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高座清掃施設組合 第４回施設整備検討委員会 

議事概要 

 

【日 時】 平成 25 年 5 月 2 日(木) 15:00～17:00 

【場 所】 海老名市 えびな市民活動センター交流館１階ホール 

【出席者】 

      〔学識経験者〕川本克也委員長、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、清水次長、小野沢総務課長、山﨑主幹、吉川室長、

中島主査、杉田主任主事、植田主事 

〔三市担当〕濱田部長（海老名市）、小宮課長（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）、森山部長（綾瀬市）、森町所長（綾瀬

市）、渡井副主幹（綾瀬市） 

      〔事務局/コンサルタント〕長谷川、嶋影、松島、鈴木、藤田 

 

【配布資料】資料 1 高座清掃施設組合 第２回施設整備検討委員会議事概要 

資料 2 第３回施設整備検討委員会（先進施設視察）報告 

資料 3 事業化手法調査結果について 

資料 4 高座清掃施設組合 施設整備基本計画（概要） 

資料 5-1 技術提案書の主要項目比較表 

資料 5-2 技術提案書の費用に関する比較（参考） 

資料 6 高座清掃施設組合 技術検討委員会における評価結果について 
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【議 題】 

1) 第２回委員会の議事録について 

2) 第３回委員会視察報告 

3) 事業化手法調査結果 

4) 施設整備基本計画について 

5) 技術提案内容について 

6) 技術検討委員会における評価結果について 

7) その他 

 

≪第４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して以下のような説明があり、本件に係る審議の結

果、議題2から4までの傍聴については承認するが、議題5及び6についてはこれを認め

ず、傍聴人退出により審議を行うこととなった。 

 議題5及び6に関わる資料については、プラントメーカーから提出された技術提案

書に基づいて作成を行っており、各社のノウハウが含まれていることから、高座

清掃施設組合情報公開条例第7条第2項のアに該当するものと判断し、高座清掃施

設組合施設整備検討委員会等に関する運営等要綱第3条第1項の規定に基づき、議

題5、6については非公開とした。 
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1) 第２回委員会の議事録について 

・事務局より、「資料1 高座清掃施設組合 第２回施設整備検討委員会議事概要」に関

する説明があり、以下の点について修正をすることとなった。その他の部分に関して

は特に問題なく承認された。 

〔Ａ委員〕 

・出席者名(Ａ委員)の文字が間違っているので修正頂きたい。 

（拝承） 

（傍聴者入室） 

2) 第３回委員会視察報告 

・事務局より、「資料2 第３回施設整備検討委員会（先進施設視察）報告」に関する

説明があり、引き続き、国内で代表される焼却炉方式に関する説明が追加で行われた。 

〔Ｅ委員〕 

・焼却炉と溶融炉の説明の中で、ストーカ方式、ガス化溶融方式の話があったが、設備と

して導入するとした場合、一番面積を必要とするのはどの方式か。以前、予定する敷

地面積が狭いというような話があったため、伺いたい。 

〔事務局〕 

・面積的には、「ストーカ式焼却炉＋灰資源化方式」が二つの施設を要するため、一番大

きくなることは確かだと思います。おっしゃるとおり、かなり敷地の制約はあると考

えています。 

〔Ｈ委員〕 

・大きな問題となるのは、最後に残る処理後の灰だと思うが、ストーカ炉と灰溶融炉では、

どちらのほうが有利か。 

〔委員長〕 

・後の技術のまとめの説明の中で出てくると思うが、ストーカ炉の場合はスラグではなく

灰になり、それを最近はセメント原料として外部で使うという流れがあるので、一概

にスラグや灰などを同じ土俵の上で簡単に比較するということにはならないと思う。 

 

3) 事業化手法調査結果 

・事務局より、「資料3 事業化手法調査結果について」に関する説明が行われた。 

〔Ｄ委員〕 
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・P1「1.事業概要の設定」の「(8)事業者が実施する業務範囲」で、「(c)売電収入は事業

