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平成２８年度 第２回 四街道市ごみ処理対策委員会会議録 

 

開催日時  平成２８年１１月８日（火）１４：００～１５：１５ 

会  場  四街道市役所新館５階 第１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、福田委員、古川委員、森委員、永野委員、山口委員 

欠席委員  日和委員、森田委員 

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  

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 

傍 聴 者    ３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、

１．廃棄物処理施設整備基本構想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．廃棄物処理施設整備基本構想に係る答申（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、１．廃棄物処

理施設整備基本構想について 

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28年度第２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、12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、資料１の鑑文、資料２の一般廃棄物処理施設

整備基本構想（案）と資料３の答申（案）、そして、申し訳ありませんが、資料２に

誤りがありましたので正誤表をお配りしております。 

また、本日は、策定が完了しました「一般廃棄物処理基本計画」と５月に開催しま

した平成28年度第１回ごみ処理対策委員会の会議録も併せてお配りさせていただいて

おります。 

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い

たします。 

  本日はお配りいたしました会議次第によりまして進めさせていただきますので、よ

ろ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 皆さん、こんにちは。今日は、ごみ処理方式や処理規模など、部会のほうに

お願いをして意見がまとまったということですので、それを皆さんと検討しまして、

市長さんに報告したいと思います。ぜひ、四街道市のごみ処理の安定した運営のため

に、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

  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。 
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［傍聴人入室］ 

 

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、１．廃棄物処理施設整備基本構想

に係る部会報告について」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、一般廃棄物処

理基本構想（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、１．

廃棄物処理施設整備基本構想に係る部会報告について 

 

〇事務局 それでは、専門部会の審議経過と「資料Ｎｏ．２ 一般廃棄物処理施設整備

基本構想（案）」について説明させていただきます。長くなりますので、着座にて失

礼します。 

それでは、審議経過についてです。まず、２月25日にごみ処理対策委員会で専門部

会を設け、そこで審議を行うことが決定されました。ごみ処理対策委員会終了後、第

１回目の専門部会を開催し、部会長・副部会長の選任だけを行わせていただきました。

 ３月９日に、第２回目の専門部会を開催し、委員会の進め方や整備スケジュールを

ご説明した後、ごみ処理方式の紹介と比較を行い、その後、既存施設である四街道市

クリーンセンターの視察をしていただきました。 

 ５月に先進地視察として、代表的なごみ処理方式を採用している３つの施設を視察

していただきました。まず、５月10日にはシャフト式ガス化溶融方式を採用している

成田富里いずみ清掃工場、流動床式ガス化溶融方式を採用している芳賀地区エコステ

ーションを視察していただきました。次いで、５月23日にはストーカ式焼却方式を採

用しているクリーンプラザふじみを視察していただきました。 

 ６月30日には、焼却灰・溶融スラグの処理方法等の紹介、計画施設規模の設定・計

画ごみ質の設定、排ガス処理方式の紹介・公害防止基準の確認、熱利用の方向性、プ

ラントメーカーへの調査項目・アンケートの設定についてご審議いただきました。 

 ８月23日には、ごみ処理方式の設定、排ガス処理方式・公害防止基準の設定、リサ

イクルセンターの構造・処理方式等の紹介、アンケート調査結果の報告についてご審

議頂きました。 
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 ９月28日には、これまでの審議結果をまとめた基本構想の素案をお示しし、ご意見

を頂きました。 

 そして、10月24日には、専門部会としての基本構想の報告案を決定していただきま

した。 

 

続きまして、基本構想の内容の説明に移ります。時間が限られますので、説明を割

愛させていただく部分がございます。 

まず、「第１章 基本方針」と「第２章 ごみ処理の現状」につきましては、一般

廃棄物処理基本計画の内容をまとめたものですので、この部分の説明は割愛させてい

ただきます。 

 

