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四街道市ごみ処理対策委員会専門部会 
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日 時：平成２８年１２月１９日（月） 

          午前９時３０分～午前１０時２５分 

       場 所：四街道市役所 保健センター３階 大会議室 

 

 

 

 

 



平成２８年度 第７回 四街道市ごみ処理対策委員会専門部会会議録 

 

開催日時  平成２８年１２月１９日（月）午前９時３０分～午前１０時２５分 

会  場  四街道市役所 保健センター３階 大会議室 

出席委員  矢澤部会長、町田副部会長、林田委員、岡田委員、櫻井委員、古川委員、 

阿部委員、永野委員 

欠席委員  なし 

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 

傍 聴 者    １名 

 

≪会議次第≫ 

１ 開 会 

２ 部会長挨拶 

３ 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ついて 

２）処理方式の選定について 

３）その他 

４ 閉 会 
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１．開 会          省 略 

 ２．部会長挨拶        省 略 

 ３．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ついて、２）処理方式の選定について 

 

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す。なお、今回も資料の

送付が遅れましたことをお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。 

  本日の資料は、次第、それから資料ナンバー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つい

て（報告）、それから、資料ナンバー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）でございます。続きまして、資料ナンバー３、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）の【添付資料】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

くお願いをいたします。 

  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、運営要領第７条及び第４条第２項に基づき、会議の公開、非公開について皆

様にお諮りいたします。本日の会議は、公開でよろしいでしょうか。 

 

[異議なし] 

 

〇矢澤部会長 それでは、公開とさせていただきます。事務局におかれましては、傍聴

を希望する方がいらっしゃいましたら、入室させてください。 

 

〇事務局 １名いらっしゃいますので、ご案内いたします。 
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[傍聴者入室]  

 

〇矢澤部会長 それでは、議事の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と議事の

２点目、処理方式の選定について、事務局より一括して説明をお願いします。 

 

〇事務局 それでは、資料ナンバー１の鑑文と、資料ナンバー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）、資料ナンバー３、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）【添付資料】についてご説明させていただきます。

なお、資料ナンバー３につきましては、資料ナンバー２の根拠データとなりますので、

こちらについても前回ご説明しておりますので、今回は資料ナンバー２を説明する際

に必要な箇所のみを説明いたします。 

  長くなりますので、着座にて失礼いたします。 

  それでは、まず資料ナンバー１の鑑文をご覧ください。表題は、「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（報告）となっております。基本構想でもご説明しましたが、諮問

事項が２つあったことからこのような表題となっております。「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ご報告いたします」

として、基本構想と同様に別紙として機種選定結果報告書を添付し、部会長以下、部

会の会員の連名でごみ処理対策委員会の荒井会長に報告するという形になっておりま

す。 

  次に、資料ナンバー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。前回、委員の皆様に処理方式の比較検討についてご審議いた

だき、本部会としての各方式の評価項目別評価表を決定していただいております。お

手元の資料ナンバー２は、これまでの審議経過や資料を報告書としてまとめたものに

なります。 

  それでは、内容の説明に移ります。内容については、これまでの審議結果をまとめ

たものとなっておりますので、これまでご説明した部分については、説明は割愛させ

ていただきます。 

  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。 

  続きまして、ページをめくっていただきますと目次になります。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
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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次

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

をまとめたものになっております。 

  次のページをご覧ください。2.2、専門部会開催計画は、９月28日の専門部会で決定

された機種選定に係る専門部会の開催計画となっております。 

  その下の３.対象処理方式の選定は、第一次選定で絞り込みを行い、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ていただい

た処理方式選定のための基本方針をまとめたものです。 

  続きまして、５．審査方法の設定に移ります。３ページ目をご覧ください。現在資

料ナンバー２、処理方式選定報告書（案）の３ページ目となっております。これも第

５回専門部会で決定していただいた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。簡潔にご説明しますと、最終的な処理方式を選定するため、左のページの

