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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専門部会 

開 催 日 時 
平成２８年１０月１２日（水） 

開会：午後２時００分  閉会：午後３時１５分 

開 催 場 所 鴻巣市立教育支援センター東館会議室 

部 会 員 出 席 者 

◎部会長 

○職務代理者 

◎川嵜幹生、○荒井喜久雄、堀口郁子  

（敬称略）  

欠 席 者 (氏 名 ) なし  

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：事務局Ａ、島田主幹、事務局Ｂ、藤原主査 

組 合 構 成 市 

出 席 者 

鴻巣市：長島環境経済部長、関口環境経済部環境課長 

行田市：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 議題 

（１）部会長の選出について 

（２）協議事項及びスケジュールについて 

（３）ごみ処理方式の評価・選定方法の設定について 

（４）ごみ処理施設の事業スキームの設定について 

（５）市場調査について 

３ その他 

４ 閉会 

会 議 資 料 

（資料名・概要等） 

・資料１ 協議事項及びスケジュール  

・資料２ ごみ処理方式の評価・選定方法  

・資料３ ごみ処理施設の事業スキーム  

・資料４ 市場調査の概要  

・資料５ 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  

設置規則  
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その他必要事項 

１ 関係者傍聴人（新施設建設等検討委員会委員） 

  阿部委員、金子委員 

２ 八千代エンジニヤリング株式会社（施設整備基本計画等策定及び

ＰＦＩ等導入可能性調査業務受託者）出席者 

●●、●●、●●、●●、●● 

会 議 録 の 確 定 

確 定 年 月 日 主 宰 者 署 名 押 印 

平成２８年１１月１５日    川 嵜 幹 生  ㊞ 
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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  

事務局Ａ 

 

 

 

 

 

これから議事に入るところでございますが、設置規則第４条第１項

に、専門部会は部会長が議長となることが規定されています。現在、

部会長が決まっていないため、部会長決定までの間、事務局で議事を

進行させていただきます。  

議題（１）部会長の選出について  

 それでは、議題（１）部会長の選出につきまして、設置規則第３条

第１項におきまして、「部会に部会長を置き、部会員の互選により定

める。」と規定しています。部会長を決めていただきたいと思います。

どなたかご意見はございますか。  

部会員Ａ  川嵜さんがよろしいと思います。 

事務局Ａ  ●●部会員より川嵜部会員を推薦する旨の発言がありました。他に

ご意見はないでしょうか。 

 他に意見がないようですので、お諮りします。川嵜部会員を部会長

に選任することでご異議ございませんでしょうか。 

 （「異議なし。」という声あり。） 

事務局Ａ  それでは、川嵜部会員を部会長に決定させていただきます。  

川嵜部会長におかれましては、部会長席にお願いいたします。  

これからの議事進行につきましては、川嵜部会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。

皆様のご協力をお願いいたします。 

 ここで、議題にはございませんが、設置規則第３条４項の規程によ

り、あらかじめ部会長が職務代理者を指名することになっていますの

で、荒井さんを職務代理者に指名いたします。よろしくお願いいたし

ます。 

 では、本日の会議は、公開することにより率直な意見の交換ができ

なくなる恐れがあるため、会議は一般には非公開とします。なお、検
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討結果につきましては、第５回検討委員会において、公開の場にて部

会長から委員長へ報告を行います。 

 

