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会 議 録 

会 議 の 名 称 第５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２９年１月２０日（金） 

開会：午後２時００分  閉会：午後３時２５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、荒井喜久雄、川嵜幹生、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 阿久津彰男（敬称略）  

事 務 局 出 席 者 

鴻巣行田北本環境資源組合：瀬山事務局長 

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 

  鴻巣行田北本環境資源組合新施設建設等検討委員会専門部

会における検討結果報告について 

（１）ごみ処理方式の評価・選定について 

（２）事業方式の評価・選定について 

４ その他 

５ 閉会 
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会 議 資 料 

（資料名・概要等） 

・次第  

・資料１ ごみ処理方式の評価・選定（専門部会検討結果報告）  

・資料２ 事業方式の評価・選定（専門部会検討結果報告）  

・参考資料１ ごみ処理方式の評価（プラントメーカアンケート 

調査回答による評価）について  

・参考資料２ 第５章事業手法別財政負担額の算定  

その他必要事項 

傍聴人 ９人 

会 議 録 の 確 定 

確 定 年 月 日 主 宰 者 署 名 押 印 

平成２９年２月２０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  議題に入る前に、事務局より第３回専門部会の資料につきまし

て、報告がございますので、お時間をいただきます。それではよ

ろしくお願いします。  

事務局Ａ  それでは、お手元の参考資料２第５章事業手法別財政負担額の

算定をご覧ください。このタイトルの資料は、第３回専門部会資

料として、１月４日付けで皆様に郵送させていただきました。そ

の資料に一部修正を加え本日の資料としていますので、ご説明さ

せていただきます。  

５ページをご覧ください。第３回専門部会では、こちらのペー

ジの上の表にありますＤＢＯ方式２９件、それと真ん中にありま

す表のＢＴＯ方式１件を合わせ、合計３０件の平均値でございま

す７ .６３％を削減期待値としておりました。下の表の削減期待

値の設定について、前回は公設＋長期包括運営委託方式、ＤＢＯ

方式、ＢＴＯ方式の３方式とも同じ数値７ .６３％を使用してい

ました。  

 今回、削減期待値を再設定し、公設＋長期包括運営委託方式と

ＤＢＯ方式では、上の表にございます２９件の平均値であります

７ .４１％とし、ＢＴＯ方式は真ん中の小さい表にあります、名

古屋市の事例の１４ .００％としました。  

 続いて１５ページをご覧ください。表の左側、中段に設計・建

設費（１３）について、先程、削減期待値を再設定した旨をご説

明いたしましたが、設計・建設費につきましては、ＤＢＯ方式の

削減期待値を７ .４１％として算出しています。また、ＢＴＯ方

式の削減期待値を１４ .００％として算出しています。  

 （１４）の運営・維持管理費では、公設（ＤＢ）＋長期包括運
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営委託方式とＤＢＯ方式の削減期待値を７ .４１％として算出し

ています。また、ＢＴＯ方式の削減期待値を１４ .００％として

算出しています。  

 これをもとにＶＦＭ（財政負担軽減率）を算出いたしますと 

公設（ＤＢ）＋長期包括運営委託方式では前回の１ .７０％から

今回は１ .６９％に。ＤＢＯ方式では前回の４ .６４％から４ .５

５％に。ＢＴＯ方式では前回の－１３ .９１％から－５ .７８％に

なりました。なお、削減期待値を変更した場合でもＤＢＯ方式が

最も安くなる結果に変更ございません。  

 以上です。  

事務局長   説明が終わりました。  

 それでは、議事に入ります。議事進行につきましては、本検討

委員会条例第６条の規定によりまして、原委員長に議事の進行を

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。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、よろしくお願いいたしま

す。  

 傍聴人の申し出がありましたので、傍聴人の入室を許します。 

 【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、ご協力をよろしくお願いいたします。  

議題（１）ごみ処理方式の評価・選定について  

 それでは、次第に従い進めさせていだたきます。議題（１）  

「ごみ処理方式の評価・選定について」を議題といたします。  

 それでは、（１）ごみ処理方式の評価・選定につきまして、川

嵜専門部会長より検討結果の報告をお願いいたします。  

専門部会長  【資料１ごみ処理方式の評価・選定（専門部会検討結果報告）を

用いて報告】  
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議長  専門部会の検討結果を報告していただきました。結論として