基本方針に基づき評価項目を定めることとしております。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

満点に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おります。これも第５回専門

部会で決定していただいた評価点、評価方法をまとめたものです。簡潔にご説明しま

すと、表５―２、評価点に掲載されているとおり、各評価項目を二重丸、丸、三角、

バツといった形で評価し、これらの合計点により評価を行っております。これらの個

別具体的な評価の視点や評価の方法等につきましては、５ページ以下に掲載されてい

る表５―３のとおりとなっております。 

  ８ページ目の表６―１、評価結果に移る前に３点ほど訂正がございます。第１点目

の訂正点は、処理方式別採用実績になります。添付資料の11ページをご覧ください。

資料ナンバー３になります。前回、炉数が一つのものも算入してしまっておりまして、

正しくは11ページのとおりとなります。申し訳ございませんでした。なお、評価につ

きましては、10件以上を二重丸、５件以上を丸、５件未満を三角、実績なしをバツと

していたことから評価の変更はございません。 

  第２点目の訂正点は、連続稼働日数になります。添付資料の12ページをご覧くださ
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い。前回の各方式の評価項目別評価表では、連続稼働日数について再検証をすること

としておりました。事務局で再検証したところ、添付資料12ページの検討データのと

おり、ストーカ式焼却方式は90日から354日、シャフト式ガス化溶融方式は90日から27

0日、流動床式ガス化溶融方式は90日から308日と幅はありますが、評価の視点であっ

た90日以上の連続稼働日数の実績をいずれの方式も有していることが確認できました。

評価としてはいずれの方式も90日以上連続稼働日数の実績があることから二重丸とし

ております。 

  最後に３点目ですが、２．適切な生活環境保全対策を講じた施設の（３）、地球温

暖化負荷の①、二酸化炭素排出量をご覧ください。資料ナンバー３、添付資料の23ペ

ージになります。表の右側、流動床式ガス化溶融方式の二酸化炭素排出量が、前回の

表では年間100からマイナス50トンとなっておりました。しかし、これは誤りで、正し

くは年間マイナス10から280トンとなります。申しわけございませんでした。 

  評価につきましては、ストーカ式焼却方式の年間マイナス50から50トン、シャフト

式ガス化溶融方式の年間150から350トンと比較しますと、標準的ですので丸という評

価にしております。ですので、評価につきましては変更ございません。 

  根拠資料は、添付資料の23ページ以下をごらんいただければと思います。 

  本編８ページの表６―１、評価結果に移ります。資料ナンバー２になります。これ

については、先ほど訂正した各方式の評価項目別評価点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点、流動床式ガス化溶融方式は合計で66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、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。読み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」、「シャフト式ガス化溶融方式」、「流動床式ガス化溶融方式」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
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能な方式です。 

  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本部会としての結論となります。 

  内容に関する説明は、以上となります。今回の資料ナンバー１から３のとおり、親

会であるごみ処理対策委員会に報告したいと考えておりますが、内容にかかわらない

表現や誤植等の修正につきましては、部会長一任とさせていただきたいと考えており

ます。 

  また、何かご意見等がございましたら、12月27日、来週の火曜日までに廃棄物対策

課ごみ処理施設整備推進室まで、電話またはメール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、同様に部会長一任としていただき、部会長

と事務局で協議の上、ご意見等の趣旨を踏まえて修正させていただきたいと考えてお

ります。 

  説明は以上となります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

〇矢澤部会長 ありがとうございました。 

  ただいま一括して説明をいただきました。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。 

  私から、ちょっとよろしいでしょうか。報告書（案）の資料の２のほうですけど、

２ページ目のほう一番最初に「専門部会開催計画」という言葉を使っていますが、こ

れは報告書なので「開催結果」にしてはいかがでしょうかということです。 

 

〇事務局 はい、部会長ご指摘のとおり訂正させていただきたいと思います。 

 

〇矢澤部会長 それから、参考資料のほうで32ページに副資材の物価という、変動の影

響があるのではないかというところなのですが、評価方法の中で変動率の最大値とご

み１トン当たりの燃料使用量と単価の積を比較評価しましたということが書いてあっ

て、結果だけ書いてあるのです。変動係数は（３）に書いてあるのですけれども、も

う少しデータを練りませんか。要するに積をとって、ちゃんと比較したという言い方

しているのですが。 
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〇事務局 こちらの手持ちの資料で最大の燃料、使用単価という表がありまして、最大

