ 㑐ଥડᬺߦࠃࠆ 2%$ ⺞ᩏ
ᩣ ࠞࡀࠞ߮ਃ⪉⚕ ᩣ ߪޟ㜞⍾᷼⋓┙ߩ▤ℂߦ㑐ߔࠆ⏕
⚂ᦠߦޠၮߠ߈ޔᤘ  ᐕᐲ߆ࠄߦ⥋ࠆ߹ߢޔᐕ㧞࿁⋓┙ㄝ
ߩ㔎᳓㧞ὐޔਅ᳓㧟ὐޔᄢ᳇㧞ὐߢㄝⅣႺ⺞ᩏࠍታᣉߒߡ
ࠆ⺞ ޕᩏὐߪ࿑  
ߘߩ⚿ᨐߪߡߴߔޔቯ㊂ਅ㒢୯㧔᳓⾰㧦OI.ޔᄢ᳇㧦ǴI
㧟
㨙 㧕ᧂḩߢߞߚޕ

㧙21㧙

࿑  㜞⍾Ꮢޔ㑐ଥડᬺ 2%$ ⺞ᩏ⟎࿑

㧙22㧙

   㧞㧕࿁ߩ⺞ᩏ⚿ᨐ

Ԙ 2%$ ࿕ൻ߮ⷒߩ 2%$ ಽᨆ⚿ᨐ
ߩ⋓┙ਛߩ 2%$ Ớᐲࠍ⏕ߔࠆߚޔ࿁ታᣉߒߚࡏࡦ
ࠣߦࠃࠅណขߒߚ 2%$ ࿕ൻ߮ⷒਛߩ 2%$ ࠍಽᨆߒߚޕ
╙㧝ᦼᎿㇱಽߩޔ2%$ ṁ㊂ ̪㧝 ߪ 㧚㨪OI.ޔ2%$
㊂ ̪㧞 ߪ 㨪OIMI ߢߞߚޕ
ห᭽ߦ╙㧞ᦼᎿㇱಽߩ 2%$ ṁ㊂ߪቯ㊂ਅ㒢୯ᧂḩޔ2%$ ㊂
ߪ 㨪OIMI ߢߞߚޕ
ߥ߅ⷒޔߦߟߡߪޔṁ㊂ޔ㊂ߣ߽ቯ㊂ਅ㒢୯ᧂḩߢߞ
ߚޕ
            2%$ ࿕ൻ߮ⷒߩ 2%$ ಽᨆ⚿ᨐ
㩘㩨㨺㩢㩧㩂㩨㩘㩩㨼㩧㩎

ಽᨆᚲ

ṁ㊂

㊂

㧔OI.㧕

㧔OIMI㧕

㧺㧰

㧺㧰

㧺㧰



╙㧝ᦼᎿㇱಽ 2%$ ࿕ൻ





ⷒ

㧺㧰

㧺㧰

㧺㧰







ⷒ
ධᴺ㕙ㇱ ╙㧞ᦼᎿㇱಽ 2%$ ࿕ൻ

ධ᧲ᴺ㕙ㇱ ╙㧞ᦼᎿㇱಽ 2%$ ࿕ൻ
╙㧝ᦼᎿㇱಽ 2%$ ࿕ൻ

ᵈ㧕㧺㧰㧦2%$ ṁ㊂ቯ㊂ਅ㒢୯ OI. ᧂḩޔ2%$ ㊂ቯ㊂ਅ㒢୯ OIMI ᧂḩ
̪2%$ ṁ㊂ಽᨆ㧦ᐔᚑ  ᐕⅣႺ⋭๔␜╙  ภߦࠃࠆޕ
ṁ⹜㛎 㧦᳓ߣኻ⽎ფࠍᷙߗᤨ ޔ㑆ᝄߣ߁ߒޔṁߌߒߚ 2%$ ࠍ᷹ቯߔࠆ⹜
㛎ࠍ߁ޕ
̪2%$ ㊂ಽᨆ㧦ᐩ⾰⺞ᩏᣇᴺ ᤘ  ᐕⅣ᳓▤╙  ภⅣႺᐡ᳓⾰ోዪ㐳ㅢ⍮ ߦ
ࠃࠆޕ
⹜㛎㧦ኻ⽎ფࠍࠕ࡞ࠞߦߡ  ᤨ㑆ಽ⸃ߒߚᓟޔṁᇦߣᷙวߒޔ2%$ ߩో
㊂ࠍ᷹ቯߔࠆ⹜㛎ࠍ߁ޕ

ԙ ⋓┙ㄝߩ 2%$ ಽᨆ⚿ᨐ
ㄝფ߳ߩ 2%$ ߩṳᵨߩήࠍ⏕ߔࠆߚ┙⋓ޔㄝߢ࿁ታ
ᣉߒߚࡏࡦࠣߦࠃࠅណขߒߚᷓᐲߩფߦߟߡ 2%$ ಽᨆ㧔ṁ
⹜㛎߮⹜㛎㧕ࠍⴕߞߚޕ
ߘߩ⚿ᨐ㧔 㧕ߪߩࠇߕޔᷓᐲߢ߽ቯ㊂ਅ㒢୯ᧂḩߢߞߚޕ
╙㧞ᦼᎿ⚳ੌᓟታᣉߐࠇߡ߈ߚㄝਅ᳓ߩࡕ࠾࠲ࡦࠣ⺞ᩏߢ
߽ 2%$ ߪᬌߒߡ߅ࠄߕޔਅ᳓ࠍㅢߓߡߩㄝⅣႺ߳ߩṳᵨ߇ߥߎ
ߣࠍౣ⏕ߒߚޕ
㧙23㧙


