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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、お手元に配付いたしました会議次第のとおりでございます。

なお、資料の送付が、遅れましたことにつきましておわび申し上げます。済みません

でした。 

  本日の資料は、まず会議次第でございます。それから、資料ナンバー１、ごみ処理

方式の設定、資料ナンバー２、排ガス処理方式・公害防止基準の設定、資料ナンバー

３、リサイクルセンターの構造・処理方式等の紹介、資料ナンバー４、アンケート調

査結果の報告となっております。資料が不足しております委員さんがおられましたら、

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、進行を矢澤部会長、よろしくお願いいたします。 

 

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。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、非公開について委員の皆様にお諮りをい

たします。本日の会議につきまして、公開でよろしいでしょうか。 

 

［異議なし］ 

 

〇矢澤部会長 異議がないということですので、本日は公開で行いますので、傍聴希望

者がおりましたら、入室をさせてください。 

 

〇事務局 傍聴人はおりません。 

 

３－１）ごみ処理方式の設定 

 

〇矢澤部会長 はい、わかりました。それでは、議事に入らせていただきます。議事の

１点目、ごみ処理方式の設定につきまして、事務局より説明をお願いいたします。 
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〇事務局 私からご説明させていただきます。まず、お手元の資料ナンバー１を使用し

ますので、そちらをご用意いただければと思います。 

  委員の皆様には平成28年３月の平成27年度第２回専門部会におきまして、ごみ処理

方式の紹介と比較についてご説明差し上げました。その後、５月に２回に分けて３カ

所の代表的なごみ処理方式を採用している施設をご覧いただきました。また、前回の

専門部会ではごみ処理方式と密接な関連のある焼却灰・溶融スラグの処理方法等の紹

介をさせていただきました。現在委員の皆様にはごみ処理施設整備基本構想をご審議

いただいておりますが、この後ごみ処理施設の核となります機種の選定を控えており

ます。本日の審議におかれましては、委員の皆様に多数のごみ処理方式から絞り込み

をしていただきまして、この後に続く機種選定でさらなる精査を行っていただきたい

と考えております。 

  それでは、資料ナンバー１をお開きください。まず、１.ごみ処理方式の比較のまと

めの１.１、ごみ処理方式の概要につきましてご説明差し上げます。 

  委員の皆様に視察していただきましたクリーンプラザふじみで採用されておりまし

たストーカ式焼却方式、こちらにつきましては、我が国のごみ焼却方式の中では最も

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いる方式でご

ざいます。成田富里いずみ清掃工場で採用されておりました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まして、最終処分量を小さくできるというメリットがございま

す。芳賀地区エコステーションで採用されておりました流動床式ガス化溶融方式、こ

ちらにつきましてはダイオキシン類対策にすぐれ、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ございます。 

  これら３つの処理方式の長所についてごみ焼却方式の実績の点ではストーカ式焼却

方式が優位となっており、最終処分量の削減の点ではシャフト式ガス化溶融方式、ま

た流動床式ガス化溶融方式が優位となっております。 

  続きまして、その下の１.２、生成物における比較に移ります。前回の専門部会でご

説明したとおり、ごみを処理しますと灰や溶融スラグが生成されます。ごみ処理方式

の設定に当たっては、それぞれのごみ処理方式により生成される灰や溶融スラグの処

理方法を考える必要があります。既にご説明差し上げましたとおり、ストーカ式焼却

方式は、処理後に焼却灰が生成されます。仮にストーカ式焼却方式とした場合、焼却

灰は引き続き民間処分場に埋め立て処分を委託することが可能でございます。現在市

が委託している民間処分場は、銚子市の民間処分場が10年未満となっており、北茨城

市の民間処分場の残余年数が約30年から40年であることから、次期ごみ処理施設を30
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年程度稼働させたとしても、最終処分場は確保されていることとなります。また、ス

トーカ式焼却方式とした場合にはセメント資源化等の資源化が可能でございますが、

その場合は資源化方法を模索する必要がございます。 

  これに対し、シャフト式ガス化溶融方式また流動床式ガス化溶融方式においては、

処理後に溶融スラグが生成されることとなります。溶融スラグは、アスファルト合材

等の建設資材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おります。

ただし、この場合は売却先や供給先等の受け入れ先を確保する必要がございます。四

街道市ではこれまで旧清掃工場においてストーカ式焼却方式、現施設では流動床式焼

却方式を採用してきたことから、溶融スラグの売却、供給実績がなく、受け入れ先の

確保は新たな試みとなります。また、会計検査院の検査結果によれば、ほかの事業主

体において溶融スラグを利用することなく、埋め立て処分している事態等が見受けら

れております。受け入れ先の確保が困難だった場合、同様の事態となる可能性が考え

られます。委員の皆様に視察していただいた成田富里いずみ清掃工場においても、現

在は生成した溶融スラグを最終処分場で埋め立て処分をしております。 

  その下の１.３、コストにおける比較に移ります。建設コストにおける比較では、ス

トーカ式焼却方式が最もコストが低く、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っており、ストーカ式焼却方式が優位である結果となりまし

た。 

  管理コストにおける比較ではストーカ式焼却方式が最もコストが低く、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、ここでもストーカ式焼

却方式が優位である結果となりました。 

  また、詳しくは３ページ目の表１-２、初年度20年間コストの比較をごらんいただけ

ればと思いますが、建設費と平成33年度の管理コストを足した初年度の合計ではスト

ーカ式焼却方式が最も低いコストとなり、次点では流動床式ガス化溶融方式となって

おります。なお、建設費に平成33年度の管理コスト20年分を足した場合には同じくス

トーカ式焼却方式が最も低コストとなり、次点では流動床式ガス化溶融方式となって

おります。 

  ２ページ目と３ページ目の表１-１、また表１-２については、説明を割愛させてい

ただきます。なお、表１-１の次世代型ストーカ式焼却方式というのは、ストーカ炉の

すぐれた特徴をそのままとし、燃焼により発生するダイオキシン類などの有害物質を

抑制して環境負荷を最小化するとともに、熱回収・発電を最大化するこれからの社会

の要求に応えるストーカ炉となっております。少ないいっときの空気量でごみを揮発、

燃焼する高性能水冷ストーカ、少ない空気供給量で完全燃焼し、かつ窒素酸化物を抑
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制する乾留ガスシステム、またごみ質の変動に対応した応答性の高い燃焼制御を行う

