
西秋川衛生組合ごみ処理施設建設基本計画策定委員会 

第１回委員会議事録 

 

日時   平成１９年５月２９日（水）１４時００分～１６時００分 

場所   西秋川衛生組合会議室 

 

出席者（敬称略） 

委員長：学識経験者 庄司 元 
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第１回西秋川衛生組合ごみ処理施設建設基本計画 

策定委員会次第書 

平成１９年５月２９日（火）午後２時 

高 尾 清 掃 セ ン タ ー 会 議 室 

１ 開 会 

 

２ 自己紹介 

 

３ 委嘱状交付 

 

４ 管理者挨拶 

 

５ 報告・説明事項 

 （１）西秋川衛生組合ごみ処理施設建設基本計画策定委員会設置要綱について 

    ［資料１］ 

 （２）西秋川衛生組合の概要について［資料２］ 

 （３）西秋川衛生組合ごみ処理基本計画（平成１８年１２月策定）の概要について

［別冊］ 

 

６ 正・副委員長の互選 

  ・委員長 （１人） 

  ・副委員長（１人） 

 

７ 議 題 

 （１）策定委員会の今後の検討日程等について 

   ［資料３］ 

 

 （２）溶融処理方式の概要について 

   ［資料４］ 

 

 （３）排ガス規制値と設計基準について 

   ［資料５］ 

 

 （４）余熱利用計画の概要について 

   ［資料６］ 

 

 （５）その他 

 

◎次回開催日時    月   日 （  ）  午後  時  分 
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１ 開会・・西秋川衛生組合事務局 

２ 自己紹介・・各委員及び職員等出席者が順次自己紹介を行う。 

３ 委嘱状交付・・管理者から各委員一人一人に交付する。 

４ 管理者挨拶 

  本日は、大変お忙しい中、当委員会の委員にご承諾いただきまして誠にありがと 

うございます。懸案でありました、新焼却炉の建設に向けて、地元の方々のご協力 

によりまして、委員会を設置し、基本計画について検討する運びとなりました。大 

変重要な案件であり、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

５ 報告・説明事項（事務局） 

（１） 秋川衛生組合ごみ処理施設建設基本計画策定委員会設置要綱について 

（２） 西秋川衛生組合の概要について 

（３） 西秋川衛生組合ごみ処理基本計画（平成１８年１２月策定）の概要につ

いて 

 

６ 正・副委員長の互選 

事務局の提案を基に、委員の互選により、委員長に庄司 元氏、副委員長に中嶋 

昭七氏を互選する。 

 

７ 議 題 

（１）策定委員会の今後の検討日程等について 

委員長 次第の議題の順番に進めていくことになると思います。策定委員会の今後の

検討日程について、お諮りをいたします。ご説明お願いします。 

説明：事務局 ※説明内容・・略 

説明資料：資料３ 

委員長 素案を事務局の方から説明いただきまして。審議の経過によっては変更する

ことはもちろんあり得るかと思います。目安として、９月の上旬に５回目の設定を

したいということです。これをふまえますと、２、３、４回目は必ずしも長い期間

ではありませんので、月に１度の開催になるかなと思います。皆さんのご意見がご

ざいましたら。開催を均等に考えますと、６月中旬、７月中旬、８月上旬、９月上

旬と、概ねこのようなスケジュールになりますが、よろしいでしょうか。 

各委員 異議なし。 

委員長 審議経過によって、多少の変更はやむを得ないと思いますが素案を目安に進

めていくということでスケジュールを立てたいと思います。事務局の法は、これで

よろしいですか。 

事務局 はい。 

委員長 策定委員会の次回開催日程は、前の回の委員会にてよろしいですか。 

事務局 はい。 
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（２）溶融処理方式の概要について 

委員長 溶融処理方式の概要について説明をお願いいたします。 

説明：コンサルタントより説明 ※説明内容・・略 

   説明資料：資料４ 

委員長 今の説明にご質問等があるかと思います。ご意見がありましたら。 

委員長 よろしいでしょうか。 

各委員 意見なし。 

委員長 事務局に伺いますが、今日のところでは、溶融方式の概要について少し議論

を行った方がよろしいのでしょうか。 

事務局 溶融方式の概要についての説明ですので、今後の議論の基礎材料ということ

でお願いします。 

委員長 質問がなければ次の議題に移りたいと思いますがよろしいですか。 

各委員 はい。 

 

（３）排ガス規制値と設計基準について 

委員長 排ガス規制値と設計基準についての説明をお願いします。 

説明：コンサルタントより説明 ※説明内容・・略 

   説明資料：資料５ 

委員長 ご説明いただいた規制値は、規制されている数値ですのでわかりますが、設

計基準値は今回の計画との関係は、どういうものなのか、このあたりの数値で設計

していくという意味なのですか。 

事務局 安心・安全・環境にやさしいということが、今後も設計に求められてくる訳

です。したがいまして、法規制値に対して設計基準値を案として示めさせていただ

きました。最低でもこのくらいの数値をもって今後の設計にあたっては、これらの

数値を参考にしていきたいという意味でご提案させていただきました。ご検討いた

だくにあたり、内容をどうするのか、また現時点ではこの程度でよいのかをご議論

いただきたいと思います。 

委員長 今の説明について何かご質問、ご意見がございましたらどうぞ。 

委員長 資料５のいちばん下の表の中で、K 値の１７.５数値は、どういったところか

らきた数値なのでしょうか。法規制値の１７.５を参考にその数値を逆算したＳＯ

ｘが 5,287 になりますという意味ですか。 

コンサルタント はい。そのとおりです。 

委員長 今の事務局の説明ですと、設計基準は国等の条件よりかなり厳しい設計基準

で考えているということですが、こういうことで委員会としては、それでよろしい

という回答を出した方がよろしいのですか。 

事務局 今後の作業にあたり、場合によっては設備のレベルに係るものや費用に影響

してくることもあり得るので、実施設計時に細かく議論はされると思いますが、策

定委員会において、概算事業費などの試算についてこの案をもって、入りたいと考
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えております。これらの数値を基にした、設備配置、事業費概算なども進めていき

たいと思っています。 

委員長 今後のいろんな状況によって、設計基準を変えていかなければならない場合

もあり得る訳ですね。一応、この数値を基準に、この委員会の上でも検討を進めて

いきたいということで考えてよろしいですね。 

委員 規制値は、低ければ低い方が良いのだろうが、たとえばアンケートなど、今後

の比較検討のためのメーカーアンケートに必要な数値として、最終的には実施設計

に入った時にメーカーによっては目標値が変わってくることがあるかも知れない。

そういう意味では、「以下」「未満」という形であれば、今日のところはこの段階で

進めていただくことはよろしいのではないかと思います。 

委員長 他にご意見ございますか。この設計基準を念頭において、今後の議論を進め

ていくということで、次に進行していきたいと思います。 

各委員 はい。 

 

（４）余熱利用計画の概要について 

委員長 次の余熱利用計画について説明お願いします。 

説明：コンサルタントより説明 ※説明内容・・略 

   説明資料：資料６ 

委員長 日量１１７ｔの規模ということは、それだけのごみを常時供給していくとい

くことですが、構成市町村ごみ量のとの関係はどのようになっているのですか。 

コンサルタント 構成市町村から持ち込まれるごみ、後日ご説明いたします最終処分

場の掘り起こしごみ及び今後の検討になると思われますが不燃・粗大ごみになりま

す。事務局の方からごみ処理基本計画のご説明がありましたように、１１３ｔ/日

の場合と１１７ｔ/日の場合があります。この違いは、不燃ごみ処理をどのように

するかということに基づくものです。１１７ｔ/日というのは、ごみ処理基本計画

の中では、不燃・粗大ごみを溶融するならば一緒に溶融してしまった方が効率的に

も経済的にも良いと思われることに基づきます。構成市町村からの持ち込まれるご

み、掘り起こしごみ及び不燃・粗大ごみを年間３６５日で割りまして、稼働率０.

７４ぐらいとして計算した数値が１１７ｔ/日となります。稼働率は、年間の施設

の点検整備日数を８５日として計算しています。 

委員長 供給するごみとしては、ごみ処理基本計画のごみ量を出していることですね。

もう一点、ごみ質も影響してくると思うのですが、ごみ質は掘り起こしごみなどは

想定しているのですか。 

コンサルタント 掘り起こしごみについては、現段階では想定しておりません。今回

は、過去の可燃ごみのデータを基に行っている。今後、最終処分場に埋められた残

渣の合計を平均してどのくらいの発熱量があるかということを試算します。そして、

今後のごみ質の推定を行いまして、それと按分してごみ質の最終的な値を求めたい

と思っています。 
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委員長 当面は現在の可燃ごみを想定として計算をしているということですね。他に、

皆さんの方からのご質問はございませんでしょうか。 

委員長 今後の委員会においても、検討していく上ではこの想定が基になっていると

して進めることでよろしいでしょうか。 

各委員 はい。 

委員長 議題としての４つは終了しました。今日は、最初の会合でありますし、説明

をしていただく形で議論の中身に入るのはこれからだと思います。今日は議論を進

める上での共通に想定条件等をお聞きしたということだと思います。 

 

（５）その他 

委員 ガス化溶融方式の実績の参考資料を用意していただけないでしょうか。 

事務局 次回の委員会に、資料を提出する予定です。 

委員 委員会の前に事前にほしいのですが。 

事務局 委員会の開催通知に同封することとします。また、一部の方式に関しては、

DVD を用意しているので申し出がありましたらお貸しできます。 

委員長 次回日程について、６月２７日（水）の１４：００からとする。 

 

－以上－ 

 



西秋川衛生組合ごみ処理施設建設基本計画策定委員会 

第２回委員会議事録 

 

日時   平成１９年６月２７日（水）１４時００分～１６時００分 

場所   西秋川衛生組合会議室 

 

出席者（敬称略） 

委員長：学識経験者 庄司 元 

副委員長：西秋川衛生組合議会議員 青木 豊 

委員：西秋川衛生組合議会議員 青鹿和男 

委員：西秋川衛生組合議会議員 丸山美子 

委員：高尾自治会対策委員長 土屋 訓 

委員：高尾自治会対策副委員長 森田勝次 

委員：高尾自治会対策委員 阿部省三 

委員：留原自治会対策委員（自治会長）中村元明 

委員：留原自治会対策委員 山下 忠 

委員：網代自治会運営協議会委員長 三橋亀夫 

委員：網代自治会運営協議会委員 田中 清 

委員：西秋川衛生組合収入役 浦野龍治 

委員：あきる野市環境課長 平井隆夫 

委員：日の出町地域振興・環境推進担当参事 森田嘉和 

委員：檜原村産業環境課長 高取弥三郎 

委員：西秋川衛生組合事務局長 荒井 清 

事務局：小林 宏 

小倉久幸 

田辺 章 

橋本孝次 

岩崎 清 

株式会社エスイイシイ（コンサルタント）：佐藤和美 

森口昌彦 

 

