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平成２８年度 第３回 四街道市ごみ処理対策委員会会議録 

 

開催日時  平成２９年２月９日（木）１４：００～１５：２０ 

会  場  四街道市保健センター３階 第２会議室 

出席委員  荒井会長、矢澤副会長、阿部委員、岡田委員、奥山委員、櫻井委員、 

菅谷委員、日和委員、古川委員、森委員、森田委員、永野委員、山口委員 

欠席委員  福田委員 

事 務 局  環境経済部：本田部長、宇田次長 

クリーンセンター：小出クリーンセンター長、丸山主幹 

廃棄物対策課：荒木課長、花島室長、上原主査補、池田主事、 

島﨑主事、西崎主事 

      オブザーバー：国際航業株式会社 岡田主任技師、齋藤技師 

傍 聴 者    ２名 

 

≪会議次第≫ 

１ 開 会 

２ 議 事 

１）「四街道市における一般廃棄物処理施設の施設整備について（諮問）」のうち、

２．廃棄物処理施設の機種選定に係る部会報告について 

２）「四街道市における一般廃棄物処理施設の施設整備について（諮問）」のうち、

１．廃棄物処理施設の機種選定に係る答申（案）について 

３ 答 申 

  「四街道市における一般廃棄物処理施設の施設整備について」のうち、２．廃棄物処

理施設整の機種選定について 

４ その他 

５ 閉 会 
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１ 開 会 

 

〇事務局 ただいまから平成29年度第３回四街道市ごみ処理対策委員会を開催いたしま

す。 

  本日は、13名の委員の皆様のご出席をいただいております。四街道市ごみ処理対策

委員会条例第６条第２項に規定する委員の過半数に達しておりますので、本日の会議

は成立しておりますことをご報告させていただきます。 

  本日の議題は、お手元に配付の会議次第のとおりでございます。また、資料につき

ましては事前にお送りしておりますが、事前にお送りした資料１の鑑文、資料２の一

般廃棄物処理施設整備事業処理方式選定報告書（案）、資料３の添付資料と本日お配

りした資料４の答申（案）でございます。 

資料等が不足している委員さんがおりましたらお手数ですが事務局までお願いしま

す。 

  本日はお配りいたしました会議次第により、進めさせていただきますので宜しくお

願い申し上げます。 

それでは、進行は、荒井会長にお願いいたします。 

 

〇会 長  

  みなさん、こんにちは。小寒い雨の中、どうもご苦労様でございます。今回のごみ

処理対策委員会も皆様のご協力で、なんとかそろそろ春が見えて来た時期に来たかな

と思っております。それでは、今日は諮問をするということで、廃棄物処理施設機種

選定について市長さんに諮問をしていくところでございますので、次第に沿って議事

を進めてまいります。 

それでは、これより会議に入ります。 

  運営要領第４条第２項に基づき、会議の公開・非公開について委員の皆様にお諮り

いたします。今回の会議については、公開でよろしいでしょうか。 

 

［異議なし］ 

 

〇会 長 それでは、今回の会議は公開で行いますので、事務局につきましては、傍聴

人の方がいましたら、入室させてください。 

 

［傍聴人入室］ 
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〇会 長 それでは、議事に入ります。議題の第１点目、「「四街道市における一般廃

棄物処理施設の施設整備について（諮問）」のうち、２．廃棄物処理施設の機種選定

について」ですが、これについては専門部会の部会長である副会長をはじめ、専門部

会の委員の皆様にご議論いただいておりました。まず、処理方式選定報告書（案）の

概要について事務局より説明をお願いします。 

 

２ 議 事 

 

１）「四街道市における一般廃棄物処理施設の施設整備について（諮問）」のうち、２．

廃棄物処理施設の機種選定に係る部会報告について 

 

〇事務局 私からは、処理方式選定報告書（案）について、資料Ｎｏ．２を中心に説明

します。なお、資料Ｎｏ．３については、資料Ｎｏ．２の根拠データとなります。こ

ちらについては、資料Ｎｏ．２を説明する際に必要な箇所のみを説明します。長くな

りますので、着座にて失礼します。 

 

  まず、資料Ｎｏ．１については、この後、部会長である矢澤副会長より報告がござ

いますが、部会長以下部会のメンバーが連名で荒井会長へ検討結果を報告するものと

なっています。 

 

  続きまして、「資料Ｎｏ．２ 四街道市廃棄物処理施設整備事業処理方式選定報告

書（案）」をご覧ください。 

  まず、表題ですが「四街道市廃棄物処理施設整備事業処理方式選定報告書」となっ

ております。ページをめくっていただきますと、目次となります。「1.処理方式選定

の経緯」、「2.処理方式選定方法」、「3.対象処理方式の選定」、「4.処理方式選定

のための基本方針の設定」、「5.審査方法の設定」、「6.評価結果」、「7.総括」と

なっております。 

 １ページ目をご覧ください。「1.処理方式検討の経緯」については、本市が次期ご

み処理施設整備に着手した経緯、ごみ処理対策委員会専門部会における処理方式の一

時選定の経過をまとめたものとなっております。下の「2.処理方式選定方法につい

て」の「2.1選定フロー」は、本報告書での検討フローをまとめたものです。 

  次のページをご覧ください。「2.2専門部会開催経過」は、「専門部会における審議

・審査内容」をまとめたものです。 
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その下の「3.対象処理方式の選定」は、基本構想において第一次選定を行い本報告

