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会 議 録 

会 議 の 名 称 第２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９月２９日（木） 

開会：午前９時３０分  閉会：午前１１時２０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、阿久津彰男、田島和生、荒井喜久雄、堀口郁子、 

阿部愼也、小林友明、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 川嵜幹生（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 

    関口環境経済部環境課長 

行田市：小林環境経済部長、前島環境経済部環境課長 

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 開会 

２ あいさつ 

３ 議題 

 組合で整備する施設の規模について 

４ その他 

５ 閉会 
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会 議 資 料 

（資料名・概要等） 

・資料 1 組合で整備する施設の規模について  

・資料 2 検討委員会のスケジュール及び検討方針  

・参考資料 1 H26 ごみ処理実績及び人口将来予測 (H27.10.1 実績

による補正 )に基づくごみ排出量の推計結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

その他必要事項 

傍聴人 ３人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 議 録 の 確 定 

確 定 年 月 日 主 宰 者 署 名 押 印 

平成２８年１１月９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） 

 ・開会 

・資料確認 

・委員長あいさつ 

事務局長  議事の進行につきましては、検討委員会条例第６条の規定によ

り、原委員長にお願いいたします。 

議長  それでは、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、皆様のご協力をお願いいたし

ます。 

 本日の会議は公開で行います。 

 傍聴人がいるということですので、傍聴人の入室を許可いたし

ます。 

 【傍聴人入室】 

議長  傍聴人に申し上げます。傍聴証の裏面に傍聴人に関する遵守事

項がございますので、ご協力をお願いいたします。 

 議題 組合で整備する施設の規模について  

議長 それでは、「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。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

事務局Ａ  【資料１ 組合で整備する施設の規模についてを用いて説明】 

議長  事務局の説明が終わりました。 

 審議については、１つずつ区切っていきたいと思います。 

「１.平成２７年１０月１日現在の人口を反映した将来予測人

口」について、何かご意見、ご質問等ありますか。 

委員Ａ  今後、高齢化が予想されます。そうした場合、将来予想人口に

高齢化率というものをしっかり明記しておいた方がいいのでは

ないか。何を言いたいかといいますと高齢者に数多くのごみの分

別を強いるのは、非常に難しいと考えるからです。 

昨今、ごみの分別については、かなり徹底されてきて大変いい
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ごみの分別ができていると考えますが、これからも高齢者がそれ

を確実に実践していくことができるかというふうに考えると、非

常に不安に思えてなりません。 

事務局Ｂ  高齢化率に関しましては、こちらの将来予測人口の中で加味し

て推計しています。 

それから、広域化方針の中で高齢化の進行に伴う高齢者単身世

帯の増加等を踏まえ、分別や排出を行う際の対応も必要であると

しています。 

議長  よろしいですか。 

委員Ａ  はい。 

議長  他に将来予想人口の内容に関してありますか。 

委員Ｂ  推計人口について、国立社会保障・人口問題研究所による将来

推計人口、施設整備基本計画の将来予測人口、広域化方針の将来

予測人口の平成３５年の数字というのは、どのように理解したら

よろしいのか。 

事務局Ｂ  推計人口につきましては、国立社会保障・人口問題研究所の将

来推計人口の直近近似による推計値の平成２７年１０月１日と

住民基本台帳人口を比較したところ、実態の住民基本台帳人口の

方が多いということで、補正値３，３９３人を加えまして、施設

整備基本計画の将来予測人口を推計しています。 

委員Ｂ  先ほどの説明で、３,３９３人加えるとおっしゃったけれども、

３,３９３人は、どこから出てきたのかというところをお聞きし

たい。 

事務局Ａ  資料の２ページをご覧いただきたいと思います。 

補正値の３，３９３人につきましては、表３で計算しています。 

表３の一番上が平成２７年１０月１日現在の住民基本台帳人口、

そして２段目が表２の国立社会保障・人口問題研究所の将来推計

人口の直近近似による推計値平成２７年１０月１日の数値にな

ります。この差が構成市合計で３,３９３人になります。 
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表４の施設整備基本計画の将来予測人口につきましては、表２

