
新たなごみ処理施設整備事業の
進捗状況に関する説明会

平成２９年３月３日（金） 午後６時３０分～

笠原公民館 講座室Ａ・Ｂ



新たなごみ処理施設等
の建設地

鴻巣カントリークラブ

カントリーエレベータ

位 置 図 １／１０



６つの基本的条件：

１ 必要とされる面積の確保

２ 現況の土地利用及び将来の開発

３ 利便性

４ 環境への影響

５ 法的制約

６ 経済性

建設候補地選定の６つの基本的条件 ２／１０



施設の種類 施設規模 処理対象物等

1
熱回収施設

（可燃ごみ処理施設）
約249ｔ/日

・構成市から排出される可燃ごみ
（その他プラスチック類を含む）
・不燃・粗大ごみ処理施設からの可燃物
・プラスチック資源化施設からの可燃物

・災害廃棄物 など

2
不燃・粗大ごみ

処理施設
約25ｔ/日

・構成市から排出される不燃ごみ
・構成市から排出される粗大ごみ

・ストックヤードからの処理可能なもの など

3
プラスチック

資源化施設
約17ｔ/日

・構成市から排出されるプラスチック製容器包装

4 ストックヤード
（保管面積）
約1,000ｍ2

・構成市から排出される乾電池、蛍光管、電球、
水銀柱及び小型家電

・不法投棄物 など

5 余熱利用施設 （未定） ・具体的な機能は今後検討し、決定

整備する施設の種類及び施設規模

※構成市とは、鴻巣市、行田市、北本市の三市を指します。
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項 目 内 容 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

① 測量調査 建設候補地の測量調査

② 地質調査 建設候補地の地質調査

③ 施設整備基本計画 施設整備基本計画の策定

④ ＰＦＩ等導入可能性調査

公設公営、公設民営（DBO方式）、

民設民営（PFI方式）などの事業方

式の検討

⑤ 環境影響評価 計画書作成、調査、予測・評価

⑥ 事業者募集等 要求水準書作成・事業者募集

⑦ 設計・建設工事
[メーカー]実施設計・建設工事
[コンサル]設計・施工監理

施設稼働

施設整備スケジュール ４／１０



これまで実施した事業に関する説明会等

①新たなごみ処理施設の建設候

補地に関する説明会

平成２７年１月２９日(木)

場所：笠原公民館 他２回開催

②一般廃棄物（ごみ）処理基本計

画(案)等に関する説明会

平成２７年１２月５日(土)

場所：クレアこうのす

⑤県内最新ごみ処理施設見学会
平成２８年１２月５日(月)

場所：ふじみ野市・三芳町環境センター

④組合だよりの発行（情報提供） 地元住民の皆様へ配布

③環境影響評価に関する説明会
平成２８年１２月３日(土)

場所：クレアこうのす 他３回開催
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○地元懇談会委員
• 自治会代表者

• 土木委員

• 笠原土地改良区役員

• 元荒川上流土地改良区役員

• 農業委員

• 新施設建設等検討委員会地元選出委員

合計３３名

○協議内容
• 周辺環境整備について

• 公害防止に係る自主基準値について

• 要望書に対する回答について

• 地元協議会の設立について

地元懇談会

〇開催期間・回数

平成２７年８月から平成２８年１２月まで
５回開催

〇開催場所

笠原公民館

☝ 第４回地元懇談会の様子（H28.9.30）
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周辺環境整備要望図 ７／１０   

別 紙 １(周辺環境整備要望図) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

信号機（⑭・⑮） 

①新設道路 

 

③周回道路整備 

②農道整備 

⑪県道行田蓮田線歩道整備 

⑥農道整備 

⑦農道整備 

⑧水路整備 
 

④水路整備 
二号落悪水路 

宮殿落悪水路 
鴻巣市管理水路 

⑤水路整備 
鴻巣市管理２号排水路 

⑨水路整備 

⑩堰の改修 

⑬県道内田ケ谷鴻巣線整備 

⑭信号機設置 

⑮信号機改修 

⑫郷地橋交差点改良整備 

１．組合へ整備を要望する箇所 

市道（①・②・③） 

水路（④・⑤） 

２．組合から関係機関へ整備を要望する箇所 

市道・県道・水路・堰 

⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑪・⑫・⑬ 

⑯・⑰・⑱・⑲・⑳・㉑      

⑯水路整備 

⑰農道整備 

⑱水路整備 

 

⑲農道整備 

⑳水路整備 
 

㉑農道整備 



新たなごみ処理施設建設にあたっての要望書及び回答書 ８／１０



法・条例規制値 本組合熱回収施設
基準値

備 考

公
害
防
止
基
準

排ガス ばいじん 0.04 g/m3N以下 0.01 g/m3N以下

大気汚染防止法及び埼玉県生
活環境保全条例

SOx(硫黄酸化物) 2,300 ppm 20 ppm以下

NOx（窒素酸化物） 180 ppm 50 ppm以下

HCl（塩化水素） 120 ppm 20 ppm以下

Hg（水銀） 0.03 g/m3N以下 0.03 g/m3N以下 大気汚染防止法

DXNs（ダイオキシン類） 0.1 ng-TEQ/m3N以下 0.01 ng-TEQ/m3N以下 ダイオキシン類対策特別措置法

CO 4時間平均 ― 30 ppm以下
廃棄物処理法

（一酸化炭素） 1時間平均 100 ppm 100 ppm以下

悪臭 敷地境界 臭気指数18 臭気指数15
悪臭防止法及び埼玉県生活環
境保全条例排出口 悪臭防止法換算式による 悪臭防止法換算式による

騒音 朝(AM6-ＡＭ8) 50 dB 50 dB
・騒音規制法及び埼玉県生活環
境保全条例
・騒音規制法第２種規制区域（用
途指定のない区域）

昼(AM8-PM7) 55 dB 55 dB

夕(PM7-10) 50 dB 50 dB

夜(PM10-AM6) 45 dB 45 dB

振動 昼(AM8-PM7) 60 dB 60 dB ・振動規制法及び埼玉県生活環
境保全条例
・振動規制法第１種規制区域（用
途指定のない区域）夕(PM7-AM8) 55 dB 55 dB

排水 ダイオキシン類 10 pg-TEQ/L 10 pg-TEQ/L ダイオキシン類対策特別措置法

水質汚濁防止法に定める項目 法・条例規制値による 各法・条例規制値に準拠 水質汚濁防止法

公害防止基準 ９／１０



○地元懇談会（合計３３名）

地元から広く意見・要望を伺い、周辺環境整備の要望書を組合へ提出

※所期の目的を達成したことから、より具体的内容の協議が必要

●ごみ処理施設運営協議会

・自治会から推薦を受けた委員（合
計14名）で構成

・周辺環境整備、余熱利用施設等
について協議を行う

地元懇談会から地元協議会へ移行

☝ 第１回地元協議会の様子(H29.2.16)
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