
���������	
����������
���������
��������	
����

�

�

�������������������� !	"#�$�	%&'()*�� ��  � !� "� #� $� %� &� �'� ��� ��� � � �!� �"� �#�( ( ( ( ( ( ( (�$� �%� �&� �'� ��� ��� � � �!� �"� �#� �$� �%� �&�  '�( ( ( ( ( ( (
+,��-.�	�/0123

)*�

+,- ./*�012 �345���������	
������

�������+,,�6- ./*�078 9:�0;<=>?@A+,BC� DEFGH I��4JKLK��4MN�OP Q�MN�;R,A S�LK��T MN�GP Q�MN�;R,A UKSL���4Q�MN�;V,A U�LWW�T Q�MN�;V,A ��LKK�4	X I�L�W�T 	X KUKLSK�4M N : YH;ZA [P;4A\]^;\]+,_`A
������ ����	ab:;c�de�0+,_`A

����� 
���	�fg;hi�j*klmA

����� 
�	��no;./*�0+,_`A

���� ���p f H
�
��	 X

������ �����MNqrGH
�������

stuv (wxyz{ |wxy}` ~w���e�xy��������������G�
� � � � ��* ��*;��A ��*;��A��:�;��A "���� ¡*¢£¤¥¦§ $� 9:¨©ª«¢¬H;®¯°A &�&�� ¡¨©ª«¢¬H;±¯°A � �'�� ¡²¢³´H;µ¶·A ��!�� ¡¸¨:£¤¥ #�&"�� ¡ $��%�� ¡¹º»¼½ �����¾ � �#���¾ �¿i�$�!�%� ¿i�$�!��'�ÀÁuv� ¿i�$�!��%� ¿i�$�!��$�¿i�$�!�� ��xy���������G�

ÂÂ
Â

Â



���������	
����������
���������
��������	
����

�

�������������������� !	"#�$�	%&'()*�� ��  � !� "� #� $� %� &� �'� ��� ��� � � �!� �"� �#�( ( ( (�$� �%� �&� �'� ��� ��� � � �!� �"� �#� �$� �%� �&�  '�  ��( ( ( ( (
+,��-.�	�/0123

)*�ÀÁuv� ¿i�$�"� '� ¿i�$�"��&�¿i�$�"��"��xy���������G�
¹º»¼½ �#�"�¾ � �%�"�¾ �¿i�$�"���� ¿i�$�"��"�²¢³´H;µ¶·A ����� ¡¸¨:£¤¥ �'��#�� ¡ &� '�� ¡¨©ª«¢¬H;±¯°A �"�'�� ¡��:�;��A "�"�� ¡*¢£¤¥¦§ $�!9:¨©ª«¢¬H;®¯°A ����� ¡

stuv (wxyz{ |wxy}` ~w���e�xy��������������G�
� � � � ��* ��*;��A ��*;��A

	 X
������ �����MNqrGH

�������

no;./*�0+,_`A
	��� ��	p f H

�
��

ab:;c�de�0+,_`A

�
��� 
�	���fg;hi�j*klmA

���	� 	���

KUKLSK�4M N : YH;ZA [P;4A\]^;\]+,_`A
������ �����

+,BC� DEFGH I��4JKLK��4MN�OP Q�MN�;R,A S�LK��T MN�GP Q�MN�;R,A UKSL���4Q�MN�;V,A U�LWW�T Q�MN�;V,A ��LKK�4	X I�L�W�T 	X
+,- ./*�012 �345���������	
������

�������+,,�6- ./*�078 9:�0;<=>?@A

Â
ÂÃÄÅÆÇÈ

Â



���������	
����������
���������
��������	
����

�É
�������������������� !	"#�$�	%&'()*�� ��  � !� "� #� $� %� &� �'� ��� ��� � � �!� �"� �#�( ( ( ( ( ( ( (�$� �%� �&� �'� ��� ��� � � �!� �"� �#� �$� �%� �&�  '�( ( ( ( ( ( (
+,��-.�	�/0123