次に、６ページの「第３章 計画処理量・計画ごみ質・計画施設規模の設定」では、

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います。 

まず、１.エネルギー回収型廃棄物処理施設ですが、これは現クリーンセンターの焼

却施設に相当する施設です。この１.１計画処理量については、一般廃棄物処理基本計

画で予測した処理量を元に、ごみ量が最大となる平成35年度の予測値で設定していま

す。その下の１.２計画ごみ質は、クリーンセンターにおけるごみ質分析結果の統計処

理結果を基に、新たに加えるリサイクルに適さないプラスチック類を勘案し設定して

おります。 

 次のページをご覧ください。エネルギー回収型廃棄物処理施設の施設規模は、処理

量が最大となる平成35年度の年間処理量予測に基づき設定しております。 

 この平成35年度の年間処理量予測が19,464ｔとなります。この19,464ｔを年間日数、

実稼働率、調整稼働率で割った数字が、日量約73tとなります。この73ｔが通常ごみを

処理するための施設規模となります。 

 しかし、東日本大震災で問題となった災害廃棄物の処理を考える必要があります。

詳しくは次のページをご覧いただきたいのですが、四街道市で焼却処理を要する可燃

性災害廃棄物の量は約14,700ｔと想定されます。日量約73ｔの施設規模ですと、実稼

働率と調整稼働率を同一と仮定すると、災害廃棄物の処理に単純計算で５年以上（５

年２ヶ月程度）の時間を要することになります。 

 資料にあるとおり、「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針」における処理期

間は約３年です。そのため、計画施設規模を日量73ｔから80ｔとし、緊急時の対応と

して実稼働日数を320日として、災害ごみの処理に対応することとしております。 
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次に、９ページをご覧ください。マテリアルリサイクル推進施設についても、処理

量が最大となる平成35年度の年間処理量に基づき算定しております。これによれば、

粗大ごみ年間処理量は616ｔ、同じくプラスチック類は1,498ｔとなっております。 

マテリアルリサイクル推進施設における処理対象物の単位体積重量と処理内訳は表

２-２と表２-３のとおりです。 

粗大ごみ処理施設の施設規模は、年間処理量を年間日数で割り、それに月変動係数

を乗じ、実稼働率を除して算出しております。プラスチック処理施設についても同様

です。そうしますと、粗大ごみ処理施設の施設規模は日量3.9ｔ、プラスチック処理施

設の施設規模は日量8.1ｔとなり、両者を合計しますと、12ｔとなります。 

 

 続きまして、１１ページの「第４章 公害防止基準の設定」の説明に移ります。 

１.排ガスの処理方式と自主規制値の１.１現施設の排ガスの自主規制値等では、表

１-１に現施設の排ガスに係る自主規制値等を示しています。その下の１.２近隣施設

の排ガスに係る自主規制値等の表１-２に記載しているのは、計画中や建設中の近隣施

設、また、専門部会で視察を行った施設の排ガスに係る自主規制値です。 

次のページの１.３次期施設の排ガスの自主規制値についてですが、次期施設の排ガ

スの自主規制値は、市民の生活環境を保全することを目的とし、近隣施設等の事例や

除去設備の排出濃度等を踏まえて設定しております。 

 また、当然のことですが、法令等による規制値を満足し、かつ現在のクリーンセン

ターより厳しい自主規制値を設定しております。 

 次のページの表１-３をご覧ください。次期施設の排ガスの自主規制値は、ばいじん

が0.01g/㎥N、塩化水素が20ppm、硫黄酸化物が20ppm、ダイオキシン類が0.1ng-TEQ/㎥

N、水銀が0.03mg/㎥Nとなっています。全物質において「現施設の自主規制値等」を下

回っており、また、「法令等による規制値」と比較しても、全物質において規制値を

大幅に下回る値となっております。 

 次のページの２．排水の自主規制値について、排水に係る公害防止基準に移ります。

現施設の排水処理は、「循環再利用方式（凝集沈殿＋ろ過）」、いわゆるクローズド

システムを採用しており、公共水域及び公共下水道に排出していないため、排水に関

する基準は適用されません。 

次期施設の排水の自主規制値は、今後設定される排水処理の方式に従い、適切に設

定することとしたいと考えております。 

次に、３.騒音の自主規制値の３.１現施設の騒音の自主規制値等については、表３-

１（現施設の騒音・振動に係る自主規制値）のとおりとなっています。 
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次に、３.２騒音規制法、３.３四街道市公害防止条例についての説明ですが、事前

