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高座清掃施設組合 第２回施設整備検討委員会 

議事概要 

 

【日 時】 平成 25 年 1 月 30 日(水) 13:00～15:00 

【場 所】 高座清掃施設組合 第２処理場会議室 

【出席者】 〔学識経験者〕川本克也委員、寺嶋均委員、荒井喜久雄委員 

      〔構成市市民〕山本准委員（海老名市）、増山昭男委員（座間市）、清水盛

雄委員（綾瀬市） 

〔施設設置地域住民〕木村和雄委員、石川榮一委員、鴨志田進委員 

〔構成市副市長〕加藤豊彦委員（海老名市）、小俣博委員（座間市）、古塩

政由委員（綾瀬市） 

      〔事 務 局〕加藤局長、小野沢総務課長、山﨑室長、秦副主幹、中島主査、

杉田主任主事、鶴間主事、山田主事 

〔三市担当〕増田課長（海老名市）、安宅係長（海老名市）、岩野部長（座

間市）、圓城課長（座間市）、鈴木主事（座間市）、安西所長

（綾瀬市） 

      〔事務局／エックス都市研究所〕西川、鈴木、藤田 

【配布資料】資料 1 第１回高座清掃施設組合 施設整備検討委員会・技術検討委員会

（合同）議事録（案） 

資料 2 一般廃棄物処理基本計画の改定について 

資料 3-1 生活環境影響調査についての周辺住民からの意見・要望及び技術

検討委員会での審査・意見等（報告） 

資料 3-2 ごみ処理施設更新に伴う生活環境影響調査業務 実施計画書（概

要版） 

資料 4  地元要望について 

資料 5  公害防止基準について 

資料 6-1 施設規模と炉構成について 

資料 6-2 計画ごみ質について 

資料 7-1 参考見積仕様書について 

資料 7-2 技術提案依頼先プラントメーカーについて 

【議 題】 

1) 第１回委員会の議事録について 

2) 一般廃棄物処理基本計画改定状況について 

3) 生活環境影響調査の実施計画（案）について 

4) 地元要望事項への対応について 

5) 公害防止基準について 

6) 施設規模及び計画ごみ質について 

7) 参考仕様書及び計画ごみ質について 

8) その他 
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≪第２回施設整備検討委員会の様子≫ 

    

 

 

(資料確認及び本委員会公開について) 

・事務局より会議資料の確認が行われた。 

・事務局より本日の委員会公開に関する説明があり、本件に関する審議の結果、議題2以

降の傍聴を承認することとなった。 

 

1) 第１回委員会の議事録について 

・事務局より、「資料1 第１回高座清掃施設組合 施設整備検討委員会・技術検討委員

会（合同）議事録（案）」に関する説明があり、特に異議なく承認された。 

（傍聴者入室） 

 

