
平成２８年度　第３回四街道市クリーンセンター運営協議会会議録（概要）

　日時　　平成２９年２月２２日（水）１３時３０分～１４時５０分

　場所　　クリーンセンター会議室

　出席者　土屋裕会長　高橋良彦副会長　高橋進委員　篠原忠廣委員　山口喬也委員

　　　　　羽生治郎委員  小川克己委員  松井隆信委員　鈴木雅雄委員　荒木幸男委員　

　　　　　　　

　

　事務局出席者　　本田環境経済部部長　宇田環境経済部次長　小出クリーンセンター長　

　　　　　　　　　　　金子副主査　仲田主事

　　　傍聴人　　　　  ０人

――　会議次第　――

1. 開会

2. 会長あいさつ

3. 議事

（１）平成２８年度上半期のごみ処理状況について

（２）平成２８年度上半期の環境測定調査結果について

（３）その他

4. 閉会

　　議事発言要旨

　事　　務　　局：出席委員は10名です。なお、小川治秀委員から欠席の連絡を受けています。

　土　屋　会　長：傍聴の希望者はいますか。

　事　　務　　局：傍聴の希望者はおりません。

(（１）平成２８年度上半期のごみ処理状況についての説明 )　　

　高橋（進）委員：資料Ｐ２の新聞紙の数値は、新聞社が回収している場合や自治会で回収して

　　　　　　　　　いる場合の２つをカウントしたものですか。

　事　  務　  局：資料の数値は、集積所収集の数値です。

　高橋（進）委員：それ以外はカウントしていないのですか。

　事　  務　  局：そのとおりです。

　土　屋　会　長：それ以外はクリーンセンターに搬入されていないはずですが。

　事　　務　　局：そのとおりです。質問の回収はそれぞれ新聞社が独自のルートで処理してい



　　　　　　　　　ます。また、集団回収の場合は、再資源化組合加入業者の引き取りです。

　山  口  委  員：リサイクルをやろうと決めた時、目標数値はありましたか。

　事   務   局：目標値は特に定めていなかったと思います。

　山　口　委　員：当初は一般ごみとして処理していたが、もったいないという考えからリサイ

　　　　　　　　　クルを広めようということになり、新聞は別に出そうとなったのですか。

　事　　務　　局：古紙の回収は任意で回収業者が行っていましたが、価格の変動が大きいため

　　　　　　　　　安くなると回収されないということも考えられるため、市町村単位で集める

　　　　　　　　　ことで、排出者側も行政側もメリットがあるという考えから回収が始まった

　　　　　　　　　と思われます。　

　山　口　委　員：新聞紙や紙類はリサイクルする側もメリットがあるようだが、ペットボトル

　　　　　　　　　を分けて出すことが世のためになっているか実感がない。リサイクルが良い

　　　　　　　　　ものであれば、もう少し盛り上げてリサイクルしてもらうような働きかけも

　　　　　　　　　必要ではないでしょうか。

　事　  務  　局：リサイクルの働きかけは国から方針が示されています。その考えを市町村が

　　　　　　　　　導入することによって住民に広報などで働きかけを行い、行政収集という枠

　　　　　　　　　で展開しています。単に焼却を行うより、資源リサイクルという形で有効活

　　　　　　　　　用を図っていく時代背景もあるので、分別しリサイクルしています。

　山　口　委　員：自治体によっては、ペットボトルも可燃ごみと混ぜて出すところもあり、分

　　　　　　　　　別とリサイクルとは異なると思うが、違いがいまいちわからない。焼却する

　　　　　　　　　には分別したほうが良いという考え方なのか、資源がもったいないからリサ

　　　　　　　　　イクルという形でやるものなのか、その辺がよくわからない。さらに、リサ

　　　　　　　　　イクルしたものが、市民にとってどのように貢献しているのかＰＲはどうし

　　　　　　　　　ているのか。他の自治体はこんなに進んでいるとか、千葉県で四街道市はこ

　　　　　　　　　んなランクであるとか。リサイクルに対する意識は、四街道市に限らず日本

　　　　　　　　　全体として、言葉だけで、よくわからない。知り合いのリサイクル業者によ

　　　　　　　　　ると、なかなか経営が難しいという業者もいて、リサイクルがはたして盛り

　　　　　　　　　上がっているかどうかよくわからない。リサイクルが良いことなのか、リサ

　　　　　　　　　イクルして欲しいのか、数字を出して説明されても、何だという感じがする。