書の中では、残った３つの処理方式を選定対象とする旨が書かれています。 

「4.処理方式選定のための基本方針の設定」は、第５回専門部会で決定した処理方

式選定のための基本方針をまとめたものです。なお、この基本方針は、上位計画であ

る環境基本計画と一般廃棄物処理基本計画との整合性を図りつつ、定めたものです。 

 「基本方針１」が「ごみの適正処理、安定処理が可能な施設」、「基本方針２」が

「適切な環境保全対策を講じた施設」、「基本方針３」が「省エネルギーと循環型社

会構築に資する施設」、「基本方針４」が「経済的かつ長期的な使用を念頭においた

施設」となっています。 

なお、事前に送付した資料では、「基本方針２」が「生活環境を保全し、省エネル

ギーと循環型社会構築に資する施設」、「基本方針３」が「地域の環境活動に資する

施設」となっていますが、これは誤りでして、正しくは、「基本方針２」が「適切な

環境保全対策を講じた施設」、「基本方針３」が「省エネルギーと循環型社会構築に

資する施設」となります。申し訳ありませんでした。 

続きまして、「5.審査方法の設定」に移ります。３ページをご覧ください。こちら

は、先程の基本方針１から４に基づき処理方式選定のための評価項目・配点をまとめ

たものです。 

評価項目は、表 5-1に示すように、4つの基本方針に基づく全20項目を設定し、これ

らを重要度に応じ合計100点満点となるよう配点を行いました。特に「基本方針1 ご

みの適正処理、安定処理が可能な施設」は、施設整備における必達事項であることか

ら配点を高くしております。 

 

 次のページをご覧ください。評価方法の設定となっています。 

「表5-2 評価点」に掲載されているとおり、各評価項目を評価項目の達成度に応じて

◎、○、△、☓の４段階に区分し、評価項目の配点に評価点を乗じることで、評価項

目の得点としております。 

 評価点の採点に際しては、数量的な評価が可能な項目は定量評価とし、数量的な評

価が困難な項目については定性評価としております。 

評価方法は、評価項目ごとに表5-3のとおり設定しました。評価方法の設定に際して

は、評価項目の具体的な内容として「評価の視点」を設定し、「評価の視点」の達成

状況に応じ評価を割り当てることとしました。 

 評価項目ごとの評価方法、評価結果、検討データについては、添付資料に詳細が載

っております。事前に資料はお目通しいただいておりますし、時間に限りもあります
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ので、詳細についての説明は割愛させていただき、添付資料の最後、36ページの「選

定結果まとめ」をご覧いただきながら、必要に応じ添付資料の該当箇所に触れる形で

評価項目ごとに簡潔に説明したいと思います。 

 

まず、「１．ごみの適正処理、安定処理が可能な施設」からご説明します。 

一番上の、（１）採用実績ですが、環境省の平成26年度一般廃棄物処理実態調査に

基づき、過去20年間に稼働した日量50ｔ以上100ｔ以下で２炉の採用実績により、評価

しました。 

 ストーカ式焼却方式が17件で10件以上ですので◎、シャフト式ガス化溶融方式が８

件ですので〇、流動床式ガス化溶融方式が11件で◎という評価としました。 

 

 続きまして、（２）安定性の「①連続稼働日数」ですが、これについては添付資料

の12ページ以下をご覧ください。 

他自治体の検討事例やプラントメーカーのプレスリリースにより１炉あたりの90日

以上連続稼働日数の実績により評価しました。実機データとしては、公表されている

各自治体の実際の連続稼動データを用いました。具体的には、名古屋市の調査報告と

東京23区清掃一部事務組合のデータを用いております。これらのデータによれば、ス

トーカ式焼却方式が199日、流動床式ガス化溶融方式が122日で、90日以上の連続稼動

が確認できました。シャフト式ガス化溶融方式については、各自治体の実績では88日

の連続稼動しか確認できませんでしたが、学会誌においては90日以上の連続稼動が確

認されました。 

14ページに移ります。検討データとして、同種の方式選定調査を行った自治体の報

告において、計画する施設の処理方式別の連続稼働日数を用いました。これによれば、

ストーカ式焼却方式が90～354日、シャフト式ガス化溶融方式が90～270日、流動床式

ガス化溶融方式が90～308日となり、いずれも90日以上の連続稼動が可能でした。 

これらを総合しますと、３方式いずれも90日以上の連続稼動が可能と評価でき、全て

で◎となりました。 

 添付資料の最後、36ページに戻ります。「②ごみ質変動」ですが、３方式全てにお

いて、運転条件を制御することで、ごみ質の変化に対応可能であることから、全て◎

となりました。 

 

続きましてその下の（３）操作性の①「前処理の有無」に移ります。こちらについ

ては、添付資料の17ページをご覧ください。流動床式ガス化溶融方式のみ、焼却炉へ
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ごみを投入する前にある、前破砕設備が必要であることから、△という評価となって

おります。 

 次に、「②運転の難易度」に移ります。添付資料の最後、36ページをご覧ください。 

ストーカ式焼却方式は、従来技術であり、特段の高度技術は必要ではないことから、

◎となりました。 

これに対し、シャフト式ガス化溶融方式、流動床式ガス化溶融方式は、高温の液体

である溶融スラグが排出されることが特徴となっています。シャフト式ガス化溶融方

式では「スラグ、メタル排出等、副資材の供給管理等の技術習熟が必要」であること

から、高度な技術を要するとし、△を付けています。 

また、流動床式ガス化溶融方式でも「スラグ、メタルの排出等に習熟が必要」とな

ります。しかし、シャフト式ガス化溶融方式のように副資材の供給管理等は必要ない

ことから、標準的として〇を付ける事になりました。 

 