2) 一般廃棄物処理基本計画改定状況について 

・事務局より、「資料 2 一般廃棄物処理基本計画の改定について」に関する説明があった。 

〔Ｄ委員〕 

・P13の下段で、本計画で設定されている達成目標値として、平成12年度対比で32％削減

(平成39年)、その上に「目指すべき目標値」ということで、50％削減としているが、

今回の計画では、前計画において設定された、この「目指すべき目標値」を明記して

いくのかということについてお聞きしたい。 

・P16の(5)処理計画にある「2.収集運搬」に関する2の項目及び「4. 終処分」に関する1

項目について、具体的な内容をお聞かせ願いたい。 

〔事務局〕 

・50％削減の問題については、平成12年に当組合の議会からごみ50％削減を目指すとのご

提言を頂き、それを受けて以後の計画に反映しました。この50％削減との目標は、現

実に達成することはかなり難しい状況です。しかし、その提言をそのままうやむやに

してしまうのではなく、あくまでも目指すべき高い目標値として、50％削減という目

標を据えていこうという意味で表記しています。 

・収集運搬、福祉行政との連携による収集サービスについては、当組合で収集を行ってお

りませんので、詳しい内容に関しては差し控えますが、各市のふれあい収集などの高

齢者福祉事業や障がい者福祉との連携による事業として載せています。 

・家庭ごみ有料化に関する検討については、前計画に引き続き3市の連絡協議会で継続的



 3

に検討していこうという内容です。 

・ 終処分場の問題ですが、現在、当組合の焼却灰は、県外の民間の溶融処理施設やセメ

ント化施設で全量を資源化しています。それを継続しつつ、しかし、自区内での処分

についても、行政責任ということを踏まえて考えていこうという趣旨です。 

〔Ｄ委員〕 

・50％削減目標の増減については、前計画から継続して明確な目標値を明記すべきではな

いかとの印象を持っている。 

〔Ｈ委員〕 

・P12の表2「事業系ごみの減量化目標値」では、平成12年度比の数値を目標としているが、

本来、一番新しい平成22年度の値をもとにした数値を目標値とすべきではないか。 

〔事務局〕 

・これは、12年度比で20％削減との国の目標値に準じた形で、本計画の目標を設定したた

め、ご提示の内容となっております。 

〔Ｈ委員〕 

・平成12年度と22年度の数値を比較すると、それほど変わらない数字になっている。本来

であれば、現状を把握するという意味で、 新の実績値をもとに目標値を設定すべき

だと思うので、検討頂きたい。 

 