の燃料使用単価、ストーカ式焼却方式が灯油で247リッター当たりの円です。シャフト

式ガス化溶融方式がコークスを使って3,298、これはキログラム当たりの円になります。

流動床式ガス化溶融方式が灯油で1536.29リッター当たりの円になります。こちらの表

を入れれば部会長のご指摘の数値を表現できることになるかと思います。 

 

〇矢澤部会長 単価と使用量、使用量が関係してきますよね。ごめんなさい、あともう

一つ。ＬＰガスが入っているのは何か意味があったのでしたか。石炭と灯油という想

定で計算してきていますよね。 

  

〇アドバイザー（国際航業） 済みません、アドバイザーをやっています国際航業の岡

田と申します。これは、実は今回の検討に際していろいろ事例を集めたところ、スト

ーカ焼却炉、流動床ガス化焼却炉のいかんを問わず、さまざまな燃料を使っている事

例があります。これは、設計状況なり、供給条件によって灯油を使ったり、ＬＰガス

を使ったり、ＬＮＧ使ったり、あとはほかの重油を使ったりという事例があるのです

が、今回いわゆる化石燃料系のものについては、熱量換算ベースで灯油にそろえて検

討をしたという経緯があります。なので、済みません、そもそも初めＬＰガスを使っ

ている自治体の事例も少しあったので、一応掲載はしたのですけれども、実際に検討

の中で全部燃料系のもの、いわゆる液体燃料とか気体の燃料については全部灯油換算

で比較評価をちょっとしましたので、済みません、これは掲載はされているのですけ

れども、実際には使っていないというデータになります。失礼いたしました。 

 

〇矢澤部会長 はい。今のところは少しデータを追加していただいて、変動係数だけは

出るのですけど、使用量とか単価のデータがないので、そこを少し参考に入れていた

だけるとこの二重丸、三角、丸の違いがわかってくると思いますので、お願いします。 

 

〇事務局 はい、わかりました。 

 

〇矢澤部会長 ほかに委員の皆様、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 私は、今、矢澤部会長さんからコメントのあるところの副資材のとこ
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ろが。今、何か質疑で大体解決して、改定されればわかりやすくなるのではないかな

と思いました。ちょっとコークスが入っているので、済みません、その今の質疑の中

でコークスというのは石炭ですか、石油コークスですか。その言葉がよくわからない。

石油コークスというのもありまして、ここは石炭を言っているのですか。 

 

〇アドバイザー（国際航業） ここで使っているのは、実際シャフト式で使われている

のは石炭コークスなんですが…… 

 

〇町田副部会長 いわゆる石炭ですよね。石炭コークス。 

 

〇アドバイザー（国際航業） ここの検討データの価格指数というのは財務省の貿易統

計に掲載のコークスという表現のものを使っています。なので、その財務省の貿易統

計、ちょっと追いかけてみたのですけれども、石炭、石油という表現は特になされて

いないので、一応…… 

 

〇町田副部会長 石油、コークスと石炭を合わせたような形で使われているんですよね。 

 

〇アドバイザー（国際航業） そうです。貿易統計上の結果がここに出ているとおりで

すので。 

 

〇町田副部会長 そこはちょっと枝葉末節のところなので。はい、わかりました。あり

がとうございます。 

  それと、資料ナンバー３の添付資料のほうなんですが、最初少し細かいことで、全

体としてはよくまとめられているので大きな変更とか必要はないと思うんですが、資

料ナンバー３の４ページで、これは表の中にストーカ焼却炉、シャフト、流動床式と

いうことでわかりやすく書いてあるんですが、ストーカ式を選定されているんで、そ

の下のほうずっと行くと、長所、短所とありまして、短所のところに「排出される鉄

は酸化し、資源としての価値が低い。また、アルミも回収できない」、何か少しまと

まりがない。全部酸化して出てくるのですよね。鉄もアルミも酸化鉄、酸化アルミで。

ですから、これだと排出される鉄を何かさらに酸化して処理するようにも読み取れま

すので。もう酸化されたものが出てきてしまうので価値がない、回収できないという

ことですよね。価値がなくて。もっとすっきり書いていただいたほうがいいかなと思

うのですけど。細かいところで申しわけないのですけど。ちょっと違いますか。これ



 