アドバンストファジー制御システムを開発し、これらを導入した高度燃焼技術により

まして、従来より30％少ない空気比1.3で安定燃焼するものとなっております。これに

より排ガス量を30％低減し、熱回収効率の向上とともに燃焼により有害物質の排出量

低減を達成します。さらに、燃焼技術に加え、高性能乾式排ガス処理技術、低温熱回

収技術、低温脱硝触媒技術などを組み合わせ、ミニマムエミッション・マキシマムリ

サイクリングを可能としております。要するにこれまでのストーカ炉に比べて、燃焼

の管理に優れたストーカ炉となっております。 

  それでは、最後のページに移ります。２.ごみ処理方式の設定についてとなっており

ます。委員の皆様には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、また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

ただいております。 

  なお、この他の処理方式につきましては、それぞれ問題点があり、近年採用実績が

少ないことから検討対象から除外したいと考えております。 

  また、ごみ処理方式には燃焼施設にバイオガス化方式を併設する事例がございます。

こちらにつきましては、３月９日の専門部会でどういったものなのかご説明差し上げ

ましたが、コストの上昇、維持管理の複雑化、悪臭、汚水対策の必要性などの課題が

多いと判断し、今回の比較対象から除外しております。 

  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、こちらが優位となっておりまして、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１-２、初年度20年間のコスト比較をごら

んいただければと思います。建設コスト、管理コストとともに、ストーカ式焼却方式

が優位となっておりました。そのうち管理コストは、ストーカ式焼却方式のみが最終

処分費が見込まれるものとして算出しております。なお、コストにつきましては、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、実際のメーカーの見積額

と乖離することが考えられます。特に建設コストにつきましては、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など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想されます。 

  シャフト式ガス化溶融方式、また流動床式ガス化溶融方式が優位な点については、

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。また、焼却後の生成物の

発生量について焼却灰が約10分の１の減容となるのに対し、溶融スラグにおいては約2
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0分の１の減容となります。しかし、溶融スラグの利用に当たっては、資料で前述しま

したとおり、売却先や供給先等の受け入れ先を確保する必要があります。受け入れ先

の確保が不調となった場合は、焼却灰と比較して減容化はされていますが、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め立て処分されるこ

とになり、最終処分費も必要となってまいります。仮にシャフト式ガス化溶融方式、

また流動床式ガス化溶融方式を採用した場合、四街道市においては溶融スラグの売却、

供給実績がなく、受け入れ先の確保が新たな試みとなります。 

  しかし、会計検査院から出されました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といった文書においては、ほかの自治体では溶融スラグの全

部、または大半を利用することなく埋め立て処分している自治体等が見受けられると

も指摘がなされております。このことを考えますと、本市がシャフト式ガス化溶融方

式、また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には焼却灰を埋め立て処分しなければな

らないというデメリットがあるとお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、

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、循環型社会の形

成の推進に資することができる可能性がございます。 

  以上によりストーカ式焼却方式、シャフト式ガス化溶融方式、また流動床式ガス化

溶融方式を比較しますと、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べきであると事務局では考えております。 

  なお、次回の９月28日開催予定の専門部会ではこれまでの審議結果を踏まえまして、

基本構想の素案を委員の皆様にお示しする予定ですが、これとあわせて機種選定をど

のようなスケジュールで進めていくのかについてもご説明する予定です。 

  また、１点、先ほどのご説明の中で誤りがありましたので訂正させていただきます。

旧清掃工場ではストーカ式焼却方式というふうにご説明差し上げましたが、機械式バ

ッチ炉の誤りでしたので訂正させていただきます。 

  説明については、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、説明がございましたけども、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。阿部委員。 

 

〇阿部委員 まず、この資料の作成に携わった方々がどんな方なのかをお話しいただき
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たいのですが。かなり詳細、技術的な検討がなされた結果、かなり結論的なものも含

んだ資料がつくられておりますが、これをどなたが作成されたのか。その辺、作成に

かかわれた方々の名前を教えていただきたい。 

 

〇アドバイザー 今回のごみ処理基本構想の業務を受託しております環境技研コンサル

タントと申します。千葉市内に本社を持ちましてごみ関係のコンサルタントの仕事を

やっております。 

 

〇阿部委員 この検討に当たっては、部会長は参画されていらっしゃったのでしょうか。 

 

〇矢澤部会長 この資料について事前説明は聞いていますが、作成にはかかわっており

ません。 

 

〇阿部委員 わかりました。どうもありがとうございました。 

 

〇矢澤部会長 何か、それでご質問があるのでしょうか。 

 

〇阿部委員 いや、まずそれを聞きたかったということです。それから、ついでですか

らもう一つよろしいですか。前に一遍、四街道市におけるごみの処理の問題で一番解

決したいことは何かというのを本委員会のほうで私が質問したら、灰の処理が一番大

変なのだと。それが少ないほうがいいというようなお返事をいただいたように思うの

ですけど、それを本当にそのとおりに受け取ると、例えば溶融炉というのはコストが

かかるかもしれないけれども、灰の量は半分に減ると。どうせ埋め立てるのだったら

ですね。ということで、そっちの方がいいのではないかという気もするのですが。要

するに今の時点においてはストーカ炉で灰の量が出ても構わないというお考えだとか

という解釈してよろしいんですか。 

 

〇事務局 一応前回の専門部会でお聞きしておりまして、ストーカ炉では焼却灰が出て

しまう。それは方式的にはやむ得ないことだと思います。それを民間処分場に埋め立

てているのですが、リサイクルできればそれは越したことないと思います。ただ、今

度溶融スラグのほう減容化されるのですけれども、それも一部メリットはあるのです

が、最終的に有効利用されないで埋め立て処分、処分場の覆土材とかそういうものに

なってしまうので、そういうデメリットもあるので、そういうものを総合的にちょっ
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と考えながら検討していきたいと考えております。 

 

〇阿部委員 わかりました。どうもありがとうございました。 

 

〇矢澤部会長 ほかに。 

 

〇林田委員 先ほどのお話でちょっと補足させていただきたいのですけど、この溶融ス

ラグというのは20分の１になると、それでストーカ式焼却方式では10分の１になると

いうことなんですけど、要は灰を溶かしているだけなので、これは容積なんですね。

容積がストーカに比べて半分になるんですけど、重量はほぼ同じです。ですから、埋

め立てると何十年かたつと灰がしまりますので、結局容積的には同じぐらいになりま

すから、埋め立てるのであればほとんど意味がないということになるんです。 

 

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。 

 

〇阿部委員 もう一つだけ。 

 

〇矢澤部会長 阿部委員。 

 

〇阿部委員 この管理コストというか、運転費に関する部分での計算ですけど、これに

は電力を売った売電の控除は入っているんですか。多分それ入れると、もし入ってい

ないのだとしたらそれを入れるとストーカ炉がさらに優位になるとは思うのですけれ

ども。 

 

〇事務局 売電の控除は入っておりません。 

 

〇阿部委員 わかりました。 

 