)*�ÀÁuv� ¿i�W� #�K�� ¿i�$�#��#�¿i�W� #��3��xy��������������G�
¹º»¼½ �#�$�¾ � �$�%�¾ �¿i�W� #���� ¿i�$�#����²¢³´H;µ¶·A ��$�� ¡¸¨:£¤¥ "�& �� ¡ "�!&�� ¡¨©ª«¢¬H;±¯°A ���'�� ¡��:�;��A #� �� ¡*¢£¤¥¦§ $��9:¨©ª«¢¬H;®¯°A t/ÊË

pfH�ÌÍÎÏÐÑÒpf�Ó³ÔÕÎÍÔÖ
stuv (wxyz{ |wxy}` ~w���e�xy��������������G�

� � � � ��* ��*;��A ��*;��A

	 X
����		 �	���MNqrGH

�������

no;./*�0+,_`A
	��� ��	p f H

����

ab:;c�de�0+,_`A
������ 
�����fg;hi�j*klmA
���	� �	��

KUKLSK�4M N : YH;ZA [P;4A\]^;\]+,_`A
�
	��� ��	��

+,BC� DEFGH I��4JKLK��4MN�OP Q�MN�;R,A S�LK��T MN�GP Q�MN�;R,A UKSL���4Q�MN�;V,A U�LWW�T Q�MN�;V,A ��LKK�4	X I�L�W�T 	X
+,- ./*�012 �345���������	
������

�������+,,�6- ./*�078 9:�0;<=>?@A

ÂÂ
Â



���������	
����������
���������
��������	
����

�É
�������������������� !	"#�$�	%&'()*�� ��  � !� "� #� $� %� &� �'� ��� ��� � � �!� �"� �#�( ( ( ( ( ( ( ( ( (�$� �%� �&� �'� ��� ��� � � �!� �"� �#� �$� �%� �&�  '�  ��( ( ( ( ( ( ( ( (
+,��-.�	�/0123

)*�

+,- ./*�012 �345���������	
������

�������+,,�6- ./*�078 9:�0;<=>?@A+,BC� DEFGH I��4JKLK��4MN�OP Q�MN�;R,A S�LK��T MN�GP Q�MN�;R,A UKSL���4Q�MN�;V,A U�LWW�T Q�MN�;V,A ��LKK�4	X I�L�W�T 	X KUKLSK�4M N : YH;ZA [P;4A\]^;\]+,_`A
����
� �����ab:;c�de�0+,_`A

����� 
�����fg;hi�j*klmA
�	�	� �
��no;./*�0+,_`A

���� ��	p f H

����	 X
	����� �
���MNqrGH

����	��pfH�ÌÍÎÏÐÑÒpf�Ó³ÔÕÎÍÔÖ
stuv (wxyz{ |wxy}` ~w���e�xy��������������G�

� � � � ��* ��*;��A ��*;��A��:�;��A #���� ¡*¢£¤¥¦§ $��9:¨©ª«¢¬H;®¯°A ����� ¡¨©ª«¢¬H;±¯°A ���'�� ¡²¢³´H;µ¶·A ��#�� ¡¸¨:£¤¥ $��&�� ¡ %�#��� ¡¹º»¼½ �#�&�¾ � �$�#�¾ �¿i�$� $� %� ¿i�$�$��$�ÀÁuv� ¿i�$� $� �� ¿i�$�$� '�¿i�#� $�� ��xy��������������G�
ÂÂ

Â



���������	
����������
���������
��������	
����

�É
�������������������� !	"#�$�	%&'()*�� ��  � !� "� #� $� %� &� �'� ��� ��� � � �!� �"� �#�( ( ( ( ( ( (�$� �%� �&� �'� ��� ��� � � �!� �"� �#� �$� �%� �&�  '�  ��( ( ( ( ( ( (
+,��-.�	�/0123