　　　　　　　　　可燃ごみと一緒に燃やし分別できないケースもあると思いますが、リサイク

　　　　　　　　　ル用としてプラスチックごみを分別しているのでしょうか。

　事　  務　  局：ごみ処理は焼却が一般的ですが、すべてのごみを混ぜて集め、そのすべてを

　　　　　　　　　炉に入れられる訳ではありません。例えば、スプレー缶は不燃ごみであり、

　　　　　　　　　分別して排出していただいています。すべてのごみを混ぜて集めてきた場合

　　　　　　　　　は、中間処理という形で分別をしなくてはなりません。それには費用もかか

　　　　　　　　　るので、排出した時点で分別することにより、経費の削減にもつながってい



　　　　　　　　　ます。買取価格が激しく変動しているので、行政収集という形態で収集し、

　　　　　　　　　問屋に引き取ってもらうことにより、収集したが換金ができないという事態

　　　　　　　　　は避けられています。例えば、個々に行った場合、品物の値段が極端に下落

　　　　　　　　　している状況では、買い取る側が買い取らないという状況も考えられます。

　　　　　　　　　そういった面では、行政収集は変化に対応しやすいのではないかと考えます。

　高橋（進）委員：自治会の会計報告で資源収集の金額が計上されています。回収業者は外注し

　　　　　　　　　ていると思いますが、外注した方がよいのか、コストが安いから外注してい

　　　　　　　　　るのか。新聞、段ボールをキロいくらと決めて売買していると思いますが、

　　　　　　　　　そういう収益と外注した方が楽だという考えがあるのですか。リサイクルは、

　　　　　　　　　市の雑入として入っていると認識しているがどうでしょうか。

　事　  務  　局：市の収入として入ります。仮に行政収集ではなく集団回収で行う場合、買取

　　　　　　　　　価格がゼロ円を下回る場合もあるので、せっかく集めたのに換金できないケ

　　　　　　　　　ースが想定されます。お金を払って引き取ってもらう場合も想定されるので、

　　　　　　　　　行政が負担することで排出する側も安心して出せると考えます。

　山　口　委　員：その辺が我々にとってよくわからないところです。新聞やペットボトルはリ

　　　　　　　　　サイクルまたは焼却できると思う。しかし金属は違う。どこかで捨てないと

　　　　　　　　　いけない。いずれにしろ処理費がかかる。リサイクルできるものもあればそ

　　　　　　　　　うでないものもあり、こうすれば市の収入になるのか。それともごみ処理場

　　　　　　　　　として分別してもらった方がメリットがあるのか、よくわからないですね。

　事　  務　  局：資源物収集は有価物としての収集で、歳入を見込んでの考え方です。

　山　口　委　員：一応利益があるとみてやっているということでしょうか。

　事　  務　  局：そのとおりです。

　松　井　委　員：有害ごみが増えているが、有害ごみとは具体的にどんなごみでしょうか。

　事　  務　  局：主なものとして家庭から出された蛍光灯や乾電池などです。

　松　井　委　員：その他にありますか。

　事　  務　  局：少量ですが、水銀を使用した体温計などがあります。

　篠  原  委  員：前回の運営協議会で質問しましたが、草木類の回収の場合に黄色い袋に燃え

　　　　　　　　　るごみと一緒に草木類を入れるとリサイクルされず、焼却されるとの回答が

　　　　　　　　　ありました。黄色い袋に入れたとしてもリサイクルされていると思っている

　　　　　　　　　人が少なからずいる。リサイクルされていると思っていたが、燃やされるこ

　　　　　　　　　とを聞いてびっくりした人が多い。枝などを50センチ以下に切って縛って出

　　　　　　　　　せば草木類として扱うことで、私も良いと思う。草木類を縛って枝と一緒に

　　　　　　　　　置いておけばきちんと処理される。出す側が目的通りに使われたという満足

　　　　　　　　　感が得られる。しかし、黄色い袋に入れた瞬間にそれはごみになり、燃やさ

　　　　　　　　　れてしまう。最近新聞報道されたが、千葉市では透明な袋に草木類を入れれ



　　　　　　　　　ば、縛らなくても回収して堆肥などにするという。外から見えるので、他の

　　　　　　　　　紙などが入っていないことがわかります。ただ、袋は一種類増えると思いま