〇矢澤部会長 ほか、ご意見ご質問ございませんでしょうか。私から１つ質問してよろ

しいでしょうか。先ほどストーカのところで、次世代型ストーカ方式ということで詳

しく説明をしていただきましたけども、資料を見ますと開発されたという言い方をさ

れていますが、まだ実用化はされていないのでしょうか。実績はあるのでしょうか。 
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〇事務局 納入実績がございます。 

 

〇矢澤部会長 あるのですか、はい。ほかに、ご意見ご質問ございますでしょうか。 

 

〇阿部委員 いいですか、もう一つだけ。この資料を見ますと、問題がなくストーカ炉

のほうが有利だということが明白のようになっているのですけども、それではなぜ、

例えばそれ以外の溶融炉とか、そういうものを採用する自治体がかなりあるんでしょ

うか。こんなに差があったら、大抵のところはストーカ炉を選ぶはずなのに、あえて

溶融炉を選んでいるというのは何か理由があるのですか。 

 

〇矢澤部会長 はい、どうぞ。 

 

〇事務局 お答え申し上げます。例えばシャフト式ガス化溶融炉、これは実は溶鉱炉の

技術を応用したものでございます。もともとは新日鉄という鉄鋼会社ですね。こちら

が開発をしまして、その経緯は実は東北の方の新日鉄釜石、そこで第１号機が稼働し

たと記憶しているのですが、ここは非常にごみ質が多様化、もう少しわかりやすく言

いますと、例えば貝殻とか、燃えないものが多分に出るのです。シャフト式ガス化溶

融炉は非常に高温で溶かしてしまいますので、そういったものも処理できる。阿部委

員のご質問、なぜ採用するところがあるのかと。要は燃せないものを処理することが

できる。このように考えていただければと。先ほど出てくるものがスラグとメタルと

いうふうにお答えしたと思うのですね。ですので、これは極端な言い方ですけれども、

鉄であっても処理してしまうことができる。ですので、出てくるごみの質に合わせた

性格のものを採用しているということでございます。 

 

〇阿部委員 わかりました。どうも。 

 

〇矢澤部会長 櫻井委員。 

 

〇櫻井委員 私も阿部委員と同じで、この説明を聞くと、もう出来レースと一緒で、ス

トーカがいいよねと。ありきの話でちょっと納得がいかないのですけど、今までの話

ではコストの話と、それから出た焼却灰とかそういった意見しか出ないのですけど、

私が最も重要と考えているのは、それでは、ストーカ方式でダイオキシン類とかそう

いう出るものがどういうふうなもので、どこまでその性能が上がっているのか。最近
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できたということですが、私は考え方によっては高温で燃せばその分だけいろいろな

物質が処理されると。それからもう一つは、バグフィルタにしてもお金をかければ一

重じゃなくて二重、三重になれば、もっときれいな排気ガスが出ると、そういうふう

に自分では理解しているんですけども、そこのところも考えてもらわないと、ただ安

いから、ただ焼却灰がどうのこうのだけでは私はちょっと考え方が自分としては承服

できないんですけど、いかがでしょうか。 

 

〇矢澤部会長 お願いします。 

 

〇事務局 今の櫻井委員のお話しは、いわゆる公害防止面の観点からの比較がない、あ

るいは設備面ですよね。バグフィルタをどうしようとか、触媒がどうとか、そういっ

た具体的な個々のものにつきましては、先ほど説明をしたとおり、この後すぐ機種選

定というものをやってまいります。その中でこういう設備にしたら、例えば今おっし

ゃったダイオキシンのお話ですね。ダイオキシンがどのぐらい減るのかとか、あるい

はどうなるのかと。あるいは、それから機種ごとにその排出されるガスの総体的な量

ですね。これも当然特徴がございますので、そういったものをこれからやっていく機

種選定の中で比較をしてまいりたいと考えております。現在のところは基本構想でご

ざいますので、このコストとかそういった面での比較をしてみたということでござい

ます。決してやらないというわけではございません。 

 

〇櫻井委員 わかりました。 

 

〇矢澤部会長 よろしいでしょうか。 

 

〇林田委員 ただ、また誤解があるといけないんで、少しお話ししておいたほうがいい

かと思うんですけど。この報告をそのまま信じてというわけじゃないのですけど、こ

の３方式で例えばダイオキシンについて見てみると、ほとんど結果的には差がない。

これは、シャフトなどのガス化溶融炉では1,200度ぐらいでやっていますけど、このス

トーカは大体900度ぐらいなんです。出てくるダイオキシンの量自体は、ストーカにつ

いてはほぼもうゼロに近い値です。だから、今回0.1とか、あるいはこれはナノグラム、

１立方当たりの量ですけど、実際に出てくるのは本当に0.000以下。現在の既設の流動

床も同じだと思うのです。これは、このガス化炉であろうが、シャフト式であろうが

同じようなものですので、それがまず前提になって選んでいるというふうにご理解い
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ただきたいと思うのですけど。これが高いと言っているのではなくて。 

 

〇櫻井委員 ただ、焼却炉に入れるときに温度が下がるものもあるんですよね、機種に

よっては。だから、常に一定に1,000度を超えるものでないと安全ではないという説も

あるんですね。 

 

〇林田委員 この絵を見ていただくと、ストーカの中で今、乾燥、燃焼、後燃焼で動い

ているんですけど、実際はこの上が大きな空間になっていまして、このガスが上に上

がるところがですね。そこで再燃焼させています。ですから、ここのストーカではお

っしゃられるように、温度が300、400度になるんですけど、この上で発生した未燃ガ

スを燃やしますので、この上がもう800度以上になっています。ですから、そういうよ

うなことで、先ほど次世代型というお話があったのですけど、２秒間以上、800度Ｃ以

上保つというのがまず基点になっていますんで、そういうものの心配はないかと思い

ますけど。ちょっといろんなご意見があろうかと思いますが。 

 

〇櫻井委員 そうですか。とりあえずいいです。 

 

〇矢澤部会長 よろしいですか。 

 

〇櫻井委員 はい。 

 

〇矢澤部会長 今、林田委員から出ましたけども、800度以上２秒間というのが多分構造

基準で、それ以上になれば、ダイオキシンは分解をすると。ただ、問題は温度が下が

るときに、空気中、２秒間の間に下がるときに300度ぐらいでまた再合成される可能性

があるということで、排ガスを急に温度を急変させる、200度ぐらいまでですか。 

 

〇林田委員 200度以下まで。 

 

〇矢澤部会長 要するに300度をできるだけ短い時間で通過させてしまうということで、

今は再合成を防ぐような技術になっていまして、ほとんど今、焼却炉の出口、排出口

のダイオキシンの濃度というのはほぼ問題がないというか、ほとんど検出されないぐ

らいの状況になっている例が多いんです。運転に失敗するのはまた別ですけど、通常

の運転の場合は全く問題ないものとなっているのが実態です。 
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〇矢澤部会長 ほかにございますでしょうか。次回に機種選定でまた検討するというこ

