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会 議 録 

会 議 の 名 称 第１回鴻巣行田北本環境資源組合新施設建設等検討委員会 

開 催 日 時 
平成２８年７月２７日（水） 

開会：午後２時００分  閉会：午後４時００分 

開 催 場 所 鴻巣市立教育支援センター東館 会議室 

出席者(委員)氏名 

◎委員長 

○職務代理者 

横山光市、田島和生、堀口郁子、阿部愼也、金子眞理子、  

◎原  光本、○川島将史、谷澤  暢、原口春雄、黒沼昭征、  

松本芳雄、松本幾夫（名簿順・敬称略） 

欠席者(委員)氏名 阿久津彰男、荒井喜久雄、川嵜幹生、小林友明（名簿順・敬称略） 

事 務 局 出 席 者 

鴻巣行田北本環境資源組合：程塚事務局長 

計画建設課：佐野課長、新倉副参事、島田主幹、野中主査 

藤原主査 

組 合 構 成 市 

出 席 者 

鴻巣市：長島環境経済部長、馬橋環境経済部副部長 

行田市：小林環境経済部長 

北本市：長島市民経済部長、加藤市民経済部環境課長 

会 議 内 容 

１ 委嘱状の交付 

２ 開会 

３ 管理者あいさつ 

４ 自己紹介 

５ 議題 

（１）委員長の選任について 

（２）委員長職務代理者及び新施設建設等検討委員会専門部会 

部会員の指名について 

（３）諮問について 

（４）検討委員会における協議事項及びスケジュールについて 

（５）専門部会の概要について 

（６）施設整備に係る基本方針について 

（７）公害防止に係る基準値について 

（８）組合で整備する施設の規模について 

６ その他 

７ 閉会 
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会 議 資 料 

（資料名・概要等） 

・第１回鴻巣行田北本環境資源組合新施設建設等検討委員会次第  

・資料１  鴻巣行田北本環境資源組合新施設建設等検討委員会委員  

名簿  

・資料２  鴻巣行田北本環境資源組合新施設建設等検討委員会条例  

・資料３  諮問書  

・資料４  鴻巣行田北本環境資源組合新施設建設等検討委員会会議  

傍聴要領  

・資料５  検討委員会における協議事項及びスケジュール 

・資料６ 専門部会の概要 

・資料７ 施設整備に係る基本方針（案） 

・資料８ 公害防止に係る基準値（案） 

・資料９ 組合で整備する施設の規模 

・資料１０ 施設整備スケジュール 

 

その他必要事項 

傍聴人 １人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 議 録 の 確 定 

確  定  年  月  日 主 宰 者 署 名 押 印 

平成２８年８月２４日 原 光本 ㊞ 
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発 言 者  会議の経過（議題・発言内容・結論等） 

 ・委嘱状の交付（原口管理者から各委員へ） 

・開会 

・管理者あいさつ（原口管理者） 

・自己紹介 

・資料確認 

事務局長 本日は第１回目ということで委員長は不在となっています。検

討委員会条例第６条第１項の規定では、委員長が議長となり議事

の進行を行うことになっていますが、委員長が決定するまでの

間、事務局におきまして議事を進行させていただきたいと存じま

す。 

委員長の選任について  

それでは、（１）委員長の選任についてを議題といたします。 

検討委員会条例第５条第１項の規定では、委員長につきまして

は、「委員の互選により定める。」としています。委員長の選任に

ついてどなたかご意見がございますか。 

委員Ａ  委員長については、前回、原委員にやっていただいていますの

で、今回も原委員にぜひやっていただきたいと思います。 

事務局では、何か腹案がございますか。 

事務局長  事務局に腹案はございません。 

ただ今、●●委員から、原委員を委員長にご推薦いただきまし

た。 

他にご意見等ございますか。 

 （「異議なし」の声あり） 

事務局長  他に意見がないようですので、お諮りします。 

原委員を委員長に選任することにご異議ございませんでしょ

うか。 

 （「異議なし」の声あり） 

事務局長  それでは、原委員を委員長に決定させていただきます。 
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原委員長、委員長席への移動をお願いいたします。 