者に帰属する」、「(d)金属生成物の売却益は運営事業者に帰属する」とあるが、この

「事業者」は同じものか。 

・また、P2「（9）本組合が実施する業務範囲」の「エ 来客者への対応」及び「(11)事

業期間終了時の取扱い」の文章中に「本市は」との記述があるが、これはどういう意

味か。 

〔事務局〕 

・「本市」については記述ミスで、「本組合」の誤りです。これは組合が実施する業務範

囲ですので、修正を致します。 

・(c)の事業者と(d)の運営事業者については、同じというように考えています。「売却益

等を事業者側に帰属する」という部分については、建設から運営まで請け負った事業

者が、売却益を収入として充て込めるといった内容です。売却益については組合に入

れるという考え方もあり、それも含めてという考え方もあります。当然、請け負った

民間側にしてみれば、一生懸命発電し、売電すれば収入になるということで、一生懸

命やっていただける可能性も高いということです。 

〔Ｆ委員〕 

・P1 の「(8)事業者が実施する業務範囲」の(c)で、「場外余熱利用施設へ 5,000MJ/h の

熱を供給する」とあるが、この単位についてどの程度の熱の量なのか実感がわかない

ため、ご説明頂きたい。 

〔事務局〕 

・今後の計画ですので、実際に将来、どれだけの熱を使用するかということについては想

定が難しいのですが、ここでは現在ある温水プールや老人センターなどで必要とされ

る熱量を想定数値とし、それにプラスアルファを乗せて記載しています。 

〔Ｆ委員〕 

・この単位はどのように読むのか。 

〔事務局〕 

・5,000MJ(メガジュール)と読みます。 

〔事務局／コンサルタント〕 

・補足をさせて頂きますと、現状では、温水プールと福祉センターに熱を送って場内で利

用していますが、5,000MJ までは使用していない状況です。ただ、今後いろいろな周辺
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設備に送るということを想定して、これだけ場外に熱を供給しても、今回、整備すべ

き発電効率 17％以上のものが可能なのかどうかといった意味も含めて、5,000MJ とい

う条件を提示させて頂いたというところです。 

〔Ｆ委員〕 

・そうすると、発電効率の 17％というところから逆に弾き出したということではないの

か。 

〔事務局〕 

・これだけここで使用しても、17％は確保してくださいという考え方です。 

 

4) 施設整備基本計画について 

・事務局(コンサルタント)より、「資料4 高座清掃施設組合 施設整備基本計画（概

要）」に関する説明が行われた。 

〔Ｄ委員〕 

・施設整備のスケジュールの中で、造成工事が平成 27 年の 1 年間で計画され、その後、

施設建設工事が 28 年から 3 年かけてスタートするというようになっているが、この造

成工事について、沈下率をどのくらい見た形で計画をされているのかについてお聞き

したい。 

〔事務局〕 

・沈下率については、極力沈下させない方法を考えています。今、土木技術はかなり進ん

でおり、コンクリートで固めたような柱を全部打ち込み、周りに影響を与えないよう

にし、上部は土をセメントと一緒に混ぜて固めたり、強制的に土の水分を抜いたりと

いうように、さまざまな方式があります。 

・かなり前ですが、組合に隣接する施設で土を盛ったところ、目久尻川を曲げてしまうよ

うなこともありました。そのため、恐らく現状のまま土を盛れば、目久尻川やもっと

弱いところに影響を与える可能性があります。今後は、地盤解析結果も発注の中に入

れ、その中からメーカーが、安全かつ沈下率が低い方法を選定するという形を考えて

います。 

〔Ｄ委員〕 

・通常の造成工事では、造成が安定するまで 2 年程度はかかると思う。それで 3％、5％

の沈下率を見て、安定したところで建設していくという内容になっていくのかと思う
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が、このスケジュールでは、1 年で造成、その翌年は建設という形になっており、この