の平成２７年から４２年のそれぞれの年の推計値に３,３９３人

を加え人口を推計しています。 

議長  先ほど説明がありましたが、広域化方針の時は平成２６年１０

月１日の実人口で、今回は平成２７年１０月１日の実人口を基準

としています。２ページ、表３の①住民基本台帳２７１,２３６

人と②国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口の直近近似

による推計値２６７，８４３人との差が３，３９３人出ているわ

けです。この３，３９３人を補正値として、表２の国立社会保障・

人口問題研究所による将来推計人口に加え、表４の施設整備基本

計画の将来予測人口としているわけです。その辺の見直しをさせ

ていただいています。よろしいでしょうか。 

委員Ｂ  はい。 

議長  他にありますか。 

 ないようですので、続きまして、大きな四角で囲みました２番、

４ページからになります「２．不燃ごみ組成調査結果」に関して、

ご質問等あればお願いいたします。資料の４ページから７ページ

にかけてということになります。 

委員Ｂ  不燃ごみ、それからきれいなプラスチック製容器包装ときれい

なプラスチック、特に（２）のきれいなプラスチック製容器包装

ときれいなプラスチックの分別が変わったということで、これは

評価をさせていただきます。 

何回か検討をお願いしていたところでしたので、それはそれで

良かったです。基本的にはプラスチックを極力燃やしてほしくな

いというのが私の意見ですが、今後、きれいでないプラスチック

ですとか、不燃ごみに入っているプラスチックも焼却の方に持っ

ていくという計画ですので、そのあたりの分別の形が変わってく

ると思います。過去に発表している分別と違ってくるので、もう

少しわかりやすく教えていただきたい。そうでないと、後の数字
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をうまく拾い切れないので、よろしくお願いいたします。プラス

チックと不燃ごみの分別が変わってきたというところです。 

事務局Ｂ  今回は、プラスチックの分別を大きく変えています。これまで

は、きれいかどうかというくくりで、きれいなプラスチック製容

器包装ときれいなプラスチックを合わせて資源物ということで

分別することとしておりましたが、今回、施設整備基本計画では、

単純にきれいなプラスチック製容器包装を資源物とするという

ことです。 

委員Ｂ  全体でどうするのという話です。 

事務局長  今までの不燃ごみの中で何が資源物になって、何が可燃ごみに

なるということ。家庭からの出口ということでよろしいわけです

ね。 

委員Ｂ  そうです。 

結局、可燃ごみに何が入るのかで可燃ごみの量を今回検討して

いるわけですから。 

事務局長  可燃ごみにつきましては、今までの可燃ごみときれいなプラス

チック製容器包装以外のプラスチックであります、汚れたプラス

チック製容器包装やプラマークが付いていないプラスチック類

となります。現在、汚れたプラスチック製容器包装やプラマーク

がついていないプラスチック類は不燃ごみとしていますが、これ

は、不燃ごみではなくて、可燃ごみになるということです。 

市民の方からすると、これはプラスチック製容器包装かな、ど

うなのかなと悩む所もあったのではないかと思いますが、今度は

プラマークがついているものは資源物ですよ。それ以外のプラス

チック類は可燃ごみですよということで若干出しやすくなると

考えます。細かくはこれから構成市の意見を聞きながら精査し

て、市民にＰＲしていくということを考えています。 

議長  よろしいですか。 

委員Ｂ  はい。ここの意味がよくわかりました。 
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委員Ⅽ  プラスチック製容器包装というのはどういう物なのか。これに