議長 

議題（２）協議事項及びスケジュールについて  

議題（３）ごみ処理方式の評価・選定方法の設定について  

 それでは、議題（２）協議事項及びスケジュールについて、並びに

（３）ごみ処理方式の評価・選定方法の設定について、関連がござい

ますので、事務局に一括して説明をお願いいたします。 

事務局Ｂ 【資料１協議事項及びスケジュール及び資料２ごみ処理方式の評価・ 

選定方法を用いて説明】  

議長  ありがとうございました。確認ですが、今日決めることは、ごみ処

理方式の設定で６方式の中から１つに決めるのですか。それともこの

まま残しておくのですか。 

事務局Ｂ   本日は、検討対象とするごみ処理方式を６方式としてよいか、検討

していただきます。 

ごみ処理方式の評価・選定につきましては、１方式にするか否かを

含め、第３回専門部会で検討していただきます。 

議長  ここで議論しなければいけないのは、この６方式を検討対象とする

ことでよいかということと、評価項目及び評価の視点の設定がこれで

いいかということでよろしいですか。 

事務局Ａ  はい。 

議長  それでは、質問、意見などありましたらお願いいたします。 

荒井委員  資料２、３ページの検討対象とするごみ処理方式の設定として、６

方式が挙げられています。６方式で選ぶというのも１つの方法です

が、最近ではほとんど実績のない方式が幾つか混じっていますので、

最初から除いてしまうということもあり得るのかなと思います。その

辺はいかがでしょうか。 

議長  事務局、いかがでしょうか。 

事務局Ａ  こちらのごみ処理方式につきましては、過去１０年間で施設規模２

００ｔ以上の実績がある方式ですので、この６方式の検討をお願いし

たいと考えています。 

議長  他に何かありますか。 



5 

 

部会員Ａ  具体的に名前を出したら差し支えがあるかもしれませんが、ガス化

溶融方式のキルン式については、ここ２、３年の竣工実績がないと思

いますが、とりあえず土俵には乗せるという考え方でしょうか。 

事務局Ａ  はい。 

議長  他に何かありますか。 

荒井委員  資料２の４ページ目、評価項目及び評価の視点の設定として、災害

対応への評価の視点に「災害対応の施設が可能かどうかを評価」とあ

りますが、これは、いわゆるハード面なのかソフト面とするのでしょ

うか。最近多いのは、震災、或は、水害などに強い施設をつくるとい

うハード面の考え方と、地域の防災拠点とするというソフト面の考え

方があります。その辺はどうするのでしょうか。  

 それから、総事業費の評価の視点に「建設、運営費用及び副生成物

の資源化費用まで含めたトータルコストを評価」とありますが、ご承

知のとおり、設備の老朽化に伴って、設備の改修、若しくは、置き換

えについては、必ずしも毎年その費用が発生するわけではなくて、５

年目であるとか１０年目であるとか、適当なピッチで設備の改修や保

全の費用が発生するわけで、一定期間を見ないとトータルコストは出

ないと思います。評価項目の副生成物の資源化に係る評価の視点で

は、概ね１５～２０年程度ということを書いてあるので、これと同じ

ような考え方をするのかなと思いますが、その辺を教えてください。 

事務局Ａ  災害への対応につきましては、ハード面を考えています。震災など

の災害発生時に安全に停止できる施設であるかを評価していただき

たいと考えています。  

 それから、「建設、運営費用及び副生成物の資源化費用までを含め

たトータルコストを評価」につきましては、副生成物の資源化と同じ

考え方で１５～２０年のトータルコストで評価していただきたいと

考えています。 

部会員Ａ  わかりました。 

議長  傷みやすい場所は、方式によって変わってくると思います。そうい

うコストまで入ると考えるのでしょうか。 
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部会員Ａ  基本的な構成機器としては、焼却炉と溶融炉が違ってきます。  

排ガス処理や余熱利用設備は、同じようなパターンです。  

もちろん仕様が違うということはありますが、方式に応じて焼却方

式なら焼却炉、或は、溶融方式なら溶融炉、傷む箇所というのは違っ

てきますから、方式によって差が出ると思います。 

事務局Ａ  維持補修につきましては、１５から２０年のトータルコストで維持

管理費を評価していただきたいと考えています。 

議長  わかりました。他に何かありますか。 

部会員Ｂ  副生成物の資源化については、灰をセメント原料化にするとか、ス

ラグを利用するとか、そういう観点でよろしいでしょうか。 

議長  事務局、お願いします。 

事務局Ａ  そのとおりです。 

部会員Ｂ  スラグを利用する場合、県内の今の状況は主に公共事業等に多く使

われていると把握していますが、そのような方向で検討するというこ

とでよろしいでしょうか。１５年から２０年という長いスパンという

ところがありますが。 

事務局Ａ  その辺は、事業者の対応になると考えています。 

議長  これは次の議案にも関わってくることです。他の施設を見た限り公

共にスラグを処理しろと言われても他の施設を見ると多分できない

と思います。  

次回の検討委員会で視察見学する桜環境センターでは、ＤＢＯで全

て売り払っています。一方、県内の自治体で何カ所かは自分たちで売

却しているところがありますが、得てしてうまくいかずに、すごい処

理費用が掛かっています。  

やはりそこら辺で同じ方式であっても、コスト的に変わってきてし

まうという面があります。だから、その辺の評価の仕方は非常に難し

くて、その辺をどのように考えるのか。多分、事業者の選定方式とこ

れは非常に関わりが深くなってくると思います。 

事務局Ａ  そちらにつきましては、この後の資料３ごみ処理施設の事業スキー

ムでご説明させていただきます。 
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議長  わかりました。他に何かありますか。 