とですが、今日の段階では技術の安定性ですとか、コストですとかから見ると、スト

ーカ炉が優位だというようなお話の資料です。ただ、今後機種選定の過程で３つの処

理方式につきましてさらに精査をしていくべきだというのが本日のこの部会での結論

といいますか、事務局もそういう資料をつくっていますが、そういう形でよろしいで

しょうか。次回は、そういう公害面も含めて３つの方式について、さらに精査をした

資料が出てくるということになります。済みません、何かつけ加えることがあれば。 

 

〇事務局 次回は機種選定のスケジュールなどにつきまして、どういったスケジュール

で委員の皆様に審議していただくのかをお示ししたいと考えておりますので。以上で

す。 

 

〇矢澤部会長 結果ではなくてスケジュールが出てくるということですか。 

 

〇事務局 はい、そのとおりです。 

 

〇矢澤部会長 検討すべき課題としては、そういう公害面の話と、それからスラグの有

効活用の可能性みたいなものとか、灰のリサイクルの可能性みたいなものとか、そう

いうものは今後、出てくると理解してよろしいですか。 

 

〇事務局 はい。そういった項目についてどういったスケジュールで審議していただく

のかをお示ししたいと考えております。以上です。 

 

〇矢澤部会長 ということだそうですが、ほかにご意見ご質問ございますでしょうか。

ないようでしたら、また改めてお諮りさせていただきますが。ごみ処理方式の設定に

関しましては、現段階ではストーカ式焼却方式に優位性が見られますが、今後機種選

定の過程でストーカ式、シャフト式、それから流動床式溶融方式という３つの処理方

式についてさらに精査していくべきだという事務局の案のとおりということにしたい

と思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

［異議なし］ 

 

〇矢澤部会長 では、そのようにさせていただきます。次に、２点目、排ガス処理方式
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・公害防止基準の設定につきまして事務局より説明をお願いします。 

 

３－２）排ガス処理方式・公害防止基準の設定 

 

〇事務局 私からは、資料ナンバー２、排ガス処理方式・公害防止基準の設定について

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。 

  資料でお配りしました排ガスの主な除去設備と自主規制値案については、既に６月3

0日にご説明しました。本日委員の皆様にお示しした自主規制値案は、６月30日と同じ

ものとなっております。自主規制値案につきましては、繰り返しになりますので簡潔

にご説明します。 

  １ページ目は、最後にご説明させていただきます。まず、２ページ目をごらんくだ

さい。主な除去設備と自主規制値案をお示ししたのが、表１-１となります。ばいじん

につきましては、法令等による規制値が0.04グラム、現施設の自主規制値が0.03グラ

ムとなっております。次期施設の自主規制値は、現施設と同様にいわゆるバグフィル

タの設置、低温ろ過式集じん器法によりまして、この１立方メートル当たり0.01グラ

ムという数字が十分にクリアできるものと考えております。 

  続きまして、硫黄酸化物、塩化水素につきましては、表１-２に記載の乾式法により

まして硫黄酸化物20ｐｐｍ、塩化水素20ｐｐｍという数値をクリアできると考え、こ

の数値としたいと考えております。また、窒素酸化物につきましては、バグフィルタ

と触媒脱硝法、または無触媒脱硝法の組み合わせにより100ｐｐｍという数値をクリア

できると考えております。ダイオキシン類につきましては、バグフィルタと触媒脱硝

法、または無触媒脱硝法の組み合わせにより１立方メートル当たり0.1ナノグラムとい

う数値がクリアできると考えております。 

  なお、表１-１、主な除去設備と自主規制値案のダイオキシン類の法令等による規制

値につきまして、６月30日の資料では既設が１ナノグラム、新設が0.1ナノグラムとな

っておりましたが、これは誤りでして、既設が５ナノグラム、新設が１ナノグラムと

いう数字が正しい法規制値となっております。申しわけありませんでした。 

  法令等の規制値がなぜこのようになっているのかといいますと、廃棄物焼却炉のダ

イオキシン類の規制値は１時間当たりの焼却能力で異なっているからです。既設のク

リーンセンターは、１炉の焼却能力を１日当たり82.5トンとなっておりまして、１時

間当たりに直しますと、約3.4トンとなります。１時間当たり２トン以上４トン未満と

なりますと、基準は１ナノグラムとなります。これに対しまして、次期施設では１日

当たり80トンの処理能力となっており、２炉ですので１炉で40トンとなります。１炉
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で１時間当たり、約1.7トンの処理能力となっております。200キログラム以上２トン

未満ですと、法令の規制値は５ナノグラムとなります。 

  ３ページをごらんください。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、いわゆるクローズドシステムを採用しておりまして、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、適切に設定した

いと考えております。 

  その下の騒音、振動の自主規制値案については、例えば委員の皆様に視察していた

だきました幹線道路沿いにありますクリーンプラザふじみでは、基準値が午前８時か

ら午後８時までが60デシベル以下、午後６時から午前８時と、午前８時から午後11時

が55デシベル以下、午後11時から午前６時が50デシベル以下となっております。また、

振動につきましても、午前８時から午後８時までが60デシベル以下、午後８時から午

前８時が60デシベル以下となっております。騒音の自主規制値案の最大値が60デシベ

ルでして、これは普通の会話、チャイム程度の音量でございます。騒音の自主規制値

案の最大値も60デシベルであり、これは静止している人だけが感じる程度の騒音、振

動となっております。おおむね事務局の自主規制値案以下の騒音、振動であれば、施

設周辺の皆様にご迷惑をかけるものではないと考えております。 

  最後に、悪臭の自主規制値案についてご説明します。現施設の悪臭の自主規制値は、

表４-１のとおり、おおむね臭気強度２以下となるように設定されております。なお、

前回の専門部会で櫻井委員より、現施設の悪臭の自主規制値が設定された経緯を調査

してほしいとの要望がございました。現施設の自主規制値については、他の地方自治

体の自主規制値を参考に設定されたと伺っております。しかし、かなり以前のことで

すので詳細まではわかりませんでした。現施設の臭気強度２というのは何のにおいで

あるかがわかる限界のレベルとなっております。他の自治体が整備を進めております

ごみ処理施設整備事業の基本構想や基本計画を見ますと、法規制値を採用していると

ころが多く、事務局が提案した自主規制値案はかなり厳しいものとなっております。

前回の専門部会でもご説明したとおり、現施設はこの自主規制値で運営している中で

周辺の住民の皆様に対し、不快な臭気を発生させることがなかったことを踏まえます

と、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

このとおりとしまして、定められていない物質、項目については、臭気強度２以下と

設定したいと考えております。 

  １ページ目に戻っていただきますでしょうか。排ガスの自主規制値案は、全物質に

おいて現施設の自主規制値を下回っております。また、全物質において法規制値を大
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幅に下回る値となっております。また、除去設備はバグフィルタ、乾式法、無触媒脱