次に、（４）安全性の「①非常時の安全対策」については、３方式いずれも、火災、

停電、地震などに対し、必要とする対策が講じられており、方式による差は確認でき

なかったため、全て◎としています。 

 その下の「②事故・トラブルの事例」に移ります。ストーカ式焼却方式は事故が1件

と少なく、技術導入から50年以上を経過し、ほとんどのトラブルが出尽くしていると

想定されることから、◎となりました。シャフト式ガス化溶融方式は５件、流動床式

ガス化溶融方式は３件と事故事例はありますが、それぞれ主要なトラブルに対しては

対策が取られていることから、〇となりました。 

 

 「１．ごみの適正処理、安定処理が可能な施設」についての説明は以上となります。 

 

 それでは、続きまして「２．適切な生活環境保全対策を講じた施設」の説明に移り

ます。 

 まず、（１）公害防止の「①公害防止条件の適合」ですが、こちらについては、添

付資料の20ページをご覧ください。同規模の他自治体の自主規制値から、３方式それ

ぞれについて、本市の次期施設の公害防止条件をすべて満足することができるかとい

う観点から評価しました。これによれば、ストーカ式焼却方式については、全ての項

目で次期施設の公害防止条件を満足していました。 

 また、シャフト式ガス化溶融方式については、塩化水素と騒音・振動が、流動床式

ガス化溶融方式については、塩化水素と窒素酸化物が、本市の次期施設の公害防止条
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件を満足していませんでしたが、排ガス処理設備の増強ならびに変更により、技術的

に対応可能であることから方式による差は生じないとして、全ての方式で◎となりま

した。 

 

 その下の「②排ガス量」に移ります。添付資料21ページをご覧ください。排ガス量

については、副資材の使用により発生するごみ１トンあたりの排ガス量を計算しまし

た。シャフト式ガス化溶融方式では、コークスを常に使用する必要があり、コークス

の燃焼に要する空気由来の排ガス量が増加します。 

 また、ストーカ式焼却方式、流動床式ガス化溶融方式ともに、ごみ燃焼計算より排

ガス量が増加していますが、これは炉の立上げ時に助燃材を使用するためです。 

 ストーカ式焼却方式については、ごみ燃焼計算と同等であるため、◎を、シャフト

式ガス化溶融方式については、ごみ燃焼計算より著しく増加するため、△を、流動床

式ガス化溶融方式については、ごみ燃焼計算より増加するため〇を付けています。 

 

 続きまして、（２）周辺環境との調和の「①建物の大きさ」と「②景観との調和」

に移ります。添付資料の24ページをご覧ください。 

 シャフト式ガス化溶融方式と流動床式ガス化溶融方式は、縦型炉であることからス

トーカ式焼却方式と比較すると建物は高くなります。留意が必要ではありますが、景

観に配慮した高さでの建設はできないわけではありませんので、◎としています。他

の２つの方式と比べるとストーカ式焼却方式は景観に配慮した高さで建設しやすく、

◎としています。 

 その下の「②景観との調和」ですが、こちらについては、添付資料の23ページをご

覧ください。シャフト式ガス化溶融方式と流動床式ガス化溶融方式では、溶融に必要

な設備（スラグヤード等）を整備する必要があり、ストーカ式焼却方式に比べて建築

面積が広くなりますが、意匠等の工夫や緑化などにより景観との調和と図ることが可

能です。従って、３方式いずれも◎となりました。 

 

 続きまして（３）地球温暖化負荷の「①二酸化炭素排出量」に移ります。添付資料

の最後、36ページをご覧ください。 

 シャフト式ガス化溶融方式では、助燃材に加えコークスを使用するため、二酸化炭

素排出量が多くなります。 

他の２方式でも助燃材を使いますが、ストーカ式焼却方式は使用量が最も少なく二

酸化炭素排出量が少ないため◎、流動床式ガス化溶融方式はストーカ式焼却方式より
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助燃材の使用料が多くなり二酸化炭素排出量も多くなるため〇、シャフト式ガス化溶

融方式は他方式より劣るため△としています。 

なお、評価表に記載の－（マイナス）は、発電量に対し電気事業者別排出係数を乗

じた数値を、発電等、熱回収の効果による温室効果ガスの削減量を総排出量から差し

引き、評価したためです。 

 

 「２．適切な生活環境保全対策を講じた施設」についての説明は以上となります。 

 

 それでは、続きまして「３．省エネルギーと循環型社会構築に資する施設」の説明

に移ります。 

 まず、３（１）省エネルギーの「①資源・エネルギー消費量」ですが、これについ

ては、他の自治体の検討事例のデータに基づき、助燃剤の使用量を標準発熱量に換算

したものと電気使用量を等価換算で合計し方式別に比較しました。 

ストーカ式焼却方式を基準とすると、流動床式ガス化溶融方式で約6倍、シャフト式

ガス化溶融方式で約18倍となりましたので、ストーカ式焼却方式を◎、流動床式ガス

化溶融方式を〇、シャフト式ガス化溶融方式を△としています。 

 

 その下の（２）エネルギー回収の「①エネルギー回収率」に移ります。 

ここでは、「循環型社会形成推進交付金で交付率1/2制度の対象となるエネルギー回収

率(15.5%)を達成可能か」を基準に検討事例に基づき各方式で比較しております。 

いずれの方式も高効率エネルギー回収型廃棄物処理施設としての採用事例が複数件

あることから、エネルギー回収率15.5%を達成可能と判断し、◎となりました。 

 