にお目通しいただいておりますので割愛させていただきます。 

次のページの３.４次期施設の騒音の自主規制値について、次期施設の「騒音」の自

主規制値（案）に移ります。次期施設の騒音の自主規制値は、計画地の周辺環境を考

慮し、計画地の敷地境界において法令等による規制値を満足するものとして、表３-３

に示す値に設定したいと考えております。 

 現施設であるクリーンセンターでは、「騒音」、「振動」を計測しておりますが、

その測定結果が自主規制値を上回っている状況にあります。 

 次期ごみ処理施設等用地は交通量の多い国道51号に面しており、市で平成28年２月

に測定したデータでは、道路近傍騒音測定結果が、昼間は73dB、夜間も73dBとなって

おります。 

 現施設の騒音・振動の測定結果等を鑑みますと、現施設と同水準、若しくは、より

厳しい騒音・振動の自主規制値を設けましても、それを遵守できない可能性が極めて

高く、現施設の自主規制値よりも緩やかな法令等による規制値としております。 

次に、４.振動の自主規制値の４.１現施設の振動の自主規制値については、表４-１

に現施設の振動の自主規制値を整理しています。 

次のページの４.２振動規制法、４.３四街道市公害防止条例についてですが、騒音

規制法による規制と四街道市公害防止条例による規制の説明に関しては、事前にお目

通しいただいておりますので割愛させていただきます。 

次に、４.４次期施設の振動の自主規制値についてですが、次期施設の振動の自主規

制値は、国道51号沿いという計画地の周辺環境を考慮し、計画地の敷地境界において

法令等による規制値を満足するものとして、表４-３に示すとおり、昼について60dB、

夜については55dBとしたいと考えております。 

続きまして、17ページの５.悪臭の自主規制値の５.１現施設の悪臭の自主規制値に

ついてですが、表５-１に現施設の悪臭に係る自主規制値を整理しています。いわゆる

物質濃度規制を採用しており、当時の悪臭防止法の規制物質について、臭気強度２を

基準として設定したと考えられます。併せて、敷地境界付近の臭気濃度、臭気強度も

自主規制値を設定しております。 

次に、その下の５.２悪臭防止法、５.３四街道市公害防止条例についてですが、悪

臭防止法による規制と四街道市公害防止条例による規制の説明についても、事前にお

目通しいただいておりますので、割愛させていただきます。 

次のページの、５.４次期施設の悪臭の自主規制値をご覧ください。現施設の悪臭の

自主規制値は、表５-５のとおり、概ね臭気強度２以下となるよう設定されております。
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現施設をこの自主規制値で運営していく中で、周辺住民に対し不快な臭気を発生させ

ることがなかったことから、次期ごみ処理施設についても自主規制値で定められてい

る物質・項目についてはそのままとし、現施設の自主規制値が定められた後に規制対

象となった物質・項目については臭気強度２以下と設定しております。 

 なお、自主規制値はいずれも次期施設の敷地境界での値です。 

次のページの６.次期施設の自主規制値について、専門部会ではご説明しております

が、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。 

 

続きまして、「第５章 ごみ処理方式の検討」の説明に移ります。 

１.エネルギー回収型廃棄物処理施設の１.１ごみ処理方式の比較をご覧ください。

現在確立されているごみ処理方式を示したのが図１-１、ごみ処理方式の比較を示した

のが表１-１になります。ごみ処理方式には、まず、ごみを焼却する「焼却」と生ごみ

等の有機性廃棄物を発酵させ、バイオガス化する「バイオガス化」の２つに大別され

ます。「バイオガス化」については、課題が多いと判断したため、今回の比較対象か

ら除外しております。 

 次のページの１.２近年の状況についてですが、近年のエネルギー回収型廃棄物処理

施設の採用実績を表１-２に、ごみ処理方式別採用実績の割合は図１-２に示しめして

います。また、近年の採用実績の割合では、「ストーカ式焼却方式」が43.4％で最多

となっています。続いて、「シャフト式ガス化溶融方式」が15.1％、「流動床式ガス

化溶融方式」が13.2％という結果でした。また、その他の方式は、近年採用実績がな

いことから、検討から除外しております。 

次のページの１.３ごみ処理方式の比較についてですが、ごみ処理方式の概要と生成

物の比較を23ページの表１-３に、初年度・20年間コストの比較を24ページの表１-４

に示しています。資料は事前にお目通しいただいておりますので、時間の関係から、

表１-３と表１-４の説明は割愛させていただきます。 

22ページに戻りまして、１．３．１ごみ処理方式の概要の説明に移ります。「スト

ーカ式焼却方式」は、我が国のごみ処理方式の中では最も普及している方式であり、

安定性・安全性が高く、技術的に確立されております。これに対して、「シャフト式

ガス化溶融方式」は、ガス化溶融方式の中では最も長い歴史と多くの納入実績を持ち、

ごみのメタル化及びスラグ化により、最終処分量を小さくできます。「流動床式ガス

化溶融方式」は、ダイオキシン類対策に優れ、灰分のスラグ化により、最終処分量を

小さくできるというメリットがあります。 



-8- 

 

この３つを比較しますと、ごみ処理方式の実績の点では「ストーカ式焼却方式」が

優位であり、最終処分量の削減の点では「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」が優位となります。 

