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高座清掃施設組合 第 5 回技術検討委員会 

議事概要 

 

【日 時】 平成 25 年 6 月 6日(木) 13:00～15:30 

【場 所】 東京エコサービス㈱ 本社 会議室 

【出席者】 

      〔学識経験者〕寺嶋均委員長、荒井喜久雄委員、川本克也委員、谷川哲男委員、 

             柿沼潤一委員 

      〔事  務  局〕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 

      〔事務局/エックス都市研究所〕西川、長谷川、鈴木、藤田 

【配布資料】 

資料 1 第 4 回技術検討委員会議事録 

資料 2 ごみ処理施設更新に伴う生活環境影響調査業務 追加仕様書 

資料 3 高座清掃施設組合 施設整備基本計画書（案） 

当日追加資料 全体配置図（建設用地拡張案） 

 

【議 題】 

1) 第４回委員会議事録について 

2) 生活環境影響調査の追加調査について 

3) 施設整備基本計画書（案）について 

4) その他 

 

≪第５回技術検討委員会の様子≫ 
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【開 会】 

・高座清掃施設組合 小野沢総務課長より挨拶があった。 

・事務局より資料の確認が行われ、会議の成立に関する報告があった。 

 

【議 事】 

============================================================================================ 

１）第４回委員会議事録について 

 事務局より、資料 1「第 4回技術検討委員会議事録」に関する確認が行われ、以下の内容で了承され

た。 

・委員名とプラントメーカー名は特定できないように表記する。 

 

２) 生活環境影響調査の追加調査について 

 事務局より、資料２「ごみ処理施設更新に伴う生活環境影響調査業務 追加仕様書」に関する説明が

あり、以下の質疑が行われた。 

〔Ｂ委員〕 

・海老名市本郷地区と藤沢市宮原地区は、距離的にはどの程度離れているのか。 

〔事務局〕 

・宮原地区が一番近く、200ｍ程度、本郷地区はもう少し離れており、500ｍ弱の距離があると思います。

ここは藤沢市側に堆肥化センターがあり、その他にも豚舎、鶏舎などがあることから、臭気にはかなり

気を遣っている場所です。 

〔Ｃ委員〕 

・悪臭と騒音、振動の調査は、敷地境界と各地域の両方で行うということか。 

・振動については新幹線もあるため、振動を測っても分かりづらい。新幹線の通過時に係る記録が必要で

はないか。 

〔事務局〕 

・敷地境界は敷地境界単独で行い、別途、地元住民のそばでも測定します。 

・振動、騒音については新幹線の影響が大きいため、常時、測定場所に人が付き、新幹線が通っている時

間を外すような作業が必要になると思います。 

〔Ｃ委員〕 

・悪臭については、風向の影響があるのではないか。風向と臭気の関係を明確にすべき。 

〔事務局〕 

・風向については常時監視をしており、昨年 12 月から１年間の連続測定を実施中です。今までのデータ

では、南北に風が通っており、東西の風はほとんど計測されない状況であるため、宮原地区側の臭気に

ついての話が出た場合でも施設からの直接的な影響でない場合が大きいと思われます。 

〔Ｂ委員〕 

・施設の稼働前、稼働後で比較し、含まれている成分等より臭気の発生源を判断することになる。 

〔事務局〕 

・悪臭の問題については、基準となる指数として 10 以下を目指すということで、現在、し尿の工事もし

ていますが、境界線上で 10 以下という設定をしており、そのレベルを守らせて頂くことになります。 
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〔Ｄ委員〕 

・悪臭物質の濃度の測定では、瞬間的にサンプリングすることになると思うが、風向きが相当影響するこ

とになる。 善の時に採ってしまうと、次回以降、何を測っても濃度が上がるという可能性もあるため、

きちんと記録していく必要がある。 

〔委員長〕 

・事務局は十分注意して頂きたい。 

（追加発注仕様書について了承頂いた。） 

 