- 8 - 

はこれで意味があるのですか。 

 

〇事務局 添付資料の４ページの表自体は、既に答申が行われてパブリックコメント手

続が終わってしまっているものですので、現状今変えることはかなり難しいです。以

上です。 

 

〇町田副部会長 わかりました。済みません。いいんですよ。そうしますと、その表の

さらに下の生成物の利点・課題というところも、済みません、もう以前見逃していた

のかもしれませんが、こちらのシャフト式、流動床式は一括して溶融スラグになって

いますけれども、その溶融スラグの大きい丸の２番目、溶融スラグ利用の課題「溶融

スラグの全部または大半を利用することなく埋立処分している事態がある」、これも

普通「事例がある」ですか、「事態がある」でいいんですか。そういう事態に至った

ということですか。何か日本語がおかしいように感じましたけど、もう変えられない

のならそれで構いません。変えられないのですね。はい、失礼しました。 

  あと、次６ページで、済みません、これも日本語だけの問題なのですが、3.4のとこ

ろですけど、ごみ処理方式の設定について、上から４行目で、括弧で書いてあります

が「「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」、「的」とい

うのも。安定・安全に稼働することが期待できるで十分なのでは。安全的とかという

言葉余りないかなと思うのですけど。それに少し……。そのくらいですかね。 

  済みません、あとですね、資料３の12ページです。先ほども少しご説明いただいた

のですが、90日以上の稼働日数で二重丸ということで、それで内容のところは実績と

表記してもいいというようなことをおっしゃったんで、下の検討データ見ると、志太

広域事務組合、これは実際に実績じゃなさそうですよね。十分必要ないから90日以上

稼働していないのだけれど、多分可能ですと回答しているだけですね。よくわからな

いですけど。 

 

〇アドバイザー（国際航業） 済みません、ここについてのちょっと補足説明をします。

実は我々のほうでかなり実際のこういう処理方式、同様の処理方式の検討をしている

事例を収集して、集めてみたのですが、連続稼働を評価資料にしている自治体の報告

書というのがかなり少なかったというのが実態です。特にここに挙げている自治体の

中で名古屋市さんなんかは、ほかの自治体に聞き取りの調査した結果とかも実は掲載

をしていました。ただ、実はこれらの自治体のヒアリングをもとに掲載されたデータ

について90日を下回るものが結構あって、我々でいろいろ報告書を探して読み込んで
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みたものの、その理由がよくわからない。例えば、トラブルによってとまったのか、

ごみがなくなったので止めざるを得なかったのか。要する何日も燃え続けた結果、燃

やすごみがピットからなくなってしまって結局続けて燃やすことができないというこ

ともとまる理由としてあり得ますので、実態としてこれがトラブルなのかと。連続稼

働を保証するという数字の裏としてとれなかったと。ですので、実際の稼働事例を追

いかけても、そこの信頼性の部分を担保できる数字として出せなかったという問題が

ありまして、今回は検討事例に差しかえさせていただいたという内容でございます。 

 

〇町田副部会長 何、事例ですか。 

 

〇アドバイザー（国際航業） 検討の事例です。要するに他の自治体さんが施設を導入

するに際して何日の連続稼働ができるかということをメーカー等に問い合わせた。そ

の結果を収集して、取り揃えたということになります。 

 

〇町田副部会長 済みません、じゃ、少なくともここの検討データで、名古屋市、函館

市、我孫子市は実績なんですね。 

 

〇アドバイザー（国際航業） これは実績というよりは、調査した結果です。要するに

例えば函館市、我孫子市、志太広域も同じなんですが、この名古屋も同じです。全部

同じなんですが、要するに新しい焼却炉をつくりますと。連続稼働日数についてどれ

だけ動かし続けることができますかということを、各方式のそれぞれのメーカーにア

ンケートを出して、メーカーが返した結果がこれらの数字ということです。 

 