対して、どのような分別をするのか。 

 あともう１点、広域化というのはどこを指して広域化と言って

いるのか教えてほしいです。 

事務局Ｂ  お手元にありますペットボトルを例にしますと、ラベルの四角

いマークに片仮名でプラと書いてあります。このマークのある物

がプラスチック製容器包装になります。これをはがしてもらっ

て、ラベルは資源物、残ったペットボトルはペットボトルとして

資源回収することになります。 

委員Ⅽ  そうなると、各家庭でこれをはがして出すということになるの

ですか。 

事務局Ｂ  そういうことです。 

委員Ⅽ  これから高齢者が増えてくるという中で、これをはがして分別

することを徹底できますか。ラベルをはがしてまでやるというこ

とは難しい話だと思う。もう少し考えてもらいたい。 

委員Ｄ  鴻巣市ではやっています。 

委員Ⅽ  やっているのか。 

委員Ｄ  やっています。分けてやっています。 

事務局Ｂ  現在、鴻巣市と北本市ではそういった分別収集をしています。 

分別方法につきましては、誤解がないように周知を図っていき

ます。 

 広域化につきましては、鴻巣市、行田市及び北本市の３市で新

たな施設建設に向けて鋭意進めています。 

  現在、鴻巣市、行田市及び北本市の間で分別方法が違うところ

がありますが、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源プラスチッ

ク、それからペットボトルにつきましては、ごみ処理の広域化に

伴い分別を統一するということで進めています。なお、ペットボ

トルに関しましては、構成市で処理するということになります。 

委員Ⅽ  わかりました。 
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もちろんごみの分別を守らせるのが我々の仕事かもしれませ

んが、分別されずに出された場合も考えておいてもらわないと。

その辺はこれからの課題からもしれませんが、今後そういったも

のを含めて検討する余地があるのかなと感じただけです。 

委員Ｄ  私は鴻巣市の田間宮という所で、大体１８０件ぐらいあります

が、ラベルをカッターで切っています。大体６時半ごろに行って、

収集車が来る１０時までにさばきます。これを１７年間やってい

ますが、問題は住民のモラルの問題だと考えています。 

議長  ラベルを切って差し上げているということですが、これは要す

るにモラルということで、今後一層啓発していく内容ということ

になりますので、ご了解いただきたいと思います。 

 なお、ペットボトル・ビン・缶等につきましては、各市で処理

するということになります。 

 それでは、他に。 

委員Ⅽ  先ほど広域化ということを言ったけど、どこをベースにして広

域化と言っているのですか。 

議長  ここで出ている広域化というのは、昨年の検討委員会でまとめ

ました広域化方針、つまり、この新しい組合の中で共同処理をす

るという意味の広域化ということです。 

 他にいかがでしょうか。 

委員Ｅ  今後は広域化の中で基準をある程度つくっていくわけですよ

ね。そうでないと北本市と鴻巣市はやっていますよ。行田市では

難しい問題ですよというようなことが出てきます。北本市にして

も、鴻巣市にしても、行田市にしても疑問点が出てきますから、

その辺をよく鑑みて、基本的な広域化のごみ処理については、全

体的にはこうですよということをやっていかないと。 

例えば広報で明確に伝えていくとか、先のことですけど、組合

で全市民に知らせるような広報をつくっていただくなど、今後の

課題としてお願いしたいと思います。 
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事務局Ｂ  構成市と連携を図りながら、分別の部分も含めて周知徹底を図

ってまいります。 

議長  他にいかがでしょうか。 

２番につきまして、よろしいでしょうか。 

 （「はい。」という声あり。） 

議長  それでは、続きまして、８ページからの「３．将来のごみ量推

計」について、人口やごみ量の変化などを加味して見直しをした

推計をお示ししています。 

何かご質問がありますでしょうか。 

委員Ｂ  ７ページにあります表６の不燃ごみ中の組成割合で、組合の不

燃ごみ（家庭系）の合計が２,７５０ｔとなっていますが、８ペ

ージ表７では、平成３５年の不燃ごみの合計が２,９９７ｔとな

っています。少し余裕を持っているという見方ができますが、そ

ういったところの数字は係数を何か掛けているのかなというと

ころがわからないので、教えてください。 

事務局Ｂ  ７ページ、表６の組合の不燃ごみ（家庭系）の合計２,７５０

ｔにつきましては、施設整備基本計画の数値になりますので、９

ページ、表８の施設整備基本計画における将来のごみ量推計の平

成３５年度、家庭ごみの不燃ごみ２,７５０ｔと一致します。 

表７は広域化方針における将来のごみ量推計の数値となって

いますので、表６と表８を参照していただければと思います。 

委員Ｂ  はい。 

議長  他にいかがでしょうか。 

 （「なし。」とういう声あり。） 

議長  それでは、特にないようですので、続きまして、大きな４番、

「ごみ処理施設の処理対象物、年間処理量及び施設規模」につい

て、１６ページのストックヤードのところまでの内容となってい

ます。 

 それでは、内容に関して、ご意見、ご質問等あればお願いいた



10 

 

