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 １．開 会          省 略 

 ２．部会長挨拶        省 略 

 ３．議 事 

 

〇事務局 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。なお、資料の

送付がおくれましたことをおわび申し上げます。 

  本日の資料は、次第、資料ナンバー１、ごみ処理整備基本構想（素案）、それから

本日差しかえでお配りした資料ナンバー２、専門部会開催計画（案）、資料ナンバー

３、四街道市における機種選定の基本方針（案）、最後に本日追加でお配りした資料

ナンバー４、四街道市における機種選定の評価項目・配点基準の設定（案）でござい

ます。資料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

をいたします。 

  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、よろし

くお願いいたします。 

  それでは、進行は矢澤部会長にお願いをいたします。 

 

〇矢澤部会長 それでは、これより議事に入らせていただきます。 

  まず、議事録署名委員の選出について、事務局より説明をお願いします。 

 

〇事務局 四街道市ごみ処理対策委員会運営要領第７条が準用する第６条第１項には、

会長は会議終了後、速やかに会議録を作成し、これを保存しなくてはならないと規定

があります。本日、永野委員が欠席ですので、今回限りの議事録署名委員を選出して

いただきたいと思います。選出方法は特に決まっておりませんので、部会長に議事録

署名人、１人を指名していただきたいと思います。 

  以上でございます。 

 

〇矢澤部会長 ただいまご説明ございましたけれども、きょう、永野委員は欠席でござ

いますので、今回限りということで、議事録署名人、私どもで指名をさせていただき

たいと思います。古川委員に議事録署名人をお引き受けいただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

  続きまして、運営要領第７条及び第４条第２項に基づきまして、会議の公開、非公
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開について皆様にお諮りをいたします。本日の会議については、公開でよろしいでし

ょうか。 

 

[異議なし] 

 

〇矢澤部会長 異議がないようでございますので、本日は公開で行います。傍聴を希望

する方がいらっしゃいましたら、入室をさせてください。 

 

〇事務局 １名いらっしゃいます。 

 

[傍聴者入室]  

 

〇矢澤部会長 それでは、議事に入ります。第１点目、ごみ処理施設整備基本構想（素

案）について、事務局より説明をお願いします。 

 

３－１）ごみ処理施設整備基本構想（素案） 

 

〇事務局 それでは、私から、資料ナンバー１、ごみ処理施設整備基本構想（素案）に

ついて、ご説明させていただきます。長くなりますので、着座にて失礼いたします。 

  まず、資料に沿って説明を行っていきます。内容に入ります前に、この基本構想の

今後の審議の進め方について、事務局の考えているスケジュールをご説明いたします。 

  本日ご審議いただいているのはあくまで素案でして、本日委員の皆様からご意見を

賜り、次回は本部会としての最終案を決定していただきたいと考えております。本部

会としての最終案を決定していただきましたら、親会であるごみ処理対策委員会へ検

討の結果を報告することとなります。ごみ処理対策委員会で本部会の最終案について

ご審議いただいた後、会長から市長へ答申をすることとなります。 

  それでは、まず１枚目をめくっていただきたいと思います。まず、目次のほうで本

素案の構成を確認いただきたいと思います。本素案は、これまで本部会でご審議いた

だいた内容をもとにまとめたものとなっておりますが、一部冊子としてまとめるに当

たり、追加した事項がございます。それが目次でいいますと、第１章、基本方針と第

２章、ごみ処理の現状です。この２つについては、目次の説明が終わりましたらご説

明させていただきます。 

  続きまして、第３章が計画処理量・計画ごみ質・計画施設規模の設定となっており
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ます。こちらについては、６月30日の本部会でご審議いただいたものをもとに、一部

図表等をつけ加えたものとなっております。 

  その下の第４章が公害防止基準の設定となっております。こちらについても前回８

月23日の本部会でご審議いただいたものをもとにしておりますが、排ガス、排水、騒

音、振動、悪臭という自主規制値を設定する各項目の後に、まとめとして、６．次期

施設の自主規制値という項目をつけております。また、一部自主規制値（案）の変更

がございますので、後ほどご説明いたします。 

  第５章がごみ処理方式の検討となっておりまして、エネルギー回収型廃棄物処理施

設とマテリアルリサイクル推進施設の２つについて、それぞれごみ処理方式を検討し

ております。こちらについても、前回８月23日の本部会でご審議いただいたものをも

とにしておりますが、一部表現を変更しております。こちらについても後ほどご説明

させていただきます。 

  続きまして、第６章ですが、こちらの項目、内容も６月30日の本部会でご審議いた

だいたものをもとにしております。ただし、今後の機種選定を視野に入れつけ加えた

部分がございますので、後ほどご説明させていただきます。 

  次のページに移っていただきまして、第７章、熱利用の方向性ですが、こちらは６

月30日の本部会でご審議いただいたとおりとなっております。 

  最後に、第８章ですが、事業計画となっております。１．整備スケジュールについ

ては、３月９日の平成27年度の第２回専門部会でご説明したものをまとめたものでご

ざいます。２．概算事業費の検討については、アンケート調査結果の報告をまとめた

ものとなっております。 

  それでは、これまでご審議いただいていない事項、また変更点を中心に基本構想

（素案）の内容をご説明させていただきます。 

  第１章、基本方針、１ページ目をごらんください。第１章は、基本方針となってお

ります。 

  まず初めに、平成28年８月に策定しました一般廃棄物処理基本計画において示され

た基本方針をまとめたものが表１―１となっております。本基本構想は、この一般廃

棄物処理基本計画の下位計画と位置づけられているもので、一般廃棄物処理基本計画

で示された中間処理施設の整備という基本方針に基づき、関係法令、技術基準、規格

等を遵守し、ごみ処理施設の全体像を明らかにするとともに、実行可能な施設の事業

化に対する構想計画を策定することを目的としております。 

  続きまして、第２章、ごみ処理の現状、２ページ目をごらんください。１としまし

て、ごみ排出量をごらんください。表１―１と図１―１は、本市のごみ排出量の推移
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をあらわしたものです。総排出量は、平成22年度の１年当たり２万8,315トンから平成