【委員長席に移動】 

 ここで原委員長より、ご挨拶をお願いしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

委員長 【委員長就任あいさつ】 

事務局長  これ以降の議事の進行につきましては、原委員長にお願いした

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

議長  暫時、議長として議事の進行を務めさせていただきます。議事

進行に当たりましては、皆様のご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

本日の会議は、公開で行いますのでよろしくお願いします。傍

聴人はいらっしゃいますか。 

事務局Ａ  傍聴人は１人ございます。 

議長  傍聴人の入室を許可いたします。 

【傍聴人入室】 

傍聴人の方に申し上げます。傍聴証の裏面に傍聴に関する遵守

事項がございますのでご協力をお願いいたします。 

委員長職務代理者及び新施設建設等検討委員会専門部会部会員

の指名について  

 それでは、（２）委員長職務代理者及び新施設建設等検討委員

会専門部会部会員の指名についてを議題といたします。 

検討委員会条例第５条第３項及び専門部会設置規則第２条第

２項の規定により、委員長が指名することになっていますので、

委員長職務代理者については川島委員を、専門部会部会員につい

ては荒井委員、川嵜委員、堀口委員の３名を指名いたします。よ

ろしくお願いいたします。 

諮問について  

 次に、（３）諮問についてを議題といたします。 

諮問につきまして、原口管理者、よろしくお願いいたします。 
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管理者 それでは、諮問させていただきます。なお、諮問理由につきま

しては、事務局において、読み上げてください。 

 鴻巣行田北本環境資源組合新施設建設等検討委員会委員長様

鴻巣行田北本環境資源組合管理者原口和久 

 施設整備基本計画の策定等について（諮問） 

 鴻巣行田北本環境資源組合新施設建設等検討委員会条例（平成

２６年５月９日条例第５号）第２条の規定により、下記の件につ

いて、貴委員会の意見を求めます。 

 １ 施設整備基本計画の策定について 

 ２ ＰＦＩ等導入可能性調査について 

 諮問理由について、事務局お願いいたします。 

事務局Ｂ  諮問理由を読み上げさせていただきます。 

 １．施設整備基本計画の策定について 

 本組合では、平成２８年２月に一般廃棄物（ごみ）処理基本計

画の策定及び広域処理に向けた基礎調査（広域化方針）報告書を

作成し、ごみ処理広域化を推進するための目指すべき基本方針と

して、「持続可能な循環型社会の形成」、「ごみ処理サービスの向

上」、「民間施設を活用したごみ処理体制の構築」、「環境保全・災

害対応型施設の整備」及び「ごみ処理の費用負担軽減」を定めま

した。 

平成２８年度に策定する施設整備基本計画は、この基本方針を

踏まえ、地域の状況や立地条件、法規制等を十分把握し、最新の

技術動向を考慮した安定的、経済的なごみ処理施設の整備に向け

て、本組合に適した熱回収施設、不燃・粗大ごみ処理施設、プラ

スチック資源化施設及びストックヤード等となるよう、整備概要

を取りまとめるほか、公害防止対策、施設配置計画等の基本的事

項について整理いたします。 

 ２．ＰＦＩ等導入可能性調査について 

 近年の景気低迷等により、国、県はもとより市町村の財政は極
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めて厳しい状況にあり、財政の健全化とともに効率的かつ透明性

のある財政運営が緊急の課題となっています。 

こうした中、一般廃棄物処理事業については公共サービスの水

準を維持し、多様化・高度化する住民ニーズに的確に対応した事

業運営が求められています。 

 平成２８年度に実施するＰＦＩ等導入可能性調査は、従来の公

設公営という事業方式にとらわれず、民間資金を活用したＰＦＩ

やＤＢＯなどの事業方式に関し、市場調査や経済性等について分

析、検証を行い、総合的な観点から事業方式の検討を行います。 

 ついては、安定的・経済的なごみ処理施設とするため、公害防

止の自主基準値、施設規模、処理方式及び事業方式などにつきま

して、貴委員会の意見を求めるものです。  

議長  諮問をいただきました。 

原口管理者におかれましては、他の公務がありますのでここで

退席となります。 

管理者  皆さん、よろしくお願いいたします。 

【原口管理者退席】 

 

 

議長 

（４）検討委員会における協議事項及びスケジュールについて  

（５）専門部会の概要について  

それでは、議事を再開いたします。 

議題（４）検討委員会における協議事項及びスケジュールにつ

いて、並びに議題（５）専門部会の概要については関連がござい

ますので、事務局より一括して説明をお願いいたします。 

事務局Ｂ 【資料５検討委員会における協議事項及びスケジュール並びに 

資料６専門部会の概要を用いて説明】 

議長  議題（４）並びに（５）についての説明が終わりました。 

内容に関しまして、ご意見・ご質問等があれば発言をお願いい

たします。いかがでしょうか。 

委員Ｂ  専門部会の部会員の指名がありましたが、もう一度確認させて



7 

 