※平成１９年６月２６日付けによりあきる野市議会議員の役職等の変更 

人事が行われ、中嶋副委員長があきる野市議会議長に就任し、それに伴 

い同日付けで西秋川衛生組合議員を辞職し、本策定委員会副委員長が欠 

けたため、議事の前に副委員長の互選が行われ、青木委員を副委員長に 

選出する。 
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第２回西秋川衛生組合ごみ処理施設建設基本計画 

策定委員会次第書 

 

平成１９年６月２７日（水）午後２時 

高 尾 清 掃 セ ン タ ー 会 議 室 

 

１ 開 会 

 

２ 議 題 

 （１）ガス化溶融炉稼働実績・予定について 

   ［別 紙］ 

 

 

 

 （２）不燃・資源・粗大ごみ処理施設計画について 

   ［資料１］ 

 

 

 

 （３）最終処分場掘り起こし計画について 

   ［資料２］ 

 

 

 

 （４）その他 

 

 

 

 

 

◎次回開催日時    月   日 （  ）  午後  時  分 
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１ 開会 事務局 

ただ今から、第２回基本計画策定委員会を始めたいと思います。会議にあたっては

委員長の方からご挨拶をいただき、引き続き委員会設置要綱第９条に基づき、議長

となっていただきまして、議事の進行にあたっていただきたいと思います。 

２ 委員長挨拶   

皆様、本日はお忙しい中、お集まりいただきご苦労さまです。第２回西秋川衛生組

合建設基本計画策定委員会をこれから始めたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

３ 中嶋昭七副委員長の退任について 

委員長 今日予定している議題は、三つあります。その前に、中嶋委員が今回お変わ

りになるということになりましたので、その経緯について事務局の方からご説明い

ただけますでしょうか。 

事務局 ご説明いたします。昨日のあきる野市議会におきまして、委員の役職等の構

成メンバーの変更がございました。それに伴いまして、中嶋委員におきましてはあ

きる野市の市議会議長に就任いたしまして同日をもちまして、西秋川衛生組合の議

員を退任したかたちになりました。したがいまして、本委員会の副委員長の席が空

席となっております。ここで委員会設定要綱第７条第２項の規定におきまして、副

委員長の互選をお願いしたいと考えております。事務局の方で腹案を用意しており

ますので、委員会にお諮りいただけますようにお願いいたします。 

４ 副委員長の互選について 

委員長 事務局の方からの中嶋委員の異動についての説明がありました。副委員長の

後任を委員会の互選で決めることになっておりますので、事務局の腹案を提案して

いただくことでよろしいでしょうか。 

各委員 異議なし。 

委員長 では、事務局の方からお願いします。 

事務局 今回のあきる野市議会議員の異動に伴い、西秋川衛生組合の議会議員にも異

動が発生しております。次期の西秋川衛生組合議会の議長に、あきる野市議会から

選出されております青木議員が内定しております。西秋川衛生組合の８月２日に予

定の臨時議会において正式に選任となりますが、各議員の申し合わせによりあきる

野市から選出された議員の中から西秋川衛生組合の議長が選任されるということ

になっておりまして、さらにあきる野市議会議員の協議によりまして青木議員が推

薦されるということをふまえまして、本委員会の副委員長に青木議員をお願いした

いと考えておりますのでお諮りをお願いいたします。 

委員長 今、事務局の方から提案がありましたとおり、副委員長に青木委員をお願す

るということでどうでしょうか。 

各委員 異議なし。 

委員長 事務局の提案が承認されました。 

事務局 青木副委員長にご挨拶をお願いいたします。 
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５ 副委員長の挨拶 

副委員長 ただいまご推挙いただきました青木でございます。委員長を補佐するとい

うのが副委員長の役割なっておりますが、それだけの技量がございません。せめて、

足手まといにならないようにがんばって参りたいと思っておりますのでどうかよ

ろしくお願い申し上げます。なお、私の後任としてこの策定委員会にはあきる野市

議会より畠中克賢議員が選出されておりますが、手続き上のミスで今回は間に合っ

ておりません。次回からは参加させていただきますので併せてよろしくお願いいた

します。 

事務局 副委員長からもご説明がありましたように、あきる野市議会から畠中議員が

引き続き西秋川衛生組合の議員として推薦されております。本日は間に合いません

でしたが、次回以降の委員会からは出席をお願いする予定でありますので併せてご

理解いただければと思います。 

６ 議題  

（１）ガス化溶融炉稼動実績・予定について 

委員長 では、今日の予定の議題に入りたいと思います。今日、議題として予定して

いるものは三つですが、まず、一番目のガス化溶融炉の稼動実績について説明をして

いただきます。 

事務局 資料３と別紙の表及びグラフについてご説明していきたいと思います。実績

をまとめるにあたっての根拠について始めにご説明いたします。環境省のホームペ

ージにおきましてダイオキシン類等の公表がされております。全国都道府県のすべ

ての焼却炉の一覧表があります。その中に焼却炉の形式が分類されており、それを

拾い出しました。もう一つには、稼動予定となっているものについては、発表にな

っていないため、各メーカーに受注状況や契約状況などのデータを求めた後、これ

らを合わせて作成いたしました。おそらく日本全国のガス化溶融炉について網羅し

ているのではないかと思われますが、１００％ではないということをご理解いただ

ければと思います。 

事務局より説明 ※説明内容・・略 

説明資料：別紙表及びグラフ、資料３ 

 

委員長 以上の事務局からの説明について、何かご質問がありましたら出してくださ

い。 

委員長 なければこれは報告として皆さんの議論の参考にしていただくということ

でよろしいでしょうか。 

各委員 異議なし。 

 

（２）不燃・資源・粗大ごみ処理施設計画について 

委員長 次の議題に移ります。次の議題は不燃・資源・粗大ごみ処理施設計画につい

てです。この説明をお願いします。 

事務局 説明に入る前に一点変更をお願いしたいと思います。前回の工程案に記載の
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予定議題を一部変更しております。第３回目に予定していた「処分場掘り起こし計

画」を本日ご提案いたしまして、メーカーアンケートの取りまとめが本日間に合わ

なかったため、「熱回収施設の方式」を第３回目に移行してご説明させていただき

たいと思いますのであらかじめご了承いただきたい。 

 コンサルタントより説明 ※説明内容・・略 

説明資料：資料１ 

 

委員長 説明について質問等がありましたらしていただきたいのですが、この説明を

受けて、この委員会において議題にした趣旨は、今回新たに処理施設を建設するに

ついて基本計画でどのようにしていくかがこの委員会の大きな議題であり、併せて

粗大ごみ処理施設をどういう位置づけにするのかということである。別系統の新し

い粗大ごみ処理施設を建設するのか、溶融処理施設になった場合には一体化しては

どうかとの比較の説明であり、今の説明をお聞きになった上で、粗大ごみ処理施設

をどう位置づけていくのか最終的にはこの委員会において判断するということに

なると思うのですが、ご質問等がありましたらどうぞ。 

委員 粗大ごみ処理施設の計画に関連しまして質問させていただきたいのですが、粗

大ごみとして扱うご説明はわかるのですが、三つの構成自治体から粗大ごみ的に出

すものの中に、まだまだ使えるもったいない物もたくさんあるかと思うのですが、

ごみとしてではなくリサイクルしてゆくかの視点が、ＣＯ2 を発生させないという

観点からすれば、重要なことだと思うのです。粗大ごみ処理施設の中にたとえば青

梅市でリサイクルセンターを造っているように、そういう位置づけをしてはどうか

と、あるいは現状粗大ごみについてはこのような状況であるということが事務局の

中にあるのであれば事前にお話いただいたなかで、どうそれらを考えて行くのかを

ご検討いただきたいと思うのです。 

事務局 自転車、タンスなどのまだまだ使えるものが確かに粗大ごみの中にはあり、

それを破砕し、鉄くず、木くずとして処分することは忍びないところです。問題は、

費用対効果の問題が大きく関わってくると思っています。一番目にはそのようなも

のをリサイクルするには、リサイクルプラザというような施設をどこかに確保しな

ければいけない、二番目にはそれらの粗大ごみを使えるものにリサイクルする修繕

作業が必要になってきます。作業をお願いするということは、人件費の負担が必要

となってきます。そして処分したときに売上げが人件費より上回っていれば独立経

営も成り立ちますが、聞くところによりますと多くはそのようになっていないよう

です。先日、高尾自治会の先進地の視察に同行しましたとき、話を聞いてまいりま

した。まず、費用面では、委託料は年間６００から７００万円必要、売上げは２０

０万円いったりいかなかったりで、差額は年間４００から５００万円の持ち出し、

プラス、光熱水費、機材器具の費用があると思います。このような負担を組織市町

村が出来るかどうかの議論があると思います。もう一点は、山間地に新炉計画して

いますので、全体の平面計画において、どこまで施設が確保できるかいうことを現
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在のところ明確につかんでいないところです。現段階では、前回の検討委員会の報

告書にもあるのですが、リサイクルプラザの可能性は事務局的には前向きには考え

ていないことが実態であります。しかし、組織市町村あるいはこの委員会でこのよ

うな施設を進めていこうということであれば、そのような方向での基本計画の整備

を行っていかなくてはならないと思っているところです。 

委員 費用面では私も同感であり、大変厳しいのかなと思います。ただし、地球温暖

化が叫ばれている中、足元からどのようなごみの処理処分を行っていくのか大きな

課題として問われています。そのように考えた時、費用をどのように捻出していく

かを一方で考えながら、三自治体の多くの市民の合意が得られれば、そのような方

向に繋げていく必要が西秋川衛生組合としての責務もあるのではと思うのです。リ

サイクルプラザ的なことを、どのように温暖化問題やごみ処理のあり方と併せて検

討していく必要があるのではという要望で、そういう検討ができればありがたいと

思っています。 

委員 説明の中のコスト論ということで表を見ていましたが、たとえば処理が順調に

進んで何もトラブルが発生しないという形で考えると良くわかるのですが、このよ

うな施設を稼動させるためにはいろいろトラブルが生じると思われるのです。コス

ト論となると思うのですが、トラブルはどういったものを想定したのか、そして、

対処の方法として人の目がたくさんあった方がトラブルの発見が早いとか、あるい

は全部機械的である方が手が掛からないで人件費がかからないけれどもトラブル

が発生したときには大きな費用が掛かるとかといった想定をされたかどうかを伺

いたいのです。 

委員長 今のご質問は、粗大ごみ処理施設に関しての質問と考えてよろしいですね。 

事務局 そこまでの想定はしておりません。あくまでも処理する場合の費用あるいは

建設する場合の費用を整理させていただきましたので、どういうトラブルをどうい

う確率で想定したかはについては、資料の中では想定しておりません。 

委員 過去か今までにさまざまなトラブルをご経験されていると思うのですが、こん

なトラブルが起きるのではないかと、何か導入される場合には必ずあると思うので

すが。 

事務局 一般論的には、機械が複雑であればあるほどトラブルや事故の発生する確率

は高いのかなと思っています。単純であればあるほど確立は下がってくるのかなと

思っています。過去の事故等としては、破砕機の中にガスボンベが混入して爆発し、

人身事故にはつながらなかったものの機械の損傷はありました。それ以外には大き

なトラブルというもの、あるいは一週間とか機械を止めて修理をいなければいけな

いうようなトラブルや事故については、今のところ西秋川衛生組合では経験してお

りません。ただし、ごみ質の問題で１～２時間ほど機械を止めて復旧することは年

間の中で何度かあるようです。 

委員 確認ですが、実際にはコスト論してそういったものは想定していないというこ

とですね。今後、もしそうようなことで何か考えなければならない時には、ご照会
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いただきたいと思います。 