　　　　　　　　　す。そういうことを考えた上で、四街道市としては袋の種類を増やすことに

　　　　　　　　　なるし、業者を選んだりすることになるから、今のままひもで縛って出す方

　　　　　　　　　法を貫くのか、というのが前回の質問の趣旨です。周知すれば、黄色い袋に

　　　　　　　　　入れると焼却されてしまうということにはならないと思う。周知が足りない

　　　　　　　　　のではないか、と言ったつもりだったが、今の考えはどうでしょうか。

　事　  務　  局：現状では今までのやり方を継続したいと考えます。従来、枝などは可燃ごみ

　　　　　　　　　として扱っていましたが、平成23年度から徐々に試験的なものも含めて堆肥

　　　　　　　　　化しました。当初は委託で堆肥化していましたが、自前で行うやり方に切り

　　　　　　　　　替えて、できるだけ費用をかけない考えで行っています。集積所を使うので

　　　　　　　　　枝を束ねて出してもらい、葉などは束ねられないし、そのまま出すと散らか

　　　　　　　　　るので黄色い袋に入れてもらっています。それを踏まえると、当分の間、今

　　　　　　　　　の考えを続けたいと考えます。

　篠  原  委  員：それが結論ですか。

　事　  務　  局：黄色い袋に入れると可燃ごみになるという周知は、毎年市政だよりで何回か

　　　　　　　　　枠をいただいている中で周知したいと考えています。

　篠  原  委  員：内容もはっきりわかるようにしていただいた方がよいですね。千葉市で堆肥

　　　　　　　　　化している話が伝わると、なぜ四街道市はやらないのかという話になるので、

　　　　　　　　　理解してやるのとやらないとでは出し方によって考え方が違うと思います。

　　　　　　　　　はっきりわかる形で広報して欲しいと思います。

　土　屋  会　長：広報については今よりもわかるようにお願いします。確かに束ねられない草

　　　　　　　　　木類は、他に砂利など混ざりやすいものがあると思います。混ざると堆肥化

　　　　　　　　　しにくいこともあろうかと思います。

　事　　務　　局：石など入ってしまうと全体がだめになってしまい、混ざってしまったものを

　　　　　　　　　手で拾い出すのは至難の業です。　

　篠  原  委  員：Ｐ２の表中で草木類の上にある単位の表記についてどこまでがトンなのか。

　　　　　　　　　廃食油と小型家電がキログラムだと思いますが。

　土　屋　会　長：わかりやすいように変更願いたい。

　篠  原  委  員：Ｐ１の給じん機とは、ごみを送る機械ですか。

　事　  務　  局：そのとおりです。

　土　屋  会　長：資料Ｐ１のグラフの中のプラ・ビニ類とＰ２のプラ・ビニ類の量の関係です

　　　　　　　　　が、例えばＰ１だと 1,166 トン収集されている。それを前回２回目の運営協

　　　　　　　　　議会で施設見学して見たところで、ビニールを破いて人の手で分けています。

　　　　　　　　　その後容器包装リサイクル協会に持っていくことができるものが665.57トン



　　　　　　　　　という理解でよろしいですか。

　事　　務　　局：そのとおりです。

　土　屋　会　長：残りのものは委託焼却にまわしていますか。

　事　　務　　局：そのとおりです。

　土　屋　会　長： 1,166 トンに対して 600 トンしかリサイクルにまわせないということでしょ

　　　　　　　　　うか。個人的にはプラスチック・ビニールごみは結構な量がリサイクルに回

　　　　　　　　　っているのかと思っていましたが、量はこのくらいなのでしょうか。

　事　  務　  局：資料は12月時点でのまとめになりますが、年間約 1,000 トン、ベースが 900

　　　　　　　　　トンで容器包装リサイクル協会に届け出ています。年間の枠を認めてもらっ

　　　　　　　　　た上でのやりとりをしています。

　篠　崎　委　員： 1,000 トン出て 900 トンだったら、残りの 100 トンは燃やしているのですか。

　事　  務　  局：１割くらいは多く容器包装リサイクル協会に引き取っていただくことができ

　　　　　　　　　ますが、その他は銚子市で燃やしています。

　山　口　委　員：リサイクル量でＰ２の表の中、ペットボトルの数値とプラ・ビニ類の数値は

　　　　　　　　　別ものですか。

　事　  務　  局：そのとおりです。

　山　口　委　員：別のものであれば、ペットボトルの数値は業者が資源ごみで回収してきた数