次に、１.３.２生成物における比較について、ごみを処理しますと、灰やスラグと

なります。３つの方式のうち、「ストーカ式焼却方式」では、処理後に「焼却灰」が

生成されます。 

現施設では焼却灰を民間処分場で埋立処分しております。ストーカ式焼却方式で生

成された「焼却灰」は、引き続き民間処分場に埋立処分を委託することが可能です。

また、セメントの原料にするなどの資源化が可能ではありますが、市原市にありまし

たエコセメント化施設が停止していることから資源化の方法を模索する必要がありま

す。 

 「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」を採用した場合に

は、処理後に「溶融スラグ」が生成されることになります。「溶融スラグ」は、建設

資材等として利用を図れば、最終処分場の延命化に効果的とされていますが、この場

合は売却先や供給先等の受入先を確保する必要があります。 

また、会計検査院の検査結果によれば、他の事業主体において溶融スラグを利用す

ることなく埋立処分している事態等が見受けられており、受入先の確保が困難となっ

た場合、同様の事態となる可能性が考えられます。 

次に、１．３．３コストにおける比較について、その下の建設コストの比較ですが、

ストーカ式焼却方式が最も優位となりました。管理コストにおける比較でも、ストー

カ式焼却方式が最も優位となりました。 

 また、建設費と平成33年度の管理コストの合計額である初年度合計でも、ストーカ

式焼却方式が最も優位となりました。 

 なお、建設費と20年間の管理コストの合計額の比較でも、ストーカ式焼却方式が最

も優位となりました。 

次に、25ページの１.４ごみ処理方式の設定についての説明に移ります。 

 今回、ごみ処理方式の比較は、「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」の３つのごみ処理方式について行っていただ

きました。３つのごみ処理方式を相対的に比較した結果、技術的な成熟度では、長い

歴史を経て運用されてきた「ストーカ式焼却方式」が優位であり、安定・安全的に稼

働することが期待できると考えております。 

また、コストにおける比較では、詳しくは表１-４初年度・20年間のコスト比較をご

覧いただきたいのですが、建設コスト・管理コストともに「ストーカ式焼却方式」が
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優位でした。 

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ます。 

「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」が優位な点は、焼

却後に生成される「溶融スラグ」を利用することにより、最終処分場の延命化に資す

ることができ、最終処分費が不要になることが挙げられます。 

しかし、「溶融スラグ」の利用に当たっては、売却先や供給先等の受入先を確保す

る必要があります。受入先の確保が不調となった場合は、より大きいエネルギーとコ

ストをかけて生成した「溶融スラグ」が最終的に埋立処分されることになり、最終処

分費も必要となってまいります。会計検査院から出された文書では、他の自治体では

溶融スラグの全部又は大半を利用することなく埋立処分している事態等が見受けられ

るとの指摘がなされていることに鑑みますと、本市が「シャフト式ガス化溶融方式」

又は「流動床式ガス化溶融方式」を採用した場合、生成した「溶融スラグ」をリサイ

クルできるようになるまでの道のりは困難になることが予想されます。 

なお、「ストーカ式焼却方式」を採用した場合でも、焼却灰のセメント資源化等に

よるリサイクル方法を模索することで循環型社会形成推進に資することができる可能

性がございます。 

以上より、「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、現段階では次期ごみ処理施設のごみ処理方式とし

ては、「ストーカ式焼却方式」に優位性が見られます。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しています。 

続きまして、26ページに移ります。２.マテリアルリサイクル推進施設の２.１処理

方式の設定の２.１.１現施設の概要になります。クリーンセンターの粗大ごみ処理施

設では、持込・収集された粗大ごみと収集されたプラスチック・ビニール類を処理し

ています。現クリーンセンターの粗大ごみ処理施設の概要を示したのが表２-１、図２

-１、図２-２になります。 

 次のページの２.１.２次期施設の規模についてですが、マテリアルリサイクル推進

施設の施設規模は、既にご説明したとおりですので、説明を割愛させていただきます。 

次に、２.２次期施設の整備についてですが、次期施設では、「粗大ごみ処理施設」

と「プラスチック処理施設」の整備が想定されます。設備の選定にあたっては、一般

廃棄物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
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としております。28ページから33ページの破砕設備の概要、選別設備の概要につきま

しては、事前にお目通しいただいておりますので、説明を割愛させていただきます。 

 