いただきたいのと、専門部会で検討いただいた事の報告が第５回

検討委員会までないのか、途中経過の報告はないのかお尋ねした

いと思います。 

議長  それでは、専門部会の部会員と、途中経過の報告についてです

が、事務局いかがですか。 

事務局Ⅽ  専門部会の部会員につきましては、第２号委員でございます荒

井委員、川嵜委員、堀口委員の３名でございます。 

 専門部会の会議内容につきましては、逐次、検討委員会に報告

させていただきます。 

委員Ｂ  専門部会が開かれるときに、傍聴が可能であれば日程をご紹介

いただきたい。いかがでしょうか。 

事務局長  専門部会つきましては、検討委員会の一部でございますので、

傍聴は可能だと思います。お知らせの仕方としては、検討委員会

委員全員に何らかの方法でお知らせしたいと思います。 

検討委員会委員に限って傍聴することが可能とさせていただ

きたいと思います。 

委員Ｂ  傍聴させていただきたいので、ご案内いただければ大変ありが

たいと思います。というのが、前回の計画書策定のときに、専門

部会員からいろいろご質問が上がっていましたが、それに対する

回答は結局のところはっきりしないで、今回のこの検討委員会の

中で明らかにしていただくというお答えになっていたものが幾

つかあったように思いますので、ぜひそういうことで継続的な議

論が続くように見定めたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

議長  専門部会の開催の周知というお話ですが、他の委員のご意見は

いかがですか。 

委員Ｂ  お知らせをいただいて、参加は自由ということでいいのではな

いでしょうか。 

委員Ｃ  専門部会から、検討委員会に報告されるわけですね。その時に
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 意見を言う機会はないわけですか。 

議長  当然、専門部会の報告の内容について、検討委員会の中で意見

を伺うことになります。 

委員Ｃ  わかりました。 

議長  ●●委員としては、過程・経過も見たいということですが、委

員全員にご案内を差し上げた方がよろしいですか。 

委員Ｃ 

 

 あとで問題が出てくるといけないから、案内だけはしていただ

けますか。出席する、しないは別にして。 

議長  それでは、専門部会の会議の開催情報は差し上げるということ

で決定いたします。 

 他にいかがでしょうか。 

委員Ｄ  初歩的な質問で申しわけないですが、民間資金を活用したＰＦ

ＩとかＤＢＯとか、意味が良くわからないので。 

議長  先ほどの諮問理由の中にＰＦＩとかＤＢＯという文言が出て

いました。また、資料説明でもＶＦＭというものが出ていました

が、委員の皆さんにとってわかりにくい部分がありますので、事

務局に説明をお願いいたします。 

事務局Ⅽ  ごみ処理施設の事業運営方式につきましては、公設公営方式が

一般的でございましたが、民間の資金や能力を活用した、公設民

営方式といわれるＤＢＯ方式や、民間でお金を出して施設をつく

ってもらって民間で運営する民設民営方式といわれるＰＦＩ方

式というものがございます。これらの方式について、本組合で建

設するごみ処理施設に一番ふさわしいかということを今後調

査・検討するものでございます。 

 ＶＦＭにつきましては、資料５の１ページの一番下にＶＦＭと

はどういう意味か書いてございます。こちらには、民営事業にお

ける概念の１つで、支払いに対して最も高いサービスを提供する

という考え方でございます。 

委員Ｄ  そうすると、民間資金で何か事業をやるということですか。 
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事務局Ⅽ  新たなごみ処理施設をつくる場合に、例えば組合のお金でつく

るのか、運営も組合が直接行うのか。民間の技術・資金をどのよ

うに活用していくのかということを検討いたします。先ほども申

し上げましたが、公設民営方式というのは、組合で施設をつくっ

て運営は民間に任せる。民設民営というのは、民間の資金を活用

して民間で施設をつくって、運営も民間にお願いするという方式

で、どれが一番ふさわしいかということを今後調査・検討するも

のでございます。 

議長  他にいかがでしょうか。 

 ないようでしたら、議題（４）、（５）につきましてはここで議

決をするものではありませんので、ご了承をお願いいたします。 

（６）施設整備に係る基本方針について  

 続きまして、（６）施設整備に係る基本方針についてを議題と

いたします。事務局より説明をお願いいたします。 

事務局Ｂ 【資料７施設整備に係る基本方針(案)を用いて説明】 

議長  それでは議題（６）施設整備に係る基本方針案についての説明

が終わりました。 

何かご質問・ご意見等あれば発言をお願いいたします。 

委員Ａ  資料７の３ページ、基本方針５に民間経営手法、経済性と書い

てありますが、民間経営手法というのは、この会の中でそういう

ふうに設定するのか。 

事務局Ⅽ  今後組合が施設を整備、運営するに当たって、民間の資金や技

術、或は、経営のノウハウを利用することはできないか、調査・

検討するということで、民間経営手法という言葉を使っていま

す。 

委員Ａ  それは、よその自治体を見て考えているのか、それとも独自に

考えたものですか。 

事務局Ⅽ  現在、多くの市町村、国でもそうですが、なるべく民間の資金、

技術、ノウハウを活用していく方向に進んでいますので、組合も
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そういう考え方について、検討するということです。 