部会員Ａ  「環境に配慮した施設」ということで、評価項目の「二酸化炭素排

出量」と「公害防止基準値への対応」については、地球温暖化と排ガ

ス処理が適正にできるのかどうかということでわかりやすいですが、

評価項目の「排ガス量」の評価の視点を「排ガス量の多少を評価」と

しているのは、どういう意味合いでしょうか。 

議長  事務局、お願いします。 

事務局Ａ  これにつきましては、相対的に見て排ガス量が多いか少ないかとい

うことで評価するということです。評価手法につきましては、第２回

専門部会で詳細をご説明させていただきます。 

部会員Ａ  わかりました。 

議長  他にありますか。  

 それでは、検討対象とするごみ処理方式につきましては、６方式と

すること。災害への対応につきましては、ハード面とすること。トー

タルコストの意味としては、１５年から２０年の期間で通常の改修に

かかる費用の全てを含むということ。副生成物に関することにつきま

しては、この後の事業スキームの設定にも関わってくるので、そちら

で説明するということ。排ガスの多少については、今後、ごみ処理方

式の評価手法の選定のところで詳細を説明するということとなりま

した。  

 

議長  

議題（４）ごみ処理施設の事業スキームの設定について  

議題（５）市場調査について  

それでは、その次の議題に移ります。議題（４）「ごみ処理施設の

事業スキームの設定について」、並びに議題（５）「市場調査について」

事務局に説明をお願いいたします。 

事務局Ｂ 【資料３ごみ処理施設の事業スキーム及び資料４市場調査の概要を用い

て説明】  

議長  ありがとうございました。  

 それでは、質問、意見などありましたらお願いいたします。  

 私からよろしいですか。資料３リスク分担表について、ＰＦＩでも

ＤＢＯでもこれについては変わりないと捉えてよろしいでしょうか。 
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事務局Ａ  そのとおりです。 

議長  わかりました。 

部会員Ａ  ２つほどよろしいですか。まず、資料３、１ページの事業方式につ

いて、公設公営方式、公設民営方式、それから民設民営方式に分けら

れていて、公設民営方式は、公設＋長期包括運営委託方式とＤＢＯ方

式が書いてありますが、民設民営方式のＰＦＩ方式も３つに方式が分

かれているわけですが、その辺も調査をするのでしょうか。  

 もう１点は、事業範囲の運営・維持管理段階の検討について、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、それか

らストックヤードなどがあるわけですが、一括して１つの事業体に発

注するという考え方でよろしいですか。 

議長  事務局、お願いします。 

事務局Ａ  ＰＦＩ方式につきましては、広域化方針でお示ししている３種類で

検討していただきたいと考えています。  

運営・維持管理については、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を一括して検討してい

ただきたいと考えています。  

議長  他に何かありますか。 

部会員Ｂ  資料３ごみ処理施設の事業スキームの９ページ、リスク分担表の周

辺住民対応リスク（３）上記以外のもの（事業者が実施する業務に起

因する住民反対運動、訴訟・要望に関するもの等）が事業者のリスク

分担となっています。これは、リスクは事業者とするが組合でも対応

されるということでよろしいかということの確認と、もう１つ（９）

「事業者の事由により予定されていた交付金額が交付されない場合」

とありますが、具体的にどのような事をイメージしているのかを教え

ていただきたいと思います。 

議長  事務局、お願いします。 

事務局Ａ  周辺住民対応リスク（３）上記以外のもの（事業者が実施する業務

に起因する住民反対運動、訴訟・要望に関するもの等）については、

リスクは事業者としますが組合でも対応する事になります。  
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 （９）「事業者の事由により予定されていた交付金額が交付されな