続きまして、34ページの「第６章 焼却灰・溶融スラグの処理方法等」の説明に移

ります。 

１.焼却灰・溶融スラグの概要についてですが、先ほどもご説明したとおり、エネル

ギー回収型廃棄物処理施設に搬入されたごみは主に、ごみ処理方式がストーカ式の場

合は焼却灰（主灰・飛灰）、ガス化溶融方式の場合は溶融スラグとなることから、こ

れらの処理方法等を検討する必要があります。表１-１と図１-２をご覧ください。 

 ストーカ式焼却方式では、主灰と飛灰が発生します。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では、ごみの焼却灰等を1,200℃以上の高温で溶

融し、スラグと呼ばれるガラス状の固化物が排出されます。 

次に36ページをご覧ください。２.焼却灰・溶融スラグの処理方法等についてですが、

将来のごみ処理方式をストーカ式焼却方式とした場合、焼却灰が発生します。その場

合、引き続き民間処分場に埋立処分を委託するか、資源化の方法を模索する必要があ

ります。 

これに対し、将来のごみ処理方式をガス化溶融方式とした場合、溶融スラグが生成

されます。溶融スラグは建設資材等への利用が可能とされており、利用に取り組んで

いる事業主体がある中、溶融スラグの全部又は大半を利用することなく埋立処分して

いる例が見受けられたとする会計検査院の検査結果が報告されています。 

 焼却灰・溶融スラグの処理方法等については、表２-１に、焼却灰の資源化の概要に

ついては、その次のページの３．焼却灰の資源化の概要の表３-１に記載されています。

時間の関係上、説明は割愛させていただきます。 

次に、４．溶融スラグの利用について、溶融スラグは、埋立処分をすることなく建

設資材等として利用を図れば最終処分場の延命化に効果的とされていますが、会計検

査院の「溶融固化施設の運営及び維持管理並びに溶融スラグの利用について」によれ

ば、溶融スラグの全部又は大半を利用することなく埋立処分している事態等が見受け

られているとされています。 

 詳細については、表４-１をご覧いただきたいのですが、この会計検査院の指摘から、

溶融スラグの利用については、品質管理や売却先の確保等が不十分だった場合、受入

先の確保が困難になり、利用することなく埋立処分を行う事態となる可能性が考えら

れます。溶融スラグの利用可能性については、今後、精査していくこととなっており

ます。 
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 次のページの５．千葉県の溶融スラグの生産量・有効利用量等の推移をご覧くださ

い。千葉県の溶融スラグ生産量・有効利用量の推移を表したのが、表５-１と図５-１

です。千葉県の溶融スラグの利用率は減少傾向が見られます。これらから、全体の約

３割が埋立処分等により処分されていると考えられます。 

 

続きまして、「第７章 熱利用の方向性」に移ります。 

１.熱利用の形態についてですが、ごみを焼却しますと熱が発生します。ここでの熱

利用とは、ごみ焼却の際に発生する排ガスの熱エネルギーを、ボイラや熱交換器を通

して温水、蒸気、高温空気等のエネルギーに変換し、他の用途に利用することです。

熱利用にも大きく分けると２つの形態があります。 

 １つは、図１-１の一番上、燃焼排ガスの熱をボイラで蒸気に変え、この蒸気を使っ

て発電機を動かして発電する形態です。 

 もう１つは、ボイラや熱交換器で燃焼排ガスの熱を蒸気や高温の空気、温水などに

変え、場内での利用や周辺の余熱利用施設に供給する形態です。 

次のページの、２.熱利用の検討の２.１交付要件についてですが、施設建設には巨

額の費用がかかることから、国から交付金をいただいて事業を実施します。 

 平成26年度より、発電等の余熱利用を行う焼却施設の新設は、「エネルギー回収型

廃棄物処理施設」に該当することとなりました。循環型社会形成推進交付金制度の交

付率は、エネルギー回収率や災害廃棄物処理対策の実施有無等の違いにより、高効率

エネルギー回収型（1/2）と従来のエネルギー回収推進型（1/3）の二つに分けられま

す。 

 先ほどご説明したとおり、次期ごみ処理施設のエネルギー回収型廃棄物処理施設の

施設規模は、日量80ｔとなっています。循環型社会形成推進交付金の交付を受けるた

めのエネルギー回収率は、交付率1/2とするためには15.5％、交付率1/3とするために

は10.0％となっております。 

 次のページをご覧ください。２．２エネルギー回収率の試算についてですが、これ

は、余熱利用について、次期ごみ処理施設は交付要件を満足するエネルギー回収率で

あるかを試算したものです。余熱利用は、発電と現施設の余熱利用方法である温水供

給の２通りについて行いました。条件の設定は、熱回収は双方ボイラによるものとし、

ボイラ効率は80％に設定しました。また、場内熱消費量は30％、タービン発電効率は3

0％とし、温水供給は一日あたり8時間を有効な供給時間とました。 

 なお、発電効率及び熱利用率については以下の式より算出しました。また、ごみ処

理施設では助燃材等を使用することがありますが、今回の試算では、外部熱投入量は
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「0」として算出しました。 