3) 施設整備基本計画書（案）について 

 事務局より、資料３「施設整備基本計画書（案）について」に関する説明があり、以下の質疑が行わ

れた。 

〔委員長〕 

・Ｐ２の「国内 高水準」という表現についてだが、Ｐ34 にある近隣自治体の排ガスに係る公害防止基

準の表に示されている都市の方が厳しい基準を設けていることもあり、厳密には「国内 高水準」とい

いがたいところもあるとの見方をされる可能性がある。 

〔事務局〕 

・この点に関しては表現に苦慮しているところで、現状では「総合的に 高水準に近い形としたい」とい

う意味合いでの書き方になっています。 

〔Ｃ委員〕 

・基本方針として明確に出ており、基準となる数字も明示されているが、この数字を追いかけるというの

も厳しい。基本方針に対して今回の計画の考え方を整理し、後段の計画で述べる等の工夫が必要。その

際は数値ではなく、現段階における高水準の設備を整備し実施基準値を守る、とする形もある。 

〔委員長〕 

・自主基準値で塩化水素が 50ppm とあるが、この数値は非常に微妙。P51 で、窒素酸化物の除去に関して

は、無触媒と触媒脱硝を例として挙げているが、50ppm という数値で無触媒が可能なら、経済的な面で

これを選択するということもあるかと思う。 

・基本方針の「国内 高水準の安全・安心な施設づくり」の考え方等を整理し、市民や議会に対して説明

できるような表現にする必要がある。 

〔Ａ委員〕 

・窒素酸化物について 50ppm という数値を保つのであれば、ハード的には無触媒脱硝、触媒脱硝等で確実

な線を狙うという両方の提案が出てくると思われる。塩化水素が 50ppm というのは、実態的には乾式で

行うとしても十分な数値であり、もしくは 20ppm でも可能というのが現状かと思う。 

〔Ｂ委員〕 

・数字を比較すると、相模原市よりも高いという印象だが、環境への影響という意味ではそれほど心配す

る数値ではない。それをきちんと説明できるかが問題。窒素酸化物では従来 80ppm ぐらいは無触媒脱硝

でできるということだが、 近の各社のプレゼンでは 50ppm～40ppm が多くなっているという話も聞く

ため、近い将来、この数値もクリアできるようになる可能性があるのではないか。その際、どちらを選

択するかについては、安全を見て触媒脱硝にするか、経済性を考慮して無触媒脱硝にするかということ

かと思う。一番気になるのはダイオキシン類で、自主基準値 0.05ng-TEQ/㎥ N に対して、川越市が 0.005 
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ng-TEQ/㎥ N としている。これは、２段バグフィルタを使い、さらに活性炭吸着装置をつけるという非