　　　　　　　　　値か、またはプラビニ類はこのセンターで分別した数値でしょうか。

　事　　務　　局：分別して協会に納めた数値です。

（（２）平成２８年度上半期の環境測定調査結果についての説明）

　篠  原  委  員：騒音から低周波までデータが出ていないということで、掲載できないとのこ

　　　　　　　　　とだが、測定日がこの日になった理由が書いていないのでわかりません。測

　　　　　　　　　ったけれども結果が出ないということは、測定した結果を分析するのに業者

　　　　　　　　　が時間がかかるということだと思うが、そんなに時間がかかるとは思わない

　　　　　　　　　が、理由は何でしょうか。　

　事　  務  　局：測定結果が出るまで１か月ほどかかるため、まだ結果が来ておりません。

　篠　原　委　員：そうであれば、会議もずらしたらどうですか。「結果が出てない」という報

　　　　　　　　　告を受けても会議としての意味がないのではないでしょうか。

　事　  務  　局：第３回目の運営協議会は12月の測定までを報告しております。以前は騒音の

　　　　　　　　　測定など結果が出ていないものは資料に掲載していませんでしたが、その時

　　　　　　　　　の委員から測定したら空欄でも資料の中に含めてほしい旨、要望がありまし

　　　　　　　　　たので今回の資料に反映させています。

　土　屋　会　長：そのような経緯があったのですね。　　　　　　　　　



　篠　原　委　員：違う委員として言いたいが、無いデータをもとに相談しろと言われても意見

　　　　　　　　　が言えない。会議として成り立ちえない訳であるから、会議不成立ではない

　　　　　　　　　でしょうか。１か月かかるなら測定をもっと前にやるなどして、運営協議会

　　　　　　　　　の日にちをずらせないなら、データがでるように測定を早めるか業者から結

　　　　　　　　　果を出すのを早くするのかどちらかではないか。データが無いなら会議の成

　　　　　　　　　立を疑います。

　事　  務  　局：クリーンセンターの環境測定は年間12か月の中で作業をしていくものも確か

　　　　　　　　　にあります。年に１回の測定もありますので、委員仰せのとおり、この会議

　　　　　　　　　に合わせて測定を組むという考え方もありますが、年度内に結果が出ないも

　　　　　　　　　のについては、年度が変わってすべての結果が出たときに、次の会議で報告

　　　　　　　　　しているのが現状です。今回この資料を出した経緯は、説明したとおりであ

　　　　　　　　　り、会議の日程までに測定は実施していることを報告したものです。

　篠　原　委　員：それは認められないと言ったらどうことになりますか。

　事　  務  　局：その時は、次の会議で報告させていただくということになります。

　篠　原　委　員：それなら会議をずらしたらどうですか。結果が出るまで。それができないな

　　　　　　　　　ら、できるように測定なり、試験のデータを出すまでの時間を短くする努力

　　　　　　　　　をしたらどうでしょうか。それができないというのなら、私はおかしいと思

　　　　　　　　　います。年に１回分析しているならばだが。しないことになっているならば

　　　　　　　　　良いが。測定した結果を議論するのがこの会議のはずです。

　事　　務　　局：委員仰せのとおり、結果を受けての会議ですので結果の出ているものについ

　　　　　　　　　て議論いただければと思います。結果の出ていないものについては、今回は

　　　　　　　　　ご容赦願います。

　高　橋　副会長：本日の議題は28年度の上半期の測定結果でよいですか。

　事　　務　　局：そのとおりです。

　高　橋　副会長：上半期のデータについてご意見いただきたいというものでよいでしょうか。

　事　  務  　局：そのとおりです。

　高　橋　副会長：したがって、今年の２月８日のは上半期に入っていないので、それは出た時

　　　　　　　　　に説明するという整理でよいでしょうか。

　事　　務　　局：そのとおりです。　　　　　　

　土　屋  会　長：上半期だがその他の項目でやってあるものは、速報値なりで報告していると

　　　　　　　　　いう位置づけでよいでしょうか。

　事   務   局：そのとおりです。

　土　屋　会　長：12月末までに出ている結果は報告しているということですね。