硝法、低温ろ過式集じん法を設置することで自主規制値案を満足する可能性が考えら

れるところではございますが、今後メーカーが提案する除去方法等を考慮し、設備費、

運転費等のバランスを踏まえて総合的に検討する必要があると考えております。詳細

は、ごみ処理施設整備基本計画の中で検討するほか、事業方式が仮にＰＦＩ、ＤＢＯ

となった場合にはプラントメーカーへの要求水準書に盛り込みまして自主規制値を満

足する性能の施設を建設するようにとの契約を結ぶことにより自主規制値を遵守して

まいりたいと考えております。 

  なお、最終的な施設整備に向けて設定する自主規制値につきましては、今後吉岡区

との対話の中で決定していくべきであると考えております。 

  説明は以上です。 

 

〇矢澤部会長 ただいまご説明がございました。委員の皆様方からご意見ご質問があれ

ば、お願いいたします。どうぞ。櫻井委員。 

 

〇櫻井委員 排水の問題なんですけれども、教えてもらいたいんですが。クローズドシ

ステムだから、排水は出ないよと。それに対しては出ないのはわかるのですが、敷地

内の雨水、それから当然ごみを燃すヤードとか、それから塵芥車の垂れ流しの水とか

当然運んできますよね。それの清掃をしたりすれば、雨水と一緒にそれも敷地内のご

みの排水になるわけですが、その処理方法とその基準はどういうふうになっているか

教えてください。当然どこかで処理するはずなのですが、どのように処理するのか教

えてもらいたいのですが。 

 

〇矢澤部会長 林田委員。 

 

〇林田委員 済みません、私が答えることじゃないかもしれないのですけど、今後ほか

の施設、新しい施設も含めて、例えばプラットホームとか、要はごみの車はもう既に

結構な非常ににおいがするわけなのですけど、それはこの施設の中に落とした水につ

いては、全て中のこの汚水処理施設というところに全部持っていきます。ですから、

建物施設の中に入った汚水等は外に出さないと。 

 

〇櫻井委員 雨水はどうしますか。 
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〇林田委員 雨水は屋根とか敷地。雨水はやはり外に出さないとちょっと正直厳しい。

もともと雨水自体が有害ということはちょっとないと思います。そのごみの車につい

ているその汚水等は中で処理しますので。 

 

〇櫻井委員 わかりました。 

 

〇林田委員 これをもし雨水を出さないとなると、ちょっと相当大きな貯水をして、処

理しようがないというんですかね。一般にその雨水は、外へ出しているのが一般的な

のですけど。 

 

〇矢澤部会長 櫻井委員。 

 

〇櫻井委員 今の予定地から考えると、まず下水がない。それから、水の行き場所は高

いところから低いところに流れるのが当然だから、現状考えると並木川に雨水を落と

すわけですよね。そうすると、私もほかの施設を見てきたんですが、その水さえきち

んと管理をしている施設もあるわけです。だから、やはり完璧を目指すならきちんと

その施設から出る水まできちんと検査をして、河川に流す。出すのであれば、そうす

べきじゃ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、どうぞ。 

 

〇事務局 今、櫻井委員からお話ありましたように、雨水についてはやはり流量調整を

しなければなりません。その後、調整した後、放流先、流末のほうに流すと。各管理

者との協議が必要なのかもしれませんけれども、まずそういうような流量調整して、

最終の流末に流すと、そういう流れで今のところは考えております。 

 

〇櫻井委員 わかりました。 

 

〇矢澤部会長 よろしいでしょうか。今櫻井委員の中では水質のチェックという話も出

ましたので、それはまた吉岡区とのお話し合いで、例えば定期的に雨水の検査をする

とかというような話はあるのかもしれません。ほかに。 

 

〇林田委員 多分、調整池はつくりますよね。調整池での水質チェックはできるのです
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か。 

 

〇矢澤部会長 一般的には屋根に降った雨というのはそんなに汚れていないので。だか

ら、ごみと触れなければ、そんな問題ない。あと流量調整さえすれば問題がないはず

ですが、チェックという考え方はあると思います。ほかにご意見ご質問等ございます

でしょうか。どうぞ。 

 

〇事務局 先ほどの表の訂正なのですけども、ダイオキシンの法令等による規制値、こ

ちらの表記なんですが、既設が入ってしまうとちょっと現クリーンセンターの話も踏

まえて記載しなければならないので、そういう記載の仕方をすると非常に混乱します

ので、新設後という形で訂正をお願いできればと。 

 

〇矢澤部会長 表の１-１で主な除去設備と自主規制値案の中で、下から４つ目の欄のダ

イオキシン類の一番右の欄、法令等による規制値で現在新設５、既設１と入っていま

すが、新設５だけに、既設１をカットしてください。何か説明を聞いていたら間違い

ではないようですが、規模が違うので今の既設は規模がちょっと大きいので、基準値

が既設だけど厳しくなっているという理解でよろしいですか。 

 

〇事務局 そのとおりです。 

 

〇矢澤部会長 ほかにございませんでしたら、また改めてお諮りさせていただきます。

次期ごみ処理施設の自主規制値につきまして、この部会としては本日事務局が示しま

した自主規制値案のとおりとして、最終的な施設整備に向けて設定する自主規制値に

つきましては、市と地元吉岡地区との対話の中で決定していくということとしたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

 

［異議なし］ 

 

〇矢澤部会長 異議がないようですので、本日のところ、この部会では事務局案のとお

りとさせていただきます。 

  次は、議事の３点目、リサイクルセンターの構造・処理方式等の紹介につきまして、

事務局より説明をお願いいたします。 
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３－３）リサイクルセンターの構造・処理方式等の紹介 

 

〇事務局 それでは、私から資料ナンバー３、リサイクルセンターの構造・処理方式等

の紹介についてご説明させていただきます。着座にて説明いたします。 

  まず、１ページ目をごらんください。１.現施設の概要についてご説明いたします。

クリーンセンターの粗大ごみ処理施設では持ち込み、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。町田副部会長以外の委員の皆様には