3) 生活環境影響調査の実施計画（案）について 

・事務局より、「資料 3-1 生活環境影響調査についての周辺住民からの意見・要望及び

技術検討委員会での審査・意見等（報告）」、「資料 3-2 ごみ処理施設更新に伴う生

活環境影響調査業務 実施計画書（概要版）」に関する説明があった。 

〔Ｆ委員〕 

・P4の表中、環境騒音、環境振動の項目で、調査頻度が2回(平日1回、休日1回)となって

いるが、稼働中あるいは稼働が少し少ないなどとの理由から2回としているのか。 

〔事務局〕 

・そのとおりです。平日の稼働時の騒音・振動と、休日の施設停止時の暗騒音を測るとい

う意味です。 

〔Ｃ委員〕 

・資料3-1にPM2.5と記載されているが、これについて説明頂きたい。 

〔事務局〕 

・PM2.5というのは、大気中に浮遊する微粒子のうち粒子径が概ね2.5μm以下のものを指

しますが、1月10日の技術検討委員会の中でも、PM2.5についてのご指摘があり、神奈

川県に相談したところ、県としてはそこまでは求めていないという指導がありました。 

〔Ｇ委員〕 

・P3の「6.生活環境影響評価項目の設定」で「地盤沈下」という項目があるが、これは国

と県が調査しなくても、独自に調査するという解釈でいいのか。 

〔事務局〕 

・同表については、丸印が入っている項目を測定する予定であり、地盤沈下に関しては、

今回測定する予定はございません。 
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〔Ｇ委員〕 

・周辺住民から、軟弱地盤の調査に関する実施要望が来ていると思う。それへの対応、検

討をするべきと考えるが如何か。 

〔事務局〕 

・軟弱地盤については、建設に先立ち、かなり高度かつ詳細な分析をかけています。周辺

住民の皆さんは、ここの土地が軟弱であることについてご存じで、何かを簡単に建設

した場合、地盤沈下等の影響があるということからご指摘を頂いていると思います。

これについては、調査結果より、今の状況から建てかえを行うことによって地盤沈下

が発生するかというと、その恐れはないということで、敢えてこの点は外させて頂い

ております。 

4) 地元要望事項への対応について 

・事務局より、「資料 4  地元要望について」に関する説明があった。 

〔Ａ委員〕 

・表中、「2.焼却熱による発電～」の検討内容で、「白煙防止装置は、余熱を利用して煙

突出口付近で再度水蒸気を～」と書かれているが、「水蒸気で～」と修正したほうが

分かり易い。 

〔Ｄ委員〕 

・「4. 終処分場の埋立灰を少量ずつ合わせて処理すること」の検討内容について確認だ

が、排出水等分析調査の方法は、矢板で閉鎖して区域内と区域外の調査をされている

ということか。また、分析結果については、組合条例の中で情報公開の条例があると

思うが、分析結果の公開は可能かについてお聞きしたい。 

〔事務局〕 

・ 終処分場の構造については、地下14メートルほどの場所に不透水層、記憶は不確かで

すが、かなりかたい地盤があります。その地下14メートルまで矢板を打って、水は外

へ出さないというような工事をしております。 

・矢板の外と内で計測しているかについてですが、井戸は1番から4番まで、全部で4本あ

ります。1番の井戸は、地下水の上流側、矢板の外側に、2番と3番は、 終処分場の中

の状況を見るために掘ってあります。また、4番は下流側、矢板の外側に掘ってありま

す。この外側と中側の数字がどうかということを計測しています。下流側で 終処分

場への影響が考えられる場合には、影響する物質に関する調査は毎月行っています。

ダイオキシンについては、上流、下流のデータをホームページで公開しています。 

〔Ｆ委員〕 

・3番目の「二段バグフィルターの採用」についてだが、いろいろな地域の施設を視察す

ると、二段をつけているところが幾つかある。検討内容中、32施設の溶融炉で二段バ

グフィルターが採用されていると記載してあるが、どういうことか説明をお願いした

い。 

〔事務局〕 

・添付資料のP6に記載のとおり、1段目のバグフィルターと2段目のバグフィルターに異な

る役割を持たせているということです。コンサルより少し補足を致します。 

〔事務局／コンサルタント〕 
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・添付資料のP6の事例で説明しますと、図の黒点線で囲った部分が№1集じん機、№2集じ

ん機と二段のバグフィルターになっています。活性炭というものを1段目のバグフィル

ターの№1集じん機の前に吹き込んでおり、2段目のバグフィルターのところに消石灰

というものを吹き込んでいます。1段目のバグフィルターでは、ばいじんやダイオキシ

ンを除去するという役割を持っており、№2は塩化水素や硫黄酸化物などを除去してい

ます。飛んできた灰を捕集して、それを溶融処理して資源化しようというのが一つの

大きな目的ですので、二段バグを設置している施設では溶融設備を設けているところ

が多いという状況になると思います。 

〔Ｆ委員〕 

・例えば、一つが破孔した場合、その部屋を閉鎖して次の部屋にとの記載があるが、実際

にそのようなことが可能なのか。 

〔事務局〕 

・添付資料のP5が、バグフィルターの構造を示した図ですが、まず、排ガスがこの筒を通

って上の穴から上部へ抜けていくということで、その部屋を小分けにすることについ

ては支障がないと思いますが、万が一、破孔すると計器にはね上がりが出ますので、

それを見た瞬間に一旦は停止します。どこが破孔しているかということを調査して、

その破孔した部分を閉鎖するということは可能だと思っております。 

〔Ｆ委員〕 

・資料の中で、バグフィルターに余裕を持たせるという記載があるが、余裕というのは、

例えば、二段に相当するぐらいの余裕を一段に持たせるという意味ではないのか。 

〔事務局〕 

・そこまでは、まだ想定しておりません。 

〔Ａ委員〕 

・その件に関して、私から説明したい。先ほどのP6の第1段目と第2段目は機能が違う。第

1段目のほうは、ばいじん、飛灰という灰のような固体状のもの(ダスト類)を取り、2

段目は、ガス状の塩化水素や窒素酸化物等を主として吸収、除去する。そういう機能

を別々にしているものであり、二つ分の容量を一つのものにしたというような意味合

いにはならない。 

〔Ｆ委員〕 

・それぞれにそれぞれの機能を持たせるほうが有効だという意味で、二段がベストになる

ということか。 

〔Ｃ委員〕 

・溶融処理について言うと、カルシウムとシリコンの比が高いと高温度で溶融しなければ

ならない。一段バグフィルターというのは、消石灰も含めて一段目に薬品として吹く

ため、№1集じん機の中に消石灰等、カルシウムが多く入ってしまう。それを資源回収

ということで溶融すると、溶融温度が上がったり、外側が詰まったり、あるいはどろ

どろになって、なかなか排出されないために燃料を多く使ったりということが出てく

るため、とりあえず第1段でいわゆる集じんだけ行い、第2段で出てくる消石灰を含ん

でいる粉については、溶融せずに別途処理をする。そうすることによって効率的なシ

ステムを組もうということであり、あくまでも溶融をするために、第2段のバグフィル
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ターで消石灰を含む灰を別途処理するために設けている。そのようなシステムである