         ⋓┙ᄖㇱߩ 2%$ ಽᨆ⚿ᨐ
⹜ᢱណข⟎
⹜ᢱᢙ
2%$ ṁ  ㊂
OI.
⹜ᢱᢙ
2%$   ㊂
OIMI

ർᄖ

ർ᧲ᄖ

᧲ᄖ

ධ᧲ᄖ

ධᄖ

ᄖ

ㇱ

ㇱ

ㇱ

ㇱ

ㇱ

ㇱ

㧡

㧠

㧤

㧤

㧤

㧤

㧺㧰

㧺㧰

㧺㧰

㧺㧰

㧺㧰

㧺㧰

㧟

㧝

㧡

㧠

㧟

㧢

㧺㧰

㧺㧰

㧺㧰

㧺㧰

㧺㧰

㧺㧰

ᵈ㧕㧺㧰㧦2%$ ṁ㊂ቯ㊂ਅ㒢୯ OI. ᧂḩޔ2%$ ㊂ቯ㊂ਅ㒢୯ OIMI ᧂḩ


㧔㧠㧕߹ߣ
⋓┙ߩ㕙ޔᴺ㕙ߣ߽ߦࠕࠬࡈࠔ࡞࠻ߢⵍⷒߐࠇߡࠆޕ
߹ߚ┙⋓ޔߪޔ㕙ࠃࠅߐࠄߦㇱߦ⋓ࠅ┙ߡࠄࠇߡࠆߎߣ߆ࠄޔ
ਅ᳓ߣធ⸅ߔࠆߎߣߪߥޕ
ߐࠄߦߎࠇ߹ߢߩㄝⅣႺ⺞ᩏޔ࿁ߩ⋓┙ᴺ㕙ⷒ⺞ᩏ߮ㄝࡏ
ࡦࠣფ⺞ᩏߦ߅ߡ 2%$ ߪᬌߐࠇߡߥޕ
ߎߩࠃ߁ߦ┙⋓ޔ߆ࠄㄝ߳ߩ 2%$ ߩṳᵨ߇ࠄࠇߥߎߣޔ2%$
࿕ൻߩ㕙ޔᴺ㕙߮ਅ㕙߇ㆤ᳓ߐࠇߡࠆߎߣ߆ࠄᤨޔὐߦ߅
ߡ 2%$ ߩṳᵨߩน⢻ᕈߪߥޕ

 ⋓┙ߩ᭴ㅧ㕙ߩᬌ⸛⚿ᨐ㧔ᷝઃ⾗ᢱ㧟ෳᾖ㧕
⋓┙ߪޔ߹ߢቯࠍߞߡ߅ࠅޔ㗴ߪ↢ߓߡߥ߇ޔ࿁ޔ
ޟ᷼ḧߩᣉ⸳ߩᛛⴚߩၮḰห⸃⺑ޠ
㧔 ␠ ᣣᧄ᷼ḧදળ㧕ߥߤߦၮߠ߈ޔ
㔡ޔᶧ⁁ൻޔ㜞ầޔᄢ㔎ߥߤߩ⥄ὼἴኂ߇⊒↢ߒߚ႐วࠍᗐቯߒߡ⋓┙
ߩቯᕈࠍᬌ⸛ߒߚޕ

㧔㧝㧕⋓┙ߩߔߴࠅ
ㅢᏱᤨߦߪ⋓┙ߦߔߴࠅߪ↢ߓߥޕ
߹ߚޔ㔡ᤨߦ߅ߡ߽ᶧ⁁ൻ߇ߎࠄߥߌࠇ߫┙⋓ޔߦߔߴࠅߪ↢
ߓߥߎߣ߇್ߒߚޕ
    ৻ᣇޔᶧ⁁ൻ್ቯߩ⚿ᨐޔౝ㒽⋥ਅဳ߿ࡊ࠻ဳߩᄢⷙᮨ㔡㧔
ᐶ⋵ၞ㒐ἴ⸘↹ߢ㔡ᐲ㧢ᒝ߇ᗐቯߐࠇߡࠆጊፒᢿጀ㔡ߥߤ㧕߇ߎ
ߞߚ႐วߪ┙⋓ޔਅㇱ߮ㄝ⋚ߪᶧ⁁ൻߩน⢻ᕈ߇㜞ߎߣ߇್
ߒߚޕ

㧙24㧙

ߎߩ႐ว┙⋓ޔᴺ㕙⢋ㇱ߆ࠄᴺవㇱߦ߆ߌߡߔߴࠅ߇↢ߓࠆน⢻ᕈ߇
ࠆߎߣ߇್ߒߚޔߒߛߚޕ᳓㓙✢߆ࠄ㔌ࠇߡࠆߎߣ߮ᶧ⁁ൻߒ߿
ߔෘߐ㧡O એߩጀ߇ㅪ⛯ߒߡߥߚޔᶧ⁁ൻߦࠃߞߡߎࠆ
⋚ᵹേߦࠃࠅ⋓┙߇ฃߌࠆᓇ㗀ߪዊߐߣ್ᢿߒߚޕ

㧔㧞㧕⋓┙ߩᴉਅ
┙⋓ޔߩᣉᎿᓟ  ᐕ߇⚻ㆊߒߡࠆߎߣޔ߮࿁ታᣉߒߚ᷹
㊂⚿ᨐߥߤ߆ࠄ┙⋓ޔߩኒᴉਅߪᣢߦ߶߷ቢੌߒߡࠆߣ್ᢿߢ߈ࠆޕ
ߎߩߚߦޔᱷ⇐ᴉਅߪ߶ߣࠎߤߥߊޔ᧪ߩਇ╬ᴉਅࠍ⠨ᘦߔࠆᔅⷐߪ
ߥߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

㧔㧟㧕ᵤᵄᤨߩ⋓┙ߩోᕈ
⋓┙ߪޔ⏴ἥߦ㕙ߒߡ߅ࠅޔᄖᵗߢ⊒↢ߒߚᵤᵄߩᓇ㗀ߪዊߐޕ

ᐶ⋵ᴪጯၞߦ߅ߌࠆᵤᵄⵍኂᗐቯ⺞ᩏႎ๔ᦠ ᐔᚑ  ᐕ㧟 ߦࠃࠆ
ߣᒰߩᵤᵄ㜞ߐߪ 62㧔᧲੩ḧᐔဋᶏ㕙㧕 O ߇ᗐቯߐࠇߡࠆߩ
ߦኻߒ┙⋓ޔㄝ⋚㜞ߐߪߨ 62 㧠㨪㧡O ߢࠆޕᵤᵄᤨߩ੍ᗐᵤ
ᵄ㜞ߐߣ⋓┙ߩ⋚㜞ߐࠍᲧセᬌ⸛ߒޔోߢࠆߎߣࠍ⏕ߒߚޕ

㧔㧠㧕㜞ầᤨߩ⋓┙ߩోᕈ
  㜞ầࡂࠩ࠼ࡑ࠶ࡊ ᐔᚑ  ᐕ㧟ᐶ⋵ ߦࠃࠆߣᒰߩ㜞ầầ
ߪ 62 O ߇ᗐቯߐࠇߡࠆߩߦኻߒ┙⋓ޔㄝ⋚㜞ߐ߇ 62 O
ࠃࠅૐߣߎࠈߪޔ〝ᴪߩᴺዥㇱߩߺߢߞߚޕ〝ᴪߩ
ᦨ߽ૐὐߢ 62 㨙ߢࠆߩߢᦨޔᄢᶐ᳓ᷓߐߪ EOޔᵹㅦߪ 
㨪O⑽ߣផቯߐࠇࠆߎߣ߆ࠄޔᴺ㕙ⷒ߇ᄢ߈ߊᶐ㘩ߐࠇࠆᔃ㈩߽ߥ
ߊޔోߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