 続きまして、（３）再資源化性に移ります。添付資料29ページ以下をご覧ください。

「①処理残渣の再資源化実現可能性」については、焼却灰として排出されるストーカ

式焼却方式と、スラグが発生するシャフト式ガス化溶融方式および流動床式ガス化溶

融方式の双方で検討を行っております。 

焼却灰は、本市では最終処分場を有していないことから、最終処分の再委託又は焼

却灰の再資源化の委託を行う必要があります。焼却灰の再資源化先は、表6-3のとおり、

現在受入を中止している企業を含めて、関東圏に数社がありますが、竣工時に受入可

能性を検討する必要があります。 

溶融スラグについては、千葉県が県下の一般廃棄物由来の溶融スラグの利活用状況

を公表しています。これによると、平成27年度における県内一般廃棄物溶融スラグの
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利用状況は、生産量30,842ｔに対して、有効利用量21,364ｔで有効利用率は69.3％と

なっています。溶融スラグは、プラントメーカー（子会社）による買取や地元のアス

コン会社等での消費が主な資源化用途ですが、県内の有効利用率は減少傾向にあり、

溶融スラグを直接埋め立てている自治体があり、会計検査院から指摘を受けた自治体

があるなど、スラグの流通に課題がある状況となっています。 

 以上より、焼却灰及び溶融スラグの有効利用可能性については、現段階では困難で

あると考え、全ての方式で△となりました。 

次に、「②最終処分量」に移ります。添付資料36ページをご覧ください。これにつ

いては、他自治体の検討事例に基づき評価しました。 

ストーカ式焼却方式でごみトン当たり0.072ｔから0.108ｔ、シャフト式ガス化溶融方

式でスラグを含めてごみトン当たり0.052ｔから0.098ｔ、流動床式ガス化溶融方式で

スラグを含めてごみトン当たり0.028ｔから0.065ｔとなり、流動床式ガス化溶融方式

が最も優位、次いでシャフト式ガス化溶融方式、ストーカ式焼却方式となりました。

それぞれ、◎、〇、△をつけています。 

 

 「３．省エネルギーと循環型社会構築に資する施設」についての説明は以上となり

ます。 

 

 それでは、続きまして「４．経済的かつ長期的な使用を念頭に置いた施設」の説明

に移ります。 

 まず、「（１）トータルコスト」の「①建設費」ですが、他自治体の検討事例に基

づき、0.6乗則により補正した施設の建設費の平均は、ストーカ式焼却方式でごみトン

当り約6千7百万円、シャフト式ガス化溶融方式でごみトン当り約7千1百万円、流動床

式ガス化溶融方式でごみトン当り約８千１百万円となり、ストーカ式焼却方式が最も

優位で、次いでシャフト式ガス化溶融方式、流動床式ガス化溶融方式の順となりまし

た。 

 次に、その下の「②維持管理費」ですが、20年間の運営費を整理し、ごみトン当り

の１年間の維持管理費を算出しました。なお、施設規模の差を回帰計算により補正し

ています。そうしますと、ストーカ式焼却方式で約６千６百万円、シャフト式ガス化

溶融方式で約１億３千５百万円、流動床式ガス化溶融方式で約７千３百万円となり、

ストーカ式焼却方式が最も優位で、次いで流動床式ガス化溶融方式、シャフト式ガス

化溶融方式の順となりました。 
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 続きまして、（２）コスト変動対応力の「①副資材の物価変動」に移ります。添付

資料の34ページをご覧ください。 

これについては、他自治体の検討事例に基づき、ごみトン当りの使用燃料発熱量（G

J/ごみt）と2005年を１とした場合の変動係数最大値の積を比較し評価しました。 

 その結果、ストーカ式焼却方式が最も優位で、次いで流動床式ガス化溶融方式、シ

ャフト式ガス化溶融方式の順となりました。 

 最後に（３）長期使用実績に移ります。添付資料の35ページをご覧ください。 

 環境省の平成26年度一般廃棄物処理実態調査（平成28年３月公表）を基に方式別に

調査したところ、稼働年数が最も長くかつ件数が多いのは、ストーカ式焼却方式（196

7～）であり、次にシャフト式ガス化溶融方式（1995～）、最も長期使用実績に乏しい

のは流動床式ガス化溶融方式（2002～）となりました。 

ストーカ式焼却方式は、長期使用実績が最も多いことから◎、次いでシャフト式ガス

化溶融方式であることから〇、最も使用実績に乏しい流動床式ガス化溶融方式を△と

しています。 

 

 本編8ページの「表6-1 評価結果」に移ります。これについては、先程ご説明した

各方式の評価項目別評価表の点数を入れたものとなっております。 

ストーカ式焼却方式は、合計で96.25点、シャフト式ガス化溶融方式は合計で61.00

点、流動床式ガス化溶融方式は合計で66.00点となり、ストーカ式焼却方式が最も高い

評価点を獲得しました。 

 

 それでは、最後になりますが本編９ページ、「７.総括」をご覧ください。 

これは機種選定に係る本部会としての結論となります。読上げさせていただきます。 

「専門部会では、基本構想に引き続き処理方式を審議してきました。国内における処

理技術から、四街道市における基本的な事業条件を踏まえ、基本構想では、「ストー

カ式焼却方式」、「シャフト炉式ガス化溶融炉方式」、「流動床式ガス化溶融炉方

式」の３方式を抽出しました。 

抽出した３方式に対して、本書では、四街道市の取り巻く現状や、背景を踏まえた

基本方針に沿った評価項目を設定し、評価を行いました。 

その結果、本市における処理方式としては、ストーカ式焼却方式が最も優れている

という結果になりました。以下にストーカ式焼却方式が優れている理由を示します。 

１．採用実績、操作性、安全性が他方式より優れており、適正処理、安定処理が可能

な方式です。 
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２．排ガス量、二酸化炭素排出量が、他方式より優れており環境負荷が少ない方式で