27年度の年当たり２万7,853トンと微減傾向を示しています。排出原単位は、一般廃棄

物処理基本計画やこの１、ごみ排出量が本基本構想の計画施設規模などを基礎づける

数字となります。 

  次に移ります。２．ごみ処理フローをごらんください。次のページになります。 

  平成27年度の四街道市ごみ処理の流れは、図２―１に示したとおりです。現在はク

リーンセンターに焼却施設と粗大ごみ処理施設を設置しておりまして、焼却施設では

主に可燃ごみを焼却処理し、粗大ごみ処理施設では主に粗大ごみとプラスチック、ビ

ニール類を処理しています。また、このほか分別排出されたごみと資源物は、四街道

市クリーンセンター及び民間業者、古紙問屋に搬入され、中間処理、資源回収、最終

処分等の適正な処理を行っております。現在ご審議していただいているごみ処理施設

整備基本構想では、現在の四街道市クリーンセンターの後継施設になります。次期ご

み処理施設整備に合わせ、分別区分の大幅な変更を行う予定はありませんので、基本

的に図２―１に記載されているごみ焼却施設と粗大ごみ処理施設に相当する施設を整

備することとなります。 

  次のページ、３．ごみ収集・処理・処分に移ります。3.1、処理主体ですが、計画、

処理責任は市となっております。収集運搬については、ほとんどが市の委託業者によ

って行われます。ただし、戸別収集は直営で、また粗大ごみについては市民による自

己搬入が行われています。 

  次に、事業系ごみですが、計画、処理責任は市及び事業者となっています。収集運

搬については、事業者が許可業者に委託するか、事業者が自己搬入しています。 

  収集されたごみの中間処理ですが、計画、処理責任は市となっており、処理は直営

または市の委託業者によって行われます。 

  最後に、焼却残渣や処理残渣、再生不適合物の最終処分ですが、計画処理責任は市

となっており、実際は市が委託した業者によって行われております。 

  その下の3.2、現施設の概要ですが、３月９日に現施設の職員からの説明を行いまし

て、また実際に現施設をごらんいただいておりますので、説明は割愛させていただき

ます。 

  次のページをお開きください。3.3、処理処分量の推移に移ります。平成22年度から

平成27年度までの処理、処分量等の推移を示したのが表３―４、図の３―１、図の３

―２です。現施設での焼却量は、平成23年度から微減傾向を示しています。また、粗

大ごみ処理施設での破砕選別処理量は、平成23年度から微減傾向を示していましたが、

平成27年度で増加傾向が見られます。また、プラスチック、ビニール類の圧縮梱包量
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は、平成27年度から減少傾向を示しております。 

  なお、最終処分量は、平成23年度中より東日本大震災の影響で焼却灰の資源化（エ

コセメント化）を委託していたエコセメント化施設が稼働を停止したことから、平成2

3年度から増加傾向を示していまして、平成24年度から27年度は2,688トンから2,798ト

ンで推移してございます。 

  第３章、計画処理量・計画ごみ質・計画施設規模の設定につきましてご説明させて

いただきます。 

  次のページになります。この第３章の内容は、６月30日に本部会でご審議いただい

たとおりとなっておりまして、エネルギー回収型廃棄物処理施設とマテリアルリサイ

クル推進施設のそれぞれについて、計画処理量・計画ごみ質・計画施設規模を記述し

ております。詳細については繰り返しとなりますので、割愛させていただきます。た

だ１点つけ加えているのが計画処理量です。焼却処理量、粗大ごみ処理量、プラスチ

ック処理量、それぞれについて過去５年分の実績と予測、特に重要なのは最大値の予

測ですが、これに関する表を加えております。なお、いずれも数値は一般廃棄物処理

基本計画に基づいております。 

  それでは、第４章の公害防止基準の設定に移ります。11ページをごらんください。 

  この第４章の内容についても、大部分が６月30日に本部会でご審議いただいたとお

りとなっておりまして、自主規制値を設定する予定の排ガス、排水、騒音、振動、悪

臭について、それぞれ現施設の自主規制値と法令等による規制について整備を行った

上で、次期施設の自主規制値について記述しております。ただし、これまでご審議い

ただいた内容から変更した点もございますので、変更点を中心にご説明いたします。 

  13ページをごらんください。前回８月23日の本部会でもご説明したとおり、施設整

備のために設定する最終的な自主規制値は、今後地元地区との対話の中で決定してい

くこととなっております。地元地区との対話の中で排ガスに関する自主規制値につい

て近隣施設等と同等としてほしいとの要望が出されましたことから、窒素酸化物につ

きましては100ｐｐｍから50ｐｐｍへと自主規制値を修正しております。 

  前回、本部会としての自主規制値案を決定していただいたのですが、本部会として

の自主規制値と地元との対話の中で最終的に決定していく自主規制値が乖離すること

はできるだけ避けるべきと考えまして、地元地区との対話の状況を反映させていただ

いております。 

  それでは、14ページから16ページの排水、騒音、振動についてなのですが、こちら

は特に変更点はございません。 

  続きまして、18ページの表５―５、悪臭の自主規制値の下から２番目、臭気濃度の
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欄をごらんください。こちらは、前回の資料では臭気濃度に関する自主規制値を排出

口で1,000と設定することになっておりました。しかし、重要なのは施設の外へ影響が

及ばないということですので、臭気濃度についての自主規制値は、敷地境界について

のみ設定すると変更しております。 

  続きまして、次の19ページですが、前回の資料では自主規制値に関するまとめの項

目がなかったので新たに設けてございます。 

  次の第５章、ごみ処理方式の検討に移ります。次のページをごらんください。20ペ

ージから25ページの１．エネルギー回収型廃棄物処理施設については、これまでの資

料をまとめたものとなっております。こちらについては、既にご説明しておりますの

で、詳しい説明は割愛させていただきます。ただ、本部会としての結論は、ストーカ

式焼却方式、シャフト式ガス化溶融方式及び流動床式ガス化溶融方式を比較すると、

現段階では次期エネルギー回収型廃棄物処理施設のごみ処理方式としては、ストーカ

式焼却方式に優位性が見られる。今後、これら３つのごみ処理方式について、機種選

定の過程でさらに精査していくものとするとなっております。機種選定については、

この後ご説明させていただきます。 

  ２のマテリアルリサイクル推進施設に移ります。次のページをごらんください。2.1、

処理方式の設定については、これまでの資料をまとめたものですので、説明を割愛さ

せていただきます。変更点についてですが、前回の資料では、最後のなお書きが「設

備の選定に当たっては、ごみ処理施設整備基本計画の中で、騒音及び振動等の公害防

止基準を踏まえ、施設の職員等の意見及びメーカーが提案する設備を考慮して、四街

道市の粗大ごみ及びプラスチック、ビニール類の特性に合うものとなるよう総合的に

検討していくべきである」となってございました。しかし、大変財政が厳しい中、施

設整備を進めてまいりますので、建設コストや運営コストを考慮すべきということで

建設コスト及び運営コスト並びにメーカーが提案する設備を考慮してという変更をし

てございます。 

  続きまして、第６章、焼却灰・溶融スラグの処理方法等ですが、こちらもほぼ６月3

0日の資料と同じものとなってございます。ただし、今後機種選定の過程で機種とあわ

せて焼却灰や溶融スラグの処理方法の検討を行っていきますので、38ページをお開き

ください、38ページの文章の末尾に「今後、溶融スラグの可能性を精査していく」と

の一文をつけ加えさせていただいております。 

  続きまして、40ページから43ページの第７章、熱利用の方向性ですが、こちらは６

月30日の資料と同じものとなっておりますので、変更点はございません。説明は割愛

させていただきます。 
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  基本構想の最後の章でございます、第８章、事業計画に移ります。44ページをごら

