
（寄稿文）52

海面処分場の役割と埋立管理
― 跡地利用を考慮した海面処分場の整備に向けて ―

国立研究開発法人国立環境研究所福島支部汚染廃棄物管理研究室長 遠　藤　和　人

１.海面処分場の整備状況と
役割

海面処分場は全国に約 80 カ所程度あ
り、多くの産業廃棄物と一般廃棄物の埋
立処分を行っている施設である。山間部
等に整備される陸上処分場に比較して１
施設当たりの規模が大きいことが多い。
規模が大きいため建設コストは高額とな
るが、建設コストに対して埋め立てられ
る廃棄物量が多いのが特徴である。海面
処分場は、公有水面の埋立によって整備
されるため、臨海部の工業地帯や開発が
進む沿岸域に多く建設される傾向がある。
そのため、関東地方では東京湾、西日本
では瀬戸内海、九州地方では北九州に多
くの海面処分場があり、全国の半分以上
の施設が集中している。一般廃棄物を例
にして陸上と海面処分場の施設数、施設
の面積、容積を比較すると図－１のよう
になる。施設数は全国で34カ所（約２％）
であるが、施設の容積としては全国の処
分容量の約３割を占めている。東京、千
葉、神奈川の１都２県を対象とすると、
海面処分場の役割は大きく、約８割の容
積を海面処分場が有していることになる。
施設数が７カ所で約６％であることから、
１施設当たりの容積が大きいことが容易
に推測される。
海面処分場は、容積が大きいため、短
期間に多量の廃棄物が排出される災害時
の受け入れ先として大きな役割を担って
いる。阪神・淡路大震災時にもコンクリー
ト系廃棄物を海面処分場に埋め立てるこ
とで迅速な処理に寄与した１）。また、巨
大災害発生時の海面処分場の役割につ
いては国土強靱化政策の一環として報
告書２）がまとめられており、災害廃棄物
の処理先として大きなポテンシャルを有
する海面処分場の整備を推進すること、
ならびに、推進するにあたっての課題が
まとめられている。

２.海面処分場の制度的位置
付け

海面処分場は、本来、廃棄物の埋立場
所というよりも、公有水面埋立法（大正
10年、昭和 48年改正）における土地造
成の一環として存在している。本法では、
埋立免許願書を知事に提出するが、“埋
立てに用いる土砂等の採取場所および採
取量を記載した図書”という欄に「廃棄
物を埋立てに用い、その種類と量」を記
載することで廃棄物によって造成される
埋立地となる。また、“埋立地の用途”
という欄があるが、これは埋め立てた後
の土地を何に使用するか、ということで
あるため、廃棄物処分用地とは書けず、
廃棄物を処分することを目的とした公有
水面の埋立はできないことになる。廃棄
物を埋め立てる場合、水面埋立地の指定
（昭和 54年厚生省環水企 211・環整 119
号）によって水面埋立地（これは、廃棄
物の埋立地という意味）として指定され
ることで処分場の設置届けを提出する必
要が生じ、廃棄物の処理および清掃に関
する法律（以下、廃掃法とする）の適用

を受けることになる。これが、海面処分
場（法律では水面埋立地と書かれている）
である。このことからも、海面処分場は
跡地利用ありきの施設であり、先の“埋
立地の用途”に書かれている通りに跡地
を利用することが求められているが、処
分場の維持管理終了（廃掃法の適用が終
了する「廃止」と呼ばれる確認申請）が
遅れることで、跡地の利用が十分に進ん
でいない状況が多い。跡地利用の用途が
決まっていることから、跡地利用に向け
て、廃棄物を埋立資材として捉えた埋立
管理が重要であるが、そのような観点で
埋め立てを実施している処分場は希であ
る。
これら制度の歴史としては、昭和 48
年に公有水面埋立法の改正で「無免許埋
立を許す追認制度」が廃止され、免許制
度となった。このことは、海岸近傍にお
ける不法投棄事案の減少をもたらした。
同年、港湾法の改正によって「廃棄物埋
立護岸」が創設された。昭和 54 年に水
面埋立地の指定制度の創設によって、廃
棄物による公有水面埋立を廃掃法の規制
下に置くことになった。これ以降、大き