します。 

委員Ｆ  １０ページですが、組合で整備する施設の規模について、①が

熱回収施設、②が不燃・粗大ごみ処理施設、プラスチック資源化

施設ということで、その内容がここに記載されていますが、これ

らの施設整備に当たって、数量等を算出する根拠となる部分が①

と②で異なっているわけですね。 

①の熱回収施設では、「ごみ処理施設整備の計画・設計要領（改

訂版）」をもとに算出となっています。 

 ②の不燃・粗大ごみ処理施設、プラスチック資源化施設では「ご

み処理施設構造指針解説」ということで、根拠となるものが異な

っています。これは何か特別な理由があるのでしょうか。或は、

他の施設等を勘案しながら、こういう計算方式でもって１日当た

り何ｔかということを算出しているのでしょうか。 

 特に、※印のところを具体的に説明していただくとありがたい

です。例えば計画年間１日平均処理量を見ますと、施設稼動後７

年以内、施設稼動後ということは、平成３５年以降７年以内とい

うふうに解釈しますけれども、処理が最大となる日量、これはど

ういう観点でこの量をここで算出しているのでしょうか。これは

②にも同じことが言えますので、説明をお願いしたいと思いま

す。 

事務局Ｂ  ①の熱回収施設の施設規模の算出方法の「ごみ処理施設整備の

計画・設計要領（２００６年改訂版）」でございますが、熱回収

施設につきましては、この設計要領に基づいて算出しています。 

この中には、不燃・粗大ごみ処理施設及びプラスチック資源化

施設の施設規模を算定する指標がありませんので、②の不燃・粗

大ごみ処理施設、プラスチック資源化施設の施設規模を算定する

場合につきましては、「ごみ処理施設構造指針解説」に掲載され

ている算出方法で、施設規模を算出しています。 

 それから、①の熱回収施設の施設規模につきましては、３行目
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に、施設規模（ｔ／日）イコール計画年間１日平均処理量（ｔ／

日）を実質稼働率の０.７６７で割って、さらに調整稼働率の０.

９６で割ります。この計算方法で施設規模を算出することとして

います。 

 この下の※印にあります計画年間１日平均処理量につきまし

ては、施設稼動後７年以内における処理が最大となる日量とし

て、人口減少及びごみ減量目標の達成を加味して平成３５年度の

数値を使います。それから、実稼働率の０.７６７というのは、

年間実稼動日数２８０日を１年間の日数３６５で割った数字で、

３６５日のうち、年間停止日数８５日を差し引いた残りの日数と

しています。 

 年間停止日数につきましては、補修整備期間を３０日、補修点

検期間１５日を２回、起動に要する日数を３日、こちらを３回、

停止に要する日数３日を３回、それから全停止日数７日間を合計

した日数８５日としています。 

 調整稼動率の０.９６につきましては、正常に運転される予定

の日でも故障や修理、やむを得ない一時休止等がございますの

で、その分を考慮した係数を０.９６としています。 

 それから、②不燃・粗大ごみ処理施設、プラスチック資源化施

設の施設規模につきましては、計画年間１日平均処理量を実稼働

率の０．６５８で割り、月変動係数の１.１５を掛けて算出する

こととしています。この中の、計画年間１日平均処理量は、施設

稼動後７年以内において処理が最大となる日量、こちらは平成３

５年度の処理量を見込んでいます。 

 実稼働率の０.６５８につきましては、年間実稼動日数２４０

日で、平日のみの稼動日数としています。こちらを年間日数３６

５で割った係数が、稼働率の０.６５８になります。それから、

月変動係数の１.１５につきましては、ごみ処理施設構造指針解

説で示された値です。 
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委員Ｆ  ごみ処理施設整備の計画・設計要領に基づいてという説明でし