んください。まず、１．整備スケジュールですが、次期施設の整備スケジュール

（案）を示したのが、表１―１です。現在委員の皆様にご審議いただいておりますご

み処理施設整備基本構想、また今後ご審議いただく予定の機種選定、庁内組織で決定

する予定の事業方式を含むごみ処理施設整備基本計画を今年度中に策定する予定です。

そうしますと、来年度以降は発注手続へと移行します。事業方式が公設公営と決定さ

れましたら、ごみ処理施設整備基本設計の中で参考見積仕様書を作成しまして、プラ

ントメーカーの技術提案書を審査して、最終発注仕様書を作成し、発注することとな

ります。 

  事業方式がＰＦＩやＤＢＯ方式ということで決定されましたら、ＰＦＩ等導入手続

に入ります。この中で実施方針案を作成の上、特定事業の公表、選定を行い、入札、

落札者を決定し、契約後に業者が造成工事と建設工事を行うこととなります。発注手

続と並行してごみ処理施設による予定地周辺の生活環境への影響を調査しまして、施

設の設置届に添付しなければならない業務として行います。これは、生活環境影響の

調査といいまして、この中でまず現地のフィールド調査を行った上で結果をまとめ、

次期ごみ処理施設の操業による周辺環境への影響について予測評価を行うこととなり

ます。また、来年度以降、用地造成計画や用地造成設計に順次着手を予定してござい

ます。 

  生活環境影響調査や都市計画決定手続など諸手続が順調に終わり、発注手続の中で

計画相手となるプラントメーカー等が決定しましたら、用地造成工事や建設工事に着

手します。 

  次期施設では、平成33年10月の本格稼働を予定しております。また、詳細なスケジ

ュールの検討は、今後策定を予定しているごみ処理施設整備基本計画等において行う

ものとしたいと考えております。 

  次のページをごらんください。２．概算事業費の検討に移ります。こちらについて

は、前回の専門部会のアンケート調査の結果に基づいております。2.1、メーカーアン

ケートによる建設費及び運営費については、表２―１に示すとおりでして、次期エネ

ルギー回収型廃棄物処理施設の建設費の最低価格は最も低い建設単価を回答したＢ者

の建設単価であるトン当たり9,526万3,000円に80トンを掛けまして、76億2,104万円と

なっております。また、次期マテリアルリサイクル推進施設の建設費の最低価格は、

最も低い建設単価を回答したＣ社の建設単価であるトン当たり１億円に12トンを掛け

まして12億円となりました。 

  また、運営費を含む事業費の最低価格は、ごみ焼却施設でのＤ社の161億4,800万円、
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リサイクル施設でＤ社の40億2,400万円となりました。 

  次のページの２．発注実績による建設費及び運営費をごらんください。こちらも前

回ご報告したものとほぼ同じものです。近年発注されたごみ処理施設の建設費及び運

営費をもとに建設単価を算定しまして、本計画施設の建設費及び運営費を算定してお

ります。なお、出展が記載されておりませんでしたが、この数値は日本環境衛生施設

工業会のウエブサイトに掲載されている平成27年３月から平成28年３月に契約済みの

事業に関するデータに基づいております。 

  次期エネルギー回収施設の建設費は、トン当たりの建設単価9,780万円に80トンを掛

けまして78億2,400万円、運営費は各施設の運営費をトンと年数で割って算出した単価

である540万円に80トンと20年を掛けまして86億4,000万円となりました。リサイクル

施設の建設費は、同様に算出しますと11億7,000万円となりました。 

  なお、マテリアルリサイクル推進施設の運営費は明らかにされていないため算出は

できませんでした。 

  今後、ごみ処理施設整備基本計画の中で事業費をさらに精査してまいりたいと考え

ております。 

  内容に関する説明は以上となりますが、何かご意見等がございましたら、10月３日

月曜までに廃棄物対策課ごみ処理施設整備推進室までご連絡をいただければと思いま

す。いただいたご意見等につきましては、矢澤部会長とご相談しまして取り扱いを決

めていきたいと考えております。 

  説明は以上となります。 

 

〇矢澤部会長 ありがとうございました。ただいま説明いただきました。ちょっと中身

がありますので、本日ご意見いただきますが、今事務局から説明ありましたように、

今日、気がつかなかったことがあれば、少し時間が短いのですが、来週月曜までに事

務局へ出していただければと思います。 

  それでは、とりあえず今日、ご意見いただけるものがあれば、いただきたいと思い

ます。ちょっと長いので区切っていきたいと思います。まず、第１章から第３章まで、

基本方針、現状、それから計画処理量等の設定の部分でご意見ご質問があればお願い

いたします。 

  これは、ごみ処理基本計画とか今まで審議してきた内容をまとめたものでございま

すので、よろしいでしょうかね。 

  それでは、第４章で公害防止基準の設定のご説明がございましたが、これにつきま

してご意見ご質問があればお願いいたします。はい。 
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○町田副部会長 自主規制値がやっぱり厳しくなって、もちろん厳しいほどいいという

のが、これは今後住民の方々との話し合いで決めていくのでいいと思うんですが、こ

れは想定としてはこれから話し合いをしてもコストアップには大きくつながらないん

ですか。これは、やっぱりコストとの、お金をかければ幾らでも自主規制値をさらに

下げることもできるわけですけど、余りそれをやり過ぎると現実には日本の焼却の装

置というのはもう十分に世界ナンバーワンの公害技術を持っているわけですから、民

主主義とはいえ余りにもそこに従い過ぎると、コストを圧迫するのではないかという

こともちょっと思うんですが。そこのところ問題なければね、特に問題ないと思うん

です。 

 

〇事務局 私からお答えさせていただきます。基本構想（素案）の13ページのちょっと

小さいんですけれども、表１―５、無触媒脱硝法（窒素酸化物ＮＯｘ対策）の概要と

いうところなのですけれども、その一番下のところに注を加えておりまして、メーカ

ー数社に問い合わせた結果、現在ではこの無触媒脱硝法で定常的に50ｐｐｍを下回る

ことが可能であることを確認しております。コスト面につきましても、ご指摘のよう

な懸念はないものと考えております。以上です。 

 

〇町田副部会長 安定してこれを実現できるということですね。 

 

〇事務局 はい、そのとおりです。 

 

〇町田副部会長 わかりました。 

 

〇矢澤部会長 ほかにございますでしょうか。ちょっと質問で申しわけないんですが、1

8ページ、悪臭の自主規制値の表があって、一番下に米印があって、臭気の測定は、敷

地境界で行うというのがあるのですが、アスタリスクがついている項目とついてない

項目がありますが、これはどういう意味でしょうか。 

 

〇事務局 お答えします。大変申しわけございません。ちょっと誤植がございまして、

特定悪臭物質の種類のところについている米印は、これはちょっと削除していただき

まして、この米印については、一番右の欄の下から２番目、排出口の米印の注釈にな

りますので、こちらちょっと訂正していただければと思います。 
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〇矢澤部会長 米印が一番右の欄の下から２つ目の「1000」のところにつくということ

ですか。 

 

〇事務局 はい、そのとおりです。 

 

〇矢澤部会長 この排出口というのが、例えば煙突ならば煙突の出口で規制値1,000とい

う意味ですよね。 

 

〇アドバイザー 申しわけございません。お答えします。一番左の欄の米印が排出口出

口での測定物質でございまして、それがちょっと残っていた状態でございまして、残

っていた状態なのでそこをちょっと削除させていただきます。 

 

〇事務局 補足させていただきます。排出口というのは煙突の出口ということです。以

上です。 

 

〇矢澤部会長 じゃ、この表では、多分アスタリスクが全部要らなくなっちゃうんでし

ょう、きっと。 

 

〇事務局 はい、そのとおりです。 

 

〇矢澤部会長 きっと下の注も要らないんですよね。わかりました。臭気濃度測定は、

敷地境界にするという、そういう注が一番下に入っているという、そういう理解でい

いのかな。 

 

〇事務局 規制の仕方、測定の方法として大きく分けると２つございまして、１つが排

出口、煙突の出口で測る方法が１つございます。もう一つが、敷地境界で測るという

方法がもう一つございます。この各物質については、敷地境界ではかるということを

明記しておかないと、その排出口と敷地境界で基準が異なってまいりますので、この

言葉自体は残す必要がございます。 

 

〇町田副部会長 右の各物質で米印があるのは敷地境界で測りますと。 

 

〇事務局 この全ての物質は敷地境界で測りまして、米印がついているものについては、
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排出口の規制が別途かかってまいりまして、特定悪臭物質の種類ということでたくさ