す。 

３．他方式より省エネルギーに優れています。 

４．トータルコスト、コスト変動対応力、長期使用実績が優れており、経済的かつ長

期的な使用が可能な方式です。 

 これが、機種選定に係る専門部会としての結論となります。説明は以上となります。 

 

〇会 長  はい、ありがとうございました。 

 続きまして、副会長に報告をお願いします。 

 

〇矢澤副会長 それでは、私から会長のほうへ報告させていただきます。「四街道市に

おける一般廃棄物処理施設の施設整備について（諮問）」のうち、２．廃棄物処理施

設の機種選定についての報告、さきに調査検討化、付託化されたこのことについて別

紙のとおりまとめましたので、報告いたします。平成29年２月９日、四街道市ごみ処

理対策委員会会長、荒井喜久雄様。専門部会副会長。 

 

〇会 長 どうもありがとうございました。ただいまの事務局説明及び副会長の報告に

ついて、委員の皆様からご質問ご意見などございましたら、お願いします。 

 

〇阿部委員 私は、これを審議した専門部会の委員だから質問するのも変なんですけど、

２ページ目の施設整備の基本方針について、ここで囲まれたところは、専門部会での

審議の内容とも、それから事前に配付された資料とも違っているのですけれども、こ

れはどういう経緯でそうなったか、ちょっとこれだけご説明いただけますか。 

 

〇事務局 ご説明いたします。一番最後のページに正誤表をつけておりまして、こちら

をご覧いただきたいんですけれども。Ａ４の横になります。こちら正誤表をつけてお

りまして、これは単純に申しわけないんですが、誤植でございまして、誤った部分は

基本方針２、「生活環境を保全し、省エネルギー等環境型社会を構築する、循環型社

会構築に資する施設」を、正しくは「適切な環境保全対策を講じた施設」ということ

で、内容的には変更ないんですが、単純な誤植ということで訂正させていただきまし

た。 

 同じく、基本方針の３、「地域の環境活動に資する施設」、こちらにつきましても、

正しくは「省エネルギーと循環型社会構築に資する施設」ということで、内容的には
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大きく差はないんですが、誤植ということで訂正をさせていただきたいと思います。 

 

〇阿部委員 実質的に変更はないと思うんですけど、専門部会で審査した後でこういう

ふうに、どういうわけでがらっと変わってしまうという、その事情を聞きたいんです。

内容が変わっているということで文句つけているだけではありませんけど。大体なぜ

最初からこの表現にならなかったのか。何か上にある規約があって、その規約に合っ

ていなかったということですか。もっと上の基本方針みたいなものと、この文言の表

現と合わなかったから変わったということでしょうか。 

 

〇事務局 どういう経緯でこの基本方針の１から４をつくったのかということで、内部

のお話も少し混じってしまうんですけれども、ご説明いたします。 

  今日、アドバイザーとして来ていただいているコンサルタントの方と、あと事務局

で基本方針１から４を定めるに際して、当初地域の環境活動に資する施設という項目

を書いておりました。ただ、資料を作成していく過程の中でこちらは落ちたものなん

ですけれども、それが今回資料をつくる過程で変更を反映するのをこちらのミスで忘

れていたために、こちら掲載してしまったものです。申しわけありませんでした。 

 

〇阿部委員 何かよくわかりませんけど、実質的に変わりはないんですが、専門部会と

違って今日初めてこういう表現を見たものですから、ちょっと質問いたしました。 

 

〇会 長 どうもありがとうございました。２ページは「生活環境を保全し、省エネル

ギーと循環型社会構築に資する施設」ということで、それが３ページでは「省エネル

ギーと循環型社会構築に資する施設」、基本方針３になっているんですね。それから、

「適切な生活環境保全対策を講じた施設」が、基本方針の２にある「生活環境を保全

し」という言葉が入ってきていると。地域環境活動は、炉のよさ、悪さを比べるには

余り軸としては正しくないということで外してあるという理解だと思うんですけれど

も、やはり検討の内容が変わる可能性もあるようなミスにつながりますので、ぜひ今

後は気をつけたらいただけたらと思います。 

 それでは、ほかに何か。 

 

〇森田委員 二、三確認させてください。まず、資料３の27ページの施設の単位で、Ｇ

Ｊ、ＭＪとありますね。この単位は、ギガジュール、メガジュールでしょうか。下の

ほうにＧＪ／ごみｔとありますね。これはギガジュールですか。 
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〇事務局 はい。ギガジュールとメガジュールになります。 

 

〇森田委員 こういう単位はもう少しわかりやすくやっておかないと、普通の人はわか

らないですよね。 

  それから、33ページです。施設規模と運営単価というところで、実はこういうデー

タがあって、それに外挿するということを、この前も２回ぐらい前に、私としてはち

ょっとこれじゃまずいなと思ってコメントしたんですが、これだけ測定というのが、

ばらついているので、無理に何か外挿結果でやろうということがやっぱりちょっと統

計的には全然意味がないわけですよね。結果としては一次直線で外挿してしまうとい

うことをやっていますね。その前も32ページの他自治体の検討事例の建設費を0.6乗則

で補正後という、その0.6乗則についてもちょっとわかんないです。 

 

