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高座清掃施設組合 第 5 回施設整備検討委員会 

議事概要 

 

【日 時】 平成 25 年 7 月 10 日(水) 14:30～15:55 

【場 所】 海老名市 海老名市役所 7 階 702 会議室 

【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）、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、山﨑室長、吉川係長、

中島主査、杉田主任主事、舘林技術員、髙山技術員 

〔三市担当〕濱田部長(海老名市)、小宮課長(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〕西川、長谷川、鈴木、松島、藤田 

【欠席者】 〔構成市副市長〕小俣博委員（座間市） 

 

【配布資料】資料 1 高座清掃施設組合 第４回施設整備検討委員会議事概要 

資料 2-1 高座清掃施設組合 施設整備基本計画書（案） 

資料 2-2 高座清掃施設組合 施設整備基本計画(概要版) 

 

【議 題】 

1) 第４回委員会の議事録について 

2) 施設整備基本計画書(案)について 

3) その他 
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≪第５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。 

・委員会公開に関して、議題１については議事録が決定してからの公開、議題２について

は、計画が決定してからの公開となった。それに伴い、本日の委員会では議題2からの

傍聴を承認し、傍聴人に配布した資料に関しては、会議後回収することとなった。 

 

1) 第４回委員会の議事録について 

・特に異議なく承認された。 

（傍聴者入室） 

2) 施設整備基本計画書(案)について 

・組合より、資料 2-1 高座清掃施設組合 施設整備基本計画書（案）(第１章)について

説明が行われた。 

〔Ｆ委員〕 

・旧最終処分場の焼却灰についてだが、今回の基本計画の中で挙げられている３方式の処

理対象物として、これを含んでいるのかについて確認したい。 

〔事務局〕 

・先日、地元の方にも機種選定とは切り離して考えるということで組合長からご説明させ

て頂きました。計画時点では３機種を残し、具体的には基本設計の段階で再度検討す

るということを考えています。また、最終処分場の調査業務を契約し、上部利用、掘

り起こしも含めて、どのようにするのがいいかという検討をしていますので、それも

併せて進めるということでご理解頂ければと考えています。 
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〔Ｄ委員〕 

・57 ページの配置の問題について、先ほどの説明の中で、建設予定地の地盤の高さを２

ｍ嵩上げするということだったが、海老名市のハザードマップ上、クリアできるのか。

また、北西側に緑地率 20％を確保する計画についてだが、ケース１については、プラ

ザ機能も確保できない状況の中で、今回の計画から外すということでいいのではない

か。 

 

〔事務局〕 

・２ｍの嵩上げについては、目久尻川の氾濫への対応として、川の擁壁より高くする必要

があるため、敷地の一部を嵩上げしようと考えています。川がどうしても上から氾濫

するような地点ですので、それより敷地を高くせざるを得ず、そのような自己防衛策

を考えています。 

・緑地率 20％の確保ということについては、ケース１でクリアできないこともないので

すが、プラザ機能をこの敷地内に収めることは難しいと考えています。今回は、当初

からの計画との比較という意味でケース１を載せさせていただいています。 

〔Ｄ委員〕 

・指導上、調整池を敷地内に確保する必要があるとの説明があったが、調整池を確保すれ

ば２ｍの嵩上げはいらないのではないか。調整池と２ｍの嵩上げの関係について説明

頂きたい。 

〔事務局〕 

・防災調整池の関係についてですが、目久尻川は総合治水河川ということで、敷地面積１

ヘクタール当たり 600 ㎥の調整池をつくりなさいという指導があります。高座施設組

合全体の敷地が６ヘクタール弱ですので、3,600 ㎥の調整池の計画をしています。調整

池をつくれば、嵩上げする必要はないのではということですが、あくまでも調整池は

敷地内の雨水の集水池であり、目久尻川の氾濫については、調整池で賄うのは不可能

ということで、嵩上げを計画しているということです。 

〔Ａ委員〕 

・18 ページに施設規模が載っており、１日当たり 245 トン、２炉構成で 122.5 トンの焼

却炉２基という構成になっているが、これは 123 トンでもいいのではないか。また、

環境省は、災害ごみの処理のための処理能力、処理施設の規模を増やす場合について
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も交付金をみるということになっている。そういうことを考えると、245 トンを 250 ト