ん物質載っておりますけれども、この米印がついているものについては、一番下のほ

うの右の「臭気濃度1000（排出口）」という記載があるかと思うんですけども、この

規制がかかってくるということです。 

 

〇事務局 ちょっと資料、中途半端に訂正した関係でわかりづらくなってしまって申し

わけございません。この米印は、本来排出口でもはからなければいけない。あわせて

敷地境界でもはかると、そういう意味でございます。ですので、下のアスタリスクで

すか、臭気の測定は敷地境界で行っているのが記載してございますが…… 

 

〇町田副部会長 敷地境界でも行うのですか。 

 

〇事務局 はい。敷地境界でも…… 

 

〇町田副部会長 両方という意味ですか。 

 

〇事務局 両方という意味です。 

 

〇林田委員 いや、ちょっとそれは違う。済みません、ここの臭気のほうのアンモニア

とかメチルメルカプタンとか、以降ずっと物質が続いていますけれども、イソ酸とか、

ここまでは定義なのですけれども、この値から見ると敷地境界ではかるということな

のです。むしろ排出口ではかったらもっと高い値がありまして、ちょっと具体的でな

いのですけれど、これは敷地境界でこれ以下にならなきゃいけないと。その下とちょ

っと意味が違うと思うんですけど、これは特定悪臭物質という意味じゃなくて、臭気

濃度と臭気強度。これは人間といいますか、人間の鼻で感じるか感じないかというの

がもともとなっていまして、ですから、これは排出口ではかる部分と敷地境界ではか

る部分。煙突からのにおいよりも実際ごみのためているところから、例えばごみピッ

トとかそういうところがにおいが出ますので、敷地境界でそういうにおいが検出され

てはいけないということがありますんで、ちょっとこれは整理されたほうがいいんじ

ゃないかなと思います。 

 

〇事務局 この点は、ちょっと整理し直しまして、またわかりやすく表示いたします。

申しわけございません。 
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〇矢澤部会長 よろしくお願いします。これは、基本的には文章の最初に書いてありま

すけど、計画地の敷地境界において値を設定しますとなっていますので、多分仕切っ

て敷地境界でこの各物質ごとの数値と、最終的な臭気濃度については敷地境界でこれ

を自主規制値にしますという理解でいいのだと思うのですけど、その考えとその米印

の意味がちょっとわかりづらかったので、ちょっと整理をお願いします。ほかに、公

害防止基準についてご意見はございますでしょうか。はい。 

 

〇事務局 済みません、今会長のほうからご指摘いただきましたので、ちょっと整理さ

せていただきまして、案の段階にはきちっと整理した資料を出させていただきたい。 

 

〇矢澤部会長 よろしくお願いします。それでは、第５章、ごみ処理方式と６章の焼却

灰・溶融スラグ、それから熱利用、この辺セットにしてご意見ご質問等あればお願い

します。 

 

〇阿部委員 既に検討したんですけれども、そのときに見落としていて今さら申しわけ

ないんですけれども、42ページにエネルギー回収率の試算結果、表の２―２というの

がございます。この表の項目の⑨、発電用熱量のところに実はパーセントとついてい

ますけど、これは当然GJ/hのケアレスミステイクだと思います。GJ/h同士の引き算の

結果ですから、当然同じ単位でなくちゃいけないんで、これは明らかに間違いだと思

います。 

  それからもう一つ、前回のときに聞きそびれたんですけど、タービンの発電効率で

す。これは、30％となっていますけど、これは何か根拠、どういう根拠で30％にされ

たのか、その辺教えていただけますか。例えば政府が採用している標準的な値だとか、

そういうことなんでしょうか。 

 

〇アドバイザー お答えします。30％の設定につきましては、他施設の事例ですとか、

そういうところを参考にしまして30％採用しているところが多かったものですので、

他施設の状況から30％というふうな設定にさせていただいております。 

 

〇阿部委員 わかりました。それからもう一つ、これはエネルギー回収率となっていま

すけれども、この表を見てると、スチームに関して、熱量に関しては所内で利用率を

あらかじめ控除してあります。場内消費量で⑤です。しかし、発電された電力につい

ては、これは所内率が控除されていないのですけれども、処理方式によったら、例え
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ば溶融炉なんかはＰＳＡ動かすのに非常に大量の電力を消費してしまうということも

ありますから、そういうものの所内率を控除しないと本当のエネルギーの回収率の計

算にはならないんじゃないかと思うですけども、これはどうですか。 

 

〇事務局 私からお答えいたします。発電の場内使用につきましては、環境省のマニュ

アルでは控除しないということになっておりますので、控除しておりません。以上で

す。 

 

〇阿部委員 わかりました。どうもありがとうございます。 

 

〇矢澤部会長 よろしいでしょうか。私もちょっと詳しくないんですけど、ですが、あ

る程度パーセントがないと補助対象にならない。それで、そのパーセントを出すとき

に、環境省のほうで控除しなくていいよと言っているんであれば、それに基づいて計

算しましたという。 

 

〇阿部委員 要するに補助金のためのエネルギー回収率と、そういうことでいいわけで

すね。 

 

〇事務局 そのとおりです。 

 

〇阿部委員 わかりました。 

 

〇矢澤部会長 ほかにございますでしょうか。 

 

〇町田副部会長 どうでもいいことかもしれませんが、25ページのごみ処理方式設定に

ついての中で、真ん中よりちょっと上に、「なお、コストについては、各ごみ処理方

式を相対的に比較する目的で算出しているため、実際のメーカー見積額と乖離するこ

とが考えられる。特に建設コストについては、東日本大震災後の復興需要や、東京オ

リンピック開催決定などによる人材不足から年々高騰している状況にあるため、今回

の算出額より大幅に高額になると予測される」ですけれども、でも、これがメインな

のですか。私、専門家じゃないからわからないんですが、やはり以前もちょっと申し

上げたかもしれないんですけど、素材高が、今、原油価格なんか暴騰、一時落ちて、

これ以上多分落ちないだろうと言われているんですけども、原油価格を初め、鉄鉱石
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はそんなに上がらないと言われていますけど、いろんな素材が上がるんでそれがメー

ンじゃないかなと、ちょっと違和感がある。別に文章直さなくてもいいんですが、何

か取ってつけたように、どこでも言われていることを。私、ちょっと大学でいろんな

材料とかそういうものを直接実験なんかで買うんですけど、やっぱり素材高で、どう

してこんなに２割も、あるいは1.5倍も上がったのかと業者さんに聞くと、どうしても

仕入れ値が上がって、もっと調べてくれといって、もっと安いの探してくれといった

ら、もう輸入価格が上がっているからだめだと。円高になってもだめだというんで、

そういうのすごく感じているんですけど。もちろんこれも大きいでしょうけども、素

材高というのは確実に来ていて、いろんな試算ではもう2030年ぐらいにはものすごく

素材平均してもう高さがマックスに達して、それ以後も上がるんですけど、高止まり

しちゃうようなことを言っているので、素材高というのは正確じゃないんですが、私

ちょっと専門家じゃないんでよくわからないんですけど。これがメーンなんですか、

単に人手不足。 

 

〇事務局 確かに副会長が言われる部分も、面もございますので、そういう部分を含め

て案の段階で文言表現をちょっと調節することは可能であると考えております。 

 

〇町田副部会長 素材高等とも、もう一つ加えてもらえればいいと思うんですけど。そ

うしないと納得、人材不足といっても、もちろんあるんでしょうけども。 

 