委員 建設費の関係で伺いたいのですが、処理案１で事細かに算出している基礎があ

りますが、処理案２の建設費１ｔあたり 5,000 万の数字があまりにもアバウトの気

がするのですが、出し方はどうなのか。 

コンサルタント 処理案２のすべて溶融というのは、ガス化溶融炉は現在１０５件あ

ると説明がありましたが、毎年新聞や雑誌でだいたい１００ｔから２００ｔ規模の

建設費と単価が発表されるので、過去３年から４年の平均と取りますとだいたい４

５００万円から５５００万円になります。それにより１００ｔ規模ですと５０００

万円となります。また、処理案１の法は計算を細かく行ったかという点については、

焼却炉や溶融炉というもの施設がだいたい同じ構造で出来ていますが、それに比べ、

粗大ごみ処理施設や不燃ごみ処理施設は、何をどう資源化するあるいはどういう風

に処理していくかによって大きく建設費が違ってきます。表中の２０００万円５０

００万円はアバウトの数字ですが、不燃ごみ処理施設は改造であり、粗大ごみ施設

は新設であるため、すべてがアバウトにならないように計算を行いました。これら

は、基本計画の建設費の算定に根拠資料として添付いたします。 

委員長 よろしいですか。 

委員 はい。 

副委員長 今の分類されているイメージで「不燃ごみ」という言い方は、処理案２の

場合はむしろ使わないほうがわかりやすいのではないでしょうか。どうしても分別

しなくてはいけないものは、まず粗大ごみ、有害ごみ、資源、そして現行では燃や

せるごみ及び燃やせないごみであり、今は、燃やせないごみが「不燃ごみ」で表現

されている。溶融化を前提とした場合は、あえて燃やせるものや燃やせないものを

分けることが必要なのだろうか。大分類を４つに分けて、溶融するものという分け

方をし、いきなりピットに入れるということが検討に含めるべきではないだろうか

と思います。簡単であるにしても破砕処理が必要なのかどうかがひとつ、大きな課

題として構成市町村に分別収集をお願いする中で、西秋川衛生組合に集まってくる

ごみをどうやって対応していくかとなると、現行の不燃ごみは廃プラの占める割合

が大きいと思われるため、マティリアルリサイクルとして地球温暖化対策のために

お金をかけても行うのか、これが構成市町村に通用するかどうか、それとも、サー

マルリサイクルにするかを使い分けだと思います。判りやすくするために、ガス化

溶融になった場合は「不燃ごみという表現はなくなります」としたら良いのではと

いう感想を持ちました。 

事務局 今のご意見は、単純に理解すると、廃プラはサーマルかマティリアルか明確

にしてからの議論ではないかというものだと受取りました。ごみ処理基本計画を昨

年１２月に策定しまして、西秋川衛生組合の場合は２－５６ページになりますが、

現行の燃やせないごみについては、案-１で［選別→溶融］、案-２で［すべて溶融］

の２つに分けています。案-１、案-２をもって焼却の処理規模が１１７ｔと１１３

ｔの根拠がここに示してあります。組織市町村のごみ処理基本計画を集合したもの
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が西秋川衛生組合のごみ処理基本計画となっていますので、組織市町村の昨年１２

月に策定されたごみ処理基本計画の中でもこのように位置づけられていると理解

しています。したがいまして、この方法をもって基本的には進めて良いものと思っ

ておりますが、住民の理解、あるいは組織市町村の課題について、現在、担当課長

係長、西秋川衛生組合及びエスイイシイにて資料をそろえながら検討を２回行って

きました。組織市町村において分類をすればするほど住民に分類するための負担が

掛かります、また、廃プラスチックを廃プラスチックとして集めるためには、資源

になり得る状態で住民の方も出していただけなければならないし、資源にまわせる

ように収集していかなければならない、そうしますと収集車の台数を今以上にさら

に増やしていかなければならなくなり、市町村のごみ処理費用が増えていかざるを

得ないのか、今現在検討を行っております。その結果を組織市町村の廃棄物減量等

推進委員会等に報告あるいは意見を聞きながらまとめていただきたいと事務局と

しては思っております。本日においては結論にならないかも知れませんが、基本的

には以上のことを考えていきたいと思っております。ただし、資源ということで集

めても、結局圧縮して固形燃料とした後に、持って行った先で燃やすとか高炉に吹

き込まれていると聞きます。車の移動によるＣＯ2 の排出量も多くなって、廃プラ

スチックをサーマルリサイクルとするのかマティリアルリサイクルとするのかも

う少し検討をしてみたいと思っているところであります。 

副委員長 この委員会に与えられた工程の中ではこの議論はここで行っておかなけ

ればならないし、なおかつ共通認識を得ておかないと将来のごみ分別を何分類にす

るのか、さらに細かい分類が必要になるのかということで、結果的には住民の作業

負担、市町村の費用負担につながる事項なので共通認識を得られるように、議論さ

せていただいたものです。 

事務局 西秋川衛生組合のごみ処理基本計画では、廃プラ、皮類、ビニールについて

は選別し溶融する案-１となっており、案-２では全量を溶融することになっており、

これらが基本になって案-１をまたは案-２を選択するのということに係ってくる

と理解しています。 

委員長 皆さんからのご意見がありました。この委員会においてどこまで議論するの

かということもあるのですが、副委員長からの意見は大きな問題であり、将来的に

構成市町村を含めてどういう分別、あるいはごみ処理を行っていくのか一番基本に

係る部分であります。これは、ごみ処理基本計画の中で決めていくものだと思うの

ですが、この委員会はその決定を受けて施設計画をどうするのかという意味では係

わりがあります。事務局から説明があったように、廃プラを今後どのようにリサイ

クルするのかという視点で施策化していくのか、あるいはリサイクルする場合どう

いう手法を行うのかなどを踏まえて、廃プラをすべてリサイクルして溶融はしない

ということではなく、この委員会ではどの程度リサイクルに、どういう形でどこま

で廻すのか検討を進めるものであります。この施設の中で溶融を行っていくという

前提は崩れないことと思います。今後いくつかのテーマごとに分けていく中で、事
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務局から説明のあった案-１、案-２の区分を想定されているようですが、それらに

係って各論の中で触れていくということでよろしいでしょうか。 

各委員 （意見なし。） 

委員長 また、粗大ごみ施設については、新しい処理施設は溶融炉とするという前段

の検討委員会で大筋としてはまとまっていており、細かい点でのどのような溶融方

式にするのかについてこの委員会が設置されています。それらを踏まえた上で、現

存の粗大・不燃ごみ処理施設をどうしていくのかが本日の議題であり、資料の説明

の中でありましたように、新しい溶融施設と一体化とするか、別扱いとするかとい

うことでよろしいでしょうか。 

各委員 （意見なし。） 

委員長 粗大ごみの大きな視点としての、なるべくごみにしない、リユース、リデュ

ース、リサイクル、そしてどうしても残ったものはごみ処理ということが３Ｒの基

本であり、そうした基本を踏まえた委員のご意見がありました。問題は、コストの

問題であり、施設の設置規模の問題であります。リサイクルプラザについては、否

定はされていないですがかなり難しいというニュアンスで前段の構想では述べら

れているようです。仮にこの場所では無理であっても、大きな政策的な必要があれ

ば、新しい施設に併設しなくても可能であると思われます。 

委員 三自治体のごみを出している住民からすれば、西秋川衛生組合の老朽化した施

設を新炉建設するということは、いろんな報道やいろんなかたちで地域全体には行

き届いていると思いますが、意外と多くの方たちがガス化溶融炉とはどういうもの

かというような意見があり、認識がどれだけ１０万市民の中にあるのかということ

を考えた時に、ガス化溶融炉は何でも燃やせるという認識や、そうではなく処理は

最小限のものとしてそれ以外のものはきちんと分別したり、リサイクルしたり、リ

ユースしたりという風にすべきではないのかという認識などがあるため、広報宣伝

も含めて住民合意を図っていくことも西秋川衛生組合の責務あるのでは、あるいは

策定委員会の責務でもあると思うのです。 

管理者に対して答申していく事前の中間報告をどのように信任行為を図っていく

のか、さまざまな立場やいろんな意見を持っている住民もいらっしゃるからです。

要望として、中間報告などを広報していく必要があると思います。 

また、政策的にリサイクルプラザは、この場所ではなくても必要性が高まって三自

治体の協力の中で議論がなされれば良いのではと考えます。 

委員長 最終報告をこの委員会として年内にまとめなければいけないスケジュール

があります。その前に中間報告を作るかたちになる訳ですが、各論の議論はこれか

ら進めていきます。結論は今ここで決めるということは早いと思いますので、出さ

れた意見を踏まえて、中間報告においてまとめた中で委員会としての結論を報告す

るものとしたいと思います。それでよろしいでしょうか。 

各委員 異議なし。（他に意見なし。） 
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（３）最終処分場掘り起こし計画について 