㧔㧡㧕ᄢ㔎ᤨߩ⋓┙ߩోᕈ
⋓┙ߪޔ㔎᳓ࠍᣧᦼߦឃ㒰ߢ߈ࠆ᭴ㅧߣߥߞߡ߅ࠅޔᒻ⁁߿ឃ᳓൨㈩
ࠍ⠨ᘦߔࠆߣᒰߩ  ᐕ⏕₸㒠㔎ᒝᐲߩ㒠㔎㧔OOᤨ㧕ߦࠃߞ
ߡᴺ㕙ⷒ߇ᶐ㘩ߐࠇࠆน⢻ᕈߪߥߎߣ߇್ߒߚޕ
৻ᣇޔ㜞ầߣᄢ㔎߇หᤨߦߎߞߚ႐วߪ┙⋓ޔౝߩឃ᳓〝߇᳓ᴚߔ
ࠆߚ┙⋓ޔㄝߩᴺ㕙ߩ৻ㇱ߇᳓ߔࠆߎߣ߇ᗐቯߐࠇࠆ߇┙⋓ޔ
ⷒ߇᳓ߔࠆߎߣߪߥߎߣ߇್ߒߚޕ
ߎࠇࠄߩߎߣ߆ࠄᄢ㔎ᤨߦߟߡ߽ޔోߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

㧙25㧙

㧔㧢㧕ᠩოߩቯᕈ
ᒰᤨߩ⸳⸘⾗ᢱࠍߩޟ〝ᎿᠩოᎿᜰ㊎ޠ
㧔 ␠ ᣣᧄ〝දળ㧕
ߦၮߠ߈ᬌ⸛ߒߚߣߎࠈޔㅢᏱᤨߪޔᢝർߩᠩოߪ㗴ߥ
ߎߣ߇⏕ߐࠇߚ߇᧲ޔᠩოߦߟߡߪޔ㋕╭߇ਇ⿷ߒߡࠆߎߣ߇
್ߒߚޕ
߹ߚޔ㔡ᤨߪޔᢝർᠩოߦߟߡ⋚ߩᡰᜬജ߇ਇ⿷ߒ
ߡࠆߎߣ߇್ߒߚޕ
ߥ߅ޔධᠩოߦߟߡߪޔㅢᏱᤨޔ㔡ᤨߦ߅ߡ߽㗴߇ߥߎ
ߣࠍ⏕ߒߚޕ
ߥ߅ޔᠩო߇⎕៊ߒߚ႐วߩ⍾፣უ▸࿐ߪޔᠩოߩ⢛ᓟ㧢O ߹ߢߢ
ࠅޔᠩო߆ࠄ⋓┙߹ߢߪ O એ㔌ࠇߡࠆߎߣ߆ࠄޔᠩო߇⎕უ
ߒߡ߽⋥ធ⋓┙ߦᓇ㗀ߪߥޔߒߛߚޕ⍾፣უߩᄢࠍ㒐ߋߚߩ
ᔕᕆಣ⟎ߣߒߡޔ፣უ⍾ࠍ㒰ߒޔᢳ㕙ࠍྙ߮ㆤ᳓ᕈࠪ࠻ߢ
⼔ߔࠆߥߤߩኻ╷ࠍㅦ߿߆ߦ⻠ߓࠆߎߣ߇ᔅⷐߢࠅޔߩߚߩߘޔᠩ
ოߩᄌൻߩ⁁ᘒࠍᣧᦼߦᬌ⍮ߒޔᔕᕆភ⟎ࠍߣࠆߚߩࠍᢛ߃ߡ߅
ߊᔅⷐ߇ࠆޕ

㧔㧣㧕߹ߣ
ᬌ⸛ߩ⚿ᨐ┙⋓ޔߪޔ㔡㧔ᶧ⁁ൻ߇ߎࠄߥ႐ว㧕
ޔᵤᵄޔ㜞ầޔ
ᄢ㔎ߦኻߒߡోߢࠆߎߣࠍ⏕ߒߚޔߒ߆ߒޕᄢⷙᮨߥ㔡ߦࠃࠅ
ᶧ⁁ൻ߇ߎߞߚ႐วߦߪ┙⋓ޔߩ৻ㇱ߇፣უߔࠆߎߣ߇್ߒߚޕ
߹ߚ┙⋓ޔᦨᄖㇱߩ৻ㇱᠩოߦߟߡߪޔ⎕៊ߔࠆน⢻ᕈ߇ࠆ
ߎߣ߇್ߒߚ߇ޔᠩოߩ⎕៊ߪዊⷙᮨߢᓇ㗀▸࿐߇㒢ቯ⊛ߢࠆߎߣ
߆ࠄ┙⋓ޔᧄߩోᕈߦᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆ߽ߩߢߪߥޕ

㧙26㧙

㧠 ᓟߩኻ╷ߣ⺖㗴
ߎࠇ߹ߢߩ⛮⛯⊛ߥㄝⅣႺߩࡕ࠾࠲ࡦࠣ߮࿁ߩㅊട⺞ᩏߦࠃࠅޔ
ㄝⅣႺ߳ߩ 2%$ ߩṳᵨ߇ߥߎߣޔ㔡 ᶧ⁁ൻ߇ߎࠄߥ႐ว ޔᵤᵄޔ
㜞ầޔᄢ㔎ߦኻߒߡోߢࠆߎߣࠍ⏕ߒߚޕ
ᆔຬળߢߪޔ᧪ߦࠊߚߞߡ⋓┙ߩోᕈࠍࠃࠅ⏕ታߦߔࠆߚߩᣇ╷
ࠍᬌ⸛ߒߚޕ
ᕡਭኻ╷ߣߒߡޔ
ోޟ㊂᠗ኻ╷ޠ
ޔ
ޟಽ⸃ಣℂኻ╷ޠ߮ޟኽߓㄟ
ኻ╷ޔߡߟߦޠᰴߩ㧟ߟߩⷞὐ߆ࠄᢛℂߒߚޕ
Ԙ ⏕┙ߐࠇߚᛛⴚߢࠅ┙⋓ޔߩኻ╷ߣߒߡㆡ↪น⢻ߢࠆߎߣޕ
ԙ ㄝ߳ߩᓇ㗀߇ዊߐߎߣޕ
Ԛ ታᕈ߇㜞ߎߣޕ
ߥ߅ᦨޔᄖㇱߩᠩოߩᒝߦߟߡߪޔㄝߩ〝ㅢߩోࠍࠆ
ߣ߁ⷰὐ߆ࠄߩࠇߕޔᕡਭኻ╷ࠍߣࠆ႐วߢ߽ᔅߕታᣉߔߴ߈ኻ╷ߢ
ࠆޕ