〇事務局 そこら辺はちょっと素材高と…… 

 

〇町田副部会長 こういう焼却装置。もちろん同じ人がやるかもしれないんですけども。 

 

〇矢澤部会長 はい、わかりました。 

 

〇事務局 よくそこら辺検討させていただきます。 

 

〇矢澤部会長 よろしくお願いします。ほかにございますでしょうか。私がちょっと質

問的なんで申しわけありません。20ページなんです。話の持っていき方の順番なんで

すけど、20ページの１―１でごみ処理方式の比較とあって、大きく３つに大別される

と。焼却と溶融とバイオガス化と。その比較を示すということで表の１―１であるん

ですけど、ここが実は２種類しか入っていなくて、３つあると言いながら２つになっ
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ていると。それでバイオガス化と、あと焼却になっているんですけど溶融なのか、焼

却なのかがよくわからないということがあって。結果的にバイオマスはいろいろ問題

があるんで外しますという、検討はたしか外しますになっているので、それを先に入

れちゃって、ここの表の１―１は、３つ載せてもいいですし、バイオマス外してもい

いですけど、溶融と焼却が残るんであれば、その比較のほうが通りがいいかなと。 

  それから、あともう一つ言っちゃっていいですか。25ページにごみ処理方式の設定

についてということで、３行目にここでバイオガス化方式を除外するという言葉がこ

こで初めて出てくるんです。実は、その前のページにもう除外した形でストーカとシ

ャフトと流動床という比較をしちゃっているので、バイオガス化方式をもう除くとい

うのをもっと前に書いていただいて、あらかじめ落とした上で残った３つについて比

較の表を載せるという、そういう順番にしたほうがスムーズかなということです。 

 

〇事務局 会長のほうからご指摘ございましたので、そちらにつきましてもちょっと検

討させていただきまして、案の段階で反映できると考えられます。 

 

〇矢澤部会長 ほかにご意見ご質問ございますでしょうか。焼却灰、溶融スラグの処理

方式というのは、まだちょっとざくっとしているところがあって、例えば36ページ、

これは意見とか質問じゃなくて確認ですけど、36ページでは上のほうで焼却灰の話が

出てきます。ストーカにすると焼却灰が発生しますと。その場合、引き続き埋め立て

処分を委託するか、資源化の方法を模索する必要があるというのが課題としてここに

書いていただいています。 

  それから、溶融スラグについては、先ほど説明がありましたけど、38ページの溶融

スラグ利用についての文章のほうの表の上ですが、「今後、溶融スラグの利用可能性

を精査していく」という、この辺が課題として残されているというふうに理解をして

います。 

ほかに、ご意見ご質問等ございますでしょうか。では、最後に事業スケジュールと

概算事業費のところで、ご質問ご意見があればお願いします。 

  よろしいでしょうか。冒頭もちょっとお話ありましたけども、またお読みいただい

て、気づいた点ご意見等ございましたら、10月３日まで事務局のほうへご連絡をお願

いいたします。 

 

〇事務局 会長、済みません、よろしいでしょうか。 
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〇矢澤部会長 はい。 

 

〇事務局 44ページの説明の中で、私、基本構想も今年度中に策定する予定ですとご説

明してしまったんですが、済みません、これはごみ処理施設整備基本計画ということ

で、言の訂正をよろしくお願いします。申しわけございません。 

 

〇矢澤部会長 資料は合っていますよね。 

 

〇事務局 合っています。 

 

〇矢澤部会長 説明のときにちょっと間違えたという。ほかにございますでしょうか。 

 

［発言する者なし］ 

 

〇矢澤部会長 とりあえず、今日、出た意見をもとに少し修正をしていただいて、次回

また追加で出たやつかもしれませんが、それも踏まえまして次回基本構想の最終案を

出していただくようお願いいたします。議題１はこれでよろしいでしょうか。 

 

[異議なし] 

 

〇矢澤部会長  それでは、次に移りますが、アドバイザーとしてお越しいただいてい

ます環境技研コンサルタントさん、どうもありがとうございました。 

 

〇アドバイザー ありがとうございました。 

 

〇矢澤部会長 次の議事に入りますが、今度は国際航業株式会社さんの入室お願いしま

す。それでは、ここでちょっと準備があるようです。５分ほど休憩をとらせていただ

きます。 

 

[休 憩] 

 

[再 開] 
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〇矢澤部会長 それでは、再開いたします。議事の２点目、機種選定のスケジュール及

び基本方針について、事務局より説明をお願いします。 

 

３－２）専門部会開催計画・機種選定の基本方針、評価項目及び配点基準の設定 

 

〇事務局 私からは、資料ナンバー２、専門部会開催計画（案）、続いて資料ナンバー

３、四街道市における機種選定の基本方針（案）、資料ナンバー４、四街道市におけ

る機種選定の評価項目、配点基準の設定案についてご説明いたします。 

  長くなりますので、着座にて失礼いたします。まず、機種選定の検討のための専門

部会開催計画をご説明いたします。機種選定に係る専門部会の審議は３回を予定して

おります。本日９月28日に開催計画（案）と機種選定の基本方針（案）、評価項目、

配点基準の設定（案）をご審議いただいて、評価項目、配点基準の設定（案）に基づ

き、事務局において各方式の項目について検討を行います。 

  続きまして、10月24日の専門部会にて比較検討結果を「処理方式の比較検討につい

て」としてご提示させていただく予定としております。10月24日の審議内容を事務局

において反映しまして、12月下旬に３回目の専門部会において処理方式の選定につい

てを提示いたしまして、最終のご審議をお願いする予定でございます。 

  なお、本部会の審議結果につきましては、ごみ処理対策委員会へ報告後、会長から

市長へ答申する予定でございます。皆様、お忙しいところではございますが、何とぞ

よろしくお願いいたします。 

  続きまして、資料ナンバー３、四街道市における機種選定の基本方針（案）をごら

んください。施設整備基本構想（案）では処理方式について、ストーカ式焼却方式、

シャフト式ガス化溶融方式、流動床式ガス化溶融方式の３方式が次期ごみ処理施設の

３方式について精査していくこととなっております。ここからさらなる検討を行うに

当たりまして、評価に際しての評価軸を定めるべきと考え、本資料を作成いたしまし

た。 

  資料ナンバー３、機種選定の基本方針（案）ですが、まず１としまして、１．基本

方針の位置づけと役割としまして、機種選定の基本方針は本市のごみ処理の現状と今

後のごみ処理事業のあり方を踏まえまして、本市における機種選定に際しての基本要

件を示すものであるとしております。 

  続きまして、２．ごみ処理の現状と課題をお示ししております。この内容は、一般

廃棄物処理基本計画を抜粋し、要約したものでございまして、施設整備基本構想にお

いて議論をさせていただきました部分もありますことから、概略をご説明します。
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（１）にごみ量の現状を、続きまして、次のページ、（２）にごみ処理の課題を示し