 試算結果は、表２-２（エネルギー回収率の試算結果）にお示ししたとおりです。表

２-２の一番下、⑬エネルギー回収率をご覧ください。次期ごみ処理施設で発電を行う

場合は、エネルギー回収率が16.8％となり交付率1/2の要件を満足し、温水供給を行う

場合はエネルギー回収率が8.6％となり交付なしという試算結果となりました。 

 次のページの２．３近年の傾向の表２-３（近年の発電設備付き施設）をご覧くださ

い。全国のごみ焼却施設について、近年における発電設備付き施設の状況を確認した

ものです。近年では99ｔ/日以下の規模でも75％の施設が発電設備付きとなっておりま

す。 

その下の２.４熱利用の方向性についてですが、３.エネルギー回収率の試算結果や

４.近年の傾向を踏まえますと、次期ごみ処理施設の熱利用の方向性については、発電

を基本とすべきと考えております。 

 なお、次期ごみ処理施設で発電を行うとした場合であっても、発電後の廃熱が利用

できる可能性があります。廃熱の利用については、地元地区の要望や市民の意見等を

考慮しながら、総合的に検討することが望ましいと考えております。 

 

続きまして、44ページの「第８章 事業計画」をご覧ください。 

基本構想の最後の章になります。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。ただ今、ご審議いただいております、

一般廃棄物処理施設整備基本構想と一般廃棄物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き、言い換えますと事業者選定手続へ移行し

ます。平行して、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生活環境

影響調査を行います。 

 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します。 

 生活環境影響調査や都市計画決定手続きなどの諸手続きが順調に終わり、発注手続

の中で、契約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。平成33年10月の本格稼働開始を予定しています。 

 

 次のページの２.概算事業費の検討をご覧ください。こちらについては、前回の専門

部会の「アンケート調査結果の報告」を基にしております。 

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76億2,104万円
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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、

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161億

4,800万円、リサイクル施設で40億2,400万円となりました。 

 次のページの２.２発注実績による建設費及び運営費をご覧ください。 

 次期エネルギー回収型施設の建設費は、78億2,400万円、運営費は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。建設費及び運営費については、今後の実勢価格の動向を踏

まえ、検討してまいりたいと考えております。 

 説明は以上となります。 

 

〇会 長 ありがとうございました。続きまして、矢澤副会長より報告に対してご指摘

などありましたらお願いします。 

 

○矢澤副会長 特にありません。 

 

〇会 長 特にないとのことでしたので、ただいまの市の報告について、委員の皆様か

らご質問、ご意見などございますか。皆さんが了解でしたら、こういったかたちで、

委員会でまとめましたよと、市長さんに報告をすることになります。実際には、地元

と十分話し合って進めていきたいというスタンスですけれども。 

 

○森委員 ７ページの災害廃棄物のところで、災害ごみを処理するために、そこを考慮

して処理規模を設定しましょうと書いていただいているわけなんですけれども、８ペ

ージの建物の被災の状況が、どの災害を想定して全壊・半壊の数字を出しているのか

ということをお伺いしたいなと思います。もし、これから首都直下の地震のような災

害規模の大きな災害で、四街道市さんではこれだけの全壊・半壊が起きるので、それ

に合わせて焼却炉の施設を踏み込めるような大きさにするんだということであれば、

本当に今、首都直下のような巨大災害が起きたときには、果たして四街道市さんのご

みは四街道市さん単独で処理をすることになるのかが難しいところがあります。それ

だけの規模の災害になりますと、おそらく国レベルでのどう処理をするのかという判

断も入ってくると思いますし、四街道市さんだけではなく、周りの市・町さんもいろ

いろ被害を受けている中で、全体としてどう処理をしていくのかという話にもなって

くる可能性はありますので、災害廃棄物も研究でも推計がとても難しいです。本当に
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この数字を踏まえて日量80ｔまで引き上げておく必要があるのかなというのが、なか