 ᠩოᒝ

⋓┙ᦨᄖㇱߩ৻ㇱᠩოߦߟߡߪޔቯᕈࠍ⏕ߢ߈ߡߥߎ
ߣ߇್ߒߚ߇ޔ⎕៊ߒߡ߽⋓┙ߩోᕈߦᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆߎߣߪߥޕ
ߚߛߒޔ㓞ធߔࠆ〝ߩోᕈࠍ⏕ߔࠆⷰὐ߆ࠄޔᒝࠍⴕ߁ᔅⷐ
߇ࠆޕ
ߎߩᒝᎿߪߥ߁ࠃߩߤޔᕡਭኻ╷ࠍߣࠆ႐ว߽ታᣉߐࠇࠆߴ߈ߢ
ࠆޕ
㧔㧝㧕Ꮏౝኈ
ᒰᤨߩ⸳⸘⾗ᢱ߮⾰⺞ᩏ⚿ᨐࠍ↪ߡᦨᄖߩᠩოߩቯᕈߦ
ߟߡޟޔ〝ᎿᠩოᎿᜰ㊎ߦޠၮߠ߈ᬌ⸛ߒߚޕ
ߎߩ⚿ᨐ᧲ޔᠩოߪޔ㋕╭߇ਇ⿷ߒߡࠆߎߣ߇್ߒߚޕ
ߐࠄߦ㔡ᤨߦߪޔᢝർᠩოߦߟߡ⋚ߩᡰᜬജ߇ਇ⿷
ߒߡࠆߎߣ߇್ߒߚޕ
ߎߩߚޔ㓞ធ〝ߩోࠍ⏕ߔࠆߚޔᒝࠍⴕ߁ᔅⷐ߇ࠆޕ
ޔർᠩოߩᒝߣߒߡߪޔC ᠩო⢛ᓟߩ⍾ࠍ㒰ߔࠆޔD 
ᐩ ࠍᑧ㐳ߔࠆߥߤ߇⠨߃ࠄࠇࠆޕ
᧲ᠩოߩᒝߣߒߡߪޔC ᠩო⢛ᓟߩ⍾ࠍ㒰ߔࠆޔE ᳓〝
ߩ⬄ࠍ࿕ቯߒߡᯏ⢻ࠍ߽ߚߖࠆޔF ࠦࡦࠢ࠻ࠍჇߒᛂߜߔࠆߥ
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ߤ߇⠨߃ࠄࠇࠆޕ
ߥ߅ޔኻ╷ߩታᣉߩߚߦ⺞ߥ⚦ߦࠄߐޔᩏ߇ᔅⷐߢࠆޕ
 
 㧨ർᠩოߩ㧪         

ࡀ࠶࠻ࡈࠚࡦࠬ




㧨᧲ᠩოߩ㧪            

ࡀ࠶࠻ࡈࠚࡦࠬ

᳓〝


㧔㧞㧕ᬌ⸛⺖㗴



ᠩოᒝߪㅢᏱᛛⴚߢኻᔕߢ߈ࠆ߇ޔᎿߦ㓙ߒߡߪ 2%$ ⋓┙ߦ
ᓇ㗀ࠍਈ߃ߥࠃ߁ᘕ㊀ߦⴕ߁ᔅⷐ߇ࠆޔߚ߹ޕᒝ߇ᣉߐࠇࠆ߹
ߢߩ㑆ޔᠩოߩᄌൻߩ⁁ᘒࠍᣧᦼߦᬌ⍮ߒޔᔕᕆភ⟎ࠍߣࠆߚߩ
ࠍᢛ߃ߡ߅ߊᔅⷐ߇ࠆޕ
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㧔㧟㧕Ꮏᦼ߮▚ᬺ⾌
   Ꮏᦼ߮▚ᬺ⾌ߪᰴߩߣ߅ࠅߢࠆ

  Ԙ Ꮏᦼ
㧝ᐕ
      ౝ⸶
ḰᎿ        㧦㧡ࡩ
ᠩოୃᎿ      㧦㧣ࡩ

ԙ ▚ᬺ⾌
    㧞ం

           ᠩოᒝߩ▚ᬺ⾌
Ꮏౝኈ
ᠩოᒝᎿ

▚Ⓧ᧦ઙ
ᠩოᒝ㧦 ⸳ࡈࠚࡦࠬޔർ᧲
ᠩოߩᐩ
ߜᎿߥߤ
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ࠦࡦࠢ࠻Ⴧߒᛂ

▚ᬺ⾌
㧞ం

 ᕡਭኻ╷ߣᬌ⸛㗄
⠨߃ࠄࠇࠆฦᕡਭኻ╷㧔 㧕ߦߟߡޔᎿᴺߩታ↪ൻࡌ࡞߿ታ
❣ޔᎿਛߩ 2%$ ṳᵨߦኻߔࠆోᕈߩ⏕ߥߤߦߟߡᬌ⸛ߔࠆߣߣ߽
ߦޔෳ⠨ߣߒߡᎿᦼ߮ᬺ⾌ࠍ⹜▚ߒߚޕ
㧔 㧕