ております。これらの項目の中から、次期ごみ処理施設の整備にかかわる項目を抽出

し、赤字で示させていただきました。 

  抜粋した部分を読ませていただきますと、まず、再使用の推進の観点から、再使用

可能な粗大ごみのリユース工房等での修繕や修理、販売や市民活動の場を提供する等、

具体的な行動ができる拠点を検討する必要があると示されております。 

  次に、再資源化の推進の観点から、分別品目の充実、処理施設の整備、民間委託先

の確認等が必要と示されております。さらに適正処理の観点から、公害防止の徹底を

図ったエネルギー回収型廃棄物処理施設の整備、３Ｒの推進を支援するためのマテリ

アルリサイクル推進施設の整備、資源ごみや不燃ごみの新処理施設での対応可能性の

検討を行う必要がある、焼却残渣の有効利用による最終処分量の減量化の４点が示さ

れております。 

  その他としまして、本市の災害廃棄物処理計画との整合という部分も示されており

ます。これらの課題を解決することが市の施策の基本でありまして、次期ごみ処理施

設の機種選定の基本方針ではこれらの課題を考慮する必要がございます。 

  続きまして、次のページに移らさせていただきます。３．関連計画の基本的な考え

方といたしまして、環境基本計画及び一般廃棄物処理基本計画の施策において、次期

ごみ処理施設との関連性がある項目を赤の字で示しております。環境基本計画におき

ましては、まず大気、水質、騒音等の対策を図り、生活環境の保全対策を推進、続き

ましてリサイクルシステムの整備を推進し、リサイクル率の向上を図る、続きまして

ごみの分別収集や再資源化の検討と最終処分量の削減、続きましてその下、省エネ機

器の導入推進、一番下の部分のところですけれども、環境学習プログラムの充実等環

境教育・環境学習の推進を図るの５点が関連します。 

  続きまして、次のページに移らさせていただきます。一般廃棄物処理基本計画では、

まず再使用可能な粗大ごみの補修・販売制度の導入、続きまして次のページに移らさ

せていただきます。中間処理施設の整備、最終処分の検討の３点が関連してまいりま

す。これらの項目は、今後次期ごみ処理施設の基本計画を策定する際に反映する内容

でもございます。ただし、今回ご審議いただく機種選定に必ずしも関連しない項目、

例えば市民活動の場を提供する、環境学習プログラムの充実等もございます。機種選

定に際しては、関連計画の施策の中で特に生活環境の保全、省エネルギーなどが重要

になってくると考えております。また、当然のことながらごみは日々発生し、処理を

継続していかなくてはならないものであることから、施策として提示はされておりま

せんが、適正処理や施設の安全性は当然担保すべき事項であると考えております。 
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  さらに、市の財政面を考慮しますと、限られた予算の中でよりよい施設を整備し、

運営を継続することが必要になってまいります。そういった意味では経済性や長期的

な施設の利用も重要であると認識しております。こういった状況を考慮しまして、事

務局では一番最後のページになるのですけれども、６ページに掲げております４つの

項目を機種選定の基本方針（案）としてご提案させていただいております。 

  続きまして、本日追加でお配りした資料ナンバー４、四街道市における機種選定の

評価項目、配点基準の設定（案）について、ご説明します。先ほど資料ナンバー３、

機種選定の基本方針（案）に基づいて、各評価項目並びに配点の基準をお示ししてお

ります。基本方針１の、ごみの適正処理、安定処理が可能な施設の評価項目として採

用実績、安定性、操作性、安全性の４点を示しております。 

  基本方針２の適切な生活環境保全対策を講じた施設の評価項目としまして、公害防

止、周辺環境との調和、地球温暖化負荷と。実は、このページと次のＡ３のお配りし

ているものの表現が、ちょっと申しわけないんですけども食い違っておりまして、こ

ちらのＡ３のほうの地球温暖化負荷というほうに統一させてください。申しわけあり

ません。 

  続きまして、基本方針３に移ります。基本方針３では省エネルギーと循環型社会構

築に資する施設としまして、省エネルギー、エネルギー回収、再資源化性の３点を示

しております。 

  一番最後、基本方針４ですけれども、基本方針４では経済的かつ長期的な使用を念

頭に置いた施設の評価項目としてトータルコスト、コスト変動対応力、長期使用実績

をお示ししております。このＡ４の紙の裏面をごらんいただきたいんですけども、こ

れらの項目に対しまして、表２にありますとおり、二重丸、丸、三角、バツといった

形で評価しまして、これらの合計点により評価を行いたく事務局では考えております。

これらの個別具体的な評価の視点や評価のもととなる資料の調査方法、評価の方法、

配点等の案につきましては、表３に示させていただいておりますとおりとなっており

ます。 

  事務局ではこれらの評価に際しまして実績件数や評価元となる資料は、環境省の一

般廃棄物処理実態調査を初めとする国の調査結果、他自治体の公表されている機種選

定報告書などの既存資料などを収集し、方式別に比較することにより評価をしていき

たいと考えております。説明は以上となります。 

 

〇矢澤部会長 ありがとうございました。ただいま専門部会開催計画、それから機種選

定の基本方針、それからそれに基づく評価項目、配点基準として提案等ご説明がござ
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いました。これらにつきまして、委員の皆様からご意見ご質問があればお願いいたし

ます。はい。 

 

〇町田副部会長 おおむねよく練られていていいと思います。ちょっと最初の表の資料

ナンバー４を見たときに、地球温暖化、省エネルギー、エネルギー回収とみんな同じ

じゃないかと思ったんですが、その下の評価の視点と調査方法、Ａ３のほうを拝見さ

せていただくと、それなりに違った項目なのでいいと思うんです。ちょっと気になる

のは、ちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、公害防止のところが15点もあるん

ですけれども、公害防止というのはやっぱり先ほどから申し上げているように、各メ

ーカーさん、もう完璧というか、もうトップクラスのことをやっているので、15点も

あげても別にだんだん差が少ないように思うんですけど、もうちょっと周辺環境の調

和とか、これは周辺環境の調和だと、これはよく見ると周辺の景観とかそういうのも

ありますので、そちらをちょっと増やすとか、あるいはそういうふうに感じました。

ちょっと配点を公害防止で減らして、例えば周辺環境増やすとか、あるいは最後の基

本方針の下のほう、４のほうでトータル、コスト変動対応力、長期使用実績とありま

すけれども、コスト変動対応力とか長期使用実績というのは、これは長年積み重ねた

ノウハウで各メーカーが持っているものですので、この辺が余りにもちょっと低いよ

うな感じがするんですけど、長期使用実績というのを大きくしちゃうと、もちろん強

いところはますます強くなっちゃうという可能性もあるんですが、こちらのほうを、

もうちょっと配点が高くても、３点、２点というのは余りにも……。例えば、実績が

あるところはここでしっかり点数をとって、実績のないところは省エネルギーとかエ

ネルギー回収でやっぱり挽回しなきゃなんないというふうになっていくというふうに

思うので、私はそういうふうに考えますので、ちょっと長期使用実績とかコスト変動

対応力というのをもうちょっと配点を上げてもいいんじゃないかなと感じました。変

えるべきだという意味じゃないんですけど。公害のほうへ、もっと端的に言えば、公

害防止の点数を別に長期とかコスト変動にちょっと回してもいいのかなというふうに

感じました。 

 

〇矢澤部会長 今の配点の重みづけというか、どこに重みをつけるかというところはち

ょっとお伺いしようかと思っていたんですけど、どういう考え方でこれを配点したん

ですかという。まず、そこからちょっとご説明いただけますでしょうか。 

 

〇事務局 まず、そもそもこの全体の配点からご説明します。基本方針４つ立っており
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まして、一番最初がごみの適正処理、安定処理が可能な施設、２番目が適切な生活環