い場合」については、工事の遅延等によって交付金の交付に影響が出

る場合を想定しています。 

部会員Ｂ  わかりました。  

議長 資料４で市場調査の調査対象者は、プラントメーカーに依頼すると

いうことですが、市場調査とは別に行政に対する調査はやらないので

すか。ＤＢＯで契約している行政の人から、こうやればよかったとい

う話を結構聞きます。そういうことをまとめればより適切な契約がで

きるのではないかと思います。プラントメーカーに有利とならないよ

うに行政に聞くことも重要だと思います。  

事務局Ａ  市場調査につきましては、プラントメーカーを調査対象といたしま

すが、色々な事業方式でやられている自治体にも調査を行っていくこ

とは考えています。 

議長  是非、行うようにしていただきたいと思います。 

事務局Ａ  はい。 

議長  他に何かありますか。 

部会員Ａ  資料３の８ページに見学者対応の普及啓発機能対応については、組

合が主体で事業者は支援としていますが、支援の具体的な中身はどん

なことを想定されていますか。 

事務局Ａ  事業者の支援としましては、専門的な観点から、見学者に対する技

術的な説明等を考えています。  

部会員Ａ  いわゆる一般見学者の対応は事業者がやって、行政施設なんかは組

合の職員がやるというケースが多いと思います。それと、普及啓発機

能というのはアップデートしていかなければならないので、それは事

業者の責任としていることが普通だと思います。  

議長  普及啓発機能のアップデートは、うちのセンターの見学施設でも１

０年たったら古くなり、莫大な費用がかかっています。そういうこと

をきちんとしておかないと、多分１０年たってからそういうことにお

金をかけられるかといったら、本来事業をやっている方が多分やるべ

き、そんな感じがします。ここら辺はちょっと見直すことができれば
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見直した方がいいような感じもします。どうでしょう。 

事務局Ａ  こちらにお示ししているものに関しては、ソフト的なものというこ

とで示しているものです。 

議長  ハード的なものは決まってないということですか。 

事務局Ａ  ハード的なものという意味では、事業者のリスク分担です。 

議長  ハードは事業者のリスク分担 

事務局Ａ  はい。 

議長 他に何かありますか。 

部会員Ａ  ごみ量変動リスクについて、事業者と組合のリスク分担になってい

ることは当然だと思いますが、施設許容量とは何のことですか。 

議長  事務局、お願いします。 

事務局Ａ  ごみ受け入れ量のマックスということで考えています。 

議長  これは、何トンの処理量があって、通常、大体その８割ぐらいいつ

も入る予定であるとして、発電のコストなどを算出していますが、ご

み量が減ることにより発電量が減っても、そのリスクは事業者が負う

という意味でいいですか。  

そうしたら逆に、ごみ量が想定よりも増えた分は、本組合のリスク

って書いてありますが、そうしたら増えた分は余計にお金を払うとい

うことになるのでしょうか。 

部会員Ａ  要求水準書によっては、年間３００日以上の運転をするということ

が書いてあるものもあり、計画とは違う数字を許容量として持ってい

るケースもあります。  

ごみ質変動に対するリスク分担としては、固定費と変動費という考

え方で整理しているケースもあります。 

議長  私、この逆は聞いたことがあります。あまり減り過ぎた場合は組合

が、ここは公設公営とＤＢＯ２つ持っていたら、ごみを融通してやる

とか聞いたことがあります。 

部会員Ａ  ＤＢＯに優先しますね。 

議長  要は少なくて、その分払わされたら大変だから、自分のところのを

どんどんやる。だから、こうやっておくといいのは、施策を打ってご
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みが減っても事業者の負担だから、いろいろ減量化の施策は打てると