 ᕡਭኻ╷ߩ৻ⷩ
㧮 ಽ⸃

㧭 ో㊂᠗

ᬌ⸛ኻ╷

㧭㧝

ಣℂ
㧭㧞

㧮

㧯 ኽߓㄟ
㧯㧝

᠗㧗ಽ⸃ಣ ᠗㧗ၒ┙ ಽ⸃ಣℂ ㇱⵍⷒ
ℂ㧗ၒ┙ߡ

ߡ

㧗ၒᚯߒ 
ߪ៝ 

㧯㧞
ㇱⵍⷒ㧗ㆤ
᳓ᕈਅ⇐
ო

ኻ╷ߩ

⋓┙ࠍో㊂៝ ⋓┙ࠍో㊂

⋓┙ࠍជ

ㆤ᳓ࠪ࠻ޔ

⋓┙ㄝߦ

ⷐ

ߒޔߩ႐ᚲ ៝ߒޔߩᦨ ߒޔㄭறߢಽ

ਇ❱Ꮣߥߤߦ

ਅቯ⋚

ߢಽ⸃ಣℂߒ⚳ ޔಣಽ႐ߦ⋥

ࠃࠅ⋓┙ߩ

߹ߢߩㆤ᳓ᕈ

ㇱߩㆤ᳓Ꮏ

ਅ⇐ო

ࠍⴕ߁ޕ

Ꮏࠍⴕ߁ޕ

ၒ┙ߡࠆޕ

⸃ಣℂߒߚ

ធၒ┙ߡࠆ ޕᓟޔߦၒ
ᚯߔ ޕߪ
ߩᦨ⚳ಣಽ
႐ߦၒ┙ߡ
ࠆ ޕ


 Ꮏᦼ߮ᬺ⾌ߩ⹜▚ᣇᴺ                 
㗄⋡
Ꮏᦼ

ᬺ⾌

▚ᣇᴺ
ฦኻ╷ߦߟߡޔኻ╷Ꮏߩ⇛ߩᚻ㗅ࠍ⸳ቯߒߡᎿᦼࠍ⹜▚ߒߚޕ
ᬺታᣉߦᔅⷐߥᚻ⛯߈ޔ㑐ଥ⠪ߣߩද⼏ߦⷐߔࠆᦼ㑆ߪߕߦᎿᦼࠍ⹜
▚ߒߚޕ
ฦኻ╷ߦߟߡޔታ❣߮࠺࠲ߥߤ߆ࠄᬺ⾌ࠍ⹜▚ߒߚޕ
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 ⋓┙ߩᕡਭኻ╷ߣ⺖㗴

 㧭㧝 ో㊂᠗㧗ಽ⸃ಣℂᣇᑼ

⋓┙ో㊂ࠍ߆ࠄ᠗ߒޔᄢ㊂ߩ 2%$ ࿕ൻࠍಽ⸃ಣℂߢ߈
ࠆฃߌࠇవ߳៝ߒޔಽ⸃ಣℂߔࠆᣇᴺߢࠆޕ

㧔㧝㧕Ꮏౝኈ
⋓┙ߩជ႐ᚲࠍⷒ⬄ߒోޔ㊂ࠍជߒߡ႐ᄖ߳៝ߒޔಽ⸃ಣ
ℂߢ߈ࠆᣉ⸳ࠍߔࠆᬺ႐ߦᜬߜㄟࠎߢფᳪᨴኻ╷ᴺߩᜰቯၮ
Ḱ୯એਅ߹ߢಽ⸃ಣℂߔࠆޕ

㧔㧞㧕ᬌ⸛⺖㗴
Ԙ ฃవಽ⸃ಣℂᣉ⸳ߩ⏕
ߎߩኻ╷ࠍណ↪ߔࠆߚߦߪޔ2%$ ࠍߒߡࠆᄢ㊂ߩ⋓┙
O ࠍಽ⸃ಣℂߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆታ↪ⷙᮨߩᣢሽᣉ⸳ߩሽ
߇೨ឭߣߥࠆޕ
ߒ߆ߒᤨޔὐߢᄢⷙᮨߩಽ⸃ಣℂᣉ⸳ߪⒿߒߡߥޕ
㧔ಽ⸃ಣℂᣉ⸳ߦߟߡߪޔ㧮ಽ⸃ಣℂ㧗ၒᚯߒ㧔ߪ៝
㧕ᣇᑼࠍෳᾖ㧕

ԙ Ꮏᦼ㑆ਛߩⅣႺኻ╷
⋓┙ࠍជߒޔಽ⸃ಣℂᣉ⸳߳ㆇ៝ߔࠆ㓙ߦޔជߒߚ⋓┙
ߩ㕙߇ੇ῎ߒ߇ࠎߓ☳ޔㄝ߳㘧ᢔߔࠆߎߣ߇⠨߃ࠄࠇࠆޕ
߹ߚޔบ㘑߿㒠㔎ߩኻ╷ߣߒߡ┙⋓ޔជᬺ႐ᚲࠍᒝ࿕ߥ࠹
ࡦ࠻ߥߤߦࠃࠅⷒ⬄ߒޔ㜞ᕈ⢻ߩᄢኈ㊂㓸ߓࠎᯏࠍ⸳⟎ߔࠆᔅⷐ߇
ࠆޕ
࿑  ជ႐ᚲⷒ⬄ࠗࡔࠫ࿑
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Ԛ ⋓┙ߩㆇ៝
ជߒߚ⋓┙ߪࡊࡦ࠳⬄ޔゞߥߤኒ㐽᭴ㅧߩゞਔߦߡャㅍࠍ
ⴕ߁ᔅⷐ߇ࠆޕ
    ࿑ ⬄࠳ࡦࡊゞ  ऩゞ


㧔㧟㧕Ꮏᦼ߮▚ᬺ⾌
Ꮏᦼ߮▚ᬺ⾌ߪᰴߩߣ߅ࠅޕ
Ԙ

Ꮏᦼ
 ᐕ
ౝ⸶㧦
       㘧ᢔ㒐ᱛᎿߥߤ     㧝ᐕ
៝㧔៝㊂ O㧕    ᐕ
㧔៝వ MO ޔฃߌࠇ⢻ജ  ऩᣣߣߒߡޔ
⬄  ऩ࠻࠶ࠢߢ  ᣣᐕⒿേߢ៝ߒߚ႐วࠍᗐቯߒ
ߚޕ
㧕
      ᣉ⸳ᑪ⸳           㧞ᐕ

ԙ ▚ᬺ⾌
 ం
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  㧭㧝㧔ో㊂᠗㧗ಽ⸃ಣℂᣇᑼ㧕ߩ▚ᬺ⾌
Ꮏౝኈ
㧝ជ៝ޔ