境保全対策を講じた施設、３番目が省エネルギーと循環社会構築に資する施設、４番

目が経済的かつ長期的な使用を念頭に置いた施設という４つの柱が立っております。

各４項目ごとのまず配点をごらんいただきたいのですけれども、先ほどご説明したと

おり、まずごみは日々発生していくものですので、まず適正処理、安定処理が何より

も重要であろうということを考えまして、全体トータルでは100点という合計点となっ

ているんですけれども、ほかの項目に比べまして一段多い配点という35点というふう

に配点しております。ほかの３つの項目、適切な生活環境保全対策を講じた施設、省

エネルギーと循環型社会構築に資する施設、経済的かつ長期的な使用を念頭に置いた

施設という３つは、まず何よりもごみの適正処理、安定処理が可能な施設というのが

実現して初めて成り立つものですので、まずここの配点が一番多くなっております。 

  続きまして、２番目の適切な生活環境保全対策を講じた施設なんですけれども、ま

ずごみというのは一般的に迷惑施設、嫌悪される施設の代表例となっておりますので、

操業に当たっては周辺環境に影響のない生活環境保全対策を講じた施設でなければな

らないということが何よりと考えておりますので、一番上の１番、ごみの適正処理、

安定処理が可能な施設の35点に次ぐ25点という配点としております。また、ごみ処理

施設の整備に当たっては、建設、またランニングコスト、大変多額の費用がかかりま

すので、経済的かつ長期的な使用を念頭に置いた施設というところに同じく25点とい

う配点をしております。 

  基本方針３、省エネルギーと循環型社会構築に資する施設につきましては、もちろ

んこれは重要なものなんですけれども、ほかの項目に比べてやや優先度が落ちるかな

という形で35点、25点、25点より低い15点という配点をしております。まず、全体の

配点の方針については以上です。 

  続きまして、今、第１回基本方針、一番大きな項目のご説明をしたんですけれども、

続きまして中項目の説明に移ります。先ほどご指摘いただきました、まずは基本方針

２の（１）、公害防止なんですけれども、先ほどご説明したとおり、何よりも公害が

発生しないかといったご懸念を持つ方が多いであろうということを考慮しまして、こ

の点についてやはり市として重視をしているということで、公害防止の適合と排ガス

量の相互の得点で10点、15点ということで配点をしております。 

  続きまして、その下の周辺環境との調和ということで小項目２つ、建物の大きさと

景観との調和というもの２つ項目を立てているんですけれども、こちらにつきまして

は、各メーカーそれぞれ技術をお持ちですので立てることについて何ら問題はないと。

ただ、こういった項目というのは、ややもすると個人の主観的な価値判断がかかわっ
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てくる。意匠の問題にもかかわってまいりますので、この点について配点は少なくし

ております。 

  また、コストの部分なんですけども、基本方針４の経済的かつ長期的な使用を念頭

に置いた施設のところで、（１）のトータルコストのところで建設費、また維持管理

費についてそれぞれ10点という配点をしておりまして、基本的にコストはこの２つで

見ていくと。なおかつ、変動対応力ということで３点、また長期使用実績ということ

で２点という形で、まず何よりも財政的な面でやはり厳しい中で整備を進めていかな

ければならないので、コストの面について重きを置いた配点となっております。事務

局の配点の基本的な考えは、以上です。 

 

〇矢澤部会長 全部で20項目あって100点ですから、平均すると５点とかですか。今ご説

明あったように、そこを10点にしているところが公害防止基準のところとコストのと

ころ、そのかわり減らしたところが、今３点、２点になってちょっとわかりにくくな

っちゃうんですけど。いかがでしょうか。町田委員からの指摘で、公害防止条例の適

合というのは各３方式見ても差がつかないかなと。 

 

〇町田副部会長 総大差をつけるという意味で私も意見を申し上げたんじゃない。総大

差は。点数の差がつかないところに点数をいっぱいあげてそこをするのかと、そうい

う意味なんですけど。公害を軽視という意味じゃないです。基本方針２と３というの

は、もちろん公害というのは何かあったときにすごく社会問題になるんだけど、省エ

ネルギーのほうだって本当は問題にしなきゃいけないんですよね。燃やしているのに

効率が悪い焼却炉持っているなんていうのは、本当はもってのほかなんだけど、これ

は別に点数ふやさなくてもいいですけど、基本方針２、３というのは環境のことなの

で十分反映されていると思うんで、公害防止がちょっと重過ぎて、経済性がちょっと

軽視化になって、トータルコストは大きいですけど。長期使用実績ということは重要

に思いますけど。 

 

〇事務局 済みません、ちょっと今調整させていただきますので、しばらくお待ちくだ

さい。 

 

〇町田副部会長 大事ですけど、自主規制のときに二重丸にならないというのは絶対な

いですから。そうすると。 
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〇林田委員 ３方式を比較するのはどうかなと思うんですよね。 

 

〇町田副部会長 そうです。ないですから。 

 

〇櫻井委員 ただ、これは市の意識の問題だと。一般の市民の方々の考えでは、やはり

こういう数値を出したときに、いや、今一番心配しているのは公害じゃないですかと。

そうすると意識的に示す場合は、必要じゃないかと。それで、後はみんなで相談して。 

 

〇岡田委員 重きを置いているという意思表示ですから。 

 

〇櫻井委員 そう。だから、これがやっぱり先生の言われることもわかるわけで。教授

が言われることもわかるんですが。 

 

〇林田委員 みんな点数が高いかもしれないですよね。 

 

〇櫻井委員 一応それは了解してるんですけど。 

 

〇林田委員 そういうのが必要と…… 

 

〇櫻井委員 考えが必要じゃないかと。 

 

〇阿部委員 あってもなくても同じ。 

 

〇町田副部会長 極端に言えば、あってもなくても同じ。でも確かに市民の方には納得

してもらえないんですよね。 

 

〇阿部委員 精神論的に入れるということでしょう。 

 

〇矢澤部会長 市の姿勢としてね。 

 

〇櫻井委員 そう。姿勢としては必要だと。それで、例えばコストだって、考え方によ

れば今資源の回収をしていますけども、その回収金額を多少上げればそれでも補える

ということであるから。だから、私はそこら辺も将来的には考えていかなきゃと思い
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ます。 

 

〇岡田委員 いいんじゃないですか。提案で。 

 

〇櫻井委員 提案でいいと思いますけど。 

 

〇矢澤部会長 差がつかないのではないかという意見もありましたけど、委員の中で今

ちょっとフリーでお話しさせていただいた中で、やはり公害防止というのは大事な話

なんで、重きを置きましたという市の姿勢として必要ではないでしょうかという意見

がどっちかというと多数でしたね。 

 

〇町田副部会長 私、了解しました。 

 

〇矢澤部会長 阿部委員。 

 

〇阿部委員 ちょっと教えていただきたいんですけど、この地球温暖化負荷のところで、

基準ごみ質時の二酸化炭素排出量というのがありますけど、私なんかが考えると、ご

みを燃やしてしまえば、どんな炉の形式であろうと、必ず二酸化炭素になるんだから、

これはこういうものを比較するのは意味がない。むしろその次の、それからどれだけ

エネルギーを取り出せるかということが問題なんじゃないかと思うんですけど、これ

は逆にあれですか、なるだけ燃やさないで資源化するということを念頭に置いた点数

だと解釈していいんですか。焼却という意味、炉の比較としたら全く意味がない項目

だと思うんです。 

 

〇矢澤部会長 はい。 

 

〇事務局 ちょっと事務局で考えたのが溶融炉ですとコークス等を使いますので、そう

いう部分で差がつくのかなというところで、そういうものを考えて項目を入れてござ

います。 

 