　事　　務　　局：そのとおりです。１月以降の結果については、次回の５月開催予定の協議会

　　　　　　　　　で１年間分を報告します。



　土　屋　会　長：年間を通しての報告で今まで来ているということでよろしいのではないでし

　　　　　　　　　ょうか。今のようなご意見がありましたので、今後変えられるのであれば、

　　　　　　　　　測定時期など変えて行くことも検討するのはどうでしょうか。

　山　口　委　員：結論が出たような形になっていますが、私も同じように感じました。なぜこ

　　　　　　　　　の日にあわせて検査をしたのか。測定結果だってこんなに時間がかかるのか。

　　　　　　　　　それなら１か月前にどうなのか。この資料に載せるということは、私はそう

　　　　　　　　　いうつもりでやったのではないか、という気がしました。行き当たりばった

　　　　　　　　　りで間に合わなかったから今回はありませんということであれば、ちょっと

　　　　　　　　　ね、という感じがしました。

　事　  務  　局：委員の考え方も一つの意見でありますが、クリーンセンターの環境測定は、

　　　　　　　　　操業に関わるものであって、運営協議会のためではないということを申し添

　　　　　　　　　えます。先ほど副会長からありましたように、上半期の情報で取りまとめて

　　　　　　　　　います。１年間を通じたものについては、年度が変わって報告書がすべて整

　　　　　　　　　った段階で、報告させていただく会議の設定を予定していることでご理解い

　　　　　　　　　ただきたい。

　土　屋　会　長：事務局としてそういう考えとしてやってきて良いと思います。

　山　口　委　員：測定のサイクルは決まっているという事ですか。測定日は２月のこのくらい

　　　　　　　　　の時期にしかやらないということですね。それともたまたま２月なのですか。

　事　  務  　局：だいたいこの時期ということで組んでいます。

　山　口　委　員：協議会のための測定でなくて良いですが、やっている測定なら直近で、せっ

　　　　　　　　　かく会議があるし、データが無いので半年先に報告するのではなく、できる

　　　　　　　　　ることなら会議にあわせて測定したほうが良いような感じがします。やって

　　　　　　　　　いるものがどうなのかできるだけ早く知ってもらうためには、年に２回か３

　　　　　　　　　回の会議の時にやろうというのではなく、できるだけ実態を直近で知っても

　　　　　　　　　らうためにやったらどうか、と篠原委員の意見を聞きながら感じました。

　事　　務　　局：ありがとうございます。

　土　屋　会　長：今後は、測定計画を作る時にはそのような意見も加味するような形でお願い

　　　　　　　　　したい。

　小　川　委　員：Ｐ４ダイオキシンの数値だが平成26年度と平成28年度でだいたい４倍くらい

　　　　　　　　　の差になっています。これは測定業者が変わったからですか。以前にそのよ

　　　　　　　　　うなことを聞いたことがある気もします。同じ業者が測って４倍の差がある

　　　　　　　　　わけではないと思うのですが。

　事　　務　　局：測定業者は変わっておりません。

　小　川　委　員：測定のやり方も変わってないですか。

　事　　務　　局：以前に数値が高かった時期には使用している活性炭を変更して、ダイオキシ



　　　　　　　　　ン濃度が下がったと報告しました。それ以降は安定した数値であるので、活

　　　　　　　　　性炭も変更しておりません。

　羽　生　委　員：１号炉と２号炉では随分差があるようですが。

　事　　務　　局：毎回同じものを焼却していないこと、１号炉と２号炉それぞれ修繕している

　　　　　　　　　ところとそうでないこともあり、全く同じ状態ではないためです。また、測

　　　　　　　　　定する灰も毎回同じものとは限らないためです。

　土　屋　会　長：ぴったり同じにはならないと思います。条件はその時々で異なってしまうの

　　　　　　　　　でしょう。グラフのダイオキシンの測定結果ですが、平成26、27年度と比べ

　　　　　　　　　て28年度は３回ともかなり低いが、その差は何でしょうか。単なる燃焼条件

　　　　　　　　　の違いなのでしょうか。測定業者も変わらないし、処理方法も変わらないと

　　　　　　　　　してもこのような状況になるのでしょうか。