▚Ⓧ᧦ઙ
⒖േᑼ࠹ࡦ࠻ OO ၮޔ㓸ߓࠎ

▚ᬺ⾌
 ం

ᯏ㧔Oಽ㧕 ၮ࡞ࠔࡈࠬࠕޔ
࠻᠗ޔជ႐ౝㆇ៝ޔ೨ფಽ
ᨆ ޔऩ࠳ࡦࡊ࠻࠶ࠢ บ㧩
ऩᣣ႐ᄖ៝
㧞ಽ⸃ಣℂ

ಽ⸃ಣℂᣉ⸳  ంޔ
ಽ⸃ಣℂ⾌ 

 ం

ంޕ
㧔ⅣႺኻ╷ޔⅣႺ⋙ⷞޔಽᨆ⾌ࠍ
ޕ㧕
㧟ಽ⸃ಣℂߩၒ ಽ⸃ಣℂ៝⾌ޔၒ┙ߡಣಽ⾌

 ం

┙ߡ
▚ᬺ⾌✚㗵

 ం


㧔㧠㧕ኻ╷ᓟߩࡕ࠾࠲ࡦࠣ
    ⋓┙ࠍో㊂᠗ߔࠆߩߢޔߢߩࡕ࠾࠲ࡦࠣߪਇⷐߣߥࠆޕ
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 㧭㧞 ో㊂᠗㧗⋥ធၒ┙ߡಣಽᣇᑼ

⋓┙ో㊂ࠍ߆ࠄ᠗ߒ⋥ޔធᦨ⚳ಣಽ႐߳៝ߔࠆᣇᴺߢ
ࠆޕ

㧔㧝㧕ኻ╷Ꮏౝኈ
⋓┙ߩជ႐ᚲࠍⷒ⬄ߒోޔ㊂ࠍជߒߡ႐ᄖ߳៝ߒ⚳ᦨޔಣ
ಽ႐߳ᜬߜㄟࠎߢၒ┙ߡಣಽߔࠆޕ
  
㧔㧞㧕ᬌ⸛⺖㗴
Ԙ ฃߌࠇవߩ⏕
ߎߩኻ╷ࠍណ↪ߔࠆߚߦߪޔಽ⸃ಣℂࠍߒߥ 2%$ ࿕ൻ
ࠍᄢ㊂ߦฃߌࠇߢ߈ࠆᦨ⚳ಣಽ႐ߩ⏕߇⺖㗴ߣߥࠆޕ
߹ߚޔၒ┙ߡಣಽవߣߒߡᬌ⸛ߒߚޟᄢ㒋ḧᐢၞ⥃ᶏⅣႺᢛ
ࡦ࠲⚳ᦨߩޠಣಽ႐ߪޔ㜞Ớᐲߩ 2%$ ࠍߔࠆფߩ៝ࠍ
ᗐቯߒߡ߅ࠄߕޔ㜞Ớᐲߩ 2%$ ࠍߒߚ࿕ൻࠍฃߌࠇߢ߈ࠆ
⸳ࠍߒߡߥޕ

ԙ Ꮏᦼ㑆ਛߩⅣႺኻ╷
       㧭㧝㧔ో㊂᠗㧗ಽ⸃ಣℂᣇᑼ㧕ߣหߓኻ╷߇ᔅⷐޕ

㧔㧟㧕Ꮏᦼ߮▚ᬺ⾌
Ꮏᦼ߮▚ᬺߪᰴߩߣ߅ࠅޕ

Ԙ Ꮏᦼ
 ᐕ
ౝ⸶㧦
㘧ᢔ㒐ᱛᎿߥߤ   㧝ᐕ
៝㧔៝㊂ O㧕   㧥ᐕ
㧔ฃߌࠇ⢻ജ  ऩᣣߣߒߡ  ⬄ޔऩ࠻࠶ࠢ 
บᣣ ᣣᐕߢ៝ߒߚ႐วࠍᗐቯߒߚޕ
㧕

  ԙ ▚ᬺ⾌
 ం
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  㧭㧞㧔ో㊂᠗㧗⋥ធၒ┙ߡಣಽᣇᑼ㧕ߩ▚ᬺ⾌
Ꮏౝኈ

▚Ⓧ᧦ઙ

㧝ជ៝ޔ

㧭㧝ኻ╷ߣหߓ

㧞ၒ┙ߡ

ޟᄢ㒋ḧᐢၞ⥃ᶏⅣႺᢛࡦ࠲ޠ

▚ᬺ⾌
 ం
 ం

ߣቯߒߚ႐ว
▚ᬺ⾌✚㗵

  ం


㧔㧠㧕ኻ╷ᓟߩࡕ࠾࠲ࡦࠣ
⋓┙ࠍో㊂᠗ߔࠆߩߢޔߢߩࡕ࠾࠲ࡦࠣߪਇⷐߣߥࠆޕ
       
࿑  ᄢ㒋ḧᐢၞ⥃ᶏⅣႺᢛࡦ࠲
ᚭᴒၒ┙ߡಣಽ႐



           ౖ㧦ᄢ㒋ḧᐢၞ⥃ᶏⅣႺᢛ㩈㩧㩊㨺㩘㨺㩛㩗㩩㨺㩆㩨
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 㧮ಽ⸃ಣℂ㧗ၒᚯߒ ߪ៝ ᣇᑼ

ߩ⋓┙ㄭறߦ߅ߡ┙⋓ޔࠍფᳪᨴኻ╷ᴺߩᜰቯၮḰ୯એ
ਅ߹ߢಽ⸃ಣℂߒޔ߳ၒᚯߒߪ႐ᄖߦ៝ߒ⚳ᦨޔಣಽ႐ߢၒ
┙ߡಣಽࠍⴕ߁ޕ
ߘߎߢޔߩಽ⸃ಣℂᛛⴚߩ㐿⊒⁁ᴫ߿ታ❣ߩ߶߆ޔជޔಽ⸃ಣ
ℂਛߩⅣႺࠍᬌ⸛ߔࠆߣߣ߽ߦᎿᦼ߮ᬺ⾌ߦߟߡ⹜▚ߒߚޕ

㧔㧝㧕Ꮏౝኈ
     ㄭறߦಽ⸃ಣℂᣉ⸳ࠍ⸳⟎ߒޔជ႐ᚲࠍⷒ⬄ߔࠆޕ
⋓┙ࠍជߒߡಽ⸃ಣℂᣉ⸳߹ߢㆇ៝ߒ┙⋓ޔࠍფᳪᨴኻ╷ᴺ
ߩᜰቯၮḰ୯એਅ߹ߢಽ⸃ಣℂߔࠆޕಽ⸃ಣℂߐࠇߚ⋓┙ߪޔౣᐲ
ߦၒᚯߔ߆ޔߪᦨ⚳ಣಽ႐߳៝ߔࠆޕ
