委員長 次の議題の方に移ります。次の議題は最終処分場の掘り起こし計画について

です。 

 コンサルタントより説明 ※説明内容・・略 

説明資料：資料２ 

委員長 今の説明に対してご質問がありましたら議論を進めたいと思います。 

私の方からの質問ですが、掘り起こし物を溶融炉に入れる場合、通常のごみと比べ

て溶融炉の維持管理上問題はないのですか。 

コンサルタント 最終処分場の掘り起こし物は、重量的には８割が灰になります。普

通のごみと一緒にごみピットに入れますと、クレーンで掴んで入れたとき熱カロリ

ーが下がります。西秋川衛生組合の場合は、最終処分場から掘り起こし物を持って

来て、振動篩いに掛けた後一箇所に集めて置きます。そして、ごみを掴んで入れた

後、灰をクレーンで少し掴んで入れるということになると思います。つまり、クレ

ーンの操作等に若干技術を要することになります。 

委員長 溶融処理工程には特に問題はないのですか。 

コンサルタント はい、ありません。ただし、最初から計画しておかないと最終処分

場の掘り起こし物は８割が不燃物ですから、溶融炉の大きさを大きくしておかなけ

ればなりません。通常の計画を行った後に、掘り起こし物を入れることになると無

理です。 

委員長 当然掘り起こしごみ量の分が増えるということですね。 

委員 掘り起こしごみを溶融する場合、ごみだけではなくて覆土もあり、その覆土の

中の石はどうするのですか。また、テントの大きさは、ドーム的なものなのか、若

しくは簡易的なもので、掘り起こしの時に土砂が風で舞上がるとかが防げるのかど

うかを伺いたい。 

コンサルタント 覆土も基本的には一緒に溶融処理を行います。溶融方式にはいろい

ろありますが、ガス化流動の場合は元々砂を入れてありますので、覆土も同じよう

に入れます。 

シャフト炉やその他の炉は、非常に高温の炉ですので砂が入ってきても問題はあ

りません。ですから、砂を分離するということは必要ないと思います。小石はガス

化流動の場合は下から出てきます。シャフト炉は溶けてしまいます。溶融処理でき

ないものとして、レンガやコンクリート魂は分ける必要があります。また、メーカ

ーが決まってから、そのメーカーとの話し合いになると思われますが、基本的には

イベントなどで使うような高さ４ｍぐらいのテント中でバックホウを使用しダン

プが入る場所を確保します。内部の粉じん対策は、バグフィルタ付の排風機を設置

しようと思っています。篩については施設に持ち込んでからを考えています。具体

的なことは今後の検討になります。 

委員 掘り起こしする時の環境測定について、たとえば悪臭、発生ガス、粉じん、汚

水、騒音・振動等についての環境測定については事前に行うのか、いつ行うのか、
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費用はどうするのか。 

トラブルについて、2004 年に沖縄で掘り起こしを行った時の事例もあるが、掘り起

こしを行った内容物が混在している場合があって、選別している時に溶融炉で事故

が多発しているという新聞報道がありました。掘り起こしの中身について、８０％

ぐらいは灰であり混在していないのであれば解消されていると思いますが。 

次に、掘り起こしに関しての国の補助制度について補助率はどのくらいなのかお聞

きしたい。 

事務局 西秋川衛生組合の第２最終処分場につきましては、埋立しているごみはかな

り明確であります。灰と不燃ごみが主であり、内容物については事務局側では確認

ができていると理解しています。 

国の補助金制度については、平成 17 年度から補助金制度が交付金制度に変わり、

1/4 補助から 1/3 補助になり多少良くなりました。未確認ですが、東京都において

の廃棄物処理に係る補助制度については基本的にはありません。しかし、掘り起こ

しについては東京都では経験がないため、今後、交渉の中で最終処分場の中の経費

と理解して補助金対象になるように交渉を行っていきたいと思っています。 

コンサルタント 環境測定について、掘り起こしの事業について、どのように掘り起

こすか、新施設に持ってきてどのように分別するかは、同じメーカーが工事を行う

ことになると思います。溶融施設を発注する際に、発注仕様書というものを作成し

ます。この発注仕様書の中には、たとえば焼却の場合には排ガスをどういう成分に

しなさい、引渡しの時にはこのような測定をしなさい、引き渡した後１年目にはこ

ういうことをしなさい、保障期間の２年目にはこういうことをしなさいといったこ

とを明記します。掘り起こしの部分にどのような規定をするかということは、組合

との協議が終了していないので、今この場では申し上げられませんが、粉じん処理

は必ず仕様書に明記します。騒音・振動に関しては、現時点でも重機を運転してい

る上に、２台増えるという影響が処分場の広さでどの程度であるかを勘案して決め

ていきたいと思います。重機が稼動するのは昼間しかありません。そういう意味で

は必要であるとなった場合は測定を行います。悪臭に関しては、発注時に風上と風

下を測定します。さらに夏場の臭いがひどい時にもう一度同じ地点で風上と風下を

測定は必要と思います。粉じんの測定の方法について、掘り起こしを行う時に１度

行えばいいのか、又は年に何回行うかといったことは、今後、組合と相談して報告

をしたいと思います。 

委員 環境測定そのものは、一般的にその程度はあると承知していますが、場所場所

によっていろんな条件が違ってくると思います。確認したいことは、環境測定を事

前に行って、事前に対策を講じて置くということでよろしいのですか。 

コンサルタント 騒音や粉じんなどは、新施設や掘り起こしの稼動前に暗騒音などの

測定を行い押さえて置きます。粉じんにつきまして、テント内は減圧にして１時間

に２回換気するぐらいで、バグフィルタを設置しますので、粉じんが飛散すること

がないような計画とします。 

11 



委員 ダイオキシン類対策に関して、テントの中に集じん機はありますか。また、新

施設に持ってきて、密閉式の場所で掘り起こし物を降ろすのかなどの対策をどのよ

うに考えているかを教えてください。 

コンサルタント テントの中についてダイオキシン類のために負圧として考えてい

ます。また、防護対策した作業員がオペレーターとして乗ります。新施設に持って

きた後、投入扉の横あたりにシャッター付の部屋の中で、篩が必要ならば篩を行い、

ホッパーからごみピットに入れることになると思います。ごみピットの中は負圧に

なっていますし、シャッター付の部屋も負圧になります。 

委員 灰の処理室やごみピットから飛散することはないのですか。 

コンサルタント ありません。シャッターや投入扉の開け閉めの時はオープンになり

ますが、いずれも負圧になっていますので、漏れる心配はありません。 

委員 ダイオキシン類は特に心配することはないということですね。 

コンサルタント はい。 

補足いたしますが、新施設の稼動後には、場内の作業環境の測定をメーカーに義務

付けします。組合も義務付けられます。第１管理区分となるように発注仕様書に明

記します。 

委員長 掘り起こしに関して、埋立処分場の逼迫というかなり多くの自治体で直面し

ているなかで、実績も増えていると思われます。組合として先例を調査していただ

き最善をつくしてほしい。また、資料に処分場を新しく作った場合のコストが記載

されていますが、ではどこに作るのかという問題もあります。客観的には、掘り起

こしを行わなければならない状況であると思います。 

副委員長 亀山市の掘り起こしの実態を視察させてもらいました。亀山市の施設は４

０ｔの２基であり、委員会の計画目標の約６０ｔの２基に非常に近い規模です。環

境的には、山間地の中ですが比較的市街地に近い所で行っていますが、まったく被

覆がない状態で行っています。雨の日には掘り起こしを行わないという条件で、場

外の篩いで篩っていまして、稼動実績について問題はないということでした。年間

４０００ｍ3を投入していくという前提で、約２００日での処理ですが、掘り起こし

ごみ専用のピットはある程度余裕をもち、常に多めにストックしておきながらとい

うことにして、掘り起こしの作業を悪天候の日は行わないようにあらかじめ仕様で

考えた方が良いのではないだろうか。 

コンサルタント 掘り起こしのピットは設けずに、一部に置くということにしなけれ

ば、ごみクレーンの動きが非常に悪くなります。 

委員長 掘り起こしについては、国の方でも活用ということに力を入れているようで

す。交付金の対象事業でもありますし、ルネサンス計画という名前をつけて進めて

いるようです。組合の処分場での掘り起こしを進めていくということを前提に、委

員会の中では考えていき、中間報告でまとめるということでよろしいでしょうか。 

各委員 異議なし。 
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（５）その他 

委員長 先進地の視察ついて、事務局の方で考えているようなので、説明をお願いし

ます。 

事務局 委員会として先進地の視察の予算を確保してあります。先進地の視察の必要

があれば事務局では計画を行っていきたいと思っていますが、視察先との日程の調

整が必要となりますし、距離の問題もあります。また、溶融炉の方式も絞っていた

だきたいと思います。 

委員長 この委員会では、最終的にどういう方式にするということまで結論を求めら

れているのでしょうか。 

事務局 国の方では、特に談合防止策、公共事業の減少に伴う低価格での落札などに

より、安くて悪いものということで出来上がったものに対する安全性、信頼性が損

なわれる実態が見受けらます。そのようなことを踏まえて、国では総合評価方式と

いう入札手続を今提案を行っています。西秋川衛生組合としても、結論にまでは至

っていないですが、総合評価方式の業者選定なると思われます。そうした方式を決

める際にも委員会を立ち上げて、その検討に併せて行わなければならないと思いま

す。実績などを見ますと、方式を決めてしまうということは、業者を決めてします

ことに繋がります。したがいまして、性能発注仕様書方式という方式を用いて総合

評価方式による採点を行い、評価の高い業者に決定されます。よって、この委員会

では炉の方式を決める必要はないと事務局ではして理解しています。 

委員長 この委員会として、先進地の視察をいかがしましょうか。日程の問題や先方

の都合もありますのでいかがしましょうか。 

委員 審議を深めるという意味で、早めに行った方がいいです。 

副委員長 先進地に視察に行くという前提で、事務局に案を作成してもらって次回の

委員会に図ったらどうか。 

委員長 視察に行くという意見をいただきました。次回までに事務局で候補地を選定

して、報告をしてください。 

委員長 次回の開催日程を７月１８日（水）の１４：００からとします。 

 

－以上－ 
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１ 開会 事務局 

 ただ今から、第３回西秋川衛生組合ごみ処理施設建設基本計画策定委員会を開催い

たします。会議に先立ちまして委員に変更がありますのでご紹介をさせていただき

ます。あきる野市議会議員で西秋川衛生組合議員に就任いたしました、畠中委員が

今回から新しく委員に加わっていただきましたのでよろしくお願いいたします。 

委員 畠中克賢ですよろしくお願いいたします。 

事務局 続きまして、檜原村におきまして７月１日に職員の人事異動がありました。

人事異動に伴い、八田野産業環境課長が今回から委員として参加いただいておりま

すのでご紹介いたします。 

委員 ただいまご紹介いただきました檜原村の八田野でございます。前任者高取の後

を引き継いで参りますのでどうぞよろしくお願いします。 

事務局 会議に関しては、本日配布しました次第により行いたいと思います。委員長

にご挨拶をいただきまして、議事の進行をお願いいたします。 

２ 委員長挨拶  

委員長 皆様お集まりいただきありがとうございます。台風が過ぎて、あまり天候が

すっきりせず、梅雨がやっと来た感じです。日本海側では、大きな地震があって被

災者の対応も大変だと思います。日常の生活も大変でしょうが、一番にごみ処理が

気になるところです。清掃工場の煙突が折れたというニュースも入っておりますし、

現地の廃棄物処理については大変な問題が発生するのかなと気にしているところ

です。 

この委員会も３回目を迎えております。引き続き皆様のご協力で検討していきたい

と思います。 

 