は、１５ページ、検討対象とした６つのごみ処理方式を選定する

ということになっています。  

 それでは、ただいまの報告の内容につきまして、ご質問等あれ

ばお願いいたします。  

 ●●委員どうぞ。  

委員Ａ  この評価選定の中に、概ね１５年から２０年、安定して処理後

に発生する副生成物の資源化が可能かという記述がございまし

た。その安定して処理すること、安定とは何をもってのことか、

ぜひお聞かせいただきたいと思います。一問一答で質問させてい

ただきますので、一つ一つお答えいただければありがたいと思い

ます。  

議長  事務局お願いいたします。  

事務局Ｂ  何をもって安定かということですけれども、全国的に６つのご

み処理方式の施設が運営されているという点から、安定した処理

が可能であると判断しています。  

委員Ａ  実は、私がお聞きしたいのは、東京オリンピック・パラリンピ

ックの終了後、このセメントの需要というのは激減するのではな

かろうかという見方がなされています。そんな中において、安定

して処理できるのか。そして、安定とは、現在トン当たり３万円

でお願いしているわけですが、これがずっと維持されるものなの

か。それは担保できるのかどうか。安定ということはそういうこ

とも含めての事だろうと私は思っていますが、それについてお答

えいただきたいと思います。 

委員Ｂ  

 

 多分、それは経済情勢にももちろん依存すると思いますが、セ

メントが使われなくなるということは、ないだろうと見ていま

す。今から１５年後、２０年後も続くであろうと考えています。

これを１０年、２０年で契約するので焼却灰をセメント原料化す

る責任は、もちろん企業にあるわけで、契約期間中は安定して処
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理できるということです。  

溶融スラグの場合もそうですが、メーカがずっと処理していま

す。ただ、自治体が自分でやろうとすると処理できなくて埋め立

てに回っているということもあるので、ＤＢＯ方式でやるのだっ

たら、２０年間くらいは安定に処理できるだろうと考えていま

す。  

委員Ａ  現在もこの処理については単年度契約というふうに私は聞い

ています。ですから、現在単年度契約のものが、概ね１５年、２

０年というような見通しが果たしてつくのかどうか。そして、私

が何より言いたいことは、安定して処理できるのかという以前

に、焼却灰を出さないという評価がここにない。焼却灰を出さな

い。焼却灰を出さないという評価もぜひ入れてほしかったという

ふうに現在は考えています。  

 そして、それはそれで６種類のごみ処理方式を現在選定してい

るわけですが、この中でガス化溶融については、まずもって焼却

灰を出さない、スラグは出る、飛灰は出る。しかしながら、スラ

グについては、焼却灰のように単価があまり高くない、ちょっと

前までは料金をいただけたという状況がありました。  

 そういう中で、またもう一つ評価の視点として、この中に分別

の容易性、いわゆる住民にとって分別が容易な方が好まれるに決

まっているというふうに私は思います。ですから、その容易性に

ついての評価がなかったのが残念だなというふうに思っていま

す。おそらく、現在、鴻巣市と北本市についてはかなり厳しく分

別を行っておりますが、行田市については若干甘いというような

こともありますので、やはり甘い方に合わせるためにいろいろと

これから努力していく必要があるのではないのかなというふう

に思います。質問として、何ゆえ分別の容易性、焼却灰を出さな

いという評価がなかったのかという点について、ぜひお聞きして

おきたいと思います。  
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議長   事務局お願いいたします。  