)*�ÀÁuv� ¿i�$�%� �� ¿i�$�%��%�¿i�$�%�����xy��������������G�
¹º»¼½ ���%�¾ � �$���¾ �¿i�$�%��'� ¿i�$�%��"�²¢³´H;µ¶·A ��!�� ¡¸¨:£¤¥ %� %�� ¡ $�& �� ¡¨©ª«¢¬H;±¯°A %� �� ¡��:�;��A !�!�� ¡*¢£¤¥¦§ $�!9:¨©ª«¢¬H;®¯°A ����� ¡

pfH�ÌÍÎÏÐÑÒpf�Ó³ÔÕÎÍÔÖ
stuv (wxyz{ |wxy}` ~w���e�xy��������������G�

� � � � ��* ��*;��A ��*;��A

	 X
�����
 �����MNqrGH

����
�	

no;./*�0+,_`A

���� ���p f H

����

ab:;c�de�0+,_`A

���
� 
���	�fg;hi�j*klmA

���� ��


KUKLSK�4M N : YH;ZA [P;4A\]^;\]+,_`A
�
��
� �����

+,BC� DEFGH I��4JKLK��4MN�OP Q�MN�;R,A S�LK��T MN�GP Q�MN�;R,A UKSL���4Q�MN�;V,A U�LWW�T Q�MN�;V,A ��LKK�4	X I�L�W�T 	X
+,- ./*�012 �345���������	
������

�������+,,�6- ./*�078 9:�0;<=>?@A

ÂÂ
Â



���������	
����������
���������
��������	
����

�

�������������������� !	"#�$�	%&'()*�� ��  � !� "� #� $� %� &� �'� ��� ��� � � �!� �"� �#�( ( ( ( ( ( (�$� �%� �&� �'� ��� ��� � � �!� �"� �#� �$� �%� �&�  '�( ( ( ( (
+,��-.�	�/0123

)*�

+,- ./*�012 �345�

ÉMN�qrGHÏÐ&  ×!�Ø+{�ÀHuv�ÙÚ�{�qrGH�ÛÜ{�Ý

��������	
������

�������+,,�6- ./*�078 9:�0;<=>?@A+,BC� DEFGH I��4JKLK��4MN�OP Q�ÞMN�;R,A S�LK��T MN�GP Q�ÞMN�;R,A UKSL���4Q�ÞMN�;V,A U�LWW�T Q�ÞMN�;V,A ��LKK�4	X I�L�W�T 	X KUKLSK�4M N : YH;ZA [P;4A\]^;\]+,_`A
������ �	��
ab:;c�de�0+,_`A

����� 

����fg;hi�j*klmA

���� 
��	no;./*�0+,_`A

���� ���p f H

����	 X
�	
��� �����MNqrGH

�
�����

stuv (wxyz{ |wxy}` ~w���e�xy��������������G�
� � � � ��* ��*;��A ��*;��A��:�;��A #�'�� ¡*¢£¤¥¦§ $��9:¨©ª«¢¬H;®¯°A at/ß��'àáA¨©ª«¢¬H;±¯°A "�$�� ¡²¢³´H;µ¶·A ����� ¡¸¨:£¤¥ �'��%�� ¡ $�&��� ¡¹º»¼½ ���%�¾ � �#�#�¾ �¿i�$�&��� ¿i�$�&��%�ÀÁuv� ¿i�$�&� '� ¿i�$��'�"�¿i�$�&�$��xy��������������G�

ÂÂ
Â



���������	
����������
���������
��������	
����

�

�������������������� !	"#�$�	%&'()*�� ��  � !� "� #� $� %� &� �'� ��� ��� � � �!� �"� �#�( ( ( ( ( (�$� �%� �&� �'� ��� ��� � � �!� �"� �#� �$� �%� �&�  '�  ��( ( ( ( (
+,��-.�	�/0123