〇オブザーバー 基本計画の策定の業務を請け負っています国際航業の岡田といいます。

よろしくお願いします。今質問いただいた２点、初めがいわゆる運営費のトン単価の

絡みのお話でございますが、ごみの焼却炉というのは施設規模に比例して職員の数が

実は増えるわけではありませんで、例えば100トンが１基の場合と、それが２基、３基

と100トンのまま増えていけば、それに近い数字なるんですけど、例えばそれが200ト

ンが１基になったからといって普通の人数が倍になるわけでは実はないというような

ことで、必ずしも比例とかの数字で上がっていくものではない。ただ、今回運営費な

り、建設費なりを一定の目安を持ってどの方式が優れているかというような判断指標

をちょっと提示しなければいけませんので、その指標としてグラフを作成したと。な

ので、現実問題として、今、線形のもので線を引いているこれはストーカですかね。5

00トン過ぎてゼロになっている補助線が引いてはいるんですけど、実際にこれはゼロ

になるわけではないんですが、こういう傾向を示しているという目安としてお示しを

したという趣旨でございます。 

  続きまして、0.6乗則ですね。これは、先ほどの運営費とかのお話と絡むんですが、

これはいわゆるエンジニアリングで用いられているものでございます。どういうこと

かと申し上げますと、焼却炉とかエンジニアリングプラントというものは施設の規模

が増えたからといって、同じものを２個、３個並列で並べるわけではない。容積がふ

えているということという形で、物の大小という形で変わっていきます。その場合、

お金が、施設規模が倍になったから単純に２倍というわけではなくて、おおむねこれ

までの経験則上、0.6から0.7乗則という形の傾向があるという、ある経験則に基づい

た法則でございます。これの出典もととしましては、環境省の補助金を申請するため
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の資料であります循環型社会形成推進の循環型社会形成推進地域計画策定マニュアル

というマニュアルが平成17年に環境省から出ているんですが、それに掲載されている

数、要するに法則を用いたという回答になります。 

  以上です。 

 

〇森田委員 確認しますと、そうすると規模を大きくしたら、建設単価とかそういうも

のが大体規模の２倍になったから２倍じゃなくて、掛ける0.6。 

 

〇オブザーバー 0.6乗ですね。なので、1.5とか1.6倍ぐらいのデータですよね。 

 

〇森田委員 じゃ1.2倍ですね、今の場合。 

 

〇オブザーバー ええ。 

 

〇森田委員 その場合に、例えば40トン２基つくるのと、80トンを１基つくるのだと80

トン１基つくったほうが安いということですか。 

 

〇オブザーバー 本来はそうです。ただし、80トン１基をつくった場合、先ほど連続稼

働のところでもお話ししましたとおり、焼却炉の定期的なメンテナンスが必要になり

ますので、要するにそのメンテナンスのときに、例えば２週間とか３週間休炉をする

時期が出てくる。そのときに市のごみ処理ができない、収集ができないというわけに

はいきませんので、その辺の継続性を考慮して40トン２基という形の設定をさせてい

ただいております。 

 

〇森田委員 ですから、ここに用いたデータを、それを例えば、50トンが２基あって100

トンにしているとか、そういうデータを集めているんですか。 

 

〇オブザーバー これが基でなっているのは、実は環境施設という雑誌というか業界紙

なんですけども、これに掲載されているものを施設規模で並べていると。ただ、現実

問題としてほとんどの施設、大体７割ぐらいの施設が今、同じ規模を２基並列、大体

残りの３割は特に大きなところなんですけど、３基という形になっていまして、先ほ

どお話ししましたとおり、１基だけというのはよほど特殊な事情がない限りは最近は

採用がないので、基本２基もしくは３基の制度でなっています。これは整備をしてお
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ります。 

 

〇森田委員 ありがとうございました。 

 

〇会 長 ほかに何かございますでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

 

〇日和委員 11月に出ていないので、この話が出ているかもしれませんけど、その前に

今先ほど27ページのギガジュールとメガジュールの話が出ましたけど、これはなぜ並

列で書いてあるのかが分からないので説明してください。単純に1,000倍するかどうか

というような。なんでこれを書かないといけないのかが、ちょっとよく分からないも

のですから。 

  それと、今言いましたように前回話があったかもしれませんけども、資料の５ペー

ジですけど、５ページの初年度と20年間のコスト比較というのがありますけども、ス

トーカ方式だけをちょっと見ていたんですけども、この表の一番下にあります「管理

コスト」の次が「建設費＋初年度」、それから「建設費＋20年」と、この計算の根拠

は上にあるものだと思うんですけども、管理コスト単年で２億795万6,165円となって

いますけども、これは何の費用ですか。約２億ちょっと。 

 

〇事務局 まず、資料の５ページの、２億ちょっとにつきましては、表の左側の「管理

コスト」と大きく出ておりまして、一番上の規模当たりの定期整備補修費、規模当た

りの運転、管理費、年当たりですね。あと、ごみ当たりの燃料費、電気代、薬品代、

用水費、最終処分費を合計したものでございます。 

  あと、メガジュールとギガジュールの比較なんですけども、特に大きな理由はござ

いませんで、２種類表記したということになります。 

 

〇日和委員 単位は何で書いたのか分からないですけども、その前に５ページの単年で

２億というのがありますよね。これは、１日80トンで、トン当たりのこれは値段です

か。何が２億かかるんですか。要するに知りたいのは、年間の処理費用なんですが。

ストーカ式、シャフト式、流動床式それぞれありますけども、年間の処理費用が書か

れているかどうか、そこを知りたいんですが。 

 