３ 議題 

（１）ガス化溶融炉稼動実績・予定について 

委員長 議題に入りたいと思います。まず、熱回収施設の方式についてメーカーアン

ケートの結果について、中間報告がまとまりましたので報告してください。 

   コンサルタントより説明 ※説明内容・・略 

   説明資料：資料１ 

委員長 今のメーカーアンケートの中間報告に関して、皆様からご質問等がありまし

たらお尋ねください。 

委員 資料の５ページにも出ていることなのですが、前処理等の必要性というものは、

簡単にいうとどういうものなのか教えていただきたい。 

委員長 どういう前処理が必要なのか、前処理そのものの意味を説明してください。 

コンサルタント 簡単にご説明いたします。まず、粗大ごみ、たとえば会場の机のよ

うなものが入って来ましたら、このまま炉に入りませんので５０ｃｍに切るわけで

す。このことが一番基本的な前処理です。モーターの付いて洗濯機等が入って来ま

したら、そのまま入れますと破砕機の刃が駄目になってしまいますので、重機や人

の手で外すということがもう一つの基本的な前処理です。その次に、前回の委員会



でご説明しました粗大ごみ処理施設では、もっと細かくして鉄は磁選機で取り、ア

ルミはアルミ選別機で取るという次の段階があります。資料に書いてある事項につ

いて、可燃ごみ・不燃ごみに関して要・不要とは、三番目に説明しました細かく砕

く必要があるかどうかのことです。次の不燃性粗大・可燃性粗大というのは、大き

くカットする必要があるかどうかということであります。資料の表の中の要・不要

とは、たとえば２社の内１社は必要、もう１社は不要ということであり、機会があ

りましたら詳しくご説明をいたします。 

委員長 よろしいですか。 

委員 はい。 

委員長 他にございますか。 

委員長 点検日数に関してですが、全休炉は１炉でまとめた日数だと思いますが、小

点検は何回かを年間に行うということで、通算で３０日なのか、それともオーバー

ホールが全休炉に１回あって、そのほかに小点検が１回あるという意味なのでしょ

うか。 

コンサルタント これは中間報告ということでまとめたもので、次回は今の質問を含

めて、メーカーに逆質問を行う予定にしておりますので、しばらくお待ちいただき

たいと思います。おそらく、小点検というものは、たとえば９０日運転してその後

ダクトに溜まった灰を落とすとか、といったことを指していると思います。定期点

検と小点検との差はメーカーに逆質問を行いたいと思います。 

委員長 他に皆様、ございますか。なければ、この報告について、改めて最終報告が

あるわけですので、この中間報告はよろしいとします。 

 

（２）スラグの利用計画について 

委員長 次の議題に移りたいと思います。スラグの利用計画についてです。説明をお

願いします。 

   コンサルタントより説明 ※説明内容・・略 

   説明資料：資料２ 

委員長 今のご説明に関して、ご質問がありましたらどうぞお願いします。 

委員 スラグが利用可能であるということに対して、使用しなければならないと思う

といった言い方がありましたが、拡大生産者責任とかグリーン購入法などの法律と

の関係で、たとえは排出者責任ということで、処理の構成団体が使わなければなら

ないという解釈になるのでしょうか。 

コンサルタント そうではありません。使わなければならないという意味は、せっか

く溶融して資源化したものを、一部の市町村では環境基準を満足するものを、最終

処分場に埋立てているという二重のお金、つまり溶融するお金、最終処分場に埋立

するお金を掛けている。それを避けるためには、使っていかなければならないとい

う意味で発言しました。 

委員 考え方ということで、特に法律の定めで生産者責任という形で跳ね返ってくる



という考えではないということですね。 

コンサルタント 国や都としては、使わなくてはならないではなくて、使っても良い

ということになります。 

委員長 他にございますか。 

委員 １ページの中段で、高温で溶融されたスラグはガラス質の中に封じ込めて無害

化する、また、下段でのスラグをつぶすということは、考え方が整理できないので

安全性の問題として教えてください。 

コンサルタント カメラのレンズを例えて説明します。カメラのレンズは鉛がかなり

含まれています。これを細かくしてもガラスはガラスで変わらない訳です。細かく

しても、ガラスが細かくなるだけであって、その中の金属類がまた外に出るという

ことは無い訳です。そういう解釈をしていただきたいのです。 

委員長 他にないでしょうか。 

委員 ２ページのスラグに関係ですが、発注仕様書例の四角の枠内は中途半端な言い

方ですが、説明のありましたコンクリートの２次製品が作られているということで、

その製品の捌き具合などはどうでしょうか。また、もう一点は、利用先に関して追

いかけていないということですが、調査等も必要ではないでしょか。 

コンサルタント 先に後からの質問に関してですが、調査を追いかけていない所もあ

ると思われるということで、私どもが行いました溶融炉では、すべて最終的にどこ

で使われているかというのは調査しています。発注仕様書では資料に示した程度し

か書きませんが、基本的には使い所を明らかにしなさいということで行っていくこ

とになると思います。 

次に、コンクリートの２次製品の需要ですが、山梨県の富士吉田市の例で申し上げ

ますと、アスファルトの骨材では日本舗道が非常に遠くて利用できなかったのです。

コンクリートブロック製造業者が、山梨県内の３０ｋｍぐらい離れた所ですが、今

でも全量引き取っています。富士吉田市は人口規模で西秋川衛生組合とほぼ同じ位

です。西秋川衛生組合に当てはめて見ますと、富士吉田市や山梨県よりも周辺人口

も多いし、建設工事もかなりあるため、コンクリート骨材やアスファルト骨材等の

利用方法で１００％確保できると思います。 

委員長 よろしいですか。 

委員 はい。 

委員長 他にはございますか。 

委員長 スラグの使用に関しては、メーカーに使用義務を課すということですか。稼

動後、いったん作った後の製品についてもメーカーに責任を負わせるといったこと

の契約はどういったものですか。 

コンサルタント 東京都や国土交通省のスラグ指針に基づいたスラグとしなさいと

いうことが第１のことです。次に、引き取り責任を一方的にメーカーに課すという

ことはおかしなことだと思いますから、三者で協力しながら１００％利用できるよ

うな形作りをしなさいということです。この条件で１００％利用できるものとした



いと考えています。 

委員長 発生するスラグの利用計画などの協議機関を作ってそこで需要を掘り起こ

して、利用先を見つけていくというシステムを作っていくといったことですね。 

コンサルタント 私どもの経験ですと、契約後、実施設計が終わった時点から、例え

ば山梨県でしたら県に三者で行ったりしていました。そのような形づくりを建設中

に行うということが大切なことだと考えます。 

委員長 メーカーにもこの形づくりの参加義務を負わせるといったことですね。 

コンサルタント はい、そうです。 

委員 富士吉田の事例では、一つの市町村なのか、それとも西秋川衛生組合のように、

あきる野市、日の出町、檜原村の組織市町村があるのでしょうか。 

コンサルタント 富士吉田の場合は、富士吉田市の施設であり、河口湖町、忍野村、

西桂町が委託で入っています。組合ではないのですが、形としては西秋川衛生組合

のような数か市町村の集まりになります。 

委員 そうしますと、組織市町村がスラグを使用することを、促進していくとか協力

をしていくということのプロセスに何か障害があるのでしょうか。 

コンサルタント 障害はありません。障害というのは、出たスラグを組織市町村で使

おうとしても１割も使えません。市道、町道等は非常に少ないためです。 

委員 使用量が少ないということですか。 

コンサルタント はい。非常に少ないです。そのため、都道府県道、国道当りに利用

していただかないと、とても捌けません。 

委員長 他に意見はございませんか。ご質問のほかにご意見も含めてございませんか。 

 

（３）西秋川衛生組合ごみ処理施設建設基本計画策定委員会 確認事項 

委員長 ご意見がないようでしたら、次の議題に移りたいと思います。三番目の西秋

川衛生組合ごみ処理施設建設基本計画策定委員会のこれまでに２回検討を行って

きましたが、議論しましたことを事務局の方で整理をしてもらいました。これを確

認事項として資料として配布されていると思います。これは、あくまで事務局の方

でまとめてもらったもので、一つの確認事項の素案ですが、これについて皆さんに

お諮りをして、この段階での確認事項として意見をまとめたいと思います。素案の

説明をお願いします。 

事務局 資料の３になりますが、ご説明をさせていただきます。委員長のお話があっ

たように、１回２回の委員会で説明した内容を、あるいは報告した内容をまとめま

した。これらを基に本日、内容の確認をいただきまして中間報告等の基礎資料とさ

せていただきたいと思います。そして、３回目の報告等は資料には入っておりませ

んが、３回目も場合によっては全体としての確認をいただければと思っています。 

   事務局より説明 ※説明内容・・略 

   資料：資料３ 

委員長 事務局の方から説明をいただいた確認事項については、これまでの２回の委



員会の経過を踏まえたものとなっております。最終的に報告書としてまとめる基礎

資料として途中に今回のように確認していく必要がありますので、私の方からこの

時点で１回まとめていただきたいとお願いいたしました。確認事項として資料のよ

うに提示されていますが、これについて皆さんのご意見をいただいて、これでよい

かどうかご意見やどうしたらよいか等、ご意見を出していただき、最終的なまとめ

にもっていきたいと思います。いかがでしょうか。順を追っていきたいと思います。 

（３）－１ 計画する施設 

委員長 熱回収施設はガス化溶融炉でいくということです。これは、この委員会に先

立つ建設検討委員会報告書及びごみ処理基本計画等を踏まえて、整理をされていま

す。資源化施設については、当初の計画の中にも想定されていました。再生利用施

設ついては、説明の中にありましたように建設検討委員会において出た意見を踏ま

えて新たに付け加えられたものです。以上の施設についての整理はよろしいでしょ

うか。 

ガス化溶融炉のさらに細かい処理方式については、前回の事務局の説明にありまし

たので、ここでは機種選定まで含めて立ち入ることは出来ません。 

委員長 これについては、概ねよろしいでしょうか。 

各委員 はい。 

委員長 最終的な報告書の中では、文言等一部また議論する場はあると思います。こ

れで確定ということではございません。概ねこういう方向でまとめるということで

今日は確認したいと思います。 

（３）－２ 施設計画規模 

委員長 施設計画規模については、熱回収施設本体の方は、１１７ｔ/日ということ

で、西秋川衛生組合の構成市町村の排出量等から算定された数字を基に出してある

のは皆さんご存知のとおりです。それから、資源化施設についても同様です。再生

利用施設については、今後のいろいろな検討の中で具体的な中身は決まっていくと

思われます。施設計画規模については、いかがでしょうか。 

委員 １１７ｔ/日についてですが、国の交付金対象事業ということで、一時１００

ｔ/日以下がだめだという次期がありましたが、下限は何ｔぐらいになっているの

か伺いたいことと、西秋川衛生組合の、将来のごみ量を予測して修正の可能性があ

るのでしょうか。 

事務局 国からの交付金について、平成１７年に補助金の見直し等が大幅に行われま

した。この改正で補助事業の内容も大幅に見直されました。平成１７年から補助率

が、１/４から１/３に引き上げられました。当時は１００ｔ/日以下は対象外とい

う基準でしたが、現在は１００ｔ/日未満でも可能です。条件の中で一番大きなも

のが、熱回収率１０％以上が交付金の最低基準です。したがいまして、１０％以上

の熱回収が出来ないと交付金の対象事業にならないということが条件になってい

ます。１００ｔ/日未満でも１０％以上の熱回収が出来れば可能です。西秋川衛生

組合の場合、１１７ｔ/日で計算しますと、発電を含めて１０％以上の熱回収は間



違いなく出来ると考えております。次に、施設規模の将来予測ですが、国の補助金

の見直しによってハードルが若干高くなりました。ハードルが高くなった事務処理

としまして、循環型社会地域計画というものを作って、その中で将来にわたっての

施設計画を立てて、それを国と東京都と西秋川衛生組合と三者の協議会を設置して、

組合が説明を行い、そこで承認されて初めて交付金の対象になる手続きとなりまし

た。そこに報告する書類の中に、稼動後７年後のごみ処理量を基に施設規模を計画

しなさいということがあり、昨年の１２月に策定した西秋川衛生組合ごみ処理基本

計画もそこを捉えて計画規模を算定しております。平成３０年の人口予測、ごみ量

予測、資源化予測、再資源化量の予測等を方式に従って計算したもので求めていま

すので、稼動後７年後に人口が増えたということは、国からいわせれば計画が甘か

ったということになってしまうので、そのようなことがないように、国が認めてく

れる限度いっぱいに、人口推計やごみ量推計を確実に行うことが重要と思っていま

す。 

 