３月９日にごらんいただきましたが、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１-１になります。 

  まず、プラスチック・ビニール類のほうからご説明いたします。透明または半透明

のビニール袋に入れられて集積所に出されたプラスチック・ビニール類は、不燃ごみ

ピットに入れられます。その後、ごみクレーンで破袋機に入れられた後、手選別コン

ベヤーでリサイクルに回るものと、それ以外のものとに選別され、運搬しやすいよう

に圧縮梱包機で圧縮、梱包します。 

  続いて、粗大ごみですが、持ち込み、収集された粗大ごみ、供給コンベヤーによっ

て破砕機に入れられまして破砕されます。その後、磁選機で鉄が選別され、これはつ

り下げ式になります。トロンメルで可燃物、不燃物に分けられ、ふるい分け機、回転

式の機械になります。可燃ごみは可燃ごみピットへ、鉄などのリサイクル可能なもの

はリサイクルへ回されます。 

  続きまして、次のページ、２.次期施設の規模についてですが、前回の専門部会で決

定していただいたとおり、粗大ごみ処理施設が日量3.9トン、プラスチック処理施設が

日量8.1トンの処理ができる施設規模と算定されています。 

  最後に、次期施設の設備について移ります。次期施設は、現クリーンセンターの後

継施設となることから、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。先ほどご説明しましたとおり、粗大ごみ処理施設では破砕設備、選別設備が主

な設備となります。また、プラスチック処理施設では選別設備、もしくは手選別が主

なものとなります。破砕設備は、所定量のごみを目的に適した寸法に破砕するもので

耐久性にすぐれた構造及び材質を有する設備が望ましく、処理の目的に適した機種を

選定しなければならないとされております。 

  選別設備は、ごみを有価物、可燃物に選別するもので、目標とする選別に適した設

備を設けることが必要であるとされております。選別設備は、各種の選別機とコンベ

ヤーなどの各種搬送機器から構成されていますが、機械による選別で十分な効果が得

られない場合には手選別が必要となります。現施設と同様に破袋機等を設置すること
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があります。 

  なお、次期施設の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まして、施設の職員等の意見及びメーカーが提案

する設備を考慮しまして、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に総合的に検討していくべきであると考えております。 

  また、最後に、ごみ処理施設整備基本計画の中で現在の施設と同様に、公設公営で

建設運営を行うのか、ＰＦＩ、ＤＢＯ方式により民間の活力を活用して建設、運営を

行っていくのかという事業方式を決定いたします。仮に事業方式がＰＦＩ、ＤＢＯ方

式となった場合には契約の相手方を決める手段の中で要求水準書というものをつくり

まして、その中で市が契約の相手方に実施してほしいことを書き込み、実施の手段に

ついては相手方の自由裁量に委ねることとなります。その場合、粗大ごみとプラスチ

ック・ビニール類の処理の具体的な実施方法については民間の創意工夫に委ねること

となります。 

  説明は以上になります。 

 

〇矢澤部会長 ありがとうございました。ただいまの説明に対しまして、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 説明の内容についてどうだというのではなくて、私先ほど言っていた

だきましたように行っていないのでわからないので、ちょっと基本的な知識として資

料のナンバー３資料で、資料の表紙入れると３ページ目になりますが、資料-６と書い

てありますけど、要するにびん、プラスチックのいわゆる材質による選別、これはこ

ういうものが動いているんですか。私、ちょっと勉強不足で。この赤外線やエックス

線で。手選別じゃなくて。 

 

〇林田委員 私ども全都清でつかんでいる内容ですと、このびん選別ですね。これは、

びんを流して、そこにその色とか確認してはねてというのが。 

 

〇町田副部会長 はねるというのは、風か何かでそこから出るんですか。 

 

〇林田委員 いや、はねるんです。うちわみたいなのでぽんぽんとはねるんです。 

 

〇町田副部会長 機械的に。 
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〇林田委員 例えば色びんが、茶びんが来るとぱんとはねる。 

 

〇町田副部会長 済みません、わかりました。そういうのが、要するにここで茶びんと

わかったら、その何秒後にここに来たときにはねるわけですね。 

 

〇林田委員 だから、非常に難しくて、実際にやるとこのびんというのは白びんは白び

んだけでないと売れないんですね。白びんの中に茶びんが入っていると売れないんで

す。きれいに並べて送ること自体難しい。 

 

〇町田副部会長 そうですよね。あれは、実際には手選別ですか。 

 

〇林田委員 ですからこれは書いてありますけど、あまり実施例はないです。東京都で

は１回やったんですけど失敗しまして、手選別というのが一般です。エックス線とい

うのは、多分中の不適物が入っていたものをエックス線で。袋に入っていますので、

それを確認するものではないかと。 

 

〇町田副部会長 わかりました。済みません、ちょっと横道にそれて。いただいた資料

の中で、これが一番何か不思議だったので。わかりました。失礼しました。 

 

〇林田委員 すごくハイテクな。 

 

〇町田副部会長 これは、大体少しは聞いたことがあるんです。 

 

〇矢澤部会長 ほかにご意見は。永野委員。 

 

〇永野委員 ちょっと現施設を視察した限り、手選別をしていました。この説明にもあ

りますけども、目視というのはまだ手作業でやっているということなんですけども、

これはどのぐらいの人数、何人ぐらいでやられているかお聞きしたいと思うんですが。 

 

〇事務局 それでは、ただいまのご質問ですが、現行のプラスチック・ビニール類の選

別につきましては、現在６名体制で行っております。 

 

〇永野委員 現場見たときに、やっていたのは３人ぐらいだったですか。破袋機、大体
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そのぐらいでやっていた。 

 

〇事務局 破袋機のすぐ下のベルトコンベヤーに２名で、奥のベルトコンベヤーに４名

ほどついております。 

 

〇永野委員 それでは、奥の方にちょっといたのかな。じゃ、わかりました。 

 

〇矢澤部会長 よろしいですか。ほかにご意見ご質問ございますでしょうか。この資料

は紹介ということになっています。２ページ目の最後のほうに「具体的には」という

中で最後の４行ですが、ごみ処理施設整備基本計画の中で公害防止基準が当然あるの

ですが、これは実際に施設を使う職員の方とか、メーカーが提案する、これが先ほど

ＰＦＩとかＤＢＯとか、何かメーカーの提案が出てくるわけですが、そういうものを

考慮した上で、結論としては総合的に検討していくべきであるという資料になってご

ざいます。こんな取り扱いですが、こういう方向性でよろしいですね。 

  今具体的にどういう機械、例えばエックス線の機械入れるべきなのか、そういう話

ではなくて、後ろに参考資料についていろんな紹介がありますが、何を使うかという

のは民間事業者が提案する形になる場合もありますし、公設公営の形もありますが、

それは次期施設の基本計画の中で施設の職員の方々の意見も踏まえながら具体的に決

めていくという方向だということですが。こういう施設がありますよという紹介では

あるのですが、今後こうやって進めていきますというようなちょっと最後に触れてあ

りますが、そういう検討の仕方をさせていただいてよろしいでしょうか。委員の方々

もそれでよろしいでしょうか。 

 