〇町田副部会長 わかりました。先ほど、評価結果のところで実績というお言葉も出ま

したけど、実績ではなくて、ヒアリング結果ですね。 

 

〇アドバイザー（国際航業） そうですね。 

 

〇町田副部会長 だから、実績に改められないのですね。ここは、内容のままのほうが

いいわけですね。わかりました。いずれにしても、トラブルでとまっている例が多い

と困りますけど、恐らく大丈夫そうだろうと。はい、読み取れると思います。ありが

とうございました。 

  あとは特にございません。ありがとうございました。 
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〇岡田委員 ちょっといいですか。 

 

〇矢澤部会長 はい。 

 

〇岡田委員 確認なのですけど、今のページの12ページの検討データでストーカ、シャ

フト、流動床式、これは検討自治体名が４つ、４つ、３つということですが、この一

つの例をとれば、近くで我孫子、ストーカ、シャフト、流動床式、これは我孫子で３

つあるんですか。 

 

〇アドバイザー（国際航業） 済みません、これは検討事例なので、我孫子市さんは、

昨年度こういう機種選定の報告書を公表されていらっしゃいます。我孫子市さんは、

これから施設整備を予定されているんですけど、その前段階で、要するに今の四街道

市さんと同じような検討段階においてプラントメーカーにアンケートをとった結果、

こういう答えが来て掲載されていると。なので、これから我孫子市さんが建てる施設

で処理方式を検討している過程でプラントメーカーからこういう答えが寄せられて並

べているというものでございます。 

 

〇岡田委員 それでは、これは現状ではないんですか。 

 

〇アドバイザー（国際航業） 現状ではないです。 

 

〇岡田委員 本当のデータだけ。 

 

〇アドバイザー（国際航業） 要するにプラントメーカーに何日の稼働保証できますか

というような問い合わせを我孫子市がして、各方式別に答えた結果です。 

 

〇矢澤部会長 どうぞ。 

 

〇櫻井委員 私は、素人だからよくわからないんですけど、これでいくとバーチャルと

いうことですよね。実働しているものを表にするのならわかるのだけれども、コンピ

ューターで計算したのか、資料データで年間のデータを仮に計算したのか。私からす

れば、現在稼働している３種類のそのデータならわかるのですけども、これは…… 
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〇アドバイザー（国際航業） それを、実は先ほどのお話に戻ってしまうのですけど、

特にこの名古屋市さんはそれをこの３方式について大量にかなりの数の事例を収集し

ていました。それを我々のほうで一覧表に実はまとめたのですが、90日に達していな

いデータというのがやはりそこそこありました。90日に達していないということ自体

は悪いわけでは全然なくて、当然、建てた後になって、ごみの減量化が進んで燃やす

ごみがなくなったとか、あとは年末年始しばらく休みたいのでということで施設側の

都合で休炉をするとか、連続稼働しなければいけないということ自体は、そもそも国

の補助金の交付要件である90日の連続稼働という保証条件がありますんで、今回こう

いう90日として設定はしているんですけど、実運用上、必ずしも90日の連続稼働しな

ければいけないということではありませんので、実際の運用上、90日を担保できるデ

ータというのが揃っていなかったと。90日を担保する必要がない操業条件で稼働して

いますので、それぞれの自治体、当然75日とか60日とかの運転であったりしているの

ですが、そういう状況で、それでは60日運転したからといって、その先90日運転でき

ないという裏づけが何もない。だから、結局年末年始の休暇とか、ごみ量がなくなっ

たとか、年間の操業計画で定期修繕のために止めたというようなさまざまな停止の理

由があるのですけども、その理由と稼働日数というところが必ずしも一致しないので、

実績の稼働日数を並べたところで能力の保証というところの評価に一切資さなかった

という結果になった。なので、今回改めて他自治体で新たに導入する施設の検討、デ

ータとして取りそろえたということになります。 

 

〇櫻井委員 わかりました。じゃ、事故率とかそういうものは入れなくていいわけです

ね。 

 

〇アドバイザー（国際航業） 入れなくてもいいというよりも、実の操業の60日、50日

というところの裏をとろうとすると、名古屋市さんのように改めて大量にアンケート

をとらないと収集ができないということになります。要するにエビデンスを新たに全

部とり直さなければいけないということになります。 

 