たが、これはどこで出している要領ですか。例えば、②のごみ処

理施設構造指針解説をもとに算出したのではよろしくないので

しょうか。というのは、①と②では、実稼動日数が、①は２８０

日、②は２４０日ということで日数が異なっています。これはこ

の施設の実動、或は、これから稼動させるための内容として区分

されるところでしょうが、どうもこの辺が理解しにくいところで

す。その辺はいかがでしょうか。 

 また、先ほどの説明で、１日の平均処理量、最大となる日とい

うのは、まさに稼動した平成３５年度の日量としているという

が、最大となるのはいつかということを推量すること自体も困難

になるのかなと思いますが、この根拠に基づいた計算によって、

おのずと１日当たりの処理量が随分変わってくるように思えま

す。その辺について、もう少しわかりやすく教えていただけると、

専門的な見地からになろうかと思うので、その辺をお願いしたい

と思います。 

議長  それでは、●●委員から説明していただけますか。お願いいた

します。 

委員Ｇ  全国都市清掃会議の●●でございます。このごみ処理施設構造

指針解説とごみ処理施設整備の計画・設計要領の出典元に勤務し

ています。 

ごみ処理施設というのは、国の補助金、今は交付金と言ってい

ますが、これをもらって整備するということが多いわけです。当

時、補助金を出す基準として、厚生省がごみ処理施設構造指針と

いうものをつくり、これに合わせた施設を整備しないと補助金を

出さないよとなっていたわけです。 

 ごみ処理施設構造指針解説は、ごみ処理施設構造指針の中身に

ついてわかりにくい点があるから、それについて解説するものと

して我々のところで出したものです。全国都市清掃会議は、地方
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自治体のごみ処理事業をやっていたＯＢが入っている団体で、全

国の市町村や組合が会員になって、ごみ処理の研究、調査や事業

をやっているわけで、会員に便宜を図るために、補助金をもらう

ためにはどうしたらいいのかという問い合わせに対して、ごみ処

理施設構造指針解説という本をまとめたということです。 

ところが、例のアメリカとの関係で、いわゆる規制緩和という

ことになって、ごみ処理施設構造指針を廃止してごみ処理施設性

能指針となりました。ごみ処理施設構造指針は事細かにこういう

施設をつくりなさい。このようにつくりなさいというのが書いて

ありましたが、ごみ処理施設性能指針は、ごみを安全に環境に影

響を与えないようにきちっと処理しなさい。これに則って設備を

整備するということになりました。このごみ処理施設構造指針か

らごみ処理施設性能指針に変わったときに、ごみ処理施設構造指

針解説にかえてごみ処理施設整備の計画・設計要領をつくってい

ます。 

 その時に、不燃・粗大ごみ処理施設に大きな変更がなかったた

め、ごみ処理施設整備の計画・設計要領に載せていないことから、

不燃・粗大ごみ処理施設については、現在でもごみ処理施設構造

指針解説を参照しています。 

 では、この稼動日数はどう考えるのかというと、※印の２番目

の年間実稼動日数２８０日は、オーバーホールであるとか、定期

点検であるとか、年末年始であるとか、そういったものを除いた

日数としています。これは、年間停止日数を８５日みているとい

うことです。その内訳をその下に書いています。補修整備期間３

０日、補修点検期間が１５日×２回、起動に要する日数が３日×

３回、停止に要する日数が３日×３回、全停止日数が７日間。さ

らに、調整稼働率と書いてありますけれども、慎重に運転しなが

らも故障することがあるということで、やむを得ない停止として

４％ぐらいあるだろうと。それで３６５日×０.７６７×０.９６
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ということで、年間２６８日ぐらいの稼動日数になります。 

そうしますと、１１ページ表９に施設整備基本計画の年間処理

量の合計６６,９７８ｔ／年という数字が出ていますが、これが

熱回収施設の年間処理量になります。この６６,９７８ｔ／年を

３６５日で割ると１日当たり１８３ｔぐらいになります。この１

８３ｔを０.７６７で割って、さらに０.９６で割ることで２４９

ｔ／日という数字を出しています。 

 基本的に熱回収施設は２４時間稼動するということになって

います。一方、不燃・粗大ごみ処理施設については、ここに２４

０日稼動すると書いてありますが、平日のみ稼動、また夜も動か

しません。大体８時間の内、実際には５時間ぐらいの稼動をして、

その前後に点検とか清掃が入ります。 

それでいくと年間２４０日ぐらいしか運転できないというこ

とで、不燃・粗大ごみやプラスチックの年間量を２４０日で割っ

て、さらに、ごみは毎日同じ量が出てくるわけではなくて、たく

さん出るときもあれば、少ないときもあるので、一番多い時と少

ない時を比べて１.１５倍ぐらいになる。それを変動係数として

１.１５を乗じて施設規模を出しています。 

 今、言いましたのは、国から交付金をもらうための１つの基準

になっていますので、この基準に沿った規模でないと、国が交付

金を出さないということになりますので、これでやらざるを得な

いということです。 

委員Ｆ  わかりました。 

議長  他にいかがでしょうか。 

委員Ｈ  １３ページの（４）まとめで、熱回収施設における炉数を２炉

と３炉で評価、メーカーアンケート調査は２炉でしますとある

が、なぜ２炉とするのか。 

事務局Ｂ  今回の検討委員会の結果を受けまして、プラントメーカーにア

ンケート調査を実施します。この内容は、今回決めてもらう施設
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規模をもとに建設した場合は、このぐらいの金額でできるでしょ