［異議なし］ 

 

３－４）アンケート調査結果の報告 

 

〇矢澤部会長 それでは、次の４つ目、アンケート調査結果の報告について説明をお願

いいたします。 

 

〇事務局 私からは、資料ナンバー４、アンケート調査結果の報告について説明させて

いただきます。着座にて失礼します。 

  前回の専門部会でアンケートの内容を変更すべきとのご指摘があったため、コンサ
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ルタントと事務局で協議の上、修正してプラントメーカーへアンケートを送付しまし

た。前回ご指摘のあった点についてどのような対応をとったのか、まずご説明します。 

  １点目は、建設コストについてでございます。前回この金額であれば、市で期待し

ている耐用年数、稼働年数が担保できるよう、言いかえれば安かろう悪かろうとなら

ないように施設の寿命と建設コストに関する質問を入れるべきではとのご指摘がござ

いました。しかし、施設の寿命は維持補修にしっかりとコストをかけるかどうかが重

要でありまして、建設の際に高いコストをかけるかどうかは余り影響しないというこ

とでしたので、原案どおりとさせていただきました。 

  ２点目がランニングコストについてでございます。前回の専門部会で出された委員

の皆様のご意見を反映しまして、ランニングコストに関する質問も設けました。また、

ランニングコストを聞くのであれば、売電収入も聞くべきと考え、項目を新たにつけ

加えております。ランニングコストを聞く際に20年間運転管理を委託した後、返却の

際は15年以上使用可能な状態で返却することという条件を設定しております。 

  ３点目が整備スケジュールについてでございます。ランニングコストが想定できる

ような定期的な補修についても聞くべきとのご意見がありましたので、整備スケジュ

ールについても聞いております。ただし、メーカーに質問の意図が正確に伝わらなか

ったようで、整備スケジュールとして建設のスケジュールを回答されたメーカーがご

ざいましたので、それは委員の皆様の配付資料からは除外しております。 

  最後に、アンケートの送付先でございますが、流動床式ガス化溶融炉を提案してく

る業者がないという懸念があったため１社つけ加えております。なお、これまで委員

の皆様に配付したスケジュールでは概算事業費の設定となっておりましたが、事業費、

特に建設事業費については最終的に来年度以降の発注手続の中で確定していくことか

ら、今回はアンケート調査結果の報告とさせていただきました。 

  前置きが長くなりましたが、それでは資料ナンバー４の１ページ目をごらんくださ

い。委員の皆様ご存じのとおり、ごみ処理施設の建設費は東日本大震災の後の復興需

要からその後の政情の変化、東京オリンピック開催決定など、建設需要拡大に合わせ

る形で人材不足が顕著となっておりまして、これに伴い建設費も年々高騰している状

況にあります。また、今回の年間アンケート調査で得られた見積額についても、現状

における東京オリンピック開催特需等による建設物価を織り込んだ金額と思われます。

今回は、基本構想段階であるため施設の処理方法や設備仕様が決まっていないことか

ら、現段階での目安として以下にお示ししております。 

  １.メーカーアンケートによる施設建設費及び運営費につきましては、表１-１に示

すとおりとなっております。ごみ処理施設の建設費の最低価格は76億2,104万円、リサ
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イクル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。 

  その下の２.発注実績による建設費及び運営費に移ります。近年に発注されたごみ処

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

び運営費を算出しております。なお、引用元は記載されておりませんが、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。ごみ焼却施設の建設費は7

8億2,400万円、運営費は20年で86億4,000万円となり、リサイクル施設の建設費は11億

7,000万円となりました。なお、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。 

  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。ただいまの説明につきましてご意見というか、

ご質問があればお願いいたします。阿部委員。 

 

〇阿部委員 とにかく、もうこのアンケートに答えた各社全部がストーカ炉になってい

るのは、これはどういうわけですか。そういう業者というか、会社を選別してアンケ

ートを出したということですか。 

 

〇事務局 ストーカ炉を提案するような業者を選び出したということではございません

で、四街道市のごみ処理量、ごみ質を考えまして各プラントメーカーが提案してきた

ものが全てストーカ焼却方式となった次第でございます。以上です。 

 

〇阿部委員 そのアンケートを出したプラントメーカーは、いわゆる溶融炉の類いもつ

くっているメーカーもあるのですか。 

 

〇事務局 委員の皆様に中心的にご検討していただいております３つの焼却方式、各社

全てやっているわけではないのですけども、一つの回答に偏ることがないような形で

選定はしております。以上です。 

 

〇阿部委員 わかりました。 
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〇矢澤部会長 よろしいですね。はい。 

 

〇林田委員 ちょっと今の。これは全部がストーカ炉だったんですけど、実はこのプラ

ントメーカーは、要はガス化溶融炉からだんだん撤退してきているんです。これは、

ガス化溶融炉自体がいろんな問題、運営上の問題を抱えていまして、うまくいかない

というのがあるんです。実際の発注もストーカ炉にどんどん偏ってきているので、や

はり商売にならないということでガス化溶融炉から撤退してきているところがありま

す。例えば、新日鉄なんですけど、新日鉄というのはもうシャフト炉、溶鉱炉のほう

をやっていまして、それだけで来ていたんですけど、それがもう今はストーカも来て

いると。今回も新日鉄は入っていたと思うのですけど、やはりストーカで来ていたと

いう状況にあります。これは、全国的な状況ということなのです。だから、特にまた

ガス化溶融炉にまだ残っているというメーカーもありますけども。 

 

〇矢澤部会長 ありがとうございました。阿部委員、よろしいでしょうか。結果的にこ

ういう結果が出てしまったということのようです。 

 

〇阿部委員 わかりました。 

 

〇林田委員 特に意図してということではない。 

 

〇阿部委員 よくわかりました。どうも済みません。 

 

〇矢澤部会長 ほかにご質問等はございますでしょうか。 

 

〇阿部委員 このアンケートの内容についてでもよろしいんですか。 

 

〇矢澤部会長 どうぞ。 

 

〇阿部委員 私はエネルギーが専門なんで、このエネルギーの部分のところをちょっと

見させていただきましたら、Ｂ社だけが飛び抜けて発電効率も高いし、それから発電

機の容量が大きくなって、これは実際にストーカ炉の見学したところよりもｔ／ｈに

対するこの発電容量のキロワットの比率が飛び抜けて高いのが出ているのですけど、

これは何かここは新技術でほかのものとは違うようなところがあるのですか。Ｂ社で
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すけど。 

 

〇矢澤部会長 はい。 

 