図－１　一般廃棄物の海面処分場の施設数、面積、容積（１都２県は東京、千葉、神奈川）
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な改正は無いため、現在の制度は昭和
50 年前後に作られたといえる。廃掃法
では、平成 10 年に大改正（規制強化）
が行われた。廃掃法は海面と陸上処分場
を区別していないが、当時の生活環境審
議会廃棄物処理部会の議事録３）には、“陸
上処分場を想定して強化すべき基準を記
述しているが、水面埋立地については立
地条件が大幅に異なるので、その特性を
踏まえつつ、同様の方向で見直しを行う
べきである”という議事が残っている。
強化すべき基準としては遮水工が挙げら
れ、二重遮水を基本とすることになって
おり、海面処分場でも二重遮水が採用さ
れるようになった。しかし、同時に始まっ
た「廃止」という制度は、水面埋立地の
立地特性を踏まえた見直しは行われてお
らず、今に至っている。

３.廃棄物埋立護岸の分類

昭和 48 年に創設された廃棄物埋立護
岸は、廃掃法で規定される廃棄物のみに
適用されるものではなく、浚渫土砂や陸
上残土等の材料に対しても適用される。
表－１に埋立資材と護岸の種類について
まとめる。埋立資材が焼却灰等の廃棄物
（廃掃法上の廃棄物）の場合のみ遮水性
が求められ、この遮水の基準は廃掃法に
規定されるが、水面埋立に関する記述が
十分で無いことから、運用上の解説につ
いて㈶港湾空間高度化環境研究センター
から書籍４）が発刊されている。産業廃棄
物の内、安定型５品目が埋立資材となる
場合には、安定型の海面処分場となるこ
とから、遮水性は求められないものの、
（維持管理について）廃掃法は適用される。
遮水性が求められる廃棄物埋立護岸に
ついては、ケーソン式護岸などの重力式
護岸、鋼矢板や鋼管矢板の矢板式護岸、
鋼管セルなどのセル式護岸、傾斜式護岸
などがある。重力式護岸や矢板式護岸の
場合、継ぎ手にアスファルトマスチック
や膨潤性の遮水材を塗布したり充填した
りすることで遮水性を確保している。セ
ル式護岸の場合、鋼材を溶接によって一
体構造として遮水性を確保し、傾斜式護
岸の場合には二重の遮水シートが敷設さ
れることが多い４）。
一般廃棄物や管理型産業廃棄物を埋立
資材とする場合、護岸のみではなく、底
部にも遮水性が求められる。沖積粘土層
等が５ｍ以上堆積している場合には、そ
れをもって底部遮水材として取り扱える
が、十分な粘土層が無い場合には遮水

シート等が敷設されることもある。

４.海面処分場の集排水設備

海面処分場の集排水設備として、余水
吐きと呼ばれる排水設備が相当し、集水
設備（暗渠等）は求められていない。余
水吐きとは、埋立過程において残余する
海水面であり、構造物とは呼びにくい。
海面処分場は、遮水性護岸で囲まれた残
余水面の中に廃棄物を投入することから、
処分場内の水位は常に存在している。そ
のため、余水吐きの底部は廃棄物と接触
していることから、余水吐きの水位を下
げると、廃棄物層を経由した保有水が余
水吐きに流れ込むため、余水吐きは大き
な集水井戸のような役割も担っている。
余水吐きは、地域によって内水ポンドと
呼ばれたり残余水面と呼ばれたりしてい
る。

海面処分場によっては、余水吐きのみ
を集排水設備とせず、集水のための暗渠
を設置している処分場もある。これは、
海面処分場内に滞留している保有水を積
極的に動かし、廃棄物層の安定化を促進
させることと、処分場内の保有水水位を
安定させ、護岸の構造安定性を確保する
ことの２つの狙いがある。暗渠を敷設す
る以外にも、井戸を１本、もしくは複数
本設置して揚水することで保有水の移動
を促している処分場もある。井戸の場合、
井戸内の乾湿繰り返しによるカルシウム
スケール等の生成に留意する必要がある。
以上のように追加的な集排水設備の導
入によって、海面処分場に滞留している
保有水を移動させて安定化を促進させる
維持管理もあるが、処分場の水深が深く、
滞留している膨大な量の保有水の全てを
安定化させ、放流水基準に合致させるに