う。また、このような施設配置がいいでしょうというような提案

をいただきます。それには、炉の数を２炉にするか３炉にするか

を統一しておかないと正確な見積書が出ません。何社かプラント

メーカーに見積書を提出してもらいますが、うちの会社は２炉で

すよ。３炉ですよ。と言われると、正確な数字、金額の比較がで

きなくなってしまいます。そうしたところで今回は２炉でメーカ

ーアンケート調査を行いたいということでお示ししています。 

 それで、なぜ２炉かというと、資料の１３ページにありますと

おり、実績数において、２炉でつくった自治体が８５％、３炉で

つくった自治体だと１５パーセントで、２炉の方が多い。それか

ら２炉、３炉、それほど性能に違いはありませんが、経済性など

を含めてトータルで考えると２炉の方がいいでしょうというこ

とで、今回のプラントメーカーアンケート調査につきましては、

２炉で見積書をいただきますよということです。 

委員Ｅ  例えば、大きな修理になったときに、２炉ですと処理できない

ごみは業者に出すという言葉がありましたよね。 

 そこのところを考えて、例えば外部に処理できない部分を引き

取って処理してもらうことを考えた場合は、どっちがいいのか。

事故などがあった時のことを考えて、そこのところを計算してお

かないと、現実２炉でやっているところが多いけれども、緊急の

場合はどうするのか。おそらく外部に出せば高い額になると思い

ます。その辺を教えていただきたいと思います。 

事務局Ｂ  大規模改修などで１炉停止した場合、２炉の方が３炉よりも外

部委託が必要となる可能性が高いということです。今回、プラン

トメーカーに調査をするに当たりまして、２炉とするか、３炉と

するか、どちらかに統一しなくてはならないといったところで比

較したものが表１１で、プラントメーカー調査においては、２炉

で統一して調査を行いますが、今後も２炉にするか３炉にするか
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につきましては検討してまいります。 

委員Ｅ  検討は結構ですけど。 

議長  今の提案は２炉で調査をやりたいという案で出しているわけ

ですね。今の検討というのはどうするのかという話ですよね。  

事務局長  基本的な考え方として、２炉にするか３炉にするかについて、

全体で評価すると、先ほど委員がおっしゃられたように、緊急時

のごみの対応というのはありますが、全体としては２炉のほうが

経済性を含めていいだろうという評価をしています。 

実際にどうしているかというと、平成２７年度には、小針クリ

ーンセンターでも修繕のため休炉にしています。ここには外部委

託と書いてありますが、この間に焼却できないごみについて、小

針クリーンセンターでは、埼玉中部環境センターにお願いして処

理してもらっています。逆に、埼玉中部環境センターが補修等に

より休炉で焼却処理ができない場合については、小針クリーンセ

ンターで受けて焼却をしています。また、埼玉県内では、ごみ処

理場を持っている自治体が業務提携をして、お互いに処理をしま

しょうというやり方をしています。 

委員Ｅ  共同でやっているということですね。 

事務局長  そうです。民間の処理業者にお願いしてということではありま

せんので、その点はご理解いただければと思います。 

議長  よろしいでしょうか。 

委員Ｅ  はい。わかりました。 

議長  他にいかがでしょうか。   

委員Ｂ  ちょっと戻りまして、１１ページになります。組合で整備する

施設の規模のところで、結果的には施設の規模は日量２４９ｔと

いうことで変更がないということですが、この表の下のほうを見

ますと、民間資源化施設からの可燃残さと災害廃棄物等を処理す

るということで受け入れの体制を持っていますが、このあたりは

既に予想値として、災害時の物は全体量からすると何パーセント
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含んでおかなければならないというような、先ほどの交付金や補