〇事務局 確かにほかから見ると高いということになろうかと思います。今回基本構想

段階でこういう提案をしていただきました。ただ、なぜこういう高い数字が出るのか

というところまでは、そこまではまだ今回調べてございません。これから基本計画の

ほうに移ってまいりますが、その際にも発電、売電ですか、そういったものも当然考

慮してやっていきます。そのときにもう少し詳細なものをと考えております。 

  もう一点つけ加えると、おのおの発電機と申しましょうか、あるいはボイラもそう

なのですが、いろいろな技術を持っております。また、パテント、特許ですね。特許

の部分もございますので、おのおの結果が違うというのは……。こういう結果になっ

たということでございます。 

 

〇阿部委員 いや、特にＢ社は何か発電能力は高いのに売電収入料が低いので阻害率が

非常に大きいのではないかというか、ほかのところとは技術が違うのかなと思ったの

で、ちょっとそれで質問したのです。 

 

〇矢澤部会長 はい、お願いします。 

 

〇事務局 今、実際に個別に回答していただいたものを見ているのですが、そこまでの

ちょっと記載は、今回はございません。 

 

〇阿部委員 わかりました。ありがとうございました。 

 

〇矢澤部会長 ほかにご質問等はございますでしょうか。資料１にも出ていますし、あ

と資料４でも建設費がいろんな数字が出ています。資料１は、過去10年分ぐらいのデ

ータから。資料４の１ページの上のほうは今回のアンケート結果、下のほうはこれは

過去１年か２年の最近、ごく本当に最近のデータから出しているということで、元の

データが違うので必ずしも一致するわけではありませんが、この辺の数字は受けとめ

方としてこのぐらいものだという感覚をつかめばいいということでいいのですか。 

 

〇事務局 事務局ではそのように考えております。 
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〇矢澤部会長 ほかにご質問等ございますでしょうか。阿部委員。 

 

〇阿部委員 私ばかり質問して申しわけありませんけど、ガスコージェネレーションに

ついての質問が加えられているのですが、これは都市ガスを積極的に使おうという意

図があるのですか。普通は、こういう熱利用というのは大体ごみの焼却熱を使うんで、

これ見ると、何か都市ガスを使ってコージェネをやるようなふうに思えるのですけど、

それで間違いないのでしょうか。 

 

〇事務局 ちょっと今回アンケートで質問させていただいたのですが、一つの方法とし

てこのようなものがあるので、例としてどういう事例が考えられるのかなという情報

収集をしたのみでして、実際に導入するかどうかについては、まだはっきりとは決ま

っておりません。ガスを利用したときには、ごみを燃やしたときの発電と両方使うこ

とによってピークカットとかそういうものも考えられますし、あと災害対応も考えら

れるのでメリットはあるのですけれども、何せ都市ガスを買わなければならないとい

う部分もあるんで、一つの事例としてこういうものがあるということで情報収集のみ

を行ったということでとらえていただければと思います。 

 

〇阿部委員 ガスをそうやって使うのだったらガスタービンか何かにしてコンバインド

サイクルにしたほうがずっと熱力学的には効率が高くなると思うんです。ちょっと聞

いてみただけです。 

 

〇矢澤部会長 はい。 

 

〇町田副部会長 今、参考までにということでおっしゃったんですが、私もこう拝見さ

せていただいて、今阿部先生とも同じような考えだったんですけど、やはり基本的に

は参考といってもやはり環境技研さんですか、非常にそういうピークカットとかお話

ありましたから、方向性としてはやっぱり入れたほうがいいという考えで、これはア

ンケートに載せているのですよね。そうではないのですか。やはり、ガスはもちろん

千葉でとれるのは誰でも知っていますし、ガスは他県と比べても安いはずですよね。

だから、それも考慮してピークカットあるいは先ほどおっしゃったコンバインドです

か、ガスの膨張と…… 

 

〇阿部委員 ガスタービン。 
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〇町田副部会長 タービンですね。ガスタービンとスチームタービンですか。それを併

用した形でやりながら。そこまで実際にごみの装置をつけられるのかどうかわからな

いのですが。質問じゃないんですけども、参考までにというのですけど、方向性がい

いなと思ったので。一応この方向性で行っているということなのですね。検討は望ま

しく思えるんですけども。参考だというと、ある意味では違う、次回の資料からもこ

れは消えるかもしれないとか、そういうこともあり得ると思うんですが。方向性とし

ては、これで一応今の時点では考えている。 

 

〇事務局 まだ検討段階でございまして、あくまで先ほど花島が申しましたとおり、情

報収集のためにこういった項目を設けさせていただいて。まだその段階にとどまって

おります。 

 

〇町田副部会長 だから、もっと情報収集してほかの方法があれば、じゃ入れるという

意味で、あるいはリプレースになる可能性があるわけですね。わかりました。いいで

す。現時点のということで理解しておきます。ありがとうございます。 

 

３－５）その他 

 

〇矢澤部会長 ほかにご意見ご質問等ございますでしょうか。ないようでしたらば、本

日の議事は以上となります。その他について、事務局よりお願いいたします。 

 

〇事務局 次回の委員会の会議日程についてご案内させていただきます。第５回目の委

員会ですが、９月28日水曜日、午前９時30分から市役所で開催したいと考えておりま

す。以上です。 

 

〇矢澤部会長 ただいま次回の日程のご説明がありました。皆さん、ご都合はいかがで

すか。 

 

〇阿部委員 もう一遍言って。日時を言っていただけますか。 

 

〇事務局 失礼しました。９月28日水曜日、午前９時30分からと考えております。 

 

〇矢澤部会長 ちょっと朝早いですが、皆さん大丈夫でしょうか。 
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〇阿部委員 仕方ないですね。 

 

〇矢澤部会長 大丈夫そうなようです。それでは、次回は９月28日水曜日、午前９時半

からということでお願いをいたします。 

  その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。 

  ちょっと整理の意味も含めて、次回９月28日はこの部会で何をやるかというのをち

ょっとご紹介をしていただきましょう。 

 

〇事務局 次回の委員会では、まずこれまで審議していただきました結果をもとにしま

して、基本構想の素案を事務局から委員の皆様に提示して審議していただきたいと考

えております。 

  第２点目が、専門部会で審議することになっております機種選定につきまして、今

後どういったスケジュールで進めていくのかについて委員の皆様にご説明したいと考

えております。以上です。 

 

〇矢澤部会長 ありがとうございました。次回は、構想の素案の検討と、それからその

後に続く機種選定のスケジュールについてが議題になるということでございます。 

  委員の皆様から何かご発言ございますでしょうか。ないようですので、事務局のほ

うにマイクをお返しいたします。 

 

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、慎重ご審議いただき

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４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。 

  ありがとうございました。 

 