スケジュールで大丈夫なのかという心配は多少ある。 

〔事務局〕 

・通常、施設の建設だけをとれば、2 年あればできるというのが通説ですが、地盤につい

てはかなり神経をとがらせているところです。 

〔Ｆ委員〕 

・第 2 回検討委員会のときにも意見が出された、目久尻川の氾濫の状況についてだが、県

の考えていることと現状は全く変わってきてしまっている。県では 30 年に一度氾濫す

ると見ているが、私どもの認識では 3 年に 1 回、しかも 50 ミリ、30 ミリという数字で

はなく、とんでもない数字の雨が降っている。これに対して、今回の計画の中ではど

のように考えているのかについてご説明頂きたい。 

〔事務局〕 

・洪水の問題は深刻な問題であり、先般の大雨のときも施設が被害をこうむっています。

これに関しては、これまでにも県の土木事務所とはかなりやり合っています。県とし

ては、これは河川の問題だからという話と、時間雨量 50 ミリの暫定改修は既に済んで

いるという話で、取りつく島もないような状況でした。組合としては、海老名市と連

携して県と調整するなどもしてまいりましたが、県も資金がないためできないという

のが正直なところとのことです。今の計画では、敷地を川の擁壁より上げる以外に

我々の自己防衛策はないというのが結論です。 

・もう一点つけ加えるとすれば、先般の大雨の後、また県の土木事務所へ行きまして、担

当課は違いますが、我々が 3 年前の大雨のときに行ったときよりは大分、県の対応が

やわらかかったということがあります。3 年前の時点では、この雨は 30 年、50 年に一

遍だというような回答でしたが、30 年に一遍が 3 年に一遍になっているという話をし

たところ、県としても、一部擁壁がなくなっている部分について、以前は土のうで対

応していましたが、そこに手を加えて、少しでも何とかしたいという回答までは引き

出せたというのが実情です。 

〔Ｆ委員〕 

・そうすると、恒久的には自己防衛せざるを得ないということでしょうか。 

〔事務局〕 

・そのとおりです。 
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（傍聴者退室） 

 

5) 技術提案内容について 

・事務局より、「資料 5-1 技術提案書の主要項目比較表」「資料 5-2 技術提案書の費

用に関する比較（参考）」に関する説明及びコンサルタントより同資料に関する補足

説明が行われた。 

〔Ｅ委員〕 

・先ほど炉の大きさについてお尋ねしたが、資料に示されている方式の炉については全て

対応可能であり、敷地の中に納まると判断していいのか。 

〔事務局〕 

・そのとおりです。 

〔Ｄ委員〕 

・資料 5－1「技術提案書の主要項目比較表」の中で、Ｂ社とＤ社、Ｅ社が提案している

高効率ごみ発電施設の処理方式は、「ストーカ方式」となっており、うちＢ社が「ス

トーカ方式(回転式)」、Ｄ社、Ｅ社が「ストーカ方式」という形で書かれている。こ

の「回転式」の効用がどの程度なのかわからない。資料 5-1 添付資料①に、「ストー

カ式焼却方式の概念図」とあるが、これがＢ社の回転式ストーカ方式なのか。Ｄ社、

Ｅ社も同じなのかどうか、確認をさせて頂きたい。 

〔事務局〕 

・ご指摘のとおりで、Ｂ社が「回転式ストーカ炉」です。この概念図では、左側の炉が

「回転式ストーカ炉」というもので、筒になっている部分(回転火格子炉本体)が回転

して、ごみを燃やしていくというシステムです。あとの 2 社は、右側の階段式の炉で、

これが一般的なストーカ炉の形です。 

〔Ｆ委員〕 

・最終処分場の灰の掘起し処理についてだが、例えば、資料 5-1 の表で見ると「処理可

能」と記載しているメーカーがある。この処理によって、それぞれのシャフト炉、あ

るいは流動床炉では、何らかのリスクが発生するのか。 

〔事務局〕 

・経済的にはリスクがあるのではないかと思っています。メーカーの回答では、溶融炉は

一応全て処理可能としています。シャフト炉は、特に制限なしに処理できるという回
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答であり、流動床は 10％ぐらいであれば可能といった言い方をしています。掘り起こ