事務局Ｂ  先ほど委員から焼却灰を出さないという評価がない。それか

ら、分別の容易性の評価がないという２つのご質問をいただきま

した。こちらにつきましては、今回はごみ処理方式の評価といっ

たところで、こういった項目、評価の基準を設定させていただき

ました。先ほどご指摘いただいた評価案につきましては、今後、

事業者を募集する段階で総合的に検討し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。  

委員Ａ  わかりました。いいですよ。  

議長  他にいかがでしょうか。  

 ●●委員どうぞ。  

委員Ⅽ  評価・選定について、専門部会で数値等々をお出しいただいて

いるわけですが、最終的に、これからのことになるかと思います。

事業者の選定に当たっては、環境省からも総合評価の落札方式が

望ましいですよと示されていますが、ごみ処理施設の事業者の選

定等々に当たって総合評価方式というものを考えた時に、１つお

尋ねしたいのは、技術評価、それから価格評価ですね、技術点と

価格点、この割合というのはどれくらいを想定されるのですか。

例えば７：３なのか、６：４なのか、５：５なのか、重きをどっ

ちに置くのか。価格なのか、技術なのか。その辺の基準を持ち合

わせていましたら教えていただきたいと思います。  

議長   事務局お願いいたします。  

事務局Ｂ  技術評価点と価格評価点の割合につきましては、今後、事業者

選定評価委員会といったものを設け検討する予定で考えていま

す。その中で評価点の割合につきましては、検討していきたいと

考えています。現時点では、技術点、価格点の割合が幾つかとい

うことを申し上げることはできません。  

委員Ⅽ  ありがとうございます。組合では、これからということですが、

想定というものはどうでしょう。従来の他の施設の建設等々を考
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えたときに、実際にどのくらいの割合が妥当というか適正、いろ

いろな判断があろうかと思いますが、その辺の受けとめ方を持ち

合わせていましたら教えていただければと思います。  

議長  もし例示ができるようであれば、事務局お願いいたします。  

事務局Ｂ  一部の情報しかありませんが概ね技術点が６割、価格点が４割

くらいというふうに伺っています。ただ、本組合でこれから整理

していくに当たりましては、先ほど申し上げましたとおり、事業

者選定評価委員会を設置しまして、その中で改めて検討していた

だきたいと考えています。  

委員Ⅽ  わかりました。ありがとうございます。 

議長  ●●委員、どうぞ。  

委員Ｄ  専門部会での検討では、最初に部会長からお話がありましたけ

れども、環境省が平成１８年に「廃棄物処理施設建設工事等の入

札・契約の手引き」を出して、その中で、いわゆる総合評価でや

りなさいということ。もう一つは、機種を絞らないで広く選択し

て、その中から一番いいやつを選んだらいいでしょう。最初から

絞ってしまうと、今、１社入札という問題もあり、非常に競争性

が阻害されるということで、間口を広くするという基本的な方針

を出していること。技術面としては、決定的に悪いところがなけ

れば、次のステップに行って、手を挙げる、挙げないは事業者の

考え方次第でどうなるかわかりませんが、手を挙げた中から、総

合評価により評価をするのが適正であるという理解でご提案申

し上げたということです。  

議長  他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

 それでは、他にないようですので、議題（１）ごみ処理方式の

評価・選定につきましては、専門部会における検討結果のとおり、 

焼却方式（ストーカ式）＋灰溶融、焼却方式（ストーカ式）、焼

却方式（流動床式）、ガス化溶融方式（シャフト炉式）、ガス化溶

融方式（流動床式）、ガス化溶融方式（キルン式）の６つのごみ
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処理方式とすることを承認してよろしいでしょうか。 

 （「異議なし。」という声あり。）  

議長  異議なしと認め、ごみ処理方式の評価・選定については、専門

部会における検討結果のとおり、６つのごみ処理方式といたしま

す。  

議題（２）事業方式の評価・選定について  

 それでは、次第の（２）事業方式の評価・選定についてを議題

といたします。  

 事業方式の評価・選定について、川嵜専門部会長より専門部会

の検討結果の報告をお願いいたします。  

専門部会長  【資料２事業方式の評価・選定（専門部会検討結果報告）を用い

て報告】  

議長  ありがとうございました。  

 それでは、議題２につきまして詳細な報告が終わりましたの

で、内容につきまして、質問、確認点等あればお願いいたします。

いかがでしょうか。  

 ●●委員どうぞ。  

委員Ⅽ  説明ありがとうございました。最終ページで事業方式を公設民

営に選定していますが、これに関しては、私は賛成したいと思っ

ています。  

 １６ページに定性的評価の一覧が示されていますが、特にこの

中で、事業監視に関して、ＤＢＯ方式ですと、資金は起債等々を

利用して公共で調達するということから、民間の金融機関とは関

わりを持たないという前提があると思います。だからこの表にも

事業監視の部分で金融機関による事業監視がないということに

なっていると思いますが、これは事業監視のみならず、民間事業

者の経営監視もこれからきちっと関わっていく必要があると思

います。よく言われるモニタリングです。  

 そういったことを想定したときに、この公設民営のＤＢＯ方式



10 

 