ので、第1段があって第2段があるから合計2という考え方でやっているわけではない。 

〔Ｆ委員〕 

・これからどういう炉になるか、皆様方で検討されるわけだが、いわゆる溶融炉をもし選

定した場合には、今のお話のとおり、二段のバグフィルターを使っていかないと、十

分その性能を発揮できないと理解して良いのか。 

〔Ｃ委員〕 

・飛灰を溶融するかしないかという選択が、その前にあるかと思う。 近は、飛灰を山元

還元という方法で、秋田県や福岡県にある鉱山会社に送り、飛灰の中に含まれる有用

な重金属を回収して処理するという方法があるので、そういったことを含めて総合的

に判断しなければいけない問題だと思っている。 

〔委員長〕 

・今ご説明頂いたとおりであり、飛灰の溶融もしたいと考えるならば、溶融に不向きなも

のを入れてはいけないので二段にして、前段だけのものを使う。ただ、飛灰の溶融を

するケースは、全国的に見ると余り多くはない。また、たまたま例示している田村広

域行政組合というのは、二段バグの例で出して頂いているが、現状は二段ではなく、

並列で流している。それはいろいろな問題がそれぞれの施設にあって、そのような判

断をなさっていると思うが、今は二つの施設を直列ではなく並列にして流している。

並列にすれば、通過する速度が半分になり、速度が小さければ、それほど大きくは影

響しないが、排ガスの処理性能は多少良くなるので、そちらのほうを選択しているら

しい。これからもこのとおりやるのかどうかわからないが、現状はそうだということ

を補足する。 

〔Ｋ委員〕 

・二段バグフィルターのほうが安全対策、環境対策、環境保全上向上すると書いてあるが、

今のお話だと目的が違った中で、二段にするか、一つにするかということであった。

住民の方が、一つよりも二つのほうが安全対策上いいだろうとか、環境保全上いいだ

ろうと単純に考えやすいということ、また、もう一つは、事故があったときに、もう

一つあれば代替機能を果たすのかということも、ここに込められているようだが、今

のお話だと、機能が違うだけであって、それ以外のものはないということで良いのか。 

〔Ａ委員〕 

・1基1段にしても、いわゆるダストもダイオキシンも酸性ガスも取ることができる。そう

いう機能を持つ形のものが実用化され、二段バグの両方の機能を一段で十分果たせる

ということで、現実的にはこのような形のものが二段バグ式よりも多く使われている

と思う。特に焼却だけの場合には一段式が通常の形かと思う。もう一つは、二段にす

るとスペースが余分に必要になるので、こちらの場合、かなり敷地が狭いという制約

もあるかもしれないが、だからということではなく、一段で十分有害物質を除去する

ことは可能かと思う。 

・破孔の問題は、部屋を仕切って並列式になっているので、ばいじん計で常時監視し、破

孔しているとなったらそれを調べて、破孔したところだけ見つけ、その部屋だけを閉

じて運営するという形が、今、非常に多くとられている。 
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〔Ｇ委員〕 