しの灰は、ごみとしてのカロリーはありませんので、その分、コークスや副資材を入

れなければいけないかも知れません。また、直接的なリスクとしては、掘り起こしを

しているときのリスクがあります。焼却炉というよりは、掘り起こしをすることよっ

て、騒音や粉塵などといった環境リスクは考えられるかと思っています。 

〔Ｆ委員〕 

・炉に対して特別なリスクはないということか。 

〔事務局〕 

・そのとおりです。溶融炉では特にリスクはないと思います。ストーカ炉の場合は、「で

きるかといわれると、できる」と回答しているところがありますので、ただ、炉に入

れてそのまま出てくるだけではないかと思っています。 

〔Ｆ委員〕 

・資料 5-2 の総事業費の部分で、20 年間のメンテナンスも含めた費用の中で、今までそ

こに積んできた最終処分場の灰を処理することで、シャフト炉にしても、あるいは流

動床にしても、より多くの費用がかかってしまうのではないかと心配していたが、意

外と流動床の溶融炉が低いという結果であったので、このような言い方をすると申し

訳ないが、少し安心したという感じがしている。 

〔事務局〕 

・金額についてはあくまでも参考値です。本番の発注の内容が出てから本格的なたたき合

いも考えられると思っています。おっしゃるとおり、今のところの資料では、それほ

ど差が出ていないということです。 

〔Ａ委員〕 

・関連して、技術提案書の費用に関する比較については、企業が今の段階で提案してくる

費用は、こういう工事費で発注して欲しいといった思惑がかなり込められていると考

えられる。実際に入札したときの金額は、低く出てくるのではないかと期待される。 

〔Ｅ委員〕 

・炉の選定については地元の要望、特に最終処分場の有り様を考えれば方向性は決まって

くるのではないかと思う。そこを地元としてどう考えるかというところが一つのポイ

ントでもあるかと思うが、最終処分場の灰に関する組合側の考え方として、溶融施設

を設けずに今と同じような形で県外に出すとか、他に処理を任すという方法をとるの
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か。もしくは、あくまでも自分のところで処理したものについては自前で処理すると

いう形をとるのか、よく見えないところがある。我々地元とすると、最終処分場の灰

を処理して、もとの形に戻して欲しいと考えている。それが外注、委託方式できちん

と委託先に迷惑をかけないような形で処理できるのならいいが、またどこかに埋め立

てるなどということになれば、さまざまな問題が出てくるだろうと思う。委託方式で

うまく処理できるような計画案があるということであれば、今回設置する炉について

はそれほど求めないのだが、そうでなければ溶融炉を前提とした話にならざるを得な

いのではないかと思っている。とりあえず最終処分場の灰、そして溶融の問題につい

て、組合としてどのように考えて頂けるのかということを、説明頂きたい。 

〔事務局〕 

・お尋ねの内容と答えがぴったり合うかどうかわかりませんが、少なくとも 20 年という

設定をさせて頂いています。これは灰の処分、灰になるのか、スラグになるのか、あ

るいはそういったものは出ないのか。飛灰などの処分も含めて、責任を持って 20 年と

いうことで、今回メーカーに提案をしてもらっているというのが 1 点あります。 

・また、現有の処分場の扱いについては、あくまでも地元とお話し合いの中で今後相談さ

せて頂くということで、前にもお話ししたとおりですが、いろいろな側面での判断が

あるのではないかと思っています。それは当然、費用的な部分もあると思いますし、

期間的な部分もあると思います。 

・それから、掘り起こすことによってのリスク管理もありますので、それについてもご相

談しながら進めていきたいというのが現在の考え方です。 

〔Ｅ委員〕 

・そこをどう考えていくかというのが、地元としては非常に重要なところであり、これか

らそれについて協議する時間があると思うので、また、その場でやらせてもらいたい

と思う。 

〔Ｆ委員〕 

・自分のごみは自分で処理をするというのが、恐らく生きていく上でも一番大事なことだ

ろうと思う。そういう意味からすれば、いわゆる自区内処理が原則であり、自分から

出た灰を他地域に出して影響を与えるということは、今の社会の中では、不可能に近

いことであり、それをすれば後々、そのことに対する大きいつけが回ってくるものと

思う。そうしないためには、できるだけ排出されるものは少なくすべきと考える。炉
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の選定ということでは、溶融炉から出るスラグの量は半分程度ということであったの