)*�ÀÁuv� ¿i�$��'� �� ¿i�$��'� '�¿i�$��'�&��xy��������������G�
¹º»¼½ ���!�¾ � �$�'�¾ �
¨©ª«¢¬H;±¯°A $�'�� ¡��:�;��A !�!�� ¡*¢£¤¥¦§ $�"

¿i�$��'�"� ¿i�$��'��#�²¢³´H;µ¶·A ����� ¡¸¨:£¤¥ %����� ¡ $�"%�� ¡
9:¨©ª«¢¬H;®¯°A ����� ¡

ÉMN�qrGHÏÐ&  ×!�Ø+{�ÀHuv�ÙÚ�{�qrGH�ÛÜ{�Ý
stuv (wxyz{ |wxy}` ~w���e�xy��������������G�

� � � � ��* ��*;��A ��*;��A

	 X
������ �����MNqrGH

�
�����

no;./*�0+,_`A

���� 	��p f H

����

ab:;c�de�0+,_`A

����� 
�����fg;hi�j*klmA

��	� 
���

KUKLSK�4M N : YH;ZA [P;4A\]^;\]+,_`A
�����	 ����	

+,BC� DEFGH I��4JKLK��4MN�OP Q�ÞMN�;R,A S�LK��T MN�GP Q�ÞMN�;R,A UKSL���4Q�ÞMN�;V,A U�LWW�T Q�ÞMN�;V,A ��LKK�4	X I�L�W�T 	X
+,- ./*�012 �345���������	
������

��������+,,�6- ./*�078 9:�0;<=>?@A

ÂÂ
Â



���������	
����������
���������
��������	
����

�

�������������������� !	"#�$�	%&'()*�� ��  � !� "� #� $� %� &� �'� ��� ��� � � �!� �"� �#�( ( ( ( (�$� �%� �&� �'� ��� ��� � � �!� �"� �#� �$� �%� �&�  '�( ( ( ( ( ( ( (
+,��-.�	�/0123

)*�

��������	
������

��������+,,�6- ./*�078 9:�0;<=>?@A
��LKK�4+,- ./*�012 �345�+,BC� DEFGH I��4JKLK��4	X I�L�W�T 	X KUKLSK�4M N : YH;ZA [P;4A

MN�OP Q�ÞMN�;R,A S�LK��T MN�GP Q�ÞMN�;R,A UKSL���4Q�ÞMN�;V,A U�LWW�T Q�ÞMN�;V,A
\]^;\]+,_`A

����	� �����ab:;c�de�0+,_`A

����� 

����fg;hi�j*klmA


��� ���no;./*�0+,_`A

���� ���

�xy��������������G�

p f H
����	 X

����	� ����
MNqrGH
�������ÉMN�qrGHÏÐ&  ×!�Ø+{�ÀHuv�ÙÚ�{�qrGH�ÛÜ{�Ý

stuv (wxyz{ |wxy}` ~w���e
� � � � ��* ��*;��A ��*;��A*¢£¤¥¦§ $����:�;��A ��&�� ¡¨©ª«¢¬H;±¯°A %�!�� ¡9:¨©ª«¢¬H;®¯°A ��'�� ¡²¢³´H;µ¶·A ����� ¡¸¨:£¤¥ "�%��� ¡ #�'"�� ¡¹º»¼½ �!���¾ � �%�$�¾ ��xy��������������G� ¿i�$����!� ¿i�$�����!�ÀÁuv� ¿i�$���� '� ¿i�$���� '�¿i�$����&�

ÂÂ
Â



���������	
����������
���������
��������	
����

�

�������������������� !	"#�$�	%&'()*�� ��  � !� "� #� $� %� &� �'� ��� ��� � � �!� �"� �#�( ( ( ( ( ( ( (�$� �%� �&� �'� ��� ��� � � �!� �"� �#� �$� �%� �&�  '�  ��( ( ( (
+,��-.�	�/0123