〇林田委員 ただ、事故・トラブルについては、17ページで別途評価してあるんじゃな

いですか。 

 

〇アドバイザー（国際航業） だから、事故・トラブルという意味ではなくて、今回90
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日連続稼働としては今のお話のとおりなんですけど、事故・トラブルについては報道

等でそれぞれ出ているものを収集したのが17ページに掲載をしていると。 

 

〇櫻井委員 それでは、このデータには加味されていないということですね。 

 

〇アドバイザー（国際航業） このデータと相関はないです。それぞれの連続稼働は連

続稼働で調べて、トラブルはトラブルで調べてという話です。 

 

〇矢澤部会長 はい。このページは少し簡単過ぎるのかも。もうちょっと注が必要なの

かもしれませんね。評価方法で、他自治体の検討事例、それからプラントメーカーの

プレスリリースで、なおかつ連続稼働日数の実績により評価しましたという書き方を

しちゃっているので、だから実績なのか、ヒアリングなのか、他自治体の事例なのか、

よくわからない。ごっちゃになっているところがあるかもしれません。 

  例えば名古屋市は、注では流動床は対象外だから名古屋市はデータ持っていないの

で、ストーカとシャフトについては、幅を持ったデータが載っています。これは、名

古屋市のデータだけど、名古屋市はどういうところからこういう数字を出しているか

という、先ほどご説明があった各自治体にアンケートをとった結果をこの表に示して

いますよと。それから、志太広域は、多分実績が少ない。90を切っているのかな。 

 

〇アドバイザー（国際航業） 志太広域さんの結果というのは、恐らくなんですけど、

評価というのを定量化、90日達成できれば全部オーケーという評価にしていたんで、

恐らく90日以上の稼働は可能という表現で、お茶を濁すという言い方は失礼なのです

けど、これで基準は満たしているという表現をしているのです。 

 

〇矢澤部会長 それぞれの自治体の出典までは、ここではともかくとして、志太広域が

３つ載っているということは検討結果ですよね。志太広域組合さんの検討結果でこう

いう結果が出ています。それから、我孫子もさっきご説明ありましたけど、我孫子市

の実績ではなくて、いろいろメーカーにアンケートをとった結果、こういう数字を我

孫子市はまとめていますと。函館市も同じかな、３方式持っているから。そういう意

味では、他自治体の検討事例と、一部にプラントメーカーのプレスリリースあるかも

しれませんが、稼働日数の実績により評価したというのはちょっと言い過ぎなのかも

しれませんね。 
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〇アドバイザー（国際航業） そうですね。 

 

〇矢澤部会長 だから、それぞれの使ったデータの意味合いというか、出典というか、

函館はこういう調査をした結果ですと。名古屋はこういう調査した結果で、こういう

数字が検討結果というか、まとめられていますと。だから、注をもう少し充実させて

いただければいいと思います。 

 

〇事務局 それでは、事務局のほうでそのように少しご指摘があった内容を踏まえた形

での表現をさせていただきたいと思います。後ほど部会長とご相談させていただきま

す。 

 

〇矢澤部会長 今いろいろ説明をしていただいたので、データの出どころというか、意

味合いというのが大体わかっていただけたと思いますので、表現については、事務局

と私のほうでちょっと調整をさせてください。 

 

〇岡田委員 ちょっと。 

 

〇矢澤部会長 はい。 

 

〇岡田委員 もう一回、くどいようで済みませんね、この表を見て、私ちょっと素人な

ので何回も言いますけど、我孫子がストーカ、シャフト、流動床式、これを３つ持っ

ていると勘違いされるような表記ではないですかね。そのを辺もう少し。検討データ

で上のほうで「連続稼働日数の実績により評価しました」という文言がありますけど、

もうこれによってそう勘違いされるのではないですか。 

 

〇事務局 誤解を招かないような形できちんと注をつけてわかりやすい形に修正させて

いただきたいと思いますので。 

 