事務局長  補足させてください。行政、市役所が施設をつくって運営して

いくやり方としては、公設公営という市役所がものをつくって市

役所が運営していく方法があり、これは従来方式です。 

もう一つ､最近多くなってきたのは、市役所がものをつくって

民間が運営をしていくＤＢＯといわれる方式です。 

もう一つが、民間がつくって民間が運営していくＰＦＩといわ

れる方式です。 

先ほど●●委員から、ＰＦＩとは何ですか、ＶＦＭとは何です

かという話がありましたが、組合がごみ処理施設をつくってごみ

処理施設を運営した方が良いのか、組合がごみ処理施設をつくっ

て民間に委託した方が良いのか、民間に建設から運営までお願い

した方が良いのかということを、ＰＦＩ等導入可能性調査で今年

調査します。 

それで経済性などを評価した上で、一番良い事業方式を採用し

ましょうということです。ちょっと考えると、民間がつくってく

れるのだったら、民間につくってもらって運営管理から一切合切

民間にやってもらった方が良いのではないかという考え方もあ

りますが、民間がつくった施設を使用してごみを処理するわけで

すから、そのためには構成市である鴻巣市、行田市、北本市が使

用料ということで必要なお金を払うことになります。   

そういった条件で、どの方式が本組合にとって一番良いのかと

いうことで、ＰＦＩ等導入可能性調査を実施するものです。 

最近の例では、昨年度皆さんに送付いたしました、広域処理に

向けた基礎調査（広域化方針）報告書の８５ページを見てもらう

とわかりますが、平成１７年度から平成２６年度までの件数で言

いますと、行政が建設して行政が運営するという実績が約３

７％、行政が建設して長期的に民間に運営を委託するのが約１

２％。それからＤＢＯ方式と言いまして、行政がものをつくりま
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すが、つくる上で、設計段階から長期間にわたる運営まで民間に

お任せする方式が全体の約４９％です。それからＰＦＩ方式と言

いまして、民間が民間の資金でつくって民間が運営する方式が約

２％です。 

そういったことも踏まえまして、今後どのような方式とするこ

とが一番良いかということを専門的に調査して検討していこう

ということです。もちろん、調査結果が出た段階で皆様にお示し

して協議をしていただくことになります。 

委員Ａ  私が言いたいのは、手法の中において、お金を出すのだからよ

り効率良くやっていただきたいということ。そんな議論が吉見の

時に８年前にもあったが、具体的にどうだというのがうやむやに

なってしまった。何と言ってもお金がかかるものですから。 

議長  他にいかがでしょうか。 

委員Ｅ  今、諮問をされたばかりなのに、この基本方針を拝見いたしま

すと、ＰＦＩありきのように見えてならない。これにはちょっと

違和感があります。また、ＰＦＩを導入することにより、どのよ

うなメリット・デメリットがあるのかという説明も受けていない

状況の中では、こういう資料だとちょっと違和感を抱かずにいら

れないと思うのです。ですから、もう少しかみ砕いた、基本方針

の説明の仕方も他にあったのではないかと思いますが、その辺に

ついてはいかがでしょうか。 

事務局Ⅽ  ＰＦＩ導入を前提にしているのかということですが、資料７の

１ページ目、基本方針の設定方法の（１）の設定の流れで、施設

整備基本計画の策定及びＰＦＩ等導入可能性調査の実施に当た

り、施設整備に係る基本方針を設定します。としています。です

から、必ずＰＦＩを導入するということではございません。 

 この度、施設整備に係る基本方針を策定する理由は、今後ごみ

処理方式等の選定に入っていく際の評価項目を設定するための

方針とするものです。 
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委員Ｅ 私、聞き取れない部分が多くありまして何かと不便を感じてい