㧙36㧙

Ԙ ಽ⸃ಣℂᣉ⸳ߩᑪ⸳
2%$ ࿕ൻࠍფᳪᨴኻ╷ᴺߩᜰቯၮḰ୯એਅߦಽ⸃ಣℂߔ
ࠆᣇᴺࠍㆬቯߒޔᣉ⸳ࠍᑪ⸳ߔࠆޕ
㐿⊒ߐࠇߡࠆಽ⸃ಣℂᣇᴺࠍ  ߦ␜ߔޕ

  2%$ ᳪᨴფ╬ಣℂᛛⴚߩ㐿⊒
ಽ⸃ಣℂᣇᴺ

ⷐ

ㆶరടᾲಽ㔌ᴺ㧗㊄ ᳪᨴფࠍ⓸⚛㔓࿐᳇ਅߢ㑆ធടᾲ 㨪͠ ߒࠬࠟޔ
ዻ࠽࠻࠙ࡓಽᢔ ൻߦࠃࠅ 2%$ ࠍಽ⸃ಽ㔌ߔࠆߦࠄߐޕ㊄ዻ࠽࠻࠙ࡓಽ
ᴺ

ᢔߦࠃࠅ⣕Ⴎ⚛ൻߔࠆޕ

㑆ធᾲ⣕⌕㧗᳓⫳᳇ ᳪᨴფࠍ㑆ធടᾲ 㨪͠ ߒࠬࠟޔൻߦࠃࠅ 2%$ ࠍ
ಽ⸃ᴺ

ಽ⸃ಽ㔌ߔࠆߦࠄߐޕ᳓⫳᳇㔓࿐᳇ਅߢ㑆ធടᾲ ͠
એ ߦࠃࠅടᾲಽ⸃ߔࠆޕ

㜞᷷ಽ⸃ᚑಣℂ ᳪᨴფࠍ㜞᷷ੇ῎ಣℂ 㨪͠ ߒࠬࠟޔൻߦࠃࠅ
ᴺ

2%$ ࠍಽ⸃ಽ㔌ߔࠆޕ
ߐࠄߦࠟࠬࠍ㧞ᰴΆ㧔͠એ㧕ߦߡടᾲಽ⸃ߔࠆޕ

ᷫㆶరടᾲಣℂᴺ ᳪᨴფࠍㆶరᾲಣℂ ͠ ߒޔㆶర⣕Ⴎ⚛ಽ⸃߮ࠟ
ࠬൻߦࠃࠅ 2%$ ࠍಽ⸃ಽ㔌ߔࠆࠍࠬࠟߦࠄߐޕ㧞ᰴΆ
 ᐲએ ߦߡടᾲಽ⸃ߔࠆޕ
㑆ធടᾲ㉄ൻಽ⸃ᴺ ᳪᨴფࠍ㑆ធടᾲ 㨪͠ ߒޔ2%$ ࠍ⣕Ⴎ⚛ൻಽ
⸃ߔࠆޕ
᳓ᵞಽ⸃ಣℂᴺ

ᳪᨴფߦ᳓ߣⓨ᳇ࠍട߃ᵞᵺߔࠆߎߣߦࠃࠅ 2%$ ࠍಽ
㔌Ớ❗ߔࠆߦࠄߐޕ㜞᷷ಽ⸃ᴺߢṁⲢಽ⸃ߔࠆޕ

Ḩᑼ㉄ൻࠫࠞ࡞ᴺ ᳪᨴფࠬࠍട᷷ടਅ 㨪͠ޔ㨪/2C ߢ
᳓ߦṁߐߖޔ1* ࠫࠞ࡞ߦߡ㉄ൻಽ⸃ߔࠆޕ
ṁᴺ

ᳪᨴფਛߩ 2%$ ࠍṁߦࠃࠅߒޔᵺൻߔࠆޕಽ㔌ߒ
ߚ 2%$ ߪㅜಣಽߔࠆޕ

㜞᷷ಽ⸃ᴺ

2%$ ߦᳪᨴߐࠇߚფ╬ߦ㔚᳇ࠍᵹߔߎߣߦࠃߞߡ㜞᷷ṁ
Ⲣ ͠એ ߒޔኂ‛ࠍಽ⸃ήኂൻߔࠆޕ
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㧔㧞㧕ᬌ⸛⺖㗴
Ԙ 2%$ ᳪᨴფߩಽ⸃ಣℂߩታ❣
ో࿖ߩᳪᨴფಣℂࠍ⺞ᩏߒߚߣߎࠈᤨޔὐߢߪޔዊⷙᮨ
ߥಽ⸃ಣℂᣉ⸳ߩ㧔㨙㧛ᣣᧂḩ㧕ߪࠆ߇ޔ࿁ߩࠃ߁ߥᄢ
㊂ߩ 2%$ ࿕ൻಣℂࠍಣℂߒߚߪߥޕ

     ᳪᨴფಽ⸃ಣℂ
ಣℂ႐ᚲ

ኻ⽎ფ

ጊ⋵

㩊㩨㨼㨿㩁㩆㩧

ᯅᧄᏒ

ᳪᨴფ

᧲੩ㇺ

㩊㩨㨼㨿㩁㩆㩧

ᄢ↰ᄢ

ᳪᨴფ

ᄢ㒋ᐭ

㩊㩨㨼㨿㩁㩆㩧

⢻↸

ᳪᨴფ

ಣℂ㊂
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恒久対策一覧
Ａ 全量撤去対策
A1 全量撤去＋分解処理方式
・盛立土を全量搬出し、別の場所で分解処理する。
事業概要

工期

・汚染土壌の小規模な処理設備はあるが、大規模な処 ・遮水工事は、最終処分場の遮水対策など多数の実 ・遮水性地下土留め壁は、護岸工事、地下構造物築 ・多数の実績があり、技術上の問題はない。
理施設は稼働していない。
績がある。
造工事、最終処分場遮水工事など、日本全国で多数
また、固化処理土では、実証実験の実施例がない。
の実績があり、技術的な問題はない。
・遮水性地下土留め壁を施工するに当たっては、さら
に詳細に解析等を行う必要がある。