〇町田副部会長 あともう一点は、済みません。しつこくて申しわけないのですけど、

ストーカにいっているので、ストーカで60日は実績もしっかりあるというのもないと。

もちろんありますよ。多分私が知る限りじゃ90日以上のストーカが動いているところ

がたくさんあります。だけど、この書面では幾ら細かく説明しても、少なくとも90日

以上ストーカが動いていますというのは一つもないわけですね。わからないけど。私
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が今皆さんで議論しているところでは。だから、安心はしないですね。細かく書いて

も。やっぱり１つぐらいというか、１つでは足りないですけど。実績も少なくとも選

定したものにはあるという、それの注でもいいと思いますけども。そこも可能ならば

ぜひ入れていただければ。わかりやすくするだけじゃなくて、やっぱり実績であると

いうのがないと。報告書ですので、上の部会に上げるのに不十分かなと思います。 

  以上です。 

 

〇矢澤部会長 多分名古屋市さんがたくさんアンケートをとって、実績をとっているの

ではないかと思うんですね。だから、名古屋市の注の中で、これは各自治体の実績を

とった結果ですとなれば、200から300動いた実例は全国にあるというのがわかってく

ると思いますので。ほかのところはどうも実績ではなくて、メーカーのヒアリングを

まとめたものみたいですので。 

 

〇林田委員 済みません、そういう部分では、東京23区のほうは細かい運転実績を公表

しているのです。ですから、ストーカ炉でどの程度の実績があるというのは調べても

らえばわかると思いますので、今のデータは取れるのではないかと思います。 

 

〇矢澤部会長 それは、ホームページですか。 

 

〇林田委員 ええ、ホームページで。 

 

〇矢澤部会長 東京都のホームページで。 

 

〇林田委員 そうですね。 

 

〇アドバイザー（国際航業） 済みません、東京二十三区清掃一部事務組合のホームペ

ージの件ですね。これは、年間稼働日数は恐らく載っていたと思うのですけど、連続

かどうかまで私もちょっと当たり切れていないので、ちょっとそれは当たってみます。 

 

〇林田委員 表になっていたと思います。 

 

〇アドバイザー（国際航業） バーになっているといいますか。 
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〇林田委員 運転日数がずっと。 

 

〇アドバイザー（国際航業） 確認します。 

 

〇事務局 今ご指摘いただいたところも含めてデータなど再度検証した上でわかりやす

い形で表をまた部会長とご相談してまとめ直したいと思います。 

 

〇阿部委員 最後になってなんですけれど、要するにこれは基本的には90日以上連続運

転可能であるということが担保できればいいという、そういう表なわけですね。そう

いう意味じゃ全部合格だから、比較の場合の対象には実質的にはなっていないという、

そういう感じと考えていいのですか。 

 

〇事務局 おっしゃるとおり90日以上が担保できればということなので、これで担保で

きているということをきちんと示せるような形で、少し表現がわかりにくいので再度

検証した上で表については、矢澤部会長とご相談の上、修正させていただきたいと思

います。 

 

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 じゃ、どうぞ。 

 

〇櫻井委員 さっき岡田委員がおっしゃられたように、これは一番上に、連続日数の実

績により評価したと書いてありますよね。これは、今、表に落としてあるの、データ

に落としてあるのはバーチャルですよね、ヒアリングした結果。そうすると、少し説

得力ないのではないですか。だから、私が言いたいのは、事例があるんであれば、ど

こそこのこういうストーカがこうなっています、流動式はこうなっていますよという

表をつけ加えた上で、90日担保できますよと。そういう説明があれば、そんなに詳し

くない人が見ても理解できるのではないかと思うのですけど、いかがでしょうか。 

 

〇矢澤部会長 はい。 

 

〇事務局 今、櫻井委員からのご指摘がありましたように、その実績という言葉が入っ

てしまっておりますので、これは「調査結果により」という表現が適切かと思います。
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櫻井委員からご指摘がありましたように、注意書きでいろいろとわかりやすいように

表現させていただきまして、ここら辺は根拠資料とさせていただきたいと考えており

ます。以上でございます。 

 