ます。ですから、マイクを導入していただければありがたいと思

います。 

委員Ａ 議長、ちょっと休憩をとったらいかがですか。 

議長 ３時１０分まで休憩とさせていただきます。 

 （休憩） 

（マイクの用意） 

議長 再開いたします。事務局の説明をお願いいたします。 

事務局長  私から●●委員のご質問にお答えします。 

 ＰＦＩという表現のところですけれども、わかりづらい資料で

申しわけありませんでした。次回からはこの点につきましてはわ

かりやすい資料をつくっていきたいと思いますのでご理解いた

だきたいと思います。 

ＰＦＩ方式でやるということが決まっているのではありませ

ん。先程申し上げました、昨年度策定しました一般廃棄物（ごみ）

処理基本計画に５つの基本方針がありまして、その最後に経済性

について盛り込まれています。そういった中で公設公営がいいの

か、公設民営がいいのか、民設民営がいいのか、この組合に合う

ものはどれか検討していきましょうということでございます。 

もちろんどれが良いか検討する際には、案を皆様にお示ししま

して、ご意見をいただくという進め方をさせていただきたいと思

いますので、ご理解をいただきたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

委員Ｅ  資料７の基本方針５に民間経営手法、経済性というところで、

経済性に優れた施設と記載されています。こういう文書の出し方

をするから､某新聞に記載されていたような記事の内容になって

しまって、あたかもＰＦＩで決定したかのような誤解を招く記事

になってしまうのだろうと。もう少し配慮した文書の出し方をし

た方が良いと私は考えまして、今ご意見申し上げました。 
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議長  他にありますか。 

委員Ｆ  ＰＦＩについては、専門ではありませんが、全国的にもそうい

う手法を取り入れている市町村や組合があります。私が知り得て

いる情報だけですが。ただ、当然皆様の税金を使わせていただき

ながら、環境とか安全性に配慮することがまず大前提です。その

中で、ここにある基本方針１から５という順番にされているのか

なと私は今推測しています。まず１番として、皆様の安心・安全

とか安定とかを配慮して基本方針をおつくりになっているので

はないかというのが私の今の推測です。 

ただ、その中でもごみの処理施設などを運営するに当たって、

環境に配慮するために、ごみを十分に撹拌してごみ質を均質にす

るとか、そうしないと有害性のガスなどが､ある時は濃いものが

出てしまう時もあります。そういうような撹拌の方法ですとか、

これから多分説明があると思いますが、出てきているガスを適正

な濃度以下にして排出をするためには一定の薬剤も噴霧する必

要が出てきます。他にも民間が持っている知見も幾つかあるよう

に聞いています。経済性だけではなくて、安心・安全の面でもそ

ういうノウハウを入れていこうというお考えをお持ちの自治体

もあります。今日のところはおそらくその辺のお話がまだご説明

できていないというところで、今後は、私が言うのも僭越ですが、

専門部会を立ち上げながら検討して、なるべくわかりやすくし

て、それを皆様にお示しすることを予定されているのではないか

と勝手に推測しています。 

 基本方針５の、先ほど委員がおっしゃっていた民間経営手法と

いう言い切り型にされてしまうと誤解を招くのかなと。多分ここ

のところの表現なのかなと感じているところで、そこを例えば今

後またご検討いただくとか、文章を見ると検討という話が出てき

ますから、例えば民間経営手法の検討とか、他のことを羅列する

とおかしくなるので、これがいいかわかりませんが、検討してい
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ただくのは１つかなと思いました。 

委員Ａ  いいのではないですか。今はとりあえず。 

事務局長  それでは、●●委員さんから発言がありましたように、説明い

たしましたごみ処理広域化を推進するための基本方針３の中に

「民間経営手法の導入等を検討し」という文章があること。 

また、●●委員がおっしゃったように、基本方針５のキーワー

ドに「民間経営手法」と書いてありますと、あたかも民間経営手

法が決まったかのように誤解を招くおそれもありますので、「民

間経営手法の検討」と訂正させていただきたいと思います。 

委員Ａ  わかりやすく出してください。 

議長  その他にいかがでしょうか。ないようですので、それでは基本

方針５のキーワードについては、「民間経営手法」ではなくて、

「検討」を加え、「民間経営手法の検討」とさせていただきます。 

 施設整備に係る基本方針案につきましては、事務局案のとおり

決定することでよろしいでしょうか。 

 （「異議なし」の声あり） 

議長  では、異議なしということで決定させていただきます。お手元

の資料の（案）をとっていただくことと、先ほどの基本方針５の

キーワードの民間経営手法の後に検討を加えること、訂正のあっ

た資料は、後ほど差しかえさせていただくことになると思います

ので、よろしくお願いいたします。 

議題（７）公害防止に係る基準値について  

 （７）公害防止に係る基準値についてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

事務局Ｂ 【資料８公害防止に係る基準値（案）を用いて説明】 

議長  今の説明に施設整備に係るメーカーアンケート調査とか環境

影響評価準備書という言葉が出てきましたので、その辺を説明し

ていただけますか。 
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事務局Ⅽ  まず、施設整備に係るメーカーアンケート調査につきまして