〇事務局 年間の管理コストの費用となります。 
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〇日和委員 今の四街道市の26年度は、要するに管理コスト、処理費用はいくらかかる

んですか。 

 

〇事務局 約２億ほどになります。 

 

〇日和委員 13億じゃないの。２億ですとずれがある。年間の処理費用ですから。 

 

〇事務局 13億と申し上げられたのは全部収集運搬から全て入った費用になります。施

設の運営費用として約２億円ほどかかっているということです。 

 

〇日和委員 では、これは人件費だとか、それから収集等は全然入っていないというこ

とですか。 

 

〇事務局 こちらの運転管理委託費につきましては、収集運搬とかそういったものは入

っていない数字になります。 

 

〇日和委員 この数字は現在のクリーンセンターの数字と比較してどうなのかなと思っ

たんですけども。 

 

〇事務局 差があるかというと、約２億円ということなので全体から見るとさほどかけ

離れた数字ではないと思います。 

 

〇日和委員 現在も約２億かかっているという、管理コスト、要するに収集ごみが入ら

ない。10年間で施設の運営費というか、そういうことですか。 

 

〇事務局 すみません、失礼いたしました。運転管理費等を含めますと、現施設のほう

が費用は今ちょっとすぐいくらとは申し上げられないんですけど、委託費全部含めま

すと約３億程度ですね、３億超えると思いますけども、それぐらいの費用がかかりま

す。 

 

〇日和委員 ということは、新しい施設にすると、もうそれだけで６割ぐらいになるん

ですかね。７割いかないか。 
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〇森田委員 じゃ、今のは２億から３億という意味ですか。 

 

〇事務局 いや。 

 

〇日和委員 ３億でしょう。現在のクリーンセンターが３億かかるということですよね。 

 

〇事務局 先ほど申し上げた２億というのは保守点検費用とか、あと修繕費用の金額を

申し上げました。それに運転委託とか、そういうのを含めると３億円を超えるという

金額になります。 

 

〇日和委員 新しい施設が１年間で３億円ぐらいかかっているところが２億ぐらいにす

ると。そういうことですね。 

 

〇事務局 はい。 

 

〇日和委員 なるほど。では、これで何というか性能もね、排出ガスの性能もコンマ１

桁違ってよくなるわけですよね。プラスコストも下がるということ。これは、早く建

設したほうがいいなという気がすごくしましたけども、わかりました。 

 

〇会 長 今回の委員会では一応処理方式を決めるということで、それの必要かについ

てですので、建設関係はちょっと委員会の討議事項ではないもので、とりあえず報告

を聞いておくということで、今のご指摘の点についてはちょっと整理をして改めて提

示をしていただけたらと思います。 

 

〇会 長 ほかに何かご意見ございますでしょうか。 

 

〇事務局 もう一回確認しますけど、今の２億という件はこの一番上からここまでの分

のストーカに対しての金額ですよね。 

〇事務局 規模当たりの定期整備補修費、規模あたりの運転・管理委託費、ごみあたり

の燃料費、ごみあたりの電気代、ごみあたりの薬品費、ごみあたり用水費、最終処分

費の合計が２億795万6,165万円というふうに理解していいですかということです。 

 

〇櫻井委員 この３点についての比較の分ですよと、上から下までの項目ということに
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なっていますよね。 

 

〇会 長 そうですね。それぞれ単年度で比較すると２億に対して３億、３億だからス

トーカがすぐれているだろうと、そういうふうに比較する。 

 

〇櫻井委員 この数字でストーカが比較した場合に、これが一番いい数字ですよという

ことで説明してあるということでよろしいんですよね。 

 

〇会 長 そういうことで。それが、一番後ろの表のトータルコストの中で、こういう

前提のもとにやっていますよという説明になります。 

 

〇櫻井委員 はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

〇会 長 いかがでしょうか。ほかに何か。 

 

〇森委員 とても丁寧にまとめていただいてありがとうございます。１点だけ私から質

問ではなくてコメントといいますか、情報提供なんですけれども、先月熊本地震が起

きた、熊本市さんと熊本県さん、両方ちょっと仕事で行ってまいりまして、発災直後

に熊本市内で出た片づけごみですとか、そういったものを熊本市さんの中で一番大き

い焼却炉が地震のために運転がストップしてしまったということもあって、その一部

を福岡市さんのほうが助けに来て、福岡市の炉に一部入れたというお話を伺ってまい

りました。そのときに福岡市さんのほうで受け入れた焼却炉が今回の選定にも書かれ

ております、ストーカ式の焼却炉だったということで、福岡市の担当者の方にお伺い

したところ、まさに評価軸の中でもごみ質の変化にどれだけ耐え得るかという評価軸

が基本項目の中の②の安定性というところに書いていたかと思いますけれども、やは

りストーカ式であれば、そういった災害が起きて、そのごみの質が少しやっぱり変化

するわけなんですけれども、そういったものにも十分耐え得る炉であったというふう

な話いただいておりますので、普段の平時のごみとまたちょっと質が多少変わってし

まっても、ストーカ炉であればある程度安定した運転が期待できるのではないかとい

うことでコメントいただきましたので、今回の評価の結果はストーカ式でということ

になっておりますけれども、そういった観点からも私個人としてはよろしいのかなと

いうふうにも思っております。 
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〇会 長 ありがとうございました。ほかに何かご質問ございますか。特になければ、