　事　　務　　局：燃やしているものが日によって違うことや、採取している灰が違うとことも

　　　　　　　　　あります。

　篠　原　委　員：ダイオキシンについて、Ｐ４でダイオキシン類対策特別措置法の排ガス中ダ

　　　　　　　　　イオキシン類濃度は基準値を下回っているとありますが、措置法の排ガス中

　　　　　　　　　ダイオキシン類の規制というのは1.0ng-TEQ/㎥Ｎなのでしょうか。

　事　　務　　局：そのとおりです。

　篠　原　委　員：それは一般の大気ではなく、工業用という特定のものだからなのですね。

　事　　務　　局：この焼却炉の能力に係る話で、時間当たり４トン未満の施設です。平成

　　　　　　　　　20、21年度に基幹設備のうち何か所か改修工事を行いました。それ以前は

　　　　　　　　　 5.0 でしたが、改修工事以降は基準は 1.0 になりました。

　篠　原　委　員：みそらとの協定は特にないですよね。

　事　　務　　局：そのとおりです。ダイオキシンの特別措置法の枠です。

　篠　原　委　員：措置法を受けて協定でダイオキシン濃度のレベルを決めてはいないというこ

　　　　　　　　　とでしょうか。

　事　　務　　局：そのとおりです。

　篠　原　委　員：適用されるのは同じ値だということでしょうか。

　事　　務　　局：法に準じます。

　篠　原　委　員：法を見ていないが、インターネットで調べると工業専用地域、車道、その他

　　　　　　　　　一般公衆が通常生活していない地域または場所については適用しないルール

　　　　　　　　　がありますよね。詳しくみれば出てくるでしょうが、このダイオキシン等に

　　　　　　　　　よる基準だとかなり厳しい。工業用地域の場合には1.0ng-TEQ/㎥Ｎというの

　　　　　　　　　がもともとの基準からすれば緩くなっているということですよね。

　事　　務　　局：工業地帯ということでしょうか。捉え方が違うのではないでしょうか。

　篠　原　委　員：つまり場所が違うから、例えば排ガスの出ている煙突のところでは緩くなっ



　　　　　　　　　ているが、大気そのものは厳しいということですよね。

　高　橋　副会長：基準には２つあります。一つは煙突から出てくる排ガスに対する基準で、も

　　　　　　　　　う一つは、大気の環境基準です。それは煙突から出る空気ではなく、私たち

　　　　　　　　　が吸う空気の基準になります。委員の質問は、環境基準だと思います。その

　　　　　　　　　場合、工場地域の話がでてきます。今回の資料の数字は、煙突から出る煙の

　　　　　　　　　基準であり、お調べになったのは皆さんが吸う空気の基準であり、工業地域

　　　　　　　　　ではまた異なるのではないでしょうか。

　篠　原　委　員：ですから一般の空気としては、 0.6 ピコグラムです。それについて我々市民

　　　　　　　　　が心配することは、みそらだけでなく、焼却場があることによって、煙突の

　　　　　　　　　上は基準に入っているが、みそらで測ったら大気として考えた場合に、 0.6

　　　　　　　　　ピコグラムを守っている証拠はどこかにあるのでしょうか。

　高　橋　副会長：仰るとおりで私たちが吸う空気こそ大事なものだと思います。四街道市にも

　　　　　　　　　測定地点がありまして、確か 0.6 ピコグラムの10分の１くらいの数値である

　　　　　　　　　と思いますのでダイオキシンに対して心配するレベルではないかと思います。

　篠　原　委　員：それはどのようなタイミングで測っているのかを答えられますか。

　鈴　木　委　員：環境政策課では大気中のダイオキシン類の測定調査を行っています。

　　　　　　　　　平成27年ですと夏と冬で２回測定しており、期間は７月９日から16日と１月

　　　　　　　　　６日から13日で調査しました。そのうち、みそら小学校で測定した結果では、

　　　　　　　　　夏は0.011pg-TEQ/㎥Ｎ、冬は 0.046 で年平均は 0.029 で、いずれも基準値を

　　　　　　　　　下回っています。なお、環境省の平成25年度の測定結果は 0.023 、千葉県の

　　　　　　　　　平成26年度の調査結果は 0.025 となっております。

　篠　原　委　員：ありがとうございました。

　土　屋　会　長：クリーンセンターの排出者責任としては、 1.0 を守ることで、その基準より

　　　　　　　　　も遥かに下回っていることを確認できました。

（３）その他

　