で、過去にあった負の遺産も含めて処理をしていって頂きたいというのが、地元とし

ての一番強い要望である。過去に、継続使用の時点で、あるいは今回の更新の協定書

の中でも、その部分について強く踏み込んでお願いをしているわけだが、費用面でも

それほど心配はなさそうであるという点から、そちらの方式の方向へ動くのではとい

う考えを持っているが、いずれにしても、旧処分場の灰を、どういう形であれ処理を

し、地元に快適なものを戻して欲しいというのが、一番身近に住んでいる者の思いで

ある。今回の方針に係る炉の選定の中で、そういうことがクリアできることを非常に

強く期待をしている。 

・先ほど事務局から、今後のことに関するお話があったのだが、この問題は次の世代に送

るわけにはいかない。しかも、既に施設は 50 年も経過しているわけなので、せめて私

どもの時代でけりをつけて、次の世代にバトンタッチをしていきたいという強い思い

でこの委員会に出席をしているので、できるだけその意を汲んで炉の選定をお考え頂

きたいと思う。 

 

6) 技術検討委員会における評価結果について 

・事務局より、「資料 6 高座清掃施設組合 技術検討委員会における評価結果につい

て」に関する説明が行われた。 

〔委員長〕 

・表 3 の評価結果で、△という評価になった回答に関する説明の中で、流動床ガス化溶融

方式の売電電力量が△であったが、これについては、いつもこうなるとは限らず、た

またま今回のメーカーの回答がこうだったということかと思う。 

〔事務局〕 

・そのとおりです。 

〔事務局〕 

・先ほどから頂いております、ここで機種を選定して、というご意見に関して、その処分

場の掘り起こし等についても地元と組合で解決されていないという状況の中で、言い

方は悪いかも知れないのですが、この時点では、今回の 3 方式で基本計画を結ばせて

頂ければ有難いというように考えております。3 方式をこのまま発注したとして、総合

評価方式で事業者を決めるわけで、その中の評価点で採用する業者と方式が決定して
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いくというようなことを今のところ考えております。 

〔Ｆ委員〕 

・今、技術検討委員会で、3 つの方式が非常に有効だということで、3 つ評価されたが、

私どもが「どの方式を」というのは、この 3 つの中から 1 つを選ぶということではな

く、3 つが可能であるから、これで次の段階である業者に対する入札等の手続きに進む

という意味か。 

〔事務局〕 

・そのとおりです。このまま 3 方式で競わせるというようなことを考えております。 

〔Ｅ委員〕 

・3 つの方式の中の「灰資源化」というのは、秦野市が導入しているものだと思う。あれ

は秦野市がお金を出していると思うが、この「資源」とはどういう資源を指すのか。 

〔事務局〕 

・今、組合が採用しているのも同様ですが、外へ出してスラグ化したり、セメント化した

りというものも一部あります。 

〔Ｅ委員〕 

・自前で処理するのではなく、ほかの業者等に出すということで理解した。 

〔委員長〕 

・最後に事務局から補足があったように、あるいは資料 6 の P1 の表１「技術提案された

処理方式」で、3 つの方式に○が打たれているということで、3 つの方式を前提に今後

進めていくということで、これについてのご承認を得たいということだが、いかがか。 

（了 承） 

 

7) その他 

・事務局より、今後のスケジュールについて、以下のとおり説明があった。 

 ⇒次回施設整備検討委員会を 6 月に予定している。 

 ⇒次回の審議内容については、本日ご意見を頂いた内容を整備基本計画として、ある程

度形にしたものをご提案し、ご検討頂きたいと考えている。 

 ⇒日程調整、開催案内等に関しては、後日事務局から連絡する。 

 

(閉 会) 