・地元要望にある地下式(要望1)が難しいということは、水の問題だと十分に理解した。

そこで質問をしたいのだが、50年に一度の洪水への対応として、2メートルかさ上げし

て敷地をつくるということだが、従来、いわゆる局地的な大雨で周辺道路が冠水する

ということが想定されている。2メートルかさ上げしたことによって、搬入道路が一つ

の溝みたいになってしまうと思うが、その状況において、一年に1回、2回ある局地的

な大雨に対して、水の流入がないのかどうか。浸水がないのかどうか。かつ、この搬

入道路の排水設備を改善する検討が十分この中に盛り込まれているのかというのを確

認したい。 

〔事務局〕 

・その問題については、計画当初から非常に頭を悩ましている。目久尻川沿いの道路は海

老名市道ではあるが、河川区域に入ってしまっているということで、河川管理者の県

の土木事務所に再三交渉を行ってきました。しかし、県の回答は、時間50ミリの雨量

に対する暫定改修はもう終わっているという一点張りで、それをどうするという話も、

全く取りつく島がなかったというのが現状です。せっかく新しく建てる建物を水没さ

せるわけにはいかないということで、地盤を2メートル、目久尻川の堤防の高さにそろ

えるような形で、敷地内を守ろうということです。 

・搬入路の抜本的な改革も今後考えなければならず、また、プールに小中学生がよく来て

くれますので、そういった方たちの安全のためにも、歩道の設置等も含めて、この計

画の中で、今後ご協議させて頂ければと思っています。 

〔Ｇ委員〕 

・子供たちがいたときに、局地的に、あっという間に水に巻き込まれるという事件が日本

全国で起きているので、十分協議して頂きたい。 

〔Ｅ委員〕 

・4番目の 終処分場のことについてだが、ここには状況とメリット、デメリットが書か

れているだけで方向性が見えない。これをどう捉えたらいいのかについて、教えて頂

きたい。 

〔事務局〕 

・今回、参考仕様書をつくる上でのコンセプトの一つとして、 終処分場の埋立灰を処理

するということを入れますと、ほぼ1社、1機種程度しか対応できないという状況にな

り、見積書そのものをとることが困難になってしまいますので、ここについては少し

お時間を頂き、お話し合いをさせて頂きたいと思います。 

〔Ｅ委員〕 

・これからも検討されていくということか。 

〔事務局〕 

・そのとおりです。 

〔Ｅ委員〕 

・本検討委員会、その他も併せると検討委員会が三つあるかと思うが、そのどこで検討を

行うことになるのか。あくまでも組合側に任せる形になるのか。 

〔事務局〕 
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・検討させて頂き、ご報告をさせて頂くような格好になろうかと思いますし、状況によっ

ては、ご相談をさせて頂くことになろうかと思います。 

〔Ｅ委員〕 

・本検討会の議論にはならないということか。 

〔事務局〕 

・私見ではありますが、これは地元からのご要望ですので、地元と話し合いをしていくこ

とになろうかと思います。 

 

5) 公害防止基準について 

・事務局より、「資料5  公害防止基準について」に関する説明があった。 

（意見なし） 

 

6) 施設規模及び計画ごみ質について 

・事務局より、「資料6-1 施設規模と炉構成について」、「資料6-2 計画ごみ質につい

て」に関する説明があった。 

〔委員長〕 

・ごみピットに常に散水を行っているため、実際に測定してみると水分は見かけ上、高く

なっているという理解でよいか。 

〔事務局〕 

・常にではありませんが、ＣＯ2対策で散水する場合があり、その後にごみ質の検査をし

た場合には、かなり突出して低位発熱量が低い部分があったということです。 

 

7) 参考仕様書及び計画ごみ質について 

・事務局より、「資料7-1 参考見積仕様書について」、「資料7-2 技術提案依頼先プラ

ントメーカーについて」に関する説明があった。 

〔委員長〕 

・資料7－1のP8の「5）排ガス処理方式」で、「乾式方式とし、バグフィルター、有害ガ

ス除去装置、触媒脱硝装置で構成すること」となっているが、これは、この三つの設

備を備えることというふうに受け取ってもらうのか。それとも、設備については提案

に任せるというふうに読むのか。 

〔事務局〕 

・方針としてはご提案にお任せするつもりでおります。記載方法は、また少し検討させて

頂きます。 

〔Ｂ委員〕 

・2000年以降で200トン以上の炉をつくっていないところは外すとすると、全部で10社と

いうことか。 

〔事務局〕 

・そのとおりです。 

〔委員長〕 

・昨今の類似のケースを見ていると、こういう技術、ヒアリングの回答がなかなか返って
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こないケースも多く、必ずしも10社から答えが返ってくるわけではないと思うが、そ