常に重い設備である。数字だけが独り歩きをすると 高水準ではないということになるが、環境に対す

る影響について経済性も含めて考慮し、今回の施設に関して もいいレベルであるとの説明が住民に対

して出来るかということが重要な点である。 

〔委員長〕 

・無触媒脱硝が可能ということになると、触媒脱硝の場合にガスの温度を上げるために必要な蒸気が不要

となり、発電量が増え、コストが抑えられるとのメリットがある。 

〔Ｄ委員〕 

・窒素酸化物が 50ppm というのは、かなり低いように見える。PM2.5 の測定体制は整ってきており、実質

的には 2011 年分から環境データとして公表されているが、その中で国内の環境基準を超える時期は九

州を除けば秋口であり、この原因が窒素酸化物である。この窒素酸化物の濃度をいかに下げるかという

ことが将来的に PM2.5 対策の中心になっていくと思われる。今後、自動車の影響による低減が見込まれ

ていることもあり、それによって何とかクリアできるのではないかという見込みもある。しかし、固定

発生源としては圧倒的に清掃工場の影響になってくる。これは県ぐらいの環境セクションが考えるべき

ものと思うが、政策的に将来のことを考えたときに、果たして横並びでいいかどうかという問題はある。 

〔委員長〕 

・PM2.5 と窒素酸化物の濃度との関係というのはどのようなことがあるのか。 

〔Ｄ委員〕 

・PM2.5 の大部分は、十数年前の数分の一に落ちている。その原因の半分は、清掃工場のダイオキシン対

策である。バグフィルタ、触媒脱硝と自動車のディーゼル対策が影響しており大幅に下がった。新しく

作られた環境基準はかなり厳しいものであるので、クリアできない。その理由は、大気中に出て二次生

成する粒子によるものであり、日本ではそれが主体となっている。これまで排ガスとしてはクリアされ

てきたものであるが、それが粒子化することによって PM2.5 という新たな汚染物質が流出し、カウント

せざるを得なくなっている状況である。 高レベルということを考えた場合、長期的にはそのようなこ

とも考えられるということを念頭に置いておく必要がある。 

〔Ｂ委員〕 

・世界的に水銀に関する排出基準をつくるかどうかという話があるがどのような状況なのか。 

〔Ｄ委員〕 

・水銀は十分対策されており、国内での排出基準については恐らく作られないと思う。水銀は数年前に環

境省のガイドラインができたが、発生源がほとんどないため、規制を導入する意味がないということも

あり、現状では積極的な規制にはなっていないと思われる。 

・「公害防止基準」と「自主基準値」との文言があるが、その定義がはっきりしておらずわかりにくい。

公害防止基準は、一般的に地域に適用される法律、条例などの基準であり、自主基準値は法令よりも厳

しい基準か、法令で規制されていない部分を自主規制するというようなことかと思うが、説明頂きたい。 

〔事務局〕 

・公害防止基準は、届出上の数値、自主基準はあくまでも運転上の管理目標という捉え方をしている。 

〔Ｄ委員〕 

・管理目標というと一般的にある基準を達成するために、例えば 80％ぐらいのところでコントロールし

ようという発想かと思うがそれとは違うのか。 
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〔Ｂ委員〕 