は、８月下旬から１０月末までを実施期間として、プラントメー

カーに、本日の議題にあります公害防止基準値等を提示いたしま

して、施設整備費や運営費等の見積りをいただく予定となってい

ます。 

 また、環境影響評価準備書につきましては、環境影響評価調査

を実施するに当たり、ごみ処理施設の事業計画の内容や環境影響

要因の抽出、環境影響評価項目を選定するものです。 

 これに基づき、建設予定地の現状の環境をまず把握いたしまし

て、ごみ処理施設が整備された場合にどのような影響が出るかと

いうところを予測して作成することになります。その作成に当た

りまして、今回、本施設の公害防止基準値（案）をご検討いただ

き、環境影響評価に係る設定値としたいと考えています。 

議長  もう一点、２枚目の処理施設のクローズド方式について説明し

てください。 

事務局Ⅽ  クローズド方式につきましては、施設内で生じる排水を外部に

は一切出さないで、施設内で処理する方式でございます。 

議長  皆さんからご質問・ご意見等あれば発言をお願いいたします。 

委員Ｅ  資料８の排ガスの下の悪臭について、既存施設の数値の記載が

ないのはどういうことなのか、お伺いしたいと思います。 

議長  ただ今、確認中ですので、他にご質問があればお伺いいたしま

す。 

委員Ｂ  排ガスの規制値につきましては、法や条例の規制値よりも厳し

くしているということで、大変結構だと思います。 

しかし、騒音・振動につきましては、建設候補地の隣に鴻巣カ

ントリークラブがあり、もう少し行くと人家もあるということ

で、体感的に感じるものですので、基準値が法令・条例と同じ数

値であればいいという形でいいのかどうか。いろいろ施設の整備

も技術的に進んできて騒音や振動もかなり抑制されていると思
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いますが、このあたりはどういったところでこの数値でいいとい

う結論を出されているのか教えてください。 

事務局Ⅽ  はじめに、●●委員から質問のありました、小針クリーンセン

ターの悪臭の規制値の件につきましては、建設当時には、法律の

規制がなかったことで基準値は設けていないということでござ

います。 

 次に、●●委員からの騒音規制値につきましては、法的には朝

と夕は、５０デシベルとしていますが、５０デシベルというのは

どのぐらいの大きさかと具体的に申し上げますと、静かな事務所

の中という程度でございます。そうしたことから、建設候補地付

近につきましては、周りが田んぼでございますので、法規制値ど

おりの基準値としたものでございます。 

委員Ｇ  排ガスの今回の基準値につきまして、数字がかなり低いという

か、平成２７年７月のさいたま市桜環境センターの処理方式とし

て扱っている基準値に近くなってきているわけですが、そうする

とごみ処理方式が決まってくるということでしょうか。 

もう一点、例えば見積もりをとって、この基準値を守るために

費用がどんどん加算される場合には、この基準値を見直すことも

考えるわけでしょうか。 

事務局Ⅽ  ごみ処理方式と自主基準値の関連でございますけれども、現在

ごみ処理方式は３方式で検討しますが、どの方式であってもこの

基準値はクリアできる数値となっております。 

また、この基準値により、費用が特段大きくなる要素はござい

ません。 

事務局長  まず、組合では３つの処理方式を提案しております。この３つ

の処理方式のいずれであっても、現在の処理技術からすると、こ

の基準値を十分にクリアできるものです。さいたま市の桜環境セ

ンターとか、埼玉県だけではなくて他の市町村も概ねこれぐらい

のものでやっているということですので対応できると考えます。 
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また、この基準値をクリアするために余計にお金がかかるのか