（３）－３ 処理方式 

委員長 他にございますでしょうか。三番目の処理方式について移りたいと思います

が、ここでは熱回収施設としてのガス化溶融とするということで、この委員会に先

立つ建設検討委員会の検討計画を踏まえての考え方の整理です。その理由として３

点資料に掲げてあります。資源化施設、粗大ごみ処理施設について、ご意見ござい

ますでしょうか。よろしいでしょうか。 

各委員 はい。 

 

（３）－４ 排ガス等設計基準 

委員長 次に排ガス等の設計基準に移ります。専門的な分野になりますが、説明がご

ざいましたように、まず、第１回の策定委員会で検討した各数値とするということ

で、最初の委員会で説明がありました数値は、現在、国等で定められている基準を

クリアする数値になっている訳です。環境基準等については、今後行われる生活環

境影響調査等の結果を踏まえて、作成していくということになります。この点につ

いてご意見はどうでしょうか。 

委員 排ガス等設計基準の表がありますが、現在の施設のばいじん量、硫黄酸化物、

ダイオキシン類等の現在発生している数値を参考までにお聞きしたいのですが。 

事務局 直近で申しますと、平成１９年の４月５日に測定を行っています。１号炉と

２号炉を測定していまして、１号炉では、ばいじん量は１２％換算値で０.００８

g/m3N、硫黄酸化物は２８ppm、窒素酸化物は１２％換算値で１７０ppm、塩化水素は

１２％換算値で２３９ppm、ダイオキシン類０.３９ng-TEQ/m3N です。２号炉もほぼ

同じような内容になっています。 

委員長 当然のことですが、規制値より厳しい値をクリアしているということです。

他にご質問、ご意見はございますか。 



 委員会としては、提案のあった設計基準値を採用することといたします。 

 

（３）－５ 最終処分場掘り起こし 

委員長 次に、最終処分場の掘り起こしに移りたいと思います。最終処分場の掘り起

こしをするということは、ガス化溶融処理施設で溶融処理するということを前提と

して考えています。掘り起こしの作業に当っては周辺環境に配慮するということに

なります。これについていかがでしょうか。 

各委員 （意見、質問なし） 

委員長 次の余熱利用については、発電で利用した上で残った余熱については、場内

の冷暖房や給湯、さらには隣接福祉施設等へのオンライン供給をする計画であると

いうことです。これについてはどうでしょうか。 

委員 熱オンライン供給というシステムはどういったものなのでしょうか。 

事務局 発電や場内の冷暖房、給湯で利用した後で、余っている温水を、パイプライ

ンを引いて第二四水園の施設に温水を供給するということです。その温水というの

は、水道水ではありませし、その温水をそのまま使うということは不可能だと思っ

ています。従いまして相手の施設にも、温水の熱を取り出す熱交換器を設置して、

そこで温水から常温水へ熱を吸収してそれを貯湯槽に蓄えておいて、施設内で使う

ときにはさらにボイラーで加熱して使うという仕組みです。常温の水道水をボイラ

ーで温めるのではなくて、熱交換によりかなりの高温になった水道水を必要に応じ

て温めて使うことになり、また熱交換した後のお湯が、温度が高ければそのままお

風呂に使ったり、お勝手のお湯に使ったりすることが可能かと思います。西秋川衛

生組合にも設備負担が生じますし、第二紫水園にも設備負担が生じます。CO2 発生

抑制や地球温暖化対策を考えると、ボイラーの使用量が少なくできるということで

役立つと考えています。 

委員 設備負担などの検討課題があるのですね。わかりました。 

委員長 他にございますか。 

委員 福祉施設というのは民間でも問題ないのですか。 

事務局 水道水を供給するわけではなくて、パイプラインでお湯を循環しているだけ

です。相手方の水道は東京都からの水道をそのまま使用していて、その水道の水を

パイプラインのお湯で温めてあげるだけですから、水道事業ということではないと

思います。 

委員長 相手の民間施設でもそれ相当の設備負担をいていただくことで、可能である

ということの意味もあったのではないですか。 

委員 法律的に民間でも問題ないのですか。 

事務局 法律的な事項に関しては、検討させていただきたいと思います。 

委員 今の福祉施設のオンラインの問題ですが、現実には難しいのではないでしょう

か。 

委員長 どういう点を想定されて難しいと思われたのですか。 



委員 こちらは供給しようと思っても、相手方はそう思わないかも知れない。 

委員長 そう意味では、無理強いするわけではないのであって、合意が出来れば可能

であるということです。 

事務局 相手側の施設が、どのような施設なのか見えていないままの話となっていま

すので、私たちはこんなことを考えていますが、そちらでご希望あれれば、施設改

造をしてはどうでしょうか等とコンタクトを取って、費用面で許容範囲内の中の施

設改造ですむのでありば合意できますし、合意が出来なければ話はなかったことに

なります。今後に対して、これらのことを検討したのかどうかということの足跡だ

けでも残しておきたいと思っています。 

委員長 他にはございますでしょうか。最後に事業工程ですが、現在想定されている

工程ですね。これについてご意見、ご質問がありましたらどうぞ。 

熱回収施設が稼動するのは２４年度になっている訳ですね。 

委員 協議会の話が出てきたのですが、この計画を提出して国とか団体と協議をする

ということは、この中には入っていないのですか。 

事務局 協議会は、地域計画の中での国との協議会になります。国と都と西秋川衛生

組合との三者で協議会を設立して、西秋川衛生組合が今後計画する、概ね５年から

７年先の計画を計画書として提出して、協議会で議論を行い、よろしいとなって初

めて交付金の対象になってきます。その手続きを来年の３月までに行いたいと考え

ております。しかし、スケジュールは、東京都との事前協議の中では、少なくとも

１１月から１２月の上旬に東京都と協議を整えてくださいとのことです。そうしな

いと、年明け後に国との協議には入れませんという締め切りがあります。 

委員 そういう訳で、１２月までに建設基本計画をまとめて、東京都と協議をすると

いうことですね。 

委員長 他にございますでしょうか。 

委員長 ２回の委員会で議論したことについては、こういった形で確認を行ったとい

うことで、今日のところはこれでまとめたいと思います。最終報告の段階で、また、

議論する場は出てくると思います。基本的には、最終報告にはこの骨子をもってま

とめていくことになると思います。また、今日の説明にあった溶融スラグの利用計

画について、議論を行った訳ですが、今日の説明の内容を了解したとなれば、確認

事項に追記してもらうことになるのですが、これについては次回に改めて確認をし

ていただくということでよろしいでしょうか。 

 

４ 先進地視察について 

委員長 先進地の視察についてということで、事務局の方で概ねまとまったようです

ので、ご説明をお願いします。 

  説明：事務局 ※説明内容・・略 

  資料：資料４、パンフレット 

委員長 今の時点で、ご欠席の委員の方がいらっしゃいましたら申し出てください。 



委員 代理が出席します。 

委員 代理は可能なのですか。 

事務局 問題ないと思います。 

委員 代理が可能なら、帰って調整します。 

委員長 皆さんだいたいご参加ということでよろしいでしょうか。私は、この日は事

前に予定を入れていたもので、大変申し訳ないのですが当日参加できませんので、副

委員長よろしくお願いします。 

委員 質問事項の最終の返事まで、あと何日ぐらい余裕がありますか。 

事務局 今日いただきたいのですが。相手方に質問を送りまして、相手方は回答を作

ると思うのです。お持ちになっておられなければ、明日中にお願いします。 

 

５ その他 

委員 構成団体の住民に対して、中間報告の公表等はできるのでしょうか。 

事務局 基本的には、組織市町村の広報で案内をしまして、内容につきましては、組

織市町村のホームページ及び西秋川衛生組合のホームページに乗せまして、公表を

したいと考えております。ご意見の書き込みも可能にしてもいいのではと考えてお

ります。 

委員 内容の範囲というのは、今日確認事項ができましたけれども、どうするのでし

ょうか。 

事務局 確認事項等を基に中間報告書という冊子を作成します。それが内容になりま

す。 

委員 それは公表できるということですね。 

事務局 公表したいと考えております。 

委員長 今日確認したのは、中間報告書のまとめのための一つの整理ということです

ね。他にはよろしいですか。それでは議題は終了いたします。ありがとうございま

す。 

 

委員長 次回の開催日程は、８月８日（水） １４：００からとします。 

 

－以上－ 
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１ 開会 事務局  

事務局 皆さんこんにちは。ご案内させていただきました時間より多少早いよう

ですが、全員そろいましたので只今から会議の方を始めさせていただきたいと思

います。 

初めに委員長よりご挨拶をいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。 

 

２ 委員長挨拶  

委員長 どうも皆様、暑い中、ご苦労様です。この委員会も順調に審議を続け、

今日は第４回目となりました。 

今日の議題は次第のとおりであります。よろしくお願いいたします。 

事務局 ありがとうございました。それでは、議事に入らせていただきます。議

事は、委員長の座長で進めていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。 

 

３ 議題 

（１）視察報告について 

委員長 それでは議事に入ります。最初に、私は欠席をさせていただきましたが、

先日行われた視察の報告について事務局の方から説明をお願いいたします。 

   事務局より説明 ※説明内容・・略 

   説明資料：資料１ 

委員長 只今の報告について、何かご質問等がございますか。 

よろしいですか。なければ次の議題に入りたいと思います。 

 

（２）造成・配置計画（案）について 

委員長 次に、造成・配置計画（案）について、資料２が用意されていますので、

まずこの資料に基づいて事務局の方から説明をしていただきます。 

   説明：コンサルタント ※説明内容・・略 

   説明資料：資料２ 

委員長 ありがとうございました。只今の説明についてご質問等ありましたらお

願いします。 

最初に私の方から二つばかりお聞きします。 

土木建築スケジュールのフローで、今日の審議会は、どの当りに該当するので

すか。 

コンサルタント このスケジュールの中の１９年度の真中位です。③の施設計画

の検討まで進んできています。中間地点というところです。 

委員長 今まで、事務局の方で検討してきた計画案が、この資料によって示され

ているということですね。これについて、今日の委員会として検討をするという
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ことでよろしいのですね。 