ンにしてもいいのではないかと思う。建設費自体は、余り変わらないと思うので、こ

れについても基本設計も含めて検討いただくといいのではないかと思う。 

〔事務局〕 

・基本設計の時点でもう一回検討させていただきたいと思います。 

〔Ｈ委員〕 

・28 ページの耐震についてお伺いしたい。設備については、地震感知器などを配置する

ことになっているが、実際にどのくらいの震度を想定して設備対応をされるのかにつ

いてご説明頂きたい。 

〔事務局〕 

・震度という見方ではありませんが、ある係数を使って地域ごとに安全率を設定するよう

になります。また、安全のためプラントを停止する震度ということでは基準があり、

その基準は別に検討することになり、その基準をクリアする設備となります。 

〔Ｅ委員〕 

・煙突に関する説明が無かったようだが、地元としては、ごみ処理施設ということを余り

感じさせないような外観的なイメージと、周辺の環境というものをとても重要視して

いる。その中で、煙突の展望台としての利用などについても地元は考えている。展望

台を設置すれば予算も必要になると思うが、その点についてどのように考えているの

か。 

〔事務局〕 

・展望台については、11 ページの「自然豊かな周辺環境の調和」という項目でイメージ

を示していますが、それも含め、外観のイメージも重要なことと考えており、基本設

計の段階でよく検討していきたいと思います。 

〔Ｆ委員〕 

・緑地率を 20％確保するということだが、今回、この敷地の中の 20％だけということで

考えるのか。もう少し大きい枠の中で緑地を考えたほうがいいのではないか。今後、

公園化等、いろいろなことが出てくると思うが、それと今回の 20％の緑地がうまくマ

ッチするのかどうかというところで地元としては大変心配するところであるが、その

点について、お答えいただきたい。 

〔事務局〕 
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・20％の話はあくまでも処理施設の中の話ということで、全体計画につきましては、この

施設基本設計と並行して敷地の跡地計画を行っていきます。バランスも含め、そこの

イメージの受け渡しはしっかりやっていきたいと考えています。 

・今、焼却施設とし尿処理施設をつくっていますが、現在ある事務棟、焼却施設、粗大ご

みの施設は全部撤去することになりますので、その後は当然、緑地がメインになって

くると思います。全体の敷地からすれば、森の中にあるというような形になってくる

と考えています。そのほかには、余熱施設をつくっていきますが、それを入れると緑

地率は、50％を超えるような状況になってくると考えています。 

・組合より、資料 2-1  (第２章～第４章)について説明が行われた。 

〔Ｄ委員〕 

・75 ページの事業化手法の比較検討の部分で、ＤＢＯ方式を希望するメーカーが最も多

くなっており、ＰＦＩの希望がない状況であるという表現になっているが、この直接

の理由をお聞きしたい。 

〔事務局〕 

・メーカー側が、それ以外のＰＦＩ方式を希望されなかったのは、独自で資金の調達が必

要であるなどの問題が大きいためではないかと思っています。やはり公共がお金を借

りて起債をしたほうが率もいいという考え方だと思います。また、近隣自治体でＰＦ

Ｉを採用して破たんした例もあり、所有権を民間に移転することがいいのかという観

点から、事務局としても所有権はあくまでも公共側が持つべきではないかというとこ

ろで、この二つの方式を選ばせていただきました。 

〔Ｄ委員〕 

・76 ページの前提条件の中で、ＤＢＯ方式の建設費を 119 億 2,500 万円としたという文

章があるが、表の 2.3.3-1 では 125 億 8,750 万円となっており、6 億 6,250 万円の差が

出ている。この差額について説明頂きたい。 

〔事務局〕 

・再度確認をさせていただきたいと思います。 

〔Ｄ委員〕 

・81 ページの事業範囲の設定では、事業の運営が適切に実施されているかを監視する役

割を組合が行うということで、必要に応じて技術者の配置や、事業者の経営状況の監

視をするということだが、将来的にＤＢＯ方式をとっていくことになると、実際に組
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合がどれだけ介入していけるのか、その辺りについて確認したい。 