)*�¹º»¼½ ���$�¾ � �%�$�¾ ��xy��������������G� ¿i�$������ ¿i�$�����!�ÀÁuv� ¿i�$�����%� ¿i�$�����%�¿i�$����$�
²¢³´H;µ¶·A ��#�� ¡¸¨:£¤¥ #�!$�� ¡ $�$%�� ¡��:�;��A "�%�� ¡¨©ª«¢¬H;±¯°A &�%�� ¡� � � � ��* ��*;��A ��*;��A*¢£¤¥¦§ $�!9:¨©ª«¢¬H;®¯°A ��"�� ¡
�xy��������������G�

p f H
����	 X

�	
��� ����
MNqrGH
����	��ÉMN�qrGHÏÐ&  ×!�Ø+{�ÀHuv�ÙÚ�{�qrGH�ÛÜ{�Ý

stuv (wxyz{ |wxy}` ~w���e

�fg;hi�j*klmA

���� 
���no;./*�0+,_`A

���� ���

\]^;\]+,_`A
������ �����ab:;c�de�0+,_`A

		��� 
����

	X I�L�W�T 	X KUKLSK�4M N : YH;ZA [P;4A
MN�OP Q�ÞMN�;R,A S�LK��T MN�GP Q�ÞMN�;R,A UKSL���4Q�ÞMN�;V,A U�LWW�T Q�ÞMN�;V,A ��LKK�4+,- ./*�012 �345�+,BC� DEFGH I��4JKLK��4