いう面を考えたら、非常にいい話ですね。 

事務局長  誤解を招きやすいのですが、施設許容量を超過するごみの量という

のは、例えば、組合で２４９トンと設定していまして、これが３００

トン来ちゃったらどうするのかというと、３００トンまで焼却をする

という必要がありますので、その超えた部分については組合が責任持

つという意味かと思っていました。  

しかし実際には、ごみ量につきましては、事前に何トンから何トン

までと設定します。その当初設定したごみ量の範囲内でのリスクは事

業者が持つという約束で受託しますので、これは事業者が持つリス

ク。その設定したごみ量の範囲を上回った場合、あるいは下回った場

合というのが、これは当初設定、予定していなかったわけですから、

組合がリスクを分担しますよという趣旨になります。  

ここにつきましては、そういった内容で訂正をさせていただきたい

と思います。 

議長  そうしたら、多くなっても少なくなっても組合がリスクを負うと。 

事務局長  そうです。何トンから何トンまでというふうに決めるのだと思いま

すが、その当初設定したことで契約をするわけですので、その範囲内

であれば、これは事業者のリスク分担ですよ、契約の範囲内ですよと。

範囲外については、想定外のことになりますので、これは組合のリス

ク分担ですよと。  

部会員Ａ  ごみが、例えば１ .５倍になってしまった時に、焼却能力が足りない

から焼却炉を建て増ししようよって、それはあくまでも組合側のリス

クであって、事業者に負わせる話ではないと。 

程塚事務局長  そういうことです。 

八千代エンジニ

ヤリングＡ 
 そういうことです。下に振れた場合もそうです。 

部会員Ａ  半分になってしまったから、人が半分でいいよとなった時に、その

半分をクビにするわけにいかないから、何らかの形でお金を払うこと

になる。 

部会員Ｂ  そうすると、（２９）想定ごみ質以内のごみ質変動と（３０）想定
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ごみ質を超えるごみ質変動についても同じ考え方でよろしいでしょ

うか。 

八千代エンジニ

ヤリングＡ 
 同じ考え方です。 

部会員Ａ  ごみの発熱量の範囲を提示しているから、こちらは明快です。そこ

から動いた場合は事業者じゃなくて組合がリスクを負うと。例えば、

１ ,０００キロカロリーから３ ,０００キロカロリーのごみ質の想定を

したら、例えば８００キロカロリーのごみが入ってきたら燃えにくい

から、助燃として燃料を使うわけです。そうすると、その燃料代とい

うのは、あくまでも１ ,０００キロカロリーまでの範囲だったら、これ

は事業者がやるけど、８００キロカロリーだと、この部分については

組合が払うという話です。 

議長  これは、あくまでもＤＢＯとかＰＦＩにした時はこうなるという話

です。今後の事業スキームをどうするかというところで、そういうこ

とも併せて評価しなければいけないと思います。  

 それと、資料３の５ページに熱回収施設の売電収入と金属の売却は

事業者の収益になるとありますが、不燃ごみとか、今なら特に小型家

電などでも、金属の価格は変動が大きくて、どのぐらいの価格に設定

するのかということ。また、金属を全てちゃんと取っているわけでは

なくて、例えば、多摩エコさんを見てわかるとおり、焼却灰１トンの

中から大体２～３グラムかな、金がとれるとかありますね。これは今、

ほとんど不燃残さでも検討していまして、大体そのぐらいは採れるだ

ろうとかいう意見があります。  

八千代エンジニ

ヤリングＡ 
 まず、施設で回収した資源や発電によるエネルギーを売却した収益

は事業者のものとすることで、事業者としては、頑張って分別して資

源を回収する。頑張って発電したことによって収入が得られるという

ことで、事業者が努力をするということが期待できます。  

 それから、電力の単価もそうですが、資源物、特に金属などについ

ては、売却する価格が変動しますので、単価を定期的に見直すような

スキームで契約するということを想定しています。何年に１回か毎年

になるかというのはまだ先ですが、単価契約を見直して、適宜更新し
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ていくということがあります。 