助金との関係も含めてあるのでしょうか。私としては、極力規模

は小さ目で将来に備えていくということ。それから、その規模に

合わせてごみの行政を各構成市で考えていくということはとて

も大事なことだと思いますので、そのあたりの数字の根拠という

のはどこから出ているのか教えてください。 

事務局Ｂ  災害廃棄物につきましては、何パーセントを施設規模の中で見

込むというようなことはありません。 

災害廃棄物等につきましては、し尿処理汚泥、剪定枝、災害廃

棄物の合計で年間４,０８０ｔになります。し尿処理汚泥につき

ましては、北本地区衛生組合及び妻沼南河原環境施設組合とのヒ

アリングをもとに年間１,４００ｔと積算しています。それから、

剪定枝につきましてもヒアリング調査を行いまして、年間２８０

ｔと設定しています。災害廃棄物につきましては、平成２５年に

発生しました竜巻の被害実績等から年間２,４００ｔと積算して

います。 

委員Ｂ  民間資源化施設からの可燃残さというのは、どういったところ

を想定しているのか。民間から受け入れるということが可能性と

してあるのかどうか。 

事務局Ｂ  ペットボトル等のリサイクル施設等から可燃残さが出ること

から、それを受けることを見込んでいます。 

委員Ｂ  ペットボトルの不適合品が戻ってくるということですか。 

  そうすると、その辺はペットボトルの回収業に対して、どのぐ

らいというような想定で出てきているという数字なのでしょう

か。何か数字の根拠を示していただきたい。 

事務局長  数字の根拠につきましては、昨年度、一般廃棄物（ごみ）処理

基本計画・広域処理に向けた基礎調査（広域化方針）報告書資料

編というものをつくりまして、ホームページにおいて公表してい

ます。 



18 

 

この資料編の２４ページに、「民間資源化施設からの可燃残さ

及び不法投棄」という項目があります。そこで説明させていただ

いていますので、ご覧いただければと思います。 

また、２５ページには、災害廃棄物の設定についての考え方と

して、平成２５年に埼玉県内で起きた竜巻被害等の実績値、国の

指標等を参考にしながら、災害廃棄物等の内訳や算出根拠を明ら

かにしています。ご覧いただいて、不明な点等がありましたら、

お問い合わせをいただきたいと思います。 

議長  よろしいですか。 

委員Ｂ  はい。わかりました。 

議長  他にいかがでしょうか。 

 ２炉構成でプラントメーカーアンケートを行いますというこ

とで、この説明の中で、建設費は小さいとか、運営・維持管理費

は小さいという説明がありましたが、２炉と３炉の具体的な金額

など説明できるものがありますか。 

事務局Ｂ  建設費及び運営・維持管理費については、一般的な知見による

もので、具体的なものはありません。 

議長  わかりました。 

他にいかがですか。ごみ処理施設の処理対象物、年間処理量及

び施設の規模についてということです。 

 よろしいですか。 

それでは、続きまして、５番の各施設への搬入量の違いにつき

まして、昨年度作成しました広域化方針が左側の図で、今回提案

して方向性を決めていただいています施設整備基本計画が右側

の図として比較しながら、処理の流れ、処理量及び施設規模の説

明がありました。 

こちらに関して何かありますでしょうか。 

委員Ｆ  先ほど●●委員から不燃ごみ、粗大ごみ、資源プラスチックに

関わる１日の施設の稼動時間は、大体５時間という説明があっ
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て、私は納得しましたが、こちらの図において例えば、不燃ごみ・