れについてはそのような結果ということで考えるのか。 

〔Ｂ委員〕 

・先ほどの説明では、国内に14社以上ないということだったが、本当にそれだけしかない

のか。海外のメーカーでもいいのではないか。 

〔Ａ委員〕 

・焼却施設については、ヨーロッパなどが一番の本家だったのだが、本家のほうがみんな

撤退し始めて、日本の会社が買収するケースなどが出てきている。そのような状況で、

だんだん数が減り、マーケットも小さくなってきたということかと思う。 

〔Ｂ委員〕 

・日本が世界で一番レベルが高いということか。 

〔Ａ委員〕 

・レベルは高いと思われる。 

〔Ｂ委員〕 

・ベースとなるメーカーは14社以上なく、そのうちの10社ということだが、これ以上ない

という根拠は何か。業界団体等で調べたということか。 

〔事務局〕 

・全国の焼却炉について環境省が出しているリストもあり、そこにメーカー等の情報が載

っていますが、それを見たところではこれしかないということです。 

〔委員長〕 

・実績で、日量200トン以上としているのは、今回、計画する規模が245トンということで、

近いところという考えか。100トンという考え方はとらないということか。 

〔事務局〕 

・そのとおりです。少し補足させて頂くと、参考にしたデータは平成21年度のものですの

で、データが古いという部分はあるかもしれません。また、実績を100トンに落とすと

いうことも検討したいと思います。 

〔Ｃ委員〕 

・全国的に見ると、ごみ処理の場合は経験工学と言われており、いろいろな経験をして技

術を組み立ててきたところがあるので、やはり同じ程度の施設規模で建設した実績の

あるところと限定をするケースが多い。高い買い物でもあるので、間違いがないよう、

同じぐらいの規模で建設し、きちんと運転しているところを選ぶというのが普通であ

る。 

〔Ｆ委員〕 

・先ほどごみ質や地元要望のところでも話が出たが、いわゆる 終処分場の焼却灰の処理

については、今回は入ってこないということか。 

〔事務局〕 

・この時点では絞らないということです。 

〔Ｆ委員〕 

・今回、受注を検討したいというメーカーに向けて、 終処分場の灰については全く提案

せず、一般的なごみだけで考えてもらうのか。 
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〔事務局〕 

・これが 終的な発注仕様書ということになれば、埋立灰を処分する場合には書かざるを

得ないことになり、また、処分しない場合には当然書かないことになります。ただ、

この時点では、これができるメーカーも14社の中に入っておりますので、その点の提

案が出てくるかも知れないということで、特に絞らないということで考えています。 

〔Ｆ委員〕 

・私どものように、 終処分場の一番近くにいる者からすれば、ごみ質がどうなるかとい

うところは、過去の 終処分場に埋め立ててしまったものを含む形でお考え頂きたい

と思う。全く提示しなければ、メーカーは一般的なごみだけで回答してくるだろうと

思う。こちら側から提案すべきではないかと考えているのだが如何か。 

〔Ｅ委員〕 

・まさに一番聞きたかったところだが、あの 終処分地は果たしてあのままでいいのか。

地元とすると、きれいさっぱりして欲しいというのが希望としてある。しかし、それ

をやるためには、いろいろ障害、弊害になっているものがあり、また、さまざまな考

えがある中で、総合的に判断して決めていかなければいけないということがあると思

う。地元とすると、ないほうがいいのが当たり前という考えがあり、自分自身もその

ように思っている。 

〔事務局〕 

・考え方としては、今回計画する焼却炉で処分するというのが一つの考え方であり、それ

とは別に、あの場所の使い方について違う方法を考えるという方法があると思います。

今度の焼却炉でということになると炉が限られてしまい、コストやその他さまざまな

部分での比較もできなくなりますので、今回は一般的な資料で計画をさせて頂いたと

いうことです。 

〔Ｆ委員〕 

・どういう形にしろ、ああしたものをきれいにというのは地元としての要望だが、ただ、

冒頭で、自区内で処理をするということで、新たな 終処分場の確保をうたっている

中で、その辺の整合性が少し欠けるような気がする。 

〔Ｂ委員〕 

・ 終処分地の再処理については、要するに炉の形式によっては再処理できるものもある

し、そうでないものもある。だから、仕様書、技術提案の要素の中に入れないという

ことだと思うが、いわゆる仕様の中に、既に1回焼却して埋め立てたものの再処理につ

いて、技術提案をさせたらどうか。つまり、炉で再処理できるというところと、そう

いうルートを持っていて再処理ができるなど、さまざまあると思うが、それを入れる

というのはどうか。 

〔事務局〕 

・幅広いご提案をと言っている中で、それも一つの項目として入れることはできるかと思

います。 

〔Ｈ委員〕 

・この施設の呼び方について、ここでは「高効率ごみ発電施設」となっているが、それだ

と発電が主体になるような受け取り方をしてしまう。17～23％の効率で発電するとい
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うことだが、ごみを焼却するのが基本だと思う。そうであれば「高効率ごみ焼却発電