議長  ２０年契約の間に変更することができるということですか。 

八千代エンジニ

ヤリングＡ 
 そうです。そういう条件で契約できる形があります。 

議長  わかりました。  

 それと、例えば、焼き鉄になったら価値がなくなるので、最初に鉄

だけは取っておくという話とか、不燃ごみの残さとかでも、大きいも

のは全部焼却炉に突っ込んでいますが、最初に少なくとも鉄だけは取

っておくとか、何かそういう点で、そういうのを今後どうやって織り

込んでいけばいいのかなというのが非常に難しいなと思います。そう

いうのを全て事業者のやる気を出させるために入れたいと。  

 でも、逆に言ったら、何もやらなくても、ある程度入ってくるから

いいなと。だから、本当にやるのかということは非常に疑問がありま

す。かなりの金額が２０年間、１５年間で入ってくるわけですから。

本当にそうやって、その微々たる額の変動でやる気を出させると言っ

たけど、本当にそんなに変わるものなのかなというところに疑問があ

ります。 

八千代エンジニ

ヤリングＡ 
 例えば、熱回収する前処理として磁選機をかけて鉄を回収するとい

うシステムを提案するかしないかというのはプラントメーカーの考

え方だと思います。それによって得られる金属量の増加分、その手間

と使用する電力の増加分とか、その辺を考慮したところを総合的に評

価して、最終的に事業者の提案の中でその辺が加味できるという考え

です。 

部会員Ａ  可燃ごみの中に金属類というのは、入ってこないというのが前提だ

から、選別するような施設をつけるメリットがあるかといったら、あ

りません。結局、焼き鉄になります。 

部会員Ｂ  そうですね。ルールの徹底を目指すというか。例えばシステマ的に。 

部会員Ａ  電力については、規模にもよりますが、ストーカ炉の電力消費量は、

ごみ１トン当たり１３０キロワットぐらいだと言われています。  

一方、発電量は規模にもよりますが、３００トンぐらいの規模で考

えると１トン当たり４００キロワットから４１０キロワットぐらい
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だと言われています。ですから、ごみ１トン当たり３００キロワット

ぐらいの売電することができます。もちろん小さい施設では２００キ

ロワットとか２５０キロワットですけれども、そうすると、３００キ

ロワットって、今の値段で言うと、仮に単価１２円としてもごみ１ト

ン燃やすと３ ,０００円ちょっとになります。年間では、何万トン単位

ですから、まとまった金額の売電収入となります。  

一方、焼き鉄は微々たるものです。  

議長  そうですよね。非常に難しいところだと。  

 他に何かありますか。  

それでは、本日、議題（２）協議事項及びスケジュールについて、

議題（３）ごみ処理方式の評価・選定方法の設定について、議題（４）

ごみ処理施設の事業スキームの設定について、並びに議題（５）市場

調査について、議論してきましたが、どの議題でもよろしいので何か

あったらお願いします。  

 ないようなので、今日の４つの議題について、事務局案のとおりで

よろしいでしょうか。  

 （「異議なし。」という声あり。）  

議長  それでは、事務局案のとおりとさせていただきます。  

 それでは、本日の議題は終了したので、事務局に進行をお返ししま

す。 

事務局Ａ  どうもありがとうございました。それでは、次第の３番目、その他

につきまして、事務局から事務連絡がございます。 

事務局Ｃ   事務局より２点ほど連絡させていただきます。  

 まず１点目は、第３回の新施設建設等検討委員会の開催通知を本日

配付させていただいております。１０月３１日（月）の施設見学会の

ご案内になりますので、よろしくお願いいたします。  

 ２点目は、議題のスケジュールにもありましたとおり、第２回専門

部会を１１月の中旬に予定しております。１１月１４日 (月 )以降の皆

さんのスケジュールを確認させていただきたいので、お手元の用紙に

記入していただいて、今日いただきたいと思います。  



15 

 

事務局Ａ   事務局からの事務連絡に関しまして、何かあればご発言をいただき

たいと思います。  

部会長   施設見学先に練馬清掃工場を選ばれた理由は何でしょうか。  

事務局Ｃ   施設見学につきましては、１日で２方式を見る行程を組むこととい

たしました。  

まず、埼玉県内で最近稼働している視察先として、さいたま市桜環

境センターを選定いたしました。こちらは、ガス化溶融方式のシャフ

ト炉式です。もう１箇所をストーカ式で県内を探しましたがなかった

ので、県外になってしまいますが、比較的近くにあります練馬清掃工

場を選定させていただきました。  

部会長   ストーカ式は、たくさんあるような気がしますが。  

事務局Ｃ   今回は、ごみ処理方式の他に、余熱利用施設と環境学習機能につい

て委員にご覧いただきたいと思いましたので、そちらの設備も備わっ

ているということで、桜環境センターと練馬清掃工場を選定させてい

ただきました。  

事務局長  両施設とも平成２７年稼働であり、新しい所の方がいいだろうとい

うことで選定させていただきました。  

部会長   わかりました。  

事務局Ａ   他に何かございましたらお願いします。  

よろしいでしょうか。  

 （「はい。」という声あり。）  

事務局Ａ  それでは、以上をもちまして、第１回専門部会を閉会といたします。

長時間にわたりまして、ご審議いただきありがとうございました。  

 