なか専門家でも難しいところでありますので、ＭＡＸで出てくるかもしれない量を見

越して日々の日量を何ｔというのを設定されると、もしかしたら、ちょっと多すぎる

ような話にもなるかもしれませんので、そこは施設の建設費・運営費をよくよく相談

されてから、ほどよいところで抑えるのもいいのかなと思います。これを拝見した限

り、おそらくごみがＭＡＸ出てきたときに対応できる量の計算をされているのかなと

思っております。 

発生原単位を年間161ｔというのは内閣府の数字だと思いますが、かなり多めに出る

発生原単位だと専門家から聞いていますので、最大規模の被害に対して、ちょっと多

めの発生原単位で算出されているので、本当に首都直下レベルが起きたとき、全部四

街道市のごみは四街道市で処理をするんだという方針を立てれば、おそらくこういっ

た数字になると思うのですが、そのあたりは少し現状を踏まえて、本当に日量80ｔ必

要なのか今後、ご判断いただければよろしいかなと思います。 

 

○会 長 ありがとうございます。何かご意見等はありますか。 

 

（発言する者なし） 

 

〇事務局 ご意見ありがとうございました。地震というものは、我々が、想像する以上

のものが発生してしまうということも多々あります。森委員のほうから、どのような

ものを想定しているのかということで、実はこれ、今ある計画の資料を使わなければ

ならないということですので、資料の出所については表のところに記載してあります。

例えば、表の１は、平成25年3月に策定しました「四街道市地域防災計画」。この中で、

防災アセスメントというのを実施しています。この当時は、確か東京湾北部地震だっ

たと思います。これが四街道市にとって大きな被害をもたらすものである。その後も、

例えば熊本地震が発生しておりまして、想定外のことが多々起きているわけでござい

ます。千葉県でも、いわゆる防災アセスについては、見直しを現在行っていると、た

だ、その資料はまだ我々のほうに示されておりませんので、直近の新しいものという

ことであれば、この数字ということになります。 

 

○会 長 一般的に、全国的にごみ処理施設規模を示す際に、１割程度増すというやり

方が多いものです。もう一つが、何年で処理するのかという問題があります。ここで

は３年で処理をすることになっていますが、施設に余力があれば１年で処理をするこ
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ともできることなので、ただ、あまり大きいのを作っても効果的でないということで、

だいたい１割前後というのがよろしいのではないでしょうか。それから環境省も、東

日本大震災では、広域処理という体制を組んでいるＤ．Ｗｅｓｔ－Ｎｅｔといいまし

て、これは企業・自治体と我々みたいな機関と集まって、災害時のごみをスムーズに

処理をするための様々な仕組みづくりをしようということで、今回の熊本地震でも熊

本市の清掃工場が２つあるんですけれども、１つが壊れてしまったので、そこで焼却

するごみを佐賀県や福岡県に持込んで広域処理をやっております。そういう意味で、

千葉県内もお互いに自治体同士が付き合いしていく仕組みづくりを作っていかなけれ

ばならないと思います。区域分けは、関東地方・東北地方などもう少し大きい範囲で、

四街道市の隣の千葉市だけではなく、少し広域的なところもやっています。推計とし

てはこのくらいでよろしいかなと思います。 

 

○事務局 単独では処理しきれないのではないかというお話がございました。そのこと

について、会長から広域処理というお話がございました。私どもも、四街道市は茨城

県北茨城市に最終処分をお願いしております。その北茨城市さんが中心となって「廃

棄物と環境を考える会」というのを、60数市、茨城や埼玉、山梨、東京、もちろん千

葉も参加しております。この「廃棄物と環境を考える会」に参加している市町村で災

害応援協定を結んでおります。ですので、万が一、東京あるいは千葉等に被害が及ん

だ場合にも広域応援協定を利用して、広域で処理をするということも可能であります。 

 

○会 長 他にご意見等はありますか。特にないようでしたら、この報告書をこの委員

会で承認したいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

［異議なし］ 

 

○会 長 異議なしとのことでございますので、この基本構想については、委員会とし

て承認したいと思います。 

 

○矢澤副会長 それでは、委員会に報告ということで、今、内容の説明をしましたけれ

ども、一応、部会の方で検討しましたので、委員会のほうに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、１．

廃棄物処理施設整備基本構想について（報告） 
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先に調査検討方を付託されたこのことについて、別紙のとおり取りまとめましたの

で報告いたします。 

  平成28年11月８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 部会長 矢澤 裕 

 

・・・矢澤副会長から荒井会長に報告書を渡す・・・ 

 

○会 長 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、答申書を作成いたしますので、これは市長さんに委員会から答申するとい

うことになりますので、答申書（案）があれば出していただきたいと思います。 

 

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．

廃棄物処理施設整備基本構想に係る答申（案）について 

 