ということにつきましては、例えば法基準値と比べればかなり低

くなりますので、お金だけを考えれば、法基準値を守るだけの施

設と自主基準値を設けて守る施設を比べれば費用の差は出てく

ることになると思います。この基準値を守るために想定している

お金が増えるかどうかということも当然あるわけですけれども、

そういったことを含めまして、調査をした段階で皆様にお示しす

る形になると思います。 

 騒音が５０デシベルというお話で、担当課から事務室ぐらいの

音だと説明しましたが、建設候補地は田んぼの中で、住宅までは、

おそらく３００メートルぐらいであるということで、５０デシベ

ルというのは人が不快感を覚えない程度だと思います。私も週の

半分は小針クリーンセンターにいます。脇には行田市粗大ごみ処

理場もありますが、特に事務を執る上での支障はありませんの

で、建設候補地周辺の方については、ほとんど影響はないと言っ

ていいと思います。 

 悪臭につきましては、既存施設の規制値に数値がないのは、建

設当時は規制がなかったということでございます。建設候補地

は、市街化調整区域でございますので、臭気指数１８が法規制に

なりますが、住宅地と同じ臭気指数１５という厳しい設定で検討

しているところでございます。 

議長  他にありますでしょうか。 

委員Ｅ  この表の中に本来はあって欲しいと思ったのは、焼却灰の割合

です。焼却灰がどの程度排出されているのか。現在、太平洋セメ

ントにおいてセメントの原料として使っていただいているとい

う状況の中で、焼却灰の処理にかかるお金が今後大変な金額にな

るということを皆さんに認識していただくためには、そういった

数字も欲しかったなと思いました。 

というのは、現在、太平洋セメントに１トン当たり３万円で処
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理してもらっています。今後本組合で、ストーカ方式、既存の施

設と同じような方式でやったならば年間８万トンから１０万ト

ンぐらいの焼却灰が排出されます。そうしますと年間に３億円近

いお金が処理にかかるということです。そうした中で、相手は民

間ですからこれからオリンピック・パラリンピックを迎えた後、

需要の低迷も当然予想されます。そうした中でトン当たりの焼却

単価が、これは企業ですから相手の都合によって現在の３万円が

４万円にならないとも限りません。５万円にならないとも限りま

せん。それを考えますと、単純に申し上げて年間３億円かかると

したら３０年で９０億円、現在の金額ベースでかかるということ

も踏まえて、私はこの表の中に焼却灰の量もぜひ記入して欲しか

ったと思います。焼却灰も公害の一つですから、ぜひそのように

お願いしたいと思いました。 

事務局Ⅽ  焼却灰の関係ですが、今後、残さの処理につきまして、専門部

会で検討し、検討委員会に報告させていただきたいと思います。 

議長  他にいかがでしょうか。 

 ないようですのでお諮りいたします。議題（７）、公害防止に

係る基準値については、本日示しました事務局案を、先ほど説明

のありました施設整備に係るメーカーアンケート調査及び環境

影響評価における条件設定としたいと考えております。よろしい

でしょうか。 

 （「異議なし」の声あり） 

議長  異議なしと認め、事務局案をもとに施設整備に係るメーカーア

ンケート調査及び環境影響評価における条件設定といたします。

なお、法的規制値が未定のものもありましたので、組合は今後も

国の動向に注意してください。 

議題（８）組合で整備する施設の規模について  

（８）組合で整備する施設の規模についてを議題といたしま

す。 
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事務局より説明をお願いします。 

事務局Ｂ 【資料９組合で整備する施設の規模を用いて説明】 

議長  説明が終わりました。説明の４ページにもありますが、こちら

の施設の規模につきましては、調査結果を踏まえて第２回目の検

討委員会で引き続き検討していただく内容となっています。 

それでは説明の内容に関しまして、ご質問・ご意見等あればお

願いいたします。 

委員Ｂ  資料９の２ページにありますプラスチック資源化施設の関係

については、昨年の検討委員会でも申し上げていることですが、

行田市は容器包装のプラスチックを分別していないという実態

がございます。鴻巣市と北本市は分別をしている中で、今度プラ

スチック資源化施設をつくるに当たって、容器包装の他にきれい

なプラスチックを混ぜて回収し、プラスチック資源化施設に持ち

込んで、あえて容器包装を分別すると伺っています。市民にでき

ることをしてもらって、その分の費用を削減するという考え方は

ごみの政策を進めていく上で大切なことだと思います。 

分別については、この検討委員会の中で決定になるということ

を聞いております。ぜひ行田市では、ペットボトルの分別もまだ

これからということでございますが、どのような計画をお持ちな

のか、どのように把握されているかお聞かせください。 

施設の規模と金額という点で不燃ごみよりもプラスチック資

源化施設のほうが、目安ではありますけれど高額になっておりま

したので、そういう点からも費用を削減できるのではないかと思

いますが、いかがでしょうか。 

行田市環境経済

部長 

 行田市の現状でございますが、ご承知のとおり、プラスチック

類及びペットボトルについては不燃ごみという扱いで収集して

おります。 

また、燃えるごみの中にプラスチック類及びペットボトルが紛

れ込んでいる可能性も否定できません。と申しますのが、行田市
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の収集袋は紙で中が見えないため、外見から中身が確認できない