処理」とするなど、「ごみを焼却する」というイメージは入れておかないと、地元の

方が何か新しいものをつくるではないかとの誤解を受ける。発電を主にするのか、ご

みを処理するのか。それをはっきりさせておいたほうがいいと思う。 

〔事務局〕 

・高効率発電とは、国の交付金のメニューの言い方です。ご意見のように、私どもはごみ

処理がメインの事業と考えておりますので、言葉の使い方、すみ分けということで、

その辺のところはご理解頂ければと思います。ごみ処理については間違いなく、その

ような方向で考えています。 

〔Ｈ委員〕 

・P6の「14．計画にあたっての前提条件及び留意事項等」の5番目に、発電効率を17％以

上確保すると書いてあるが、ここはもっと具体的に書く必要があるのではないか。ど

のように発電効率を変えていくのか。向上させるのであれば、こういう効果が出る、

新しい炉だということをもっと明確にすべきではないか。 

〔Ｄ委員〕 

・国の補助金の事業として建設されるということで、従来の補助は3分の1だったが、今回

2分の1になると思う。そのような国の事業の名称が、今回の施設名とイコールになる

と思うが、それは間違いないか。 

〔事務局〕 

・施設名としてはそのとおりで、事業名は違うものがありますが、呼び名として、ごみ焼

却炉のうち発電の効率を高めたものについては、高効率発電処理施設としています。 

〔Ｄ委員〕 

・2分の１の補助というのは国の補助ではないのか。 

〔事務局〕 

・国の補助メニューの中の一つとなっています。 

〔Ｃ委員〕 

・交付金の交付要綱の中に、交付の対象となる施設名が挙げられている。その中に高効率

発電設備という名前で挙げられているのが、発電設備をつけたごみ焼却施設というこ

とになっている。 

〔Ｄ委員〕 

・それは国で推奨しているのか。 

〔Ｃ委員〕 

・そのとおり。 

〔事務局〕 

・発電設備をつけない処理施設をつくることは可能ですが、そうすると補助金が入ってこ

ないということになります。 

〔Ｄ委員〕 

・いわゆる地球温暖化の中で、そういう施設にすべきという国の指導だと思うがどうか。 

〔Ｃ委員〕 

・この間、ＦＩＴ制度(再生可能エネルギーの 固定価格買取制度)ということで、太陽光
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発電等によるエネルギーを少し高目に買おうという制度が発足したが、ごみ処理施設

の発電施設から出る電力についても、その制度が適用になる。地球温暖化の防止や省

資源、省エネルギーという立場から、このような設備を国として推奨しているという

ことである。 

〔Ｆ委員〕 

・先ほど50年に一度の雨という話があったが、実は私が二度ほど既に経験をしている。一

度は確か3年前、もう一回は昭和48年に、先ほどの2メートル、3メートルという高さよ

りもはるかに高い雨に実際に遭遇した。50ミリ、80ミリ、あるいは50年といっても、

現実に目の前に幾つも出てきているので、今後この施設の新設の際には、水害につい

て十分に考えないと大変なことになると思う。 

〔委員長〕 

・いろいろご注意頂いている点をお含みおき頂き、次回に結びつけて頂きたい。 

  

8) その他 

・事務局より、以下の点について報告、提案があった。 

 本委員会終了後に施設をご案内したいので、ご希望の方はお声掛け頂きたい。 

 次回の施設整備検討委員会は4月に予定しており、改めて日程調整をさせて頂く。 

 技術検討委員会については、1月10日に第2回を開催した。本日の審議内容をもと

にメーカーから見積もりないし参考技術提案書を頂き、次回、それについてのヒ

アリングを予定している。開催日時については調整中。 

 確定ではないが、検討委員会の視察を計画したいと考えている。後日、日程調整

をさせて頂きたい。 

 

(閉 会) 