・一般的には、施設をつくって運転開始する際に、維持管理計画を県に提出する。その中で基準値を出す

ので、それが法令と同等に扱われる。自主基準値を維持管理計画の中で謳えば法令と同等の効力を持つ

という考え方であるので、そこをきちんと整理しておく必要がある。DBO の場合は、運転管理基準があ

り、要監視基準があり、停止基準がある。自主基準値が自主規制値であるとすると、これが停止基準と

なる。その８割程度のところに要監視基準(運転管理をより綿密に行う基準)があり、その 7割程度のと

ころに通常の運転管理基準があるという整理の仕方をするので、そこが曖昧であると住民説明会などで

の説明の際に住民の認識とこちらの認識が異なることになり混乱するため、整理が必要。 

〔Ｄ委員〕 

・P37 に悪臭物質の基準に関する一覧表があるが、これは法律の基準かと思う。その他に自主基準値と書

かれているがこの意味は何か。この地域では物質規制を行わないので自主基準値を設けているというこ

とか。 

〔事務局〕 

・そのとおりです。 

〔Ｄ委員〕 

・また、その上に公害防止基準値と記載されているのは、海老名市ではこの地域の臭気指数を 15 にして

おり、それを 1ランクアップして 10 以下としているということであり、自主基準値ではないとの認識

でいいのか。 

〔事務局〕 

・この名称については、過去にも問題になった経緯があるため、整理をしたいと思っています。 

〔Ｄ委員〕 

・騒音・振動もそうだが、指定地域は用途ごとに住居系、工業系と決まっている。しかし、そのうちどれ

を使用しているのかが書かれていないため、その点も説明すべき。本来であればこうであるが、自主的

にこのように設定したとか、本来の地域の基準を遵守するというように区分して説明すべき。 

・P35 の表 1.2.1-15「排ガスに係る公害防止基準・自主基準値(案)」の塩化水素の法等による基準値が

700ppm と 430ppm で上下入れ替わっているので訂正すること。 

〔委員長〕 

・P38 の「1.2.2 防災拠点となる施設」について説明があったが、この中で多くの水を用意する必要があ

るということが明確になった。避難所として水洗トイレを使用すると仮定すると、かなりの水が必要に

なる。他の都市ではかなり大きな水槽を埋め込み、上水の予備になるような形で整備していた例があっ

た。 

〔事務局〕 

・受水槽の前に大型の水槽を設けるということでしょうか。 

〔委員長〕 

・そのとおり。死に水にならないようにその水槽を通過して工場で使用する受水槽につながるようにして

いる。あるいはトイレの水には雨水やプールの水などを利用するなどして上水を使用しないようなシス

テムを考えていた。 

〔Ｂ委員〕 

・衛生設備の完備というのは、トイレを想定しているのか。 
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〔事務局〕 

・そのとおりです。 

〔Ｂ委員〕 

・エネルギーセンターとしての機能の中で、「3)多量の冷却水を必要としない非常用発電機の設置」とあ

るが、大きな地震の際には、施設が自動停止するようになっているため、再度立ち上げる必要がある。

これまでは、保安電力しかなく施設を立ち上げるエネルギー(電気)がないため、 近は、燃料の備蓄や

非常用の発電機について一炉分を立ち上げるだけの電力を供給できる容量を確保するという考え方が

多い。 

〔Ｃ委員〕 

・水の話が出ているが、飲み水やトイレの水は防災拠点で大きな水槽を使っているケースはあると思う。

そのようなものと非常用発電機の水とタービンでも水が出てくると思うので、個々に多量の水を使わな

い発電機などで済むのかどうかという検討が必要。井戸を掘るなどの対応もある。 

〔事務局〕 

・井戸は現状でもあり、使用しています。 

〔Ｃ委員〕 

・それも計画の中に記載するなど、そのような表現のほうがいいのではないか。 

・災害時における本施設の役割、想定する災害、避難にあたっての役割などについて大きなところで決め

ておく必要がある。 

〔委員長〕 

・三市の防災計画等との連携を考える必要がある。 

〔Ｂ委員〕 

・プラントメーカーの防災拠点として、電源確保が可能という意味で病院の整備などを提案してきている

例がある。実際には病院、都市計画、廃棄物処理の管轄が異なるため、日本の縦割り制度の中ではなか

なか難しいが、防災部門との連携は必要になる。四国には、防災部門との連携で防災拠点として整備す

る方向で動いている例がある。 

〔Ｃ委員〕 

・P30 の計画ごみ質の高質の灰分については、運営費に大きく影響するものと考えられるが、見直しは行

うのか。 

〔事務局／コンサルタント〕 

・本計画では、提示した条件で費用等を算出しているので修正は行いませんが、基本設計の段階において

新たなデータを加味して修正していくという形で考えています。 

〔Ａ委員〕 

・P26、P27 で、他自治体との比較をしている部分がある。前橋市はある程度進めたが、 後に市長が変

わり、計画は残っているものの、ごみ処理プラント建設の続行を取りやめたという経緯があるので、こ

こで比較対象とはしない方が良いのではないか。 

〔Ｂ委員〕 

・志太広域事務組合、印西地区環境整備事業組合も止まっているような状況である。 

〔委員長〕 

・計画が進んでいるところ以外は外した方が良い。 
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〔事務局〕 