〔事務局〕 

・組合が監視する方法については、十分可能であると考えています。焼却炉の運転にはか

なりの有資格者が必要です。例えば、技術管理者であるとか、電気主任技術者である

とか、ボイラ、タービンといった電気事業法に絡むような資格者が必要になってまい

ります。そういった資格を私どもの職員も有していますし、そういった者が逐一それ

を監視していくということは十分可能であるというように考えています。 

〔Ｄ委員〕 

・82 ページの図で、総合評価落札方式の入札・契約手続きの流れについて示してあるが、

この中での本委員会の位置づけについてどう考えているのか聞きたい。 

〔事務局〕 

・本委員会のほかに、技術検討委員会と事業者選定委員会という二つの組織があります。

事業者選定委員会並びに技術検討委員会でもう一回、この基本計画に基づいて基本設

計をつくり上げてまいります。その際に、万が一、施設整備計画の内容との変更点が

あった場合や発注の方法等については、施設整備検討委員会にお諮りしながら進めて

いきたいと考えています。 

〔Ｄ委員〕 

・メーカーの希望にＰＦＩ方式がないということだったが、処理場の規模の問題ではない

かと思う。この程度の規模では将来の採算性の面で、全然見通しがつかないというこ

とが希望を出さない理由ではないかと思う。また、ＤＢＯ方式でやっていきたいとい

うことだが、これはあくまでも総合評価落札方式という形の中で、管理運営について

はＤＢＯ方式でも十分メーカーで対応可能であり、そこまで組合が関与していってい

いのかどうかという点については疑問である。 

〔事務局〕 

・ＰＦＩをメーカーが選ばなかったのは、メーカー独自の計算方法があり、採算が合わな

いということもあるのだろうと思います。また、他自治体の失敗例もあり、組合とし

ても余りＤＢＯ、長期包括以外のことは念頭になかったというのが正直なところです。

管理の部分については、全てを何から何まで民間に委託してしまうと、職員がわから

ない部分が出てきてしまうという状況も考えられますので、ある程度関与しながら、

内容を精査しつつ運営していきたいという思いです。 
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〔Ｃ委員〕 

・82 ページに、総合評価落札方式の入札・契約手続の流れが出ているが、今、全国的に

ＤＢＯをやっている中で、これをもう少し変更した形でやっているのが一般的のよう

だ。事業者選定委員会の中では、そういった契約手続の流れについても、これを絶対

的なものとせず、ケース・バイ・ケースでやっていくということがあり得ると考えて

いいのか。 

 