粗大ごみ処理施設の処理能力単位の表記について、約２５ｔ／５

ｈの「５ｈ」ということは５時間と受けとめますが、資料全体の

整合性を持たせるためにも、ここは「日」という表記の方がよろ

しいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。資料全体の

整合性から見たら「ｔ／日」ということで統一すべきかと思いま

す。 

事務局Ｂ  「ｔ／５ｈ」を「ｔ／日」に統一します。 

議長  他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 （「はい。」という声あり。） 

議長  それでは、以上で質疑を終了させていただきます。 

 それでは、お諮りいたします。議題の組合の整備する施設の規

模につきましては、本日一部修正がありましたが、事務局案のと

おり決定してよろしいでしょうか。 

 （「異議なし。」という声あり。） 

議長  ありがとうございます。事務局案のとおり決定いたします。 

 以上で本日の議事は全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。 

 それでは、会議の進行を司会に戻します。 

事務局長  どうもありがとうございました。 

 では、次第４のその他でございます。 

 初めに、事務局から報告をさせていただいた後に、委員の皆様

から何かありましたらお願いしたいと思います。 

事務局Ⅽ  それでは、事務局より、検討委員会の今後のスケジュール及び

検討方針につきまして、説明をさせていただきます。 

 資料２をご覧いただきたいと思います。まず、スケジュールに

つきまして、次回の第３回新施設建設等検討委員会では、施設見

学を１０月３１日の月曜日に予定をしています。詳細な日程が決

まり次第、改めてご案内させていただきますので、１０月３１日



20 

 

のスケジュールを空けておいていただきたいと思います。１日が

かりの行程を予定しています。 

 第４回目以降の検討委員会につきましては、資料２のとおりに

スケジュールを変更させていただきます。 

 次に、今後の検討方針につきまして、資料２の裏面（２／２）

をご覧いただきたいと思います。 

 まず、環境学習機能につきましては、１０月３１日の施設見学

会を踏まえまして、組合案を提示させていただきまして、第４回

の検討委員会において検討してまいります。 

 次に、余熱利用施設につきましても、施設見学会を踏まえまし

て、組合案を提示させていただきまして、第４回の検討委員会に

おいて検討してまいります。 

 ごみ処理方式につきましては、専門部会を１０月１２日に予定

しています。専門部会での検討結果につきましては、第５回の検

討委員会において、専門部会から報告していただき、検討してま

いります。 

 事業方式につきましては、同じく専門部会での検討結果につき

ましては、第５回の検討委員会において、専門部会から報告して

いただき、検討してまいります。 

 以上が検討委員会の今後のスケジュール及び検討方針につい

ての説明となります。 

 最後に、事務連絡としまして、専門部会開催のお知らせとなり

ます。１０月１２日水曜日、午後２時より、ここを会場として、

専門部会を開催させていただきます。 

事務局長  事務局からの連絡事項につきましては、以上です。 

 委員から何かございましたらお願いいたします。 

委員Ｄ  この建設候補地について、「過去、水害に見舞われ、水浸しに

なっているよ。そういう所に施設をつくるのはどうか。」そうい

うことを私に言ってくる人がいます。よくわからない人は、右に
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倣えということで流されてしまう恐れがあります。せっかく３市

で建設候補地を決めた以上、そのような質問に対しては、議会の

中でもしっかりと対応できるという、しっかりした答弁をしてい

ただきたいと思います。 

事務局長  他にどうぞ。 

委員Ａ  私はかねてから、当初の問題になろうかと思いますが、この建

設候補地が５.５ヘクタールということに大きな疑問を持ってい

たわけです。元に戻してしまうようなことはしたくはないです

が、私が皆さんに共通の認識を持っていただくためにもお話しし

ておきたいのは、平成３５年度から稼動して、３０年たった後に

は、また、新しい施設をつくらなければいけないということにな

るわけです。その時に、施設に隣接するのであれば、廃炉とする

資金が国から交付金として出ますが、それが結局、現在のような

鴻巣市の候補地と小針クリーンセンターの場合では、小針の施設

を壊す資金について、国から交付金が出ないことになっていま

す。 

ですから、そういったことも含めて考えた時に、それこそ伊勢

神宮の遷宮ではありませんが、同じ敷地内において、交互に施設

を建て替えられるだけの面積を本来であれば考えていかなくて

はいけないのではないかなと。このように私はかねてから考えて

いたものですから、隣接しているところでなければ、廃炉の交付

金が出ないということを皆さんに共通認識として持っていただ

きたいがために一言申し上げました。 

事務局長  貴重な意見ありがとうございました。議事録として記録にとど

めさせていただきまして、今後、十分に検討させていただきたい

と思います。 

また、●●委員さんからいただいた意見につきましては、鴻巣

市の担当部へ伝えておきたいと思います。 

 他にいかがでしょうか。 
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 （「ありません。」という声あり。） 

事務局長  よろしいですか。では、長時間にわたりましてご協議いただき

まして、誠にありがとうございました。 

 以上をもちまして、第２回検討委員会を閉会いたします。 

 