〇阿部委員 わかりました。要するに助燃するような、助燃材の二酸化炭素発生量と考

えればいいわけですね。どうもありがとうございました。 

 



 

- 26 - 

〇矢澤部会長 ほかにございますでしょうか。 

 

〇林田委員 先ほど先生のほうからコスト変動対応力ということであったんですけど、

特に想定されるのは、これは副資材と書いてあるんで、コークスも使った場合にコー

クスの価格が非常に変動していると。そうしますと、今の時点で、いいなと思って選

んでも、後でコークスが高くなると運営費が高くなるんですかというのがあって、ご

心配じゃないかと思うんですけど。ただ、トータルから見て例えば運営費自体は年間

５億円ぐらいかかるような感じなんですけど、その中でコークスは例えば5,000万とし

て、それが２倍になっても5,000万増えるというような感じで見ると３％ぐらい妥当か。

余り大きくすると、そちらも余計に見て不利にしてしまうということがありますんで、

妥当な値かなと。 

 

〇町田副部会長 そうですね。長期使用実績のほうも２％ぐらいで十分ですから。 

 

〇林田委員 そうですね。 

 

〇町田副部会長 私は、このところどうも。特に長期使用実績は低すぎるのでは。やっ

ぱり長期に使えるということは先ほどから差があるというのが出ていますけど、やっ

ぱり長期に使えるというのはリユースという観点から見るとすごくコストの削減にも

なりますし、資源保護にもなるので。公害防止とはちょっと違うかもしれないんです

けど、非常に大切な。多分長期で使えるということは、そのメーカーがそれなりに長

期で使えるノウハウなり、ちょっとほかの今県のほうの審議でもいい素材を使わなく

て、お金を渋ったために早く炉が劣化しちゃって、全部取っかえるという。それは企

業なんでいいんですけど、市の財政の圧迫にもなるんで、この長期使用実績というの

は素材の面もあるし、ちょっと低いかなという印象があります。でも、私これを上げ

たい……はい、これでも問題ないと思いますけど。でも、私が市民の立場でいくとち

ょっと低過ぎるかな。５点から10点あってもいいように思いますけど。単なる意見と

いうことで失礼しました。ありがとうございます。 

 

〇矢澤部会長 ちょっと気になる点もありますが、原案でいいんじゃないかという意見

もございます。 

 

〇町田副部会長 トータルコストが20ありますから、その中に入っていると考えればい
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いですけど。 

 

〇矢澤部会長 実際にはいろんな文献とか公表とか、そういう調査報告書とか、そうい

うので各項目ごとに３方式について評価をしていきますが、恐らく例えばストーカで

もメーカーが違えばまた当然違ってくるしということもあって、意外とこの作業は大

変かなという気はします。次回結果をお示しいただけるのでしたっけ。と思いますが、

そのときはどういう調査をして、どういうデータがあったという、そういうものをベ

ースにこれは二重丸にしましたとか、バツにしましたとか、そういう説明をしていた

だいた上で、多分ないと思いますが、その時点で例えば配点を少し変えるとか、もし

そういうデータで評価するんだったらこの点数、この配点はちょっとおかしいとかあ

るかもしれませんけど、とりあえずこういう形で作業を進めていただくということで

委員の皆様よろしいでしょうか。はい。 

 

〇事務局 今、会長からお話がありまして、ちょっとこちら地元さんからの意向という

のを十分踏まえなければいけないと、そういう考え方もございまして、公害防止の部

分の配点を高くしたという考えがまずございます。トータルコストの部分でも全く考

えないわけではなくて、一応下の項目ちょっと配点低いんですけれども、全体として

は25点配分していますので、事務局としてはこの配点基準でやらせていただけないか

なということで考えております。 

 

〇矢澤部会長 さっきもちょっと言いましたけど、いろいろ思うところはありますけど、

この案でいいじゃないかという意見も多数部会としては。これで作業を進めていただ

いて、次回その資料というか、根拠資料とあわせて説明をしていただくという形で委

員の皆さんよろしいでしょうか。 

  私からちょっと質問で、これは、エネルギー回収のチェックなんですけど、マテリ

アルのほうはどういう形で進めるんでしょうかという質問です。 

 

〇事務局 私からお答えさせていただきます。基本構想（素案）のほうのマテリアル回

収のほう27ページをごらんいただきたいんですけども、その一番下です。「設備の選

定にあたっては、ごみ処理施設整備基本計画の中で、騒音及び振動等の公害防止基準

を踏まえ、建設コスト及び運営コスト並びにメーカーが提案する設備を考慮して、本

市の粗大ごみ及びプラスチック・ビニール類の特性に合うものとなるよう総合的に検

討していくものとする」となっております。マテリアルリサイクル推進施設の処理方
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式につきましては、現在事業方式を公設公営でいくのか、それともその他のＰＦＩ、

ＤＢＯといった方式でいくのかを調査を今後進めていくんですけれども、仮にＰＦＩ、

ＤＢＯとなった場合には基本的にメーカーに提案を行っていただきまして、その中で

より低コストで操作であるとか運営しやすいものを提案していただくということで、

特にごみ処理施設整備基本計画の中では処理方式を設定しないという方針でおります。 

以上です。 

 

〇矢澤部会長 はい、わかりました。ほかに意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 

［発言する者なし］ 

 

〇矢澤部会長 ないようでしたら、ちょっと皆様にお諮りさせていただきますが、今議

題２で説明がありました次期ごみ処理施設の機種選定に関する専門部会の開催スケジ

ュール、それから機種選定の基本方針、それから機種選定の評価項目と配点基準につ

きましては、事務局案のとおりとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

[異議なし] 

 

〇矢澤部会長 ありがとうございます。異議がないようですので、事務局案のとおりと 

させていただきます。本日の議事は以上となりますが、その他について事務局からお

願いします。 

 

３－３）その他 

 

〇事務局 それでは、次回の委員会の会議日程ですけれども、先ほど委員の皆様に10月

24日月曜日と決していただきましたが、時間と場所につきましては午前９時半から市

役所で開催したいと考えております。また、本日ごみ処理施設整備基本構想の素案に

ついて委員の皆様にご審議いただきました、こちら基本構想は最終的に親会であるご

み処理対策委員会に報告し、会長から市長へ答申することとなります。次回は、機種

選定とあわせてごみ処理施設整備基本構想の最終案をご検討いただきたいと考えてお

ります。以上です。 

 

〇矢澤部会長 次回の日程のご説明がございました。ご都合は大丈夫でしょうか。10月
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24日。 

 

[異議なし] 

 

〇矢澤部会長 10月24日月曜日、９時半から市役所ということで開催をさせていただき

ます。その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。阿部委員。 

 

〇阿部委員 事務局の方にお願いしたいんですが、まことに申しにくいことだけど、い

ろいろ資料が分厚くなってきて事前に目を通す時間が欲しいんで、せめてもう一日か

二日早く配付していただければ非常にありがたいと思うので、よろしくお願いいたし

たいと思います。 

 

〇矢澤部会長 よろしくお願いします。ほかにございますでしょうか。 

 

［発言する者なし］ 

 

〇矢澤部会長 素案に対して追加意見があれば、先ほど申し上げましたけれども、事務

局のほうへ10月３日までにお願いいたします。ほかにないようですので、マイクを事

務局のほうへお返しいたします。 

 

４．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、慎重審議いただきあり

がとうございました。以上をもちまして、平成28年度第５回四街道市ごみ処理対策委

員会専門部会を閉会いたします。本日はありがとうございました。 