〔事務局〕 

・そのとおりです。あくまでもお示しした図は一般的な流れというように考えています。 

〔Ｆ委員〕 

・発注方式について、三つの処理方法が提示されているが、それぞれの方式から見積もり

が出た段階で、技術選定委員会で検討され、一つに絞っていくことになると思う。こ

の時期について、最終的にはいつごろを目安にしているのか。83 ページの事業スケジ

ュールの表では、施設整備検討委員会と同じ時期で事業者選定が終了するようになっ

ているが、その時期まで、どのメーカーに決めたかわからないのか。あるいはその前

の段階で、本委員会で金額等の提示があり、検討する機会があるのか、その辺りにつ

いてお聞きしたい。 

〔事務局〕 

・主なスケジュールとしては、本年中ぐらいまでに実施方針と要求水準書の案をご協議い

ただくことになります。それから、それを公表しまして、その後、入札説明書や事業

者選定基準、要求水準書の内容について協議いただいて、26 年度には入札説明書の公

表をしたいと考えています。その後、メーカー側が技術提案書をつくる期間を置いて、

最終的に落札事業者は 27 年３月までには決定したいと考えています。 

〔Ｄ委員〕 

・９～11 ページの「３）市民の生活、活動をサポートし、利用したいと思われる施設づ

くり」「４」地域の生活環境に溶け込んだ環境調和型の施設づくり」の中で、ここだ

け突出して、細かいイメージ写真が掲載されているが、当施設の基本計画書の中に、

具体的な事例としてこのようなイメージ図を入れていくのがいいのか。また、この写

真の利用許可が必要ではないか。 

〔事務局〕 
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・ここは一番大事な基本方針とコンセプトというところで、我々はこういうものを目指す

のだという、重要な部分であるということ、また、市民の方にも公表する資料ですの

で、ただ難しい言葉が並ぶより、見てわかりやすいということを念頭に置き、特に開

かれたイメージという部分については言葉で書くよりも、具体例でお示ししたほうが

分かり易いのではないかということでこのような構成とさせていただいています。ま

た、写真の使用に関しては、所有が明確な画像に関しては個々に連絡をし、承諾をと

った上で掲載することとします。 

〔委員長〕 

・活発なご意見、どうもありがとうございました。内容について、ご注意いただいた点を

修正、あるいは追加等をし、確定の計画書にしていくということと、提言の方法につ

いては、この修正を含め、委員の皆様にご確認いただいた後に、私と副委員長さんと

で組合長様に提言させていただくということにしたいと思うが、よろしくご承諾をお

願いしたい。 

・特に異議なく承認された。 

〔事務局〕 

・この施設整備検討委員会の一つの目標である施設整備基本計画を、まだ完全ではありま

せんが策定することができました。本当にありがとうございました。 

・今後は事業者選定に進んでまいります。事業者選定委員会での検討内容等についてもご

意見等を伺いながら進めてまいりたいと考えておりますので、引き続きよろしくお願

いいたします。 

〔Ｆ委員〕 

・余熱利用設備のところで、詳細は未決定ということで記載してあるが、熱利用量だけを

確保しておき、温水プール、あるいは老人福祉センターについては今後計画を持たな

いのか。既存の施設があるが、それをどうするのかということについては、どのよう

に考えているのか。 

〔事務局〕 

・あくまでもこの 5,000MJ というのは計画数値であり、この計画のもとは、今あるプール、

老人センター、プラスアルファ何かという部分を含めた計画です。余熱利用設備の施

設の計画も並行して考えてまいります。 

〔Ｅ委員〕 
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・本委員会では施設整備の検討をしているわけだが、今のお話だと、とりあえず今までい

ろいろな意見を聞いたので、大体の方向性は見えてきたという趣旨の発言だった。そ

の中で最終処分場のこと、それに伴う炉の設定等について、地元としての思いをお伝

えしてきたつもりだが、それらを受けとめて、今度きちんとした形で出てくると判断

していいのか。例えば、炉の選定一つとっても、まだ決まっていないなという思いが

ある。処分場の灰の処理の仕方一つによって変わるようなところがあるが、その辺に

ついては今後詰めていくものなのか。 

〔事務局〕 

・これは今、ストーカ炉、シャフト炉、流動ガス化が残っており、今の時点で一つに絞れ

ないというのが正直なところかと思います。処分場の問題については、組合でも有効

利用計画の契約をさせていただいて、地元ともやりとりをさせていただいている段階

です。そこできっちり話がつけば、どちらの方向かはまた別として、進まざるを得な

いと思っています。多くの委員さんからは、処分場の問題については地元と組合の問

題であるというようなご理解をいただいておりますので、その問題の決着については、

組合と地元住民とのお話し合いで、この委員会とは別というように認識しています。 

 

(閉 会) 