部会からの報告を含めて、ただいまの処理方式の決定ということで、処理方式につい

ては本市における処理方式としてはストーカ式焼却炉が最もすぐれているという結果

になったという、そういう報告ですけれども、これについて了承したいと思いますが、

いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

「異議なし」 

 

〇会 長 では、了承したいと思います。ありがとうございます。 

  それでは、今、ただいま皆様からいただいて以下のとおり、市長に対する答申書を

作成いたしますので、しばらくお待ちください。 

  暫時休憩させていただきます。 

 

（休 憩） 

 

（再 開） 

 

２）「四街道市における一般廃棄物処理施設の施設整備について（諮問）」のうち、１．

廃棄物処理施設の機種選定に係る答申（案）について 

 

〇会 長 どうも失礼しました。答申の案文を皆様にお諮りするということになってお

りましたので、改めてお諮りしたいと思います。 

  四街道市長、佐渡斉様。四街道市ごみ処理対策委員会会長、荒井喜久雄。 

  「四街道市における一般廃棄物処理施設の施設整備について」のうち、２．廃棄物

処理施設の機種選定について（答申）。 

  平成28年２月25日付廃第79号で諮問のありましたこのことについて、下記のとおり

答申します。 

  記。１、答申。「四街道市における一般廃棄物処理施設の施設整備について」のう

ち、２.廃棄物処理施設の機種選定につきましては、別添の廃棄物処理施設整備事業処

理方式選定報告書（案）のとおり取り纏めましたので報告します。 

 なお、今後の施設建設にあたっては、本報告書の趣旨を十分に踏まえ、適切な生活環

境保全対策はもちろんのこと、省エネルギー及び循環型社会形成への貢献並びに経済

性及び長期使用可能性なども考慮し、廃棄物の適正かつ安定的な処理を行える施設と
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するよう要望します。 

  以上でございます。 

 何かこの答申案についてご意見ございましたら、よろしくお願いします。特にないよ

うでしたら、この案を了承したいと思いますけど、いかがでしょうか。よろしいです

か。 

 

「異議なし」 

 

〇会 長 では、そのように取り扱います。 

  それでは、答申案については了承したということでございますので、よろしくお願

いいたします。 

  当審議会ではこの処理方式選定をストーカ式をという案を承認したいと思います。 

 

〇事務局 慎重ご審議ありがとうございました。この後、市長がまいりますので、しば

らくの間お待ちいただきたいと思います。 

  暫時休憩といたします。 

 

（休 憩） 

 

（再 開） 

 

〇事務局 それでは、荒井会長より市長への答申をお願いいたします。 

 

３．答 申 

 

〇会 長 平成29年２月９日。四街道市長、佐渡斉様。四街道市ごみ処理対策委員会会

長、荒井喜久雄。 

  「四街道市における一般廃棄物処理施設の施設整備について」のうち、２．廃棄物

処理施設の機種選定について（答申）。 

  平成28年２月25日付廃第79号で諮問のありましたこのことについて、下記のとおり

答申します。 

  記。１、答申。「四街道市における一般廃棄物処理施設の施設整備について」のう

ち、２.廃棄物処理施設の機種選定につきましては、別添の廃棄物処理施設整備事業処
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理方式選定報告書（案）のとおり取り纏めましたので報告します。 

  なお、今後の施設建設にあたっては、本報告書の趣旨を十分に踏まえ、適切な生活

環境保全対策はもちろんのこと、省エネルギー及び循環型社会形成への貢献並びに経

済性及び長期使用可能性なども考慮し、廃棄物の適正かつ安定的な処理を行える施設

とするよう要望します。 

  以上。 

 

〇会 長 ありがとうございました。それでは、ここで四街道市長よりご挨拶をいただ

きたいと思います。 

 

〇市 長 ただいま荒井会長さんより答申を賜りましたので、御礼と感謝の意を表しま

して一言ご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様におかれましては、一般廃棄物処理基本構想、そして基本計画、さらには

廃棄物処理施設の機種選定と長きにわたりご審議をいただきまことにありがとうござ

いました。 

 本日の答申を賜った廃棄物処理施設の機種選定につきましては、現在建設を予定して

おります次期ごみ処理施設の中核をなすものでございまして、今後の四街道市のごみ

処理に影響を与える大変重要な案件でございます。 

 本日答申をいただきました廃棄物処理施設の機種選定結果をもとに、新たなごみ処理

施設でのごみの適正処理を目指し、安心安全、そして住みよい四街道のまちづくりを

目指してまいります。 

 結びに、ごみ処理施設の建設につきましては、引き続きさまざまな事業を行っていか

ねばなりません。皆様のさらなるご協力を賜りますようお願い申し上げまして、御礼

のご挨拶とさせていただきます。 

 本日は答申を賜りましてまことにありがとうございました。 

 

〇会 長 市長、どうもありがとうございました。 

  本日、用意された議題は以上となります。議題４のその他について、事務局よりお

願いいたします。 

 

４．その他 

 

〇事務局 特にございません。 
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〇会 長 ほかに委員の皆様から何かございませんでしょうか。 

  それでは、特にないようですので、事務局にマイクをお返しいたします。 

 

５．閉 会 

 

〇事務局 長時間にわたりまして、委員の皆様におかれましては慎重審議をいただき大

変ありがとうございました。 

  以上をもちまして、平成28年度第３回四街道市ごみ処理対策委員会を閉会といたし

ます。 

どうもありがとうございました。 

 

 

―  終了  ― 

 