〇矢澤部会長 櫻井委員の指摘は、バーチャルだけでは弱いでしょと。実績があるとい

うことがわかるようにしていただきたいと。そういうデータがあれば、それも載せて

いただきたいという、単に実績で評価したが、間違っているからだ、ここを直すだけ

じゃなくて、実績が欲しいという、何とか実績を盛り込めませんかという、そういう

意見です。 

  また検討いただけますか。例えば名古屋市は、さっき私も言ったけど、多分実績を

まとめているデータだろうなと。それから、林田委員からは東京都の実績が手に入る

かもしれないと。だから、バーチャルはバーチャルでいいのですけど、それ以外にも

実績としてこういう事例がありますということを載せていただければ、かなり安心感

が増すというか、説得力が出ると思います。 

〇事務局 今ご指摘のあったように、実績も含めて表現させていただきたいと思います。 

 

〇矢澤部会長 バーチャルはバーチャル、実績は実績というデータの意味合いがわかる

ように整理されればよろしいかと思います。 

 

○事務局 分かりました。 

 

○矢澤部会長 ほかに委員の皆様、いかがでしょうか。まだ十分お目通しをいただいて

いないかもしれませんね。先ほど冒頭事務局のほうから27日でしたっけ。 

 

〇事務局 はい。 

 

〇矢澤部会長 までにまた意見があれば、追加でくださいというお話もありましたので、

気づいた点があれば、事務局のほうまでお願いします。 

  きょうのところは、とりあえずですが、一部修正すべきところがありますが、そこ

を修正した上で、これを部会の結論としたいと。ただ、修正の形ができていないとこ

ろがあるのですが、部会長の私と事務局で相談させていただいて、事前に修正版を各

委員に送りますか、どうしますか。 
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〇事務局 修正させていただいた部分については、各委員のご確認をいただいた上で、

２月９日に最終的なご報告したいと思います。 

 

〇矢澤部会長 わかりました。それでは、これからいただく意見も含めて、きょう修正

すべき事項と、それからこれからいただく意見で修正すべきところがあれば、各委員

のほうに修正案を確認いただいた上で、この部会の最終報告とさせていただきたいと

思います。そういう形でよろしいでしょうか。 

 

[異議なし] 

 

〇矢澤部会長 それでは、今日のところはそういう形でとりあえずまとめさせていただ

きたいと思います。 

  この議題については、これでよろしいでしょうか。ほかにご意見はございますでし

ょうか、ご質問等は。 

 

[発言する者なし] 

 

〇矢澤部会長 よろしければ、その他に移ります。事務局よりお願いいたします。 

 

３）その他 

〇事務局 それでは、機種選定に関する今後のスケジュールをご説明いたします。本日、

委員の皆様にご審議いただいた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）は、基本構想と同様に、部会報告として来年２月９日に親会であるごみ処理対

策委員会へ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報告についてご

審議いただいた後に、会長から市長へ答申することとなります。その後、１カ月のパ

ブリックコメントを経て策定の予定となっております。 

  以上です。 

 

〇矢澤部会長 今、今後のスケジュール、予定のご説明ありました。何かご質問ござい

ますでしょうか。 

 

[発言する者なし] 
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〇矢澤部会長 この部会で２つの諮問事項を審議してきて２月には委員会に報告をしま

すが、部会の役目はそこで終わりということでよろしいでしょうか。 

 

〇事務局 １回、そこで終了という形になります。 

 

〇矢澤部会長 わかりました。はい。そのほか、委員の皆様から何かございますでしょ

うか。 

 

[発言する者なし] 

 

〇矢澤部会長 ないようですので、マイクを事務局のほうにお返しします。 

 

〇事務局 ２月９日の時間なのですけれども、こちら３時半から、保健センターになり

ます。以上、つけ加えさせていただきます。 

 

〇矢澤部会長 ありがとうございました。委員のほうから特にないようですので、マイ

クをお返しします。 

 

４．閉会 

〇事務局 長時間にわたり委員の皆様におかれましては、慎重審議いただきましてまこ

とに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７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。 

  委員の皆様におかれましては、お忙しい中、１年間ご協力をいただきましてまこと

にありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いをいたします。 

  以上でございます。 

 

 