の採用に当たって、実質的な監視機能を組合だけですべからく担

っていくのか。あるいは、特別のモニタリング体制のようなもの

を構築する考えがあるのか。少なくともこれから運営していくに

当たっては、特に地元に密着した施設運営、これを図る必要は間

違いなくあると思います。そういったことを考え合わせると、例

えば住民参加も視野に入れる、そういった監視機能は必要になっ

てくると思いますが、それらに関して、組合としてどんな考えを

お持ちなのか。教えていただきたい。 

議長  事務局お願いいたします。  

事務局Ｂ  事業の監視機能については、運営モニタリング業務において業

務チェックすることで、安定的に施設運営ができるような形で監

視していきたいと考えています。それから、住民参加の監視機能

というご発言もありましたけれども、その辺は、稼働に向けて、

どのように住民の方が関わっていけるのかも含めて検討してい

きたいと考えています。 

委員Ⅽ  そうですね。サービス提供への事業監視というのは間違いなく

必要ですが特に、今こういう経済情勢下ですと、１０年先、２０

年先、それを受けた事業者がどうなるかわからないというのは、

誰が考えても想定し得ることと思えるので、そこら辺の経営監視

ですね。この辺も、先ほど委託でモニタリングしますという説明

がありましたけれども、その辺を明確に持ちあわせて取り組んで

いってもらいたいと思います。これはお答えを求めませんが、よ

ろしくお願いしたいと思います。  

議長  他にいかがでしょうか。  

●●委員どうぞ。 

委員Ａ  この事業方式の評価・選定の８ページに、やはり事業範囲は適

当でないという業者が６社あります。その６社の中の４社が、先

ほど私が申し上げたとおり、長期間の灰資源化処理の確約を取る

ことが困難でリスクを伴うというような意見があります。これは
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本当に厳しい状況になろうかというふうに思います。  

もう一方の売電業務ですが、最近も売電単価が下がりました。

これから先もかなり不透明なので、どうしても売電にこだわる必

要はないと私は思います。  

 というのは、昨年の夏に、私、国交省へ視察に行ってまいりま

したが、国交省で今目指しているのは水素ということでした。こ

こで大量に発生する電気を使って水素をつくる。こういうことが

これから、こういったごみ処理業界の中にも当然出てくるのかな

と。そこで私は、私どもの自治体では、組合でもってごみ処理場

を建設するに当たって水素を取り入れるという考え方はどうで

しょうという質問をしました。そうしたところ、それはすばらし

いと、全国で初めてですよというような国交省からの言葉を伺っ

てまいりました。これから水素というのは大いに期待されるもの

なので、いろいろな水素関連の企業に声をかけながら、協力をい

ただきながら、そういったものも考えていく必要はあるのかなと

思うところです。ですから、この売電については、かなり反対す

る考え方があるということは、何か納得がいくような気がいたし

ます。質問ではございません。意見を申し上げました。 

議長  他にいかがでしょうか。  

●●委員どうぞ。 

委員Ｅ  恐れ入ります。１１社を対象にアンケートを実施して、９社の

ご回答を取りまとめていただいたということで、全体的に見まし

て、１社が複数のごみ処理方式であるとか、事業方式に対しての

お答えを出していると思いますが、何かもう少し、先ほどのリス

クに対する考え方も１社のお答えとしてトータルで出していら

っしゃるのか。例えばごみ処理方式、これを使った場合で、この

事業方式を使ったら、こういうリスクが発生するという意見なの

か。そのあたりがちょっと見えてこないので、もう少し内容を詳

しく知りたいと思いましたので教えてください。  
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 それから、もう既に先ほど決めたことではありますが、このア