・住民向けの概要版を後に作成する予定であり、技術的に公表できない部分については事務局側の手持ち

資料として整理するということで考えています。 

・現状の煙突の高さから、P52 で煙突の高さを 59m と明記していますが、ここでこれを記載することにつ

いては如何でしょうか。 

〔Ｂ委員〕 

・生活環境影響評価の結果が出て環境への影響がほとんどないということが確認できていればいいと思う。

ただ、原則として現在の施設の煙突の高さである 59m で計画すると記載し、後に生活環境影響評価の結

果が出てから変更するという形で変更の余地を残しておくべき。 

〔委員長〕 

・生活環境影響評価は 59m で進めているのか。 

〔事務局〕 

・まだ生活環境影響評価まで進んでおりませんので、その時点である程度決めるということかと思います。 

〔Ｃ委員〕 

・P96 の VFM 算定結果の部分で、「DB＋長期包括運営委託」で 3.8％、「DBO 方式」で 7.3％と計算に基づい

て書かれている。一方、P82 のメーカーからのヒアリング結果を見ると、「DBO 方式」と「DB＋長期包括

運営委託」がほとんど同じ結果となっている部分と、倍ぐらいの差が出ている部分がある。これについ

ては質問が出た場合のために対応を検討した方がいい。 

〔Ｄ委員〕 

・P12 の「3）炉構成」で、メリットに関する記述があり、「②炉構成の実績」として「２炉構成が も多

くなっている」と書かれているが、２炉構成が多いという実績のみが書かれており、どのようなメリッ

トにつながっているかが不明確である。この点については、項目から外し、その他のメリットを挙げた

上で、実績として２炉構成が多くなっている、という内容で後に文章を加える形とする。 

〔委員長〕 

・P72 に「公設民営方式(DB+O 方式)」、「公設民営方式(DBO 方式)」とあるが、この中で、「維持管理・運

営業務」と書かれている部分について疑問がある。「維持管理」とは、運転・補修を指し、「運営」は全

体管理、総務的なものを含めた内容との認識。維持管理と運営は、意味がだぶっている部分がある。ま

た、「管理・運営」という文言もあるが、これは「維持管理」でいいのではないか。 

〔Ｂ委員〕 

・維持管理は、経営という意味を含めた運営をお願いするもので、「維持管理、運転、点検」と全体的な

計画統制の部分を含むのが DBO の定義と考えられる。 

〔委員長〕 

・用語の意味を整理し、統一した標記にすること。 

〔Ｃ委員〕 

・P91 で現有職員の雇用の可否に関する内容が記載されているが、本計画での取扱いについては問題ない

のか。 

〔事務局〕 

・この点に関する取扱いについては検討したいと思います。 

〔Ｂ委員〕 
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・宮崎県のある市の例だが、DBO にする際に、直営職員がいるという前提で DBM という形で、運転管理を

市が行い、メンテナンス(M)についてはメーカーが行うという方法をとっている。ただ、トラブルが起

きた場合に、設計、建設に関わるものか、運転管理に原因があるものかがわかりにくいというように、

責任の所在がはっきりしないという問題がある。その場合には、第三者的な調停機関を設けて話し合い

をするということになっている。 

(休憩) 

 