という状態であるため、混入も十分考えられるからです。 

ごみ処理の広域化については、全市民の協力の上で３市足並み

を揃えるという前提がございますので、行田市はこれから分別に

ついて全市民に周知することを考えています。その前段として、

先日、行田市の衛生協力会連合会、自治会連合会という組織の両

方の役員にお集まりいただいて、今後のごみの広域化に向けた勉

強会を開催しました。その中で、今後、行田市はこうしていかな

ければいけないと、そのためには市民全員の協力が必要になると

いう話をしました。まずは、自治会の役員と衛生協力会の役員に

はこの内容をよく承知していただきたいということで、今後も定

期的に意見交換を行う事を考えています。 

行田市においては、分別の方法をいつから変更し、実施するか

についての計画を現在策定中でございます。なるべく早い段階で

３市の足並みが揃うような形にもっていきたいと考えていると

ころでございます。 

委員Ｂ  行田市の場合は、市街化区域以外にも広大な地域がありますの

で徹底していくのは大変なことだと思います。新施設が稼働する

時に合わせてのスタートだと思いますので、時間はある意味たっ

ぷりありますので、ぜひ啓発とご理解が進むよう、必要であれば

実施している所の市民も参加させていただいて、容器包装を分別

するってそんなに大変ではないということをお話しできる機会

もつくっていただければ協力したいと思いますので、ぜひよろし

くお願いいたします。 

議長  他にいかがですか。 

特にないようですので、先ほどの説明にもありましたが、これ

については継続して、また第２回の検討委員会ですることとして

います。 

 それではお諮りいたします。議題（８）、組合で整備する施設
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の規模については、次回への継続審議ということで決定してよろ

しいでしょうか。 

 （「異議なし」の声あり） 

議長  それでは、議題（８）については継続審議といたします。 

 以上をもちまして、本日の議事はすべて終了いたしました。 

議事進行につきまして、ご協力ありがとうございました。 

会議の進行を司会に戻します。 

事務局長  ありがとうございました。 

それでは、次第の最後となりますその他でございます。 

事務局から施設整備スケジュール、報酬等について、ご連絡が

ございます。 

事務局Ｂ  それでは、資料１０施設整備スケジュールをご覧ください。こ

ちらにつきましては、２年前、平成２６年８月２８日に開催いた

しました第１回の検討委員会でお示ししたスケジュールでござ

います。稼働予定年度の３５年度までのスケジュールをお示しし

ていますので、後ほどご確認いただきたいと思います。 

事務局Ａ  ２点ほど事務連絡を申し上げます。まず１点目といたしまし

て、報酬及び費用弁償の件です。当委員会に係る委員報酬の額に

つきましては７,８００円、費用弁償の額は１,４００円となりま

す。口座への振り込み金額につきましては所得税を源泉徴収させ

ていただきます。なお、振り込みの時期はおおむね３週間後ぐら

いになりますので、あらかじめご了承願います。 

 ２点目といたしまして、マイナンバーの関係でございますが、

平成２８年１月からの行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律が適用されまして、マイナンバ

ーについて、照会をさせていただくことになりました。本日は、

対象となる方のみ机の上に、関係書類を封筒に入れて配付させて

いただきました。つきましては、後ほど事務局までご提出をお願

いしたいと思います。 
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事務局長  皆様から何かございますか。 

委員Ａ  大雨が降ったときに、建設候補地に水が溜まってしまうという

機関紙が出回っています。知らない人はそういう機関紙の内容を

まともに受け取ってしまいますので、議会の中で、そういう質問

をする人がおりましたらはっきりと言ってください。でないと知

らない人は、建設候補地は水が溜まって地質的に危ないのではな

いかと受け取ってしまいます。 

私が見た限りでは、地質的には、問題ないのではないかと思い

ます。平成２６年度の検討の中でも、問題はなかったと私は受け

とめています。 

議会の中でそういう話をしたというものが出てきていますの

で、そういうところは明確に答えていただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

事務局長  組合では、質問等につきまして、きちんと整理した上で回答し

てまいりますので、引き続きご協力いただければと思います。ど

うぞよろしくお願いします。 

 他にいかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

 それでは、以上をもちまして、第１回検討委員会を閉会といた

します。長時間にわたりありがとうございました。 

 