20年

10年

20年

2年

2年

1年

１．飛散防止工事等：１年
２．掘削・搬出：17年（100ﾄﾝ/日で想定）
３．施設建設：2年

１．飛散防止工事等：１年
２．掘削・搬出：9年（200ﾄﾝ/日で想定）

１．実証試験と技術の選定：1年
２．施設建設：2年
３．分解処理：17年

１．上部被覆工事：2年

１．遮水性地下土留め壁工事：2年
（上部被覆工事も同時施工可能）

１．準備工事：5ヶ月
２．補強工事：7ヶ月

1,570億円

400億円

1,500億円

40億円

75億円

2億円

（内訳）
１．掘削・運搬費：350億円
２．埋立て処分費：50億円

（内訳）
１．掘削盛立て費等：300億円
２．処理施設建設費：600億円
３．分解処理費：600億円

（内訳）
1．上部被覆工事費：40億円

（内訳）
１．上部被覆工事費：約40億円
2．遮水性地下土留め壁工事費：35億円

（内訳）
1．擁壁補強工事費：2億円

（内訳）
１．掘削・運搬費：350億円
２．処理施設償却費：600億円
事業費の ３．分解処理費：600億円
3
試算 ４．埋立て処分費：20億円
（概算）

4 総合評価

擁壁補強

A2 全量撤去＋直接埋め立て処分方式
B 分解処理→現地埋め戻し（又は搬出）方式
C1 上部被覆方式
C2 上部被覆＋遮水性地下土留め壁方式
いずれの対策にも必要
・盛立土を全量搬出し、別の最終処分場に直接埋め立 ・現地近傍に分解処理施設を設置し、盛立土を全量掘 ・盛立土へ雨水の浸入を防止するため、遮水シート、 ・C1の上部被覆に加えて、盛立土周囲の地下地盤に ・盛立地の周辺に設置されている擁壁の一部で、通常
てる。
削し、分解処理施設で環境基準値以下のレベルまで分 不織布等により、盛立土の上部（周囲の法面含む）に 遮水性地下土留め壁工事を行う。
時でも強度が不足している箇所の補強を行う。
解処理する。
遮水工事を行う。
①背面土砂の除去による土圧低減
・処理後物は、再び現地に埋め戻す。（又は搬出）
②コンクリート増打ちあるいは底版の延長
③上記①②の組み合わせ

・盛立土を掘削搬出する技術については土壌汚染対策 ・盛立土を掘削搬出する技術については、A1と同じ。
工事等多くの実績があり技術的な課題はない。
・受入先の有無を事前に調査する必要がある。
・分解処理技術については、汚染土壌の小規模な処理
対策技術 設備はあるが、大規模な処理施設は稼働していない。
1
の現状

2

Ｃ 現地封じ込め対策

Ｂ 現地分解処理対策

《参考》
北九州PCB廃棄物処理施設の建設費
約300億円(5t/日) 60億円/ｔ

・盛立土の掘削を行うため、掘削中に長期にわたり
・盛立土の掘削を行うため、掘削中に長期にわたり
・工期が長期にわたるため、別途対策が必要である。 ・盛立土の掘削がないため、PCB含有固化土由来の ・盛立土の掘削がないため、PCB含有固化土由来の ・外周道路に対する安全対策
PCB含有固化土由来の粉じん等の周辺環境への飛散 PCB含有固化土由来の粉じん等の周辺環境への飛散 （大規模地震時の液状化対策工事などを事前に実施 粉じん等が飛散するリスクはない。
粉じん等が飛散するリスクはない。
リスクが継続する。
リスクが継続する。
しておく必要がある。）
・補強が施されるまでの間、擁壁の点検や応急措置を
・工事終了後、モニタリングと適切な管理が必要であ ・工事終了後、モニタリングと適切な管理が必要であ とるための体制が必要。
・場合によっては、近隣住民の移転等が必要である。 ・場合によっては、近隣住民の移転等が必要である。 ・盛立土の掘削を行うため、掘削中及び処理施設での る。
る。
処理中に長期にわたりPCB含有固化土由来の粉じん
・受け入れ可能な施設の確保が課題である。
・受け入れ可能な最終処分場の確保が課題である。
等の周辺環境への飛散リスクが継続する。
・震度６強の大規模地震時には、地盤が液状化して ・盛立地の地下地盤が液状化した場合でも、盛立土
盛立地斜面に滑りが生じる可能性がある。
の滑りを防止し、盛立土の封じ込め効果が高く、万が
・場合によっては、近隣住民の移転等が必要である。
一のPCB漏洩にも対応できる。
・大規模処理施設の建設が必要。
・処理施設の設置場所の用地確保が必要。
・PCB含有固化土の処理実績はない。

・搬出は、10ﾄﾝﾀﾞﾝﾌﾟトラック10台/日。
・搬出日数は、250日/年（土日祝除く）
・盛立土の数量は283,000ｍ3とする。
・盛立土はH17環境省公募PCB処理法等で分解処理で
きるものとする。
・処理費はダイオキシン汚染土壌処理実績およびH17
環境省公募処理法公開資料から試算。
・盛立土掘削箇所に粉じん飛散防止のための仮設テン
積算の トを設置できるものとする。
5
前提条件 ・盛立土の単位体積重量は1.5ｔ/ｍ3とする。掘削、分解
処理についてはBに同じ。

・盛立土の数量はA1と同じ。
・搬出は、10ﾄﾝﾀﾞﾝﾌﾟトラック20台/日。
・搬出日数は、250日/年（土日祝除く）
・盛立土は管理型処分場で埋立処分できるものとす
る。

3
・盛立土の数量は283,000ｍ とする。
・盛立土はH17環境省公募PCB処理法等で分解処理で
きるものとする。
・処理能力は、10t/日規模の施設を10台設置し、365日
24時間連続運転で稼働効率を7割として想定。
・処理費はダイオキシン汚染土壌処理実績およびH17
環境省公募処理法公開資料から試算。
・盛立土掘削箇所に粉じん飛散防止のための仮設テン
トを設置できるものとする。
・分解処理前の土壌分析は、PCB溶出・含有を100ｔ当
り1検体とする。
・分解処理後の土壌分析は、土壌汚染対策法の指定
基準項目すべての溶出とPCB含有を100ｔ当り1検体と
する。
・盛立土の単位体積重量は1.5ｔ/ｍ3とする。
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・上部被覆の面積は55,436ｍ2とする。
・上部被覆の構造は、盛立土上の既設アスファルトの
上に、下から順番に保護土(粘性土)0.75ｍ、不織布、
遮水シート、不織布、良質土とする。
・盛立地天端面の覆土はTP+14ｍまでとする。

・上部被覆の面積、構造等はC1と同じ
・遮水性地下土留め壁の全延長は1,250ｍとする。
・遮水性地下土留め壁の構造は、φ850、L＝18ｍの
ソイルセメント壁とする。

・擁壁解体時の掘削残土は一般残土として処分できる
ものとする。
・盛立地東側、北側及び西側の擁壁の底版にコンク
リート増打ち等を実施する。
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