 事務局より、資料３(P65)「図 1.2.5-1 全体配置計画図(案)」及び追加資料「全体配置図（建設用地

拡張案）」に関する説明があり、以下の質疑が行われた。 

〔Ｂ委員〕 

・施設は見学者等、一般の方の来訪も想定して施設を作ると思うが、一般車両の動線が見当たらない。こ

れについて説明をお願いしたい。 

〔事務局〕 

・現在の図はたたき台であり、施設の配置のみを考えた形となっているため、今後、具体的な動線の分離

等についても検討していきたいと思います。 

〔委員長〕 

・基本計画中のＡ４の図と別途配られたＡ３の図との関連について説明頂きたい。 

〔事務局〕 

・Ａ４の図は構想時点の配置計画であり、それに基づいて各社からの提案を受けています。Ａ３の図は、

今回、敷地を広げた形での配置のご提案ということです。 

〔Ｃ委員〕 

・敷地を広げると、いろいろなメリットが出てくる。その中で今回広げることによるプラスになる条件に

ついては何か考えているのか。 

〔事務局〕 

・排ガス基準をクリアするための排ガス装置をしっかりと整備できるということなどがあります。 

〔Ｃ委員〕 

・敷地が広くなるため、プラットホームのレベルを上げるということも考えられる。 

・搬入路についてだが、プールから河川保全区域の公道側のレベルを上げることについては考えていない

のか。それによって水害対策その他の面でいいのではないか。 

〔事務局〕 

・ランプウェイの設置なども可能になるとともに、当初の計画ではとれないと思われた 20％緑地の確保

も可能になります。 

・公道側のレベルを上げることについては、公道側は海老名市道であるため、これまで市とも交渉を重ね

てきましたが、市道そのものが河川区域になっており、河川管理者との協議が必要となること、また、

この土地の地盤が非常に弱く、現状で道路が川側に少しずつ動いているようなこともあり、これを工事

するとなると金額的な問題もあるという状況です。 

〔Ｂ委員〕 

・新案の方が合理的な配置となると思う。 

〔委員長〕 
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・し尿処理施設の地盤についても同じレベルにするのか。 

〔事務局〕 

・し尿処理施設の地盤については、既に地盤改良工事も終了し、これから土盛りに入るという状況です。 

〔Ｃ委員〕 

・水路ではなく、上が使用できるようにパイプではいけないのか。 

・２ｍ嵩上げすることになるとのことだが、これはどの条件から出てきた数値か。 

〔事務局〕 

・上部の使用に関しては、現状ではボックスカルバートを使用している状況ですのでパイプとすることも

可能です。 

・嵩上げについては、これまで水没した高さから割り出しています。川側の擁壁の高さより上げる形とし

ています。 

〔Ｃ委員〕 

・例えば敷地を広くすることにより余裕が出て、２ｍを３ｍに上げることも可能ではないかと思うが、そ

のようなことは考えていないのか。 

〔事務局〕 

・地盤の解析時に高さ別の比較も行いましたが、経済的な問題と地盤の状況から２ｍが も適しているで

あろうとの結論になっておりますので、敷地が広くなっても高さについては変えない方向です。 

〔委員長〕 

・管理者を含めて、組合内部では拡張案について了解が得られているとのことだが、これを住民に説明し

た場合に、問題となる可能性はないか。 

〔事務局〕 

・構想の時点では拡張部分の場所に温水プールを移動するというようになっておりますので、その部分を

どうするかというご意見は出されるかと思います。現在の温水プールは平成５年に作ったもので既に 20

年が経過しているため、構想では処理施設が完了した後にそちらを検討するような計画となっています。 

〔Ｂ委員〕 

・もともとの計画では、時系列的に新しいプールを建てて旧来のプールを壊す計画か。 

〔事務局〕 

・そのとおりです。 

〔Ｂ委員〕 

・新案では空白期間が生まれる形になる。その説明をしたときに地元が納得するかということになる。今

のプールをそのまま使用するとの選択肢はあるのか。 

〔事務局〕 

・大規模改造などを施して使用するという選択肢もあると思います。 

〔Ｂ委員〕 

・プールは通年営業しているとすると、大規模改造をするにしても一定の停止期間が出てくることになる。 

〔事務局〕 

・北側の用地の周辺環境整備を行うようにとの要望もあるため、そちらにプールを移すということも考え

ざるを得ないかも知れません。 

〔Ｂ委員〕 
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・埼玉県で、新しく建てる敷地の中にある老人福祉施設(温浴施設あり)も含めて、建て替え及び将来的な