図－２　暗渠設置（左図）と全面集水層（右図）との比較

表－１　指定埋立資材と護岸の関係

上から、概念図、模擬試験断面図、土層実験の結果（食紅の移動観察）、数値解析
結果（青線が水位、赤線が流線、黒線が等圧コンタ）
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は、かなりの年月を費やす可能性が高い。
現実的には不可能な場合もあると考えら
れる。実は、廃掃法では廃棄物層や保有
水の安定化を規定している訳では無く、
処分場から外に出る水とガスを制御し、
周辺環境に対して環境保全上の支障を生
じさせないための項目が規定されている。
よって、処分場関連の規制の中に安定化
という文言は存在しない。当然ながら、
廃棄物層や保有水を安定化させれば、周
辺環境への汚染ポテンシャルが減少する
ため、推奨される方法ではある。しかし
ながら、安定化させなければならない訳
ではないため、経済的、時間的に合理性
がない場合には、封じ込め機能が確保さ
れていることを条件に、安定化を促進し
ない維持管理方法もあると思われる。図
－２はその一例である。暗渠管の設置に
よって保有水の移動を促すのではなく、
全面集水層を設置して、雨水浸透水を横
方向に排除して、処分場内の水位を一定
にすることで、水理学的に全面集水層以
深の保有水を封じ込める方法も検討され
ている５，６）。

５.海面処分場の維持管理と
廃止

廃掃法において、陸上処分場と海面処
分場の維持管理や廃止（維持管理を終了
する制度）に差異はなく、同列で扱われ
ている。図－３に陸上と海面処分場の埋
立終了時（廃棄物と最終覆土までの埋立
が終了した時）の概念断面図を示す。陸
上処分場では、降雨浸透水は重力にした
がって下方へと移動し、集排水管で集め
られて処分場外の水処理施設を経てから
放流される。海面処分場の場合、重力に
したがって保有水が移動しないため、揚

水等によって水処理施設へと送られ、そ
の後に海域に放流される。廃止確認申請
時に検査される水質はこの放流水となる。
先述した通り、処分場内の保有水が放流
水基準（廃止基準）に合致しているかを
検査するのではなく、放流する水が対象
となる。そのため、図－２の右図で示し
たような埋立構造とすると、保有水を集
めないため、放流水の水質は基準に合致
しやすくなる。
維持管理期間中（廃止の前）であれば、
揚水によって保有水を放流することが可
能であるが、維持管理期間が終了し、処
分場としての管理者が不在となった場合
（放流水の水質は基準に合致している）、
この揚水を誰が行うのか、という課題も
ある。揚水を行わなかった場合、遮水性
の護岸と堆積粘土で囲まれた最終処分場
の保有水は上昇し、いずれ越水してしま
う可能性もある。また、水位が大きく変
動することで放流水の水質が悪化するこ
とも懸念される。そのため、保有水等水
位の考え方、在り方が重要であるが、廃
掃法、港湾法のいずれにおいても水位に
ついては明確な考え方が存在しない。こ
の水位は、跡地利用という公有水面埋立
の第一目的においても重要であることか
ら、関係省庁を跨いだ合理的な制度作り
が進むことが期待される。

６.今後に向けて

巨大災害時の災害廃棄物処理に関する
報告書２）では、海面処分場の推進が謳わ
れているが、公有水面埋立法との関係を
考えると、処分場を確保するための水面
埋立は出来ないため、海面処分場の推進
とは、埋立対象廃棄物を埋立資材と捉え
て埋立管理を行い、迅速に、かつ安全に

跡地を利用出来るような処分場の整備を
意味していると解釈できる。制度的な課
題については別報７）に譲るが、埋立資材
として考えたとき、どの程度のコストを
掛けることが妥当であり、どのような工
法が適切であるかを見極める必要がある
が、そのような検討は少ない。海面処分
場が、災害時を含めた廃棄物の適正な受
け入れ場所であり続けるためにも、跡地
利用を意識した積極的な検討が望まれる。
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図－３　陸上処分場（左図）と海面処分場（右図）との埋立終了時の比較