事務局 ここに来るまでに、コンサルタントと事務局とで何度か打合せをしまし

た。私たちが東京都の環境局等から指導されている内容を伝え、このような緑地

計画、配置計画が出来ております。また、配置計画でございますが、コンサルタ

ントから８案ほど提案していただきました。その中で、主だったものを何点か選

んで今日添付させていただきました。今後の作業としては、今日の委員会の結果

を基に、東京都環境局等と事前協議を行なう考えでおります。 

そのためにも、今日の委員会で、造成計画や配置計画のプランニングを確認し

ていただきたいと思っております。 

委員長 具体的には、計画は事務局での検討、それからこの委員会での検討、今

度は関係機関との検討ということをしながら、最終的な計画に固めていくという

ことですね。 

今日のところは、計画の基本的な概要について検討をするということでよろし

いのですね。 

事務局 はい。 

委員長 このような段取りの中で、今日の説明があった訳ですが、皆さんからの

ご質問はないでしょうか。 

副委員長 調整池というものが計画されております。水路に放流されるように見

て取れるのですが、これは施設内の雨水だけと考えてよろしいのですか、それと

も、施設から何らかの排水も入るかどうか確認だけさせて下さい。 

事務局 基本的には雨水だけです。プラントで発生する水につきましては、クロ

ーズドシステムで外には流さないという考え方です。 

副委員長 わかりました。 

委員長 今の話で、汚水処理施設は、熱回収施設の一部として考えればいいので

すね。 

事務局 はい。細かいことを言えば、汚水処理施設をはじめ、燃料タンクはどこ

にするか、そういった小規模施設の配置までは至っていないのが現状です。 

なお、駐車場は、Ｐと書いてあるあたりということです。 

委員長 他には。 

委員 今の説明からは外れるかもわかりませんが、資源化施設の部分は、既存の

ものをお使いになるという計画をされているようですが、もう３０年近く経って

おります。さらに使用することは相当の年月が経過します。そうした場合、今の

ところは施設の耐久の調査をしていないとのことでありますが、このような計画

が可能なのでしょうか。 

事務局 その部分につきましては、後ほど議題（３）の資源化施設の資料３の方

で、説明をさせていただきたいと思っております。耐震補強等の診断については、

早急にできれば行いたいと思っております。基本的には今の段階では、耐震補強

をすることによってこの建物はまだ使えるということを前提において進めており
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ます。ただし、（３）の資源化施設についての説明の中で、耐震補強する費用と全

面的に壊してしまって新しく作った場合の費用を見比べて、本当に今の建物を補

強して修理して使う方が安いのかどうか、その辺を検証しなければいけないので

はと思っております。その辺の検証も含めて、今後検討したいと考えております。 

委員長 それについては次の資源化施設の方でも、検討する時間があります。 

他にいかがでしょうか。一つお尋ねしたいのですが、図面の一枚目で３０ｍの

緑地区域の中に既存の施設があってもかまわないものなのですか。 

コンサルタント その辺は今後の協議になると思います。既存の施設のところは

既に建ってしまっているものですからこのような図面となりました。 

委員長 現在の敷地境界線というものはこの中でどこに当るのですか。 

コンサルタント この中には出しておりません。ちょうど、ピンクとブルーの建

物の間当りです。 

委員長 この図面でいえば下の部分が新しい拡張地ということですね。 

コンサルタント そうです。この図面を作るにあたり、別に既存の状況図の中に

新しい施設を書き込んで造成の図面を作成しました。今日の資料には添付してお

りません。 

委員長 他に只今の造成・配置計画（案）についていかがでしょうか。 

よろしいですか。概ねこういう形で造成・配置計画を進めて、関係機関と協議

し、形が決まってくるものだと思います。一応、基本的にはこの案で了承すると

いうことでよろしいですね。 

各委員 はい。 

 

（３）資源化施設について 

委員長 それでは資料３に入ります。資源化施設についてを議題とします。これ

について、事務局の方から説明お願いいたします。 

   説明：コンサルタント ※説明内容・・略 

   説明資料：資料３ 

委員長 只今の資源化施設の説明について、ご意見がございましたら。 

事務局 訂正と補足をさせていただきます。只今のコンサルタントの説明で、ペ

ットボトルの帯を取ってという話しがありましたが、西秋川衛生組合管内では帯

をつけたまま排出することで、三カ市町村で統一されております。 

もう一点、ストックヤードの件ですが、現在のストックヤードは、煙突の脇に

仮設の単管パイプを組んで屋根を作り、そこに生びん、有害物の電池及び蛍光管、

圧縮されたスチール、アルミといったものを保管しております。こういう状態で

すので、安全に安定した保管ができるような施設にしていきたいと考えており、

既設焼却棟を利用したいと思っております。 

なお、ストックヤードは、１０種類を超えるような物が置けるように、部屋数

を区切る必要があると予測をしております。 
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委員長 品目別にストックヤードを作っておくということですね。 

事務局 はい。 

委員長 ご質問ございますか。 

私の方から、この資源化施設の構成は、びんの色別選別機を置くか置かないか

は検討課題になっていますが、それを除くと基本的には現状とは大きくは変わら

ないですね。 

事務局 はい、そのとおりです。びんについては１００％手選別という状況です。

かごにびんが入っており、その中から不純物と生びんを取り出したり、色分けを

したりしております。作業内容としてはあまり変わらないのですが、作業環境が

夏場冬場を含めてあまり良くない、手で重いもの上げたり下げたりしていますの

で労働負荷がかかっています。このため、改善したいということが一つあります。

改善することによって、人員の削減にもつながるのかなと思っております。 

ペットボトルの処理については、仮設の場所でペットボトルの処理をする時に、

圧縮梱包する機械をその都度設置して、手選別によりキャップと異物を外してい

ます。屋外で行っておりますので、労働環境を改善するという意味でも屋内でき

ちっとした施設を配置し、行いたいと思っております。 

委員長 他に皆さんの方から何かありますでしょうか。 

副委員長 図の中のＩＴＶとは、なんでしょうか。 

コンサルタント 工業用テレビカメラになります。選別状況を見守るカメラです。 

委員長 他にございますか。なければ次の議題に入ります。 

 

（４）既存焼却施設の解体計画について 

委員長 ４番目の既存焼却施設の解体計画について、資料４についてご説明お願

いいたします。 

   説明：コンサルタント ※説明内容・・略 

   説明資料：資料４ 

委員長 今の説明に対して、ご質問ないしご意見はございますか。 

解体工事そのものは、だいたいどのくらいの工事期間ですか。 

コンサルタント 受注者が決まって、労働安全基準監督署に届出するまでに１か

月半くらいかかります。それから工事になりますが、密閉作業が１か月、焼却炉

全体を撤去するためにはトータルで１０か月くらいと思います。一部の建家を残

す場合は、おそらく８か月くらいだと思います。 

委員長 何かございますか。なければ、最後に時間があれば一括して質問の時間

を取ろうと思います。とりあえず次に進んでよろしいでしょうか。 

 

（５）建設費用の概要について 

委員長 ５番目の建設費用の概要について、資料５について事務局の方から説明

お願いいたします。 
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   説明：コンサルタント ※説明内容・・略 

   説明資料：資料５ 

委員長 これはここで審議する内容というより、参考でお聞きする方が多いと思

います。ご質問等がありましたら。 

委員 ５ページの表４のリサイクルセンターの、建設費の概算についてですが、

これは一部残して解体するような計画ですよね。仮に全部、既存のものを取り壊

して新たに作った場合にはどのくらいになるのですか。財政負担の軽減もいいの

ですが、これから新たに焼却場を建設するに当ってあまりみっともない施設では

どうかと思うのですが。それともう一つ、びんの手作業は、これからは機械で自

動的に選別するような時代ではないかと思うのですが。 

事務局 それでは先に、２点目のびんの自動選別機についてご説明します。今、

西秋川衛生組合で行っている作業は、作業員一人一人が生びんと不純物を取って、

色選別までしています。一人がびんを一本持つことによって、キャップと不純物

を外し、透明であれば透明のかごに置くという作業を繰り返しています。ご質問

では、色選別機を導入すべきではとのことですが、実をいうと色選別機は選別機

に掛ける前に前処理が必要なのです。極端の話し、一本一本びんを並べて置かな

いとだめなのです。センサーで波長を見て、びんの色を選別して空気圧で吹き飛

ばしてストックヤードに落とすというしくみですが、重なっていたのでは選別で

きません。 

一本一本並べて等間隔にする作業がいいのか思案しましたが、現在の処理量か

らすると現場の人達は、過去にいろいろな方法を行ってきたが、今の作業が非常

に効率的に行われているということでした。そのため、今一番改善したいことは、

労働環境と労働負荷の改善にあると思います。 

また最近の動向ですが、びんというものがだんだん減ってきていると私たちは

理解をしております。どうしても軽いペットボトルの方に容器が移っているよう

です。そうするとびんは、これからはどんどん増えるものではなくて、逆に減っ

ていくのではないかという予測もしています。 

次に、リサイクルセンターですが、事務局でもご質問のような考えがあります。

改修や耐震補強をしたものがこれから先何年使えるかということもあり、新築す

れば相当長く使用できることになります。そうすると費用対効果は、新しく作っ

た方が一時的には単価は高くても、長期間使用できることにより単年度負担は軽

くなるということも考えられます。 

もう一点コンサルタントより説明がありましたように、この建物は非常に大き

なものですので、これほどまで大きくなくても良いと言うことなので、無理に既

設の建物を使用しなくても良いわけです。このようなことから、最終報告までに

は、調整したいとい思っております。 

委員長 よろしいでしょうか。 

委員 関連してなんですが、先ほど私が質問したことですが、実はわたしも今の
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意見と同じことで、現在３０年も使っている建物を、これから仮に２０年使うと