��������	
������

��������+,,�6- ./*�078 9:�0;<=>?@A

ÂÂ
Â



置賜広域行政事務組合

浅川最終処分場

米沢市大字浅川大南１９０８番地

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

※

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日

○ ○ ○ ○

17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

○ ○ ○ ○ ○ ○

地下水及び放流水の水質測定結果

採水日

電気伝導率 11.5mS/m 18.6mS/m

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

平成28年1月4日 平成28年1月27日

測定結果日
平成28年1月30日

平成28年2月1日
平成28年1月8日

窒素含有量（Ｔ－Ｎ） 1.6mg/ℓ

塩化物イオン 8.66mg/ℓ 7.77mg/ℓ

浮遊物質（ＳＳ） 5.8mg/ℓ

化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 12.0mg/ℓ

分　析　項　目 放流水 地下水（東側） 地下水（北側）

水素イオン濃度 7.4

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 5.8mg/ℓ

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

覆　　土　　量 19.5
合　　　 　　計 797.73 655.3
埋立残余容量 49,373.2

※埋立地残余容量は、9/3～4に実施した測量結果を基準にした残余容量を記載した。

点検結果　　○：異常なし　　×：異常あり　　●：改修済み

川土砂（構成市町水路清掃） 0.00 0.0
汚泥（浸出水処理施設より） 15.00 9.0

焼却灰（焼却施設より） 621.42 489.5
不燃物（粗大ごみ処理施設より） 161.31 137.3

合計 ６１，０７０㎡ 合計 ３２３，４３０㎥

埋　　立　　物 重量（ｔ） 体積（㎥）

埋立地面積

第1期埋立地（既設） ４０，３００㎡

埋立地容積

第1期埋立地（既設） ２３４，１００㎥

第2期埋立地（新設） ２０，７７０㎡ 第2期埋立地（新設） ８９，３３０㎥

施設名 浸出水処理能力 ８５㎥／日

施設所在地 調整槽容量 ６８０㎥＋３，３００㎥

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

平成２８年１月

施設設置者名 浸出水処理方式 生物処理（接触ばっき）

※ 

※ 

※ 



置賜広域行政事務組合

浅川最終処分場

米沢市大字浅川大南１９０８番地

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

※

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

○ ○ ○ ○ ○

地下水及び放流水の水質測定結果

採水日

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

平成２８年２月

施設設置者名 浸出水処理方式 生物処理（接触ばっき）

８９，３３０㎥

施設名 浸出水処理能力 ８５㎥／日

施設所在地 調整槽容量 ６８０㎥＋３，３００㎥

合計 ６１，０７０㎡ 合計 ３２３，４３０㎥

埋　　立　　物 重量（ｔ） 体積（㎥）

埋立地面積

第1期埋立地（既設） ４０，３００㎡

埋立地容積

第1期埋立地（既設） ２３４，１００㎥

第2期埋立地（新設） ２０，７７０㎡ 第2期埋立地（新設）

焼却灰（焼却施設より） 252.21 198.7
不燃物（粗大ごみ処理施設より） 38.72 32.9
川土砂（構成市町水路清掃） 0.00 0.0
汚泥（浸出水処理施設より） 9.00 5.4

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

覆　　土　　量 18.5
合　　　 　　計 299.93 255.5
埋立残余容量 49,117.7

※埋立地残余容量は、9/3～4に実施した測量結果を基準にした残余容量を記載した。

点検結果　　○：異常なし　　×：異常あり　　●：改修済み

化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 15.0mg/ℓ

分　析　項　目 放流水 地下水（東側） 地下水（北側）

水素イオン濃度 7.4

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 不検出(1.0未満）

浮遊物質（ＳＳ） 9.3mg/ℓ

窒素含有量（Ｔ－Ｎ） 2.1mg/ℓ

塩化物イオン 8.28mg/ℓ 7.72mg/ℓ

電気伝導率 11.0mS/m 18.1mS/m

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

平成28年2月1日 平成28年2月24日

測定結果日
平成28年2月26日

平成28年2月29日
平成28年2月5日

※ 

※ 

※ 

※ 



置賜広域行政事務組合

浅川最終処分場

米沢市大字浅川大南１９０８番地

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

※

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

○ ○ ○ ○ ○

地下水及び放流水の水質測定結果

採水日

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

平成２８年３月

施設設置者名 浸出水処理方式 生物処理（接触ばっき）

８９，３３０㎥

施設名 浸出水処理能力 ８５㎥／日

施設所在地 調整槽容量 ６８０㎥＋３，３００㎥

合計 ６１，０７０㎡ 合計 ３２３，４３０㎥

埋　　立　　物 重量（ｔ） 体積（㎥）

埋立地面積

第1期埋立地（既設） ４０，３００㎡

埋立地容積

第1期埋立地（既設） ２３４，１００㎥

第2期埋立地（新設） ２０，７７０㎡ 第2期埋立地（新設）

焼却灰（焼却施設より） 703.10 553.8
不燃物（粗大ごみ処理施設より） 177.99 151.2
川土砂（構成市町水路清掃） 0.00 0.0
汚泥（浸出水処理施設より） 11.00 6.6

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

覆　　土　　量 31.0
合　　　 　　計 892.09 742.6
埋立残余容量 48,375.1

※埋立地残余容量は、9/3～4に実施した測量結果を基準にした残余容量を記載した。

点検結果　　○：異常なし　　×：異常あり　　●：改修済み

分　析　項　目 放流水 地下水（東側） 地下水（北側）

水素イオン濃度 7.2

浮遊物質（ＳＳ） 9.0mg/ℓ

化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 31.0mg/ℓ

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 18.0mg/ℓ

窒素含有量（Ｔ－Ｎ） 2.7mg/ℓ

塩化物イオン 8.69mg/ℓ 7.22mg/ℓ

電気伝導率 12.0mS/m 17.8mS/m

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

平成28年3月9日 平成28年3月23日

測定結果日
平成28年3月28日

平成28年3月28日
平成28年3月14日

※ 

※ 

※ 

※ 


	浅川�
	28.1月

	浅川�
	28.2月