運営を行う形をとっている例がある。指定管理者制度の有無はあるが、１つの事業として行っている。 

〔Ｃ委員〕 

・これまでの敷地、新施設用地の敷地面積はどうなっているのか。地元に対して敷地を広くする理由付け

が必要ではないか。 

〔事務局〕 

・当初の敷地は 1.5ha、新施設用地については詳細な面積をまだ出していないが 3ha 程度かと思います。 

・地元住民からは、当初から緑化に関しての要望があり、緑化の敷地確保と歩道の設置に関する要望も出

されているため、それも含めて説明する形になろうかと思います。 

〔Ｂ委員〕 

・雨水調整池はオープン型でなければ、緑化も可能。また、プラスチックの箱を埋めて上に荷重を載せら

れる構造のものもある。 

〔Ｃ委員〕 

・歩道を作る、緑化をした場所に住民が自由に入れるように作った、などといった、住民が利用できるよ

うな施設となっているといいかも知れない。 

〔委員長〕 

・住民に対する説明については注意して頂きたい。 

・白煙防止の扱い方についてだが、 近は徹底した白煙防止は少なくなってきているという話も聞いてい

る。発電効率の向上に関して努力して頂くためにも、白煙防止の緩和に関して、どの程度のラインで住

民が納得するかということがある。 

〔事務局〕 

・要望の出ている地元住民との定例協議会が今月予定されておりますので、そこである程度の方向性につ

いて話が出来ればと考えています。 

・P34～P35 の排ガス基準値に関してはいかがでしょうか。 

〔Ｃ委員〕 

・自主基準値、法等による基準値、運転管理値、性能保証値を明確にした上で数値を示すべき。 

・自主基準イコール届け出基準になると下がった運転指標となる。住民に約束する値についてもきちんと

切り分けて示すべき。 

〔委員長〕 

・塩化水素の自主基準値は、乾式の排ガス処理設備であれば 30～20ppm を十分満足可能であるので見直し

を検討してはどうか。 

・窒素酸化物の 50ppm は、十分厳しい基準値であると考えられる。ただし、ハード的には触媒と無触媒の

両方の提案が出てくることが考えられる。また、近年は、無触媒で 50～40ppm を提案するプラントメー

カーも出てきている。建設は数年先であるので窒素酸化物の基準値を下げることを検討してはどうか。 

〔Ｂ委員〕 

・都市部か都市以外にあるかも判断基準となる。 

〔Ｄ委員〕 

・窒素酸化物は、大気中において PM2.5 に二次生成される物質である。二次生成は広域的な話であり、政

策的な判断になってくる。直接地元へのメリットがあるということではない。 
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〔Ｃ委員〕 

・P2 の基本方針に書かれている「国内 高水準の安全・安心な施設づくり」の中の１つとして環境負荷

の削減がある。環境負荷の削減だけで国内 高水準をイコールとして捉えるのがいいのかという議論が

ある。 

〔Ｂ委員〕 

・「安全」ということについては、環境に対する安全と事故に対する安全、防災という３つの観点がある。

事故に対する安全では、リスクアセスメントの徹底により事故防止に努め、危機管理対策を行うことに

よって地元の安全を確保する。環境対策については日本で高水準での処理、防災拠点づくりという点で

もいざとなったときに地元の役に立てる施設ということである。従来の迷惑施設との考え方からいうと

防災拠点として地元の役に立つ施設をつくるということは有効と考えられる。災害時も含め、どんなと

きでもごみ処理の継続が可能である。環境負荷ということだけでなく、以上のような 3つ程度の観点で

国内 高水準ということを整理するといいと思う。 

〔Ｃ委員〕 

・この中で目玉となるものがあるといいのではないか。例えば災害時に一炉を立ち上げるだけの電力を確

保できる施設が神奈川県で初めてといったことがあると、非常に説明しやすいのではないか。環境負荷

の削減は確かに大きな要素ではあるが、国内 高水準の値を取り入れても周辺大気への影響は少なく、

そこにトップランナーを目指すのもいかがかと思う。 

〔事務局〕 

・敷地範囲の拡大に関しては、十分地元の方に納得頂けるような説明をすること、またその際に技術検討

委員会の名称を出すことについてご了承頂きたいと思います。 

 

4) その他 

・次回の施設整備検討委員会の開催日は、7 月 8 日(月)あるいは 10 日(水)のいずれかで予定することと

し、後日、日程調整の上決定する。 

 

（閉  会） 

 