　土　屋　会　長：その他について、事務局から説明願います。

　事　　務　　局：第１、２回目の運営協議会で要望があった件について、自動測定結果につい

　　　　　　　　　ての資料とクリーンセンターに寄せられた苦情の主なものについて資料を作

　　　　　　　　　成しました。自動測定結果については、焼却炉の稼働時において排ガス中の

　　　　　　　　　有害物質を測定しているものです。１号炉２号炉それぞれ毎月の最も数値が

　　　　　　　　　高かったものを掲載しました。また、苦情については、クリーンセンターに

　　　　　　　　　直接電話があったもので苦情と思われるものを一覧としました。集積所にご

　　　　　　　　　みが残っているなどの収集に関するものが大半でした。



　土　屋　会　長：事務局の説明に対して発言はありますか。

　　　　　（　なしの声　）

　土　屋　会　長：修繕の今後の計画については、どうでしょうか。

　事　　務　　局：第２回目の運営協議会で今後の修繕箇所で優先度の高いものを把握している

　　　　　　　　　かとの意見について、報告します。平成29年度の大きな修繕は、１号給じん

　　　　　　　　　機の更新、反応塔のアトマイザーの受け座の更新を予定しています。反応塔

         のアトマイザーとは、排ガス中の硫黄酸化物、塩化水素などの有害物質を除

         去する設備です。消石灰と水を混ぜて噴霧しているものを受ける台座につい

         て、今年度の保守点検で穴空きや亀裂等が確認されたため更新します。

　山　口　委　員：予算はどのくらいをみていますか。

　事　　務　　局：約１億円を予定しています。

　篠　原　委　員：新聞報道によると、ダイオキシンを吸収する活性炭の業者が談合して高いお

　　　　　　　　　金をとっている話がありましたが、四街道ではどうですか。焼却場は高いも

　　　　　　　　　のを買わされている話がありましたが、適正な価格でやっていますか。

　事　　務　　局：当市では、契約課に依頼し入札を行っています。価格が適正かとの質問につ

　　　　　　　　　いては、適正な価格であると認識しています。

　篠　原　委　員：つまり談合したかどうか、わかりませんということですか。

　事　　務　　局：そういう事実があるかどうかは把握しておりません。

　篠　原　委　員：もし談合していたら、業者に対するきつい言い方はしていますか。

　事　　務　　局：入札、契約の段階でペナルティ盛り込んだ書面が含まれている。そういう中

　　　　　　　　　で入札を行っています。　

　土　屋　会　長：契約の条項に入れてますよね。

　事　　務　　局：罰則を入札段階から入れています。

　土　屋　会　長：もし後から分かればペナルティがあるということでしょうか。

　事　　務　　局：そのとおりです。

　篠　原　委　員：よく調べておいていただきたい。

　事　　務　　局：現段階では契約課からそのような話があったという連絡はないので、適正な

　　　　　　　　　価格ということで理解しています。

　山　口　委　員：そういうことではなく、談合があったことがしかるべきところから情報が入

　　　　　　　　　るようにしておかなければならないのではないでしょうか。新聞で載ってい

　　　　　　　　　ることくらいは知っていなければならないのではないでしょうか。

　事　　務　　局：四街道市の契約を担当している契約課という部署があり、千葉県で指名停止

　　　　　　　　　という言葉で表現しますが、入札でペナルティを課したと情報が入ってきま

　　　　　　　　　す。市町村としては、市町村課独自でペナルティを課しています。

　山　口　委　員：そういう情報が入っている訳ね。そうであれば、四街道市としては対象の業



　　　　　　　　　者ではなかったと回答してもらえれば良いです。

　高橋（進）委員：ダイオキシンは物を燃やさなければ出ないのでしょうか。

　事　　務　　局：そのとおりです。

　高橋（進）委員：であれば、焼却場自体は昔のような方法の方が、大気については理に適って

　　　　　　　　　いますね。孫がクリーンセンターに見学に来て、なぜ分別するのかと聞かれ

　　　　　　　　　ると、適格に答えられない部分があります。燃やしたら有害なものが出てく

　　　　　　　　　るが、燃やさなかったらどうなるのかという問題がでます。ある書籍による

　　　　　　　　　と、焼却場の焼却炉はある程度のごみの量を確保しないとペイできず、少な

　　　　　　　　　いとマイナスが生じると書いてありました。自分の中でどの方法が最高にク

　　　　　　　　　リーンな焼却施設になるのか、例えば昔は酒瓶を酒屋に持っていくと、いく

　　　　　　　　　らか返金されましたが今は、一人用パックのようなプラスチック類が多くな

　　　　　　　　　っていますよね。個人にとっては便利かもしれないが、全体にとってはマイ

　　　　　　　　　ナス面が発生しています。四街道市だけの問題ではないが、そういうところ

　　　　　　　　　から考えないとドツボにはまっていくような気がします。運営協議会の委員

　　　　　　　　　になったことで、わからないことがたくさん出来てきて、行政は真逆のこと