○事務局 答申書（案）について、ご説明させていただきます。まず、資料３をお開き

ください。 

  平成28年11月８日 四街道市ごみ処理対策委員会 会長 荒井 喜久雄 

  四街道市長 佐渡 斉様 

  「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、１．廃棄物

処理施設整備基本構想について（答申） 

  平成28年２月25日付け廃第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、１．廃棄物

処理施設整備基本構想につきましては、別添の一般廃棄物処理施設整備基本構想

（案）のとおり取り纏めましたので報告します。 

    なお、当該施設は市民の生活環境を保全するうえで欠くことのできない重要な施

設であることから、施設建設にあたっては、環境面はもちろんのこと、経済性や循

環型社会形成への貢献など、幅広い視点から検討を行い、将来にわたり安定した廃

棄物処理を行える施設とするよう要望します。 

 

○会 長 ありがとうございます。この内容で市長に答申したいと思いますが、いかが

でしょうか。 
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［異議なし］ 

 

○会 長 異議なしとのことですので、このとおり答申したいと思います。 

 

○事務局 ありがとうございました。それでは、この後、市長が参りますので、暫時休

憩をさせていただきます。 

 

（暫時休憩） 

 

（市長入室） 

 

○事務局 それでは、会議を再開させていただきます。荒井会長より市長へ答申をお願

いいたします。 

 

３ 答 申 

 

○荒井会長 四街道市長 佐渡 斉様 平成28年11月8日 

 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、１．廃棄物処理

施設整備基本構想について（答申） 

 

平成28年2月25日付け廃第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、１．廃棄物処

理施設整備基本構想につきましては、別添の一般廃棄物処理施設整備基本構想（案）の

とおり取り纏めましたので報告します。 

  なお、当該施設は市民の生活環境を保全するうえで欠くことのできない重要な施設で

あることから、施設建設にあたっては、環境面はもちろんのこと、経済性や循環型社会

形成への貢献など、幅広い視点から検討を行い、将来にわたり安定した廃棄物処理を行

える施設とするよう要望します。 

 

・・・荒井会長から佐渡市長に答申書を渡す・・・ 
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○事務局 ありがとうございました。 

 それでは、市長よりご挨拶をいただきたいと思います。 

 

○市 長 委員各位におかれましては、公私の大変お忙しい中、慎重審議を賜りまして、

本日答申をいただくことができました。大変ありがとうございます。皆様には心から

感謝の意を表しまして一言ごあいさつを申し上げます。 

今回、答申をいただきました「一般廃棄物処理施設整備基本構想」につきましては、

現在、計画を進めているごみ処理施設整備の指針となるとともに、今後、策定を進め

る施設整備基本計画の根幹をなすものでございます。 

委員の皆様におかれましては、昨年、諮問させていただきました一般廃棄物処理基

本計画に引き続き、今回の基本構想、そして、施設整備基本計画のうち機種選定と、

これからタイトなスケジュールの中、多岐にわたりご協議いただくこととなり、大変、

恐縮している次第です。 

しかしながら、一般廃棄物処理基本計画に始まる、これら一連の計画策定等はごみ

処理という市民生活に欠くことのできない重要な施策でございます。そして、市民の

皆様にとっても非常に関心の高いものでございます。 

本日、答申をいただきました、一般廃棄物処理施設整備基本構想を基に、更なるご

みの適正処理を目指し、新たなごみ処理施設建設に全力をあげて取組んでまいります。

 そして、安心、安全な、そして住みよい四街道の街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、様々な事業を進めていか

なければなりません。皆様には更なるご協力を賜りますようお願い申し上げ、私の御

礼の御挨拶とさせていただきます。 

本日は答申をいただき、ありがとうございました。 

 

〇会 長 本日用意された議題は以上となります。議題の４「その他」について事務局

よりお願いします。 

 

４ その他 

 

○事務局 それでは今後のごみ処理対策委員会の開催についてご案内させていただきま

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、

１．廃棄物処理施設整備基本構想について」に係る審議につきましては、本日で終了

となります。 
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次回の開催は、平成27年度第３回の会議で諮問がありました「「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」につきまして、専門部会での審議が終了した後、審議内容の結果報

告と併せまして答申を行っていただきたく、予定としては来年１月又は２月の開催を

考えております。 

具体的な日時は改めて開催通知を差し上げますので、よろしくお願いします。 

 

〇会 長 その他、委員の皆様から何かございますか。 

 

（発言する者なし） 

 

○会 長 無いようですので、事務局にマイクをお返しします。 

 

５ 閉 会 

 

○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２回四街道市ごみ処理対策委員会を閉会いたしま

す。 

 ありがとうございました。 

   

 

―  終了  ― 