ンケートの中で、参入する場合のごみ処理方式でも、焼却方式の

流動床式ですとか、ガス化溶融方式のキルン式というのは、こう

いったところでも一切お答えが出てこない。そして、前の専門部

会でもガス化溶融方式のキルン式については、今営業を行ってい

ないということを専門部会の委員もおっしゃっているので、蒸し

返すようで誠に申しわけないですが、事業方式のところでこうい

った動きがないものを入れて検討する、募集していくというのは

ちょっと合わないのかなという気が、こちらの資料を見ても思っ

たので、もう少しそこのところを、いくら国が指針として出して

いろんな方式を、間口を広げてというお話はありましたけど、実

際行うのは私どもの組合ですので、組合として決めればいいこと

ではないかなと思うのでもう一回そこのところも教えてくださ

い。 

議長  ごみ処理方式によってリスクが変わったりする、そういうこと

があるのかという。  

 ●●委員どうぞ。  

委員Ｄ  ごみ処理方式ごとにリスクの点は違うのかということですけ

れども、一般的にはメーカの得手不得手があるということが言え

るのかなと思います。例えば売電についても、売電が得意なメー

カは、いわゆる営業技術として売電を中心に頑張って、売電の条

件のいいところに売れるノウハウを持っているので「売電はリス

クがない」といいますが、そういうノウハウを持っていないメー

カは「売電はとても嫌だよ」と、こういうふうに言っているわけ

で、売電一般のリスクということではなくて、あくまでもメーカ

のリスクというふうに考えるのが適当だと思います。  

 この間も滋賀県●●市で総合評価の入札があって、電力につい

て言うなら、売電について、Ａ社は例えば１０円だとすると、Ｂ

社は６円でしか売れない。そういう状況が出ている。そうすると、
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６円でしか売れないところは、結局、入札価格を高くせざるを得

なくなってくるから、売電は組合で持ってよ、リスクが大きいよ

という言い方をするわけです。反対に売電についてたくさんのノ

ウハウを持っているところは売電どんとこいと、おれたちが勝て

るのはここだ、そういうことになるようです。  

 それから、さっきの門戸の話ですけれども、別に広くしていて

も実害はないわけです。来なければ、それはそれでいいわけです

から。来たら、それは総合評価の中できちっと評価してやればい

い。そういうふうにしていけば、特に問題にはならないのではな

いか。来なければ、審査する手間が省けますから、それはそれで

いいでしょうけれども、でもシャットアウトする程のことではな

いなというふうに思います。  

委員Ｅ  間口の件に関しては、先生のおっしゃるとおりで、来なければ、

それまでのことですけれども、来たときのために一応きちっと取

り扱うという手間を考えると、今の主流でないというようなもの

を載せておくところに、この組合が非常におおらかかなという気

がいたしましたので、それだけのことでございます。よくわかり

ました。ありがとうございます。  

議長  他にいかがでしょうか。  

 それでは、特にないようですので、お諮りをいたします。議題

（２）事業方式の評価・選定については、専門部会における検討

結果のとおり、ＤＢＯ方式とすることを承認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。異議なしと認め、事業方式の評価・選

定については、専門部会における検討結果のとおり、ＤＢＯ方式

といたします。  

 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

しては、ご協力をいただきまして、ありがとうございました。  
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 それでは、会議の進行を司会に戻させていただきます。  

事務局長  慎重審議、ありがとうございました。  

 この後、その他ということで、事務局からの事務連絡がござい

ますので、よろしくお願いします。  

事務局Ⅽ  それでは、事務局より事務連絡をさせていただきます。次回の

第６回新施設建設等検討委員会を１月２５日の水曜日に開催を

させていただきます。会場は本日と同じこちらになります。議題

としまして、１つ目は、施設整備基本計画 (案 )について。２つ目

は、ＰＦＩ等導入可能性調査報告書（案）について。３つ目は、

答申（案）についての３点となります。  

 本日の議題の（１）及び（２）につきまして、委員の皆様のご

承認をいただきましたので、鴻巣行田北本環境資源組合施設整備

基本計画（案）及びＰＦＩ等導入可能性調査報告書（案）をこれ

より委員の皆様にお配りさせていただきます。こちらにつきまし

ては、次回の１月２５日の第６回検討委員会の議題の資料となり

ますので、当日ご持参いただきたいと思います。なお、答申（案）

につきましては、当日、配付をさせていただきたいと思います。

あらかじめご了承願いたいと思います。  

 それでは、今から施設整備基本計画（案）とＰＦＩ等導入可能

性調査報告書（案）を配付させていただきます。  

 以上が事務局からの連絡となります。よろしくお願いいたしま

す。  

事務局長  それでは、事務局から報告のありました、施設整備基本計画

（案）とＰＦＩ等導入可能性調査報告書（案）を配付させていた

だきます。  

委員Ａ  その他で１つ質問していいですか。  

事務局長   ●●委員どうぞ。  

委員Ａ  １つ確認しておきたいのですが、この計画のタイムスケジュー

ルについて、当初の計画に全く変更はないと考えていいのかどう
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か、それだけ伺っておきたいと思います。  

事務局Ｂ  現在のスケジュールに変更はございません。  

事務局長  他にありますか。ないということでよろしいでしょうか。  

 （「はい。」という声あり。）  

事務局長  それでは、長時間にわたりまして、ありがとうございました。 

 以上をもちまして、第５回鴻巣行田北本環境資源組合新施設建

設等検討委員会を閉会とさせていただきます。 

 