　　　　　　　　　をやっているのではないかと感じます。解決方法を考えなければならないと

　　　　　　　　　思います。例えば焼却灰を捨てる所の問題も出てきますよね。それを踏まえ

　　　　　　　　　ると今やっている事は、今正しいかもしれないが、10年20年後になって最適

　　　　　　　　　かどうか考えてしまいます。分別収集が素晴らしいとは思うが、果たしてそ

　　　　　　　　　れで良いのか常に考えざるを得なくなります。

　土　屋　会　長：それは生活形態をどうするか、から考えていかなければならないと思います。

　　　　　　　　　国全体の話になってくると思います。

　高橋（進）委員：たぶんごみの問題だけじゃないと思います。

　土　屋　会　長：ごみ行政にしわ寄せがきているということがあろうかと思います。

　高橋（進）委員：例えば、ヨーロッパでは企業と連携で賦課をかけるなどの取り組みをしてい

　　　　　　　　　るようですから、その方が理に適っている気がします。製造業者は造れば造

　　　　　　　　　るほど利益が上がり、税負担の問題でいえば、処理に対しての税負担はして

　　　　　　　　　ないでしょ。そこに税をかけていかないと解決は難しいのではないかと思い

　　　　　　　　　ます。

　土　屋　会　長：生産者に対しても最終的なごみにも責任を持つような働きになっているはず

　　　　　　　　　だと思います。なるべく最後のごみになる部分まで考えて製品を造る責任に

　　　　　　　　　なってきていると思います。仰るように使い終わればごみなるので、そこま

　　　　　　　　　で考えたものづくりを考えていかなければならない。それはごみ行政関係者

　　　　　　　　　だけでなく、造る人からすべてがそのような考えを持っていかなければなら

　　　　　　　　　ないと思います。使う人も同様で、ごみの発生者である責任を持って、生活



　　　　　　　　　していかなければならない。造る人から使う人、処理する人まですべて相対

　　　　　　　　　的にそういう考えでいかないと、仰るような不安になってくるかと思う。た

　　　　　　　　　しかに埋め立て処分場も限られているし、なるべくそういうものが出ないよ

　　　　　　　　　うなものづくりをしなければならない。この場では解決策がでないと思うが、

　　　　　　　　　常日頃皆さんが考えていかなければならないことだと思います。

　山　口　委　員：先ほどの整備修繕の件で、来年度は約１億円の経費がかかるとのことですが、

　　　　　　　　　あと４年ぐらいで他のところに移ると聞いています。あとどのくらい想定し

　　　　　　　　　ていますか。その時になってみないとわからないと思うが、その都度なのか。

　　　　　　　　　点検で設備をみたときに、順番をつけておく必要があるのではないか。あと

　　　　　　　　　４年間で修繕費がどのくらい予想しているのか。あるいはどういう機械をや

　　　　　　　　　らなければならないのか。

　事　　務　　局：今後、毎年ほぼ同額程度かかるのではないかと想定しています。ただ、物に

　　　　　　　　　よっては高いものもあり、金額は多くなる場合があると考えていただきたい。

　山　口　委　員：だいたいどの機械でも１億円くらいかかるのか、それとも取り替えなければ

　　　　　　　　　ならないことからするとどうなのでしょうか。　　

　事　　務　　局：超える場面もありえます。

　山　口　委　員：ある程度そういうものが想定できていますか。あと４年のうちにしなければ

　　　　　　　　　ならないという想定はありますか。

　事　　務　　局：灰を運ぶ、集合ダストコンベアについて、近いうちに修繕しなればならない

　　　　　　　　　と考えています。

　山　口　委　員：それが次の段階でやらなければならないものですね。

　事　　務　　局：さらにごみ破砕機も修繕したいと考えています。後は年次点検の中で程度の

　　　　　　　　　進んでしまったものと、どちらを先に行うかによります。

　山　口　委　員：大きなものとしては、コンベアと破砕機を今後２、３年のうちに行いたいと

　　　　　　　　　いうことですね。みそらの住民としては、本来であれば移転していれば、こ

　　　　　　　　　ういう心配はしなくてよいのだが、延ばしたことにより年間１億円のものが

　　　　　　　　　出ていくことについては、心痛いところがあります。上手に使えといっても

　　　　　　　　　使いようがないけれども、事故の無いようにやってもらわなければならない

　　　　　　　　　ので、やむを得ないのかなと思う。そういうことも市民に知ってもらう必要

　　　　　　　　　があるのではないでしょうか。ある程度目途がついているから修繕も終わる

　　　　　　　　　とは思うが、１億円かけて１年しか使わないというものも出てくるはず。そ

　　　　　　　　　ういうことに対する行政の考え方がどうなのか、という気持ちがあります。

　土　屋　会　長：他に質問はありますか。

　　　　　（　なしの声　）

　土　屋　会　長：事務局から何かありますか。



　事　　務　　局：次回の運営協議会は、来年度５月を予定しております。

　土　屋　会　長：次回は28年度の全体の報告をお願いしたい。

以上