しても、５０年も使用することになります。途中で耐震の補強をしたとしてもま

たそこでお金がかかってしまうのではないか、ということが言いたくて先ほど質

問しました。 

私の意見としては、やはり今、事務局の方からお話しがあったように、施設も

これほど大きくなくてもよいとのことでありますので、最も作業しやすい位置に、

若干の負担がかかるかもしれませんが、新しくすべきではないだろうかと思いま

す。 

お金だけの計算だけでなく、作業のしやすさとか大きさのこと、それから安全

性はもちろんのことですけれど、そういうことを考慮して新しくした方がよろし

いのではというのが意見です。 

事務局 背中を押していただいたような気がしてありがたく思っております。こ

の計画というのは、私たちが突然言い出した訳ではなくて、平成１５年からの計

画の流れのなかで既存の施設を使用する考えでありましたので、提案させていた

だいております。 

この委員会では、新築したほうが良いとの提案でありますので、この意見を反

映するよう考えて行きたいと思います。 

なお、組織市町村の理解が当然必要になってきますが、委員会としての集約は、

只今の考えを取り入れた報告書を作成していきたいと考えております。 

副委員長 関連意見として申し上げたいのですが、表の４の概算資金で、リサイ

クル施設の単価が４０００万円/ｔとすれば、既設建物を使用するから８０％なん

て言わないで１００％とし約４億円。次の焼却炉の撤去が４.５億円ですから７

５％なんて言わないで１００％とすれば、合計で８.５億円になります。これが全

部壊して全部新しく建てた時の総事業費と考えて、既設建物を使用した時の資金

が、６.６億円となっております。この数字は耐震診断と耐震補強のお金がある程

度見込まれていると思いますが、これについては、それほど大きな金額ではない

と思うので、中間報告の時点ではある程度両案の併記という形の中で、表記をし

ていただければいいのではないかと思います。 

そして大事なのは、この９ｔ/日の規模なのです。平成１５年当時の委員会の

中でこの９ｔ/日をある程度ベースにしていると思うのですが、資源集団回収が非

常に大きな輪になって広がりを見せていると思うのです。その中で特にびん・缶

が課題になってくると思います。びん・缶の取組み状況がどの程度なのか、その

あたりをじっくり構成市町村と議論をしていただいた中で、やっぱり９ｔ/日とい

う規模を追っかけないといけないのでは。この規模を追っかけた時に先ほどの手

選別なのか、機械選別なのかということが現れてくる。ですから、これは最終的

な結論にはならないと思いますが、中間報告の時点では、構成市町村と直接やり

とりしていただく部分がもう少しでてくるかなというところを表現していただけ

ればなと痛感にしています。以上意見で結構です。 
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事務局 ９ｔ/日についは、西秋川衛生組合のごみ処理基本計画を昨年策定して

配布させていただいておりますが、そこから今回処理するものを抜き出して再計

算をしますと、９ｔ/日でまかなえるという理解をしております。この量も前回も

説明させていただきましたが、組織市町村の人口推計、ごみ処理推計を基にした

平成３０年におけるごみ量等を推計しておりますので、現時点の数字ではないと

いうことを補足させていただきます。 

委員長 他にはいかがでしょうか。 

委員 聞き漏らしたのですが、事業費のまとめの中で、交付対象外事業費の２,

４８６,８５０千円の８０％が起債と言われたのですね。 

コンサルタント はい。まだはっきりはしませんが、おそらく７０％から８０％

の間が起債になると思います。それは東京都との協議になります。 

委員 これは借金ですが、三市町村の人口の比率で最終的には決まるということ

ですね。 

事務局 はい。 

委員 単純に見ると、約５億ぐらい頭金があればできるということになりますよ

ね。 

コンサルタント 頭金は、そんなにはいらないと思います。 

山下委員 そうですか。わかりました。 

委員長 他にはいかがですか。既存の施設を利用するか、まったく取り壊して全

て新しくするか、今後のいろいろなほかの条件を含めて選択するということで、

青木副委員長からもございましたような両論併記ということで、一応まとめてお

くことでよろしいでしょうか。 

各委員 意見なし 

 

（６）許認可事務等について 

委員長 それでは次に６の許認可事務等についてということで、資料の６として

事務局方で用意していますので、これについてお願いします。 

   説明：コンサルタント ※説明内容・・略 

   説明資料：資料６ 

委員長 今の説明に対して、ご質問等ございますか。 

委員 １ページの（２－２）ですが、これは公園が既にあるからということです

ね。 

コンサルタント この公園などの施設は、住宅団地とかを造成するときに団地の

隅の方に公園を造りなさいということがあって、それは市のものになりますよと

いうことです。 

委員 今までの高尾公園とかは、関係ないのですか。 

コンサルタント 関係ないと思います。 

委員 あるから、いらないのですか。 
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事務局 そういうことではなくて、今回の工事に伴って、たとえば大きな団地を

作る場合は必ず緑地をいくつ、公園をいくつとそういうものを設けなさいという

規制があります。今回の西秋川衛生組合が行う公共事業に対して、そういった公

園等の用地を別途、工事エリアの付近に設ける必要はないという意味でございま

す。 

委員 あきる野市の宅地開発指導要綱というものがあります。これを今回の焼却

炉建設にあてはめるということは無理があります。宅地開発指導要綱というのは、

市街化区域で３０００ｍ2 以上の土地に、住宅を建設する時に区域の３％以上の

公園を造り、その公園用地は、市に提供することになっております。 

この、要綱と西秋川衛生組合のごみ処理施設との関係は、あきる野市では、造

成を行うにあたり構造物の基準は、この指導要綱に沿って行うよう指導しますが、

公園については、宅地開発でないため不要とのことです。 

委員長 他にはないでしょうか。 

なければ、今日一応予定していた審議事項についての説明と審議は終わりまし

た。最後に全体的に何かございますか、なければ、今日の審議していただいた事

については、中間まとめに向けて事務局の方で整理していくということでよろし

いでしょうか。 

各委員 はい。 

委員長 では、そのようにお願いいたします。 

 

（７）その他 

委員長 検討する議題は終わりました。その他ということで事務局の方でござい

ますか。 

事務局 特にございません。 

委員長 次回以降の日程についてはどうですか。 

（次の日程の調整） 

委員長 次回の委員会は、９月１２日午後２時からと予定をさせていただきます。 

 

委員長 他にはございませんでしょうか。 

委員 中間報告という形で、住民への周知を行いますが、もし住民がそれを、縦

覧とか何かを見て、意見が出た場合には反映できるようになりますか。 

事務局 中間報告の周知は、組織市町村の広報に掲載していただく予定になって

おります。それと併せて、西秋川衛生組合、組織市町村のホームページにも内容

を掲載する予定です。ホームページには前回のごみ処理基本計画と同様に、全て

のページを載せる予定でおります。それらを見ていただいて意見については、基

本的には記名を附して、ＦＡＸなどで提案をしてもらうという方法を考えており

ます。具体的にはもう少し組織市町村の担当課ともどんな方法がいいのか検討し

たいと思っております。意見を提案していただける仕組みには最低限したいと思
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っております。 

委員 提案に対し、もし反映が必要であれば、そのゆとりがあるということです

か。 

事務局 反映につきましては、この委員会に全部報告しますので、この委員会で

取り上げていただけるか、あるいは議論していただけるかといった部分にかかっ

てくると思っております。 

委員 はい、分かりました。 

委員 ホームページとかに掲載するとのことでありますが、地元とは折衝中であ

り、まだ何の返事も我々はしておりません。ここにいる皆さんはある程度ご存知

だと思いますが、仮に作るとすればこんなものができるという形で理解している

訳です。ですから、ホームページに載せる場合でも、各市町村が中間報告する場

合でも、その辺のところをかなり強調していただかないと、住民がホームページ

等を見て、もう後は規模とかそういうことだけが今回の議論なんだなと、高尾に

できるのは当然だなというように誤解されないような載せ方をしていただきたい。

それだけはお約束してもらいたい。我々も地元を抱えていますので、地元からの

了解をもらっておりませんので、いいという条件も出しておりませんので、ご出

席の方はその辺のことはご承知なさって出席されていると思いますけれど、改め

てもう一回その辺を強調させていただきたい。 

委員 その辺は、十分事務局サイドは承知しています。ホームページに発表する

時には、いろいろ検討してみたいと思っています。また、当然中間報告というこ

とで、広く住民の目に触れますので、事前に現在随時に行っている高尾自治会と

の打ち合わせ会議に報告させていただきます。ただ、内容自体は、途中で削除で

きませんから、全文で掲載したいと思います。 

委員長 他に何かございますか。なければ、今日の第４回の委員会をこれで終了

したいと思います。長時間ありがとうございました。 

 

－以上－ 



西秋川衛生組合ごみ処理施設建設基本計画策定委員会 

第５回委員会議事録 

 

日時   平成１９年９月１２日（水）１４時００分～１６時００分 

場所   西秋川衛生組合会議室 

 

出席者（敬称略） 

委員長：学識経験者 庄司 元 

副委員長：西秋川衛生組合議会議長 青木 豊 

委員：西秋川衛生組合議会議員 畠中克賢（欠席） 

委員：西秋川衛生組合議会議員 星野 茂   

委員：西秋川衛生組合議会議員 丸山美子 

委員：高尾自治会対策委員長 土屋 訓 

委員：高尾自治会対策副委員長 森田勝次 

委員：高尾自治会対策委員 阿部省三 

委員：留原自治会対策委員（自治会長）中村元明 

委員：留原自治会対策委員 山下 忠 

委員：網代自治会運営協議会委員長 三橋亀夫 

委員：網代自治会運営協議会委員 田中 清 

委員：西秋川衛生組合収入役 浦野龍治 

委員：あきる野市環境課長 平井隆夫 

委員：日の出町地域振興・環境推進課係長 森田泰仁（代理） 

委員：檜原村産業環境係長 坂本雅人（代理） 

委員：西秋川衛生組合事務局長 荒井 清 

事務局：小林 宏 

小倉久幸 

田辺 章 

橋本孝次 

岩崎 清 

株式会社エスイイシイ（コンサルタント）：佐藤和美 

                    早川光正 

森口昌彦 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 



第５回西秋川衛生組合ごみ処理施設建設基本計画 

策定委員会次第書  

平成１９年９月１２日（水）午後２時 

高尾清掃センター会議室 

 

１ 開会  

 

２ 挨拶  

 

３ 議題 

 

（１）正誤表について 

［資料１］ 

 

 

（２）メーカーアンケート調査結果の 終報告について 

［資料２］ 

 

 

（３）リサイクルセンターの建物について 

［資料３］ 

 

 

（４）中間報告について 

［資料４］ 

 

 

（５）その他 
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１ 開会 事務局  

事務局 第５回策定委員会を始めさせていただきます。会議を始める前に何点か

ご報告がございます。まず一点目ですが、畠中委員につきましては所用あって本

日欠席との連絡がありましたので申し添えておきます。それから、ご承知のとお

り８月に日の出町の議会議員の選挙が行われまして、西秋川衛生組合の議員の構

成に変更が生じました。本委員会の議員として併せて青鹿委員が選任されており

ましたが、第５回から青鹿さんに代わりまして、星野議員さんが委員として出席

をいただいておりますのでご紹介申し上げますのでよろしくお願いいたします。 

委員 只今ご紹介いただきましたように、９月７日の日の出町町議会臨時会にお

きまして、わたくしが西秋川衛生組合議会の議員に選出をされました。先程、浦

野収入役さんの方から策定委員会の委員として委嘱をいただきました。何分勉強

不足の部分が多々ございますので、しかし一生懸命務めさせていただきたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。星野でございます。 

事務局 もう一点ご報告がございます。組織市町村の日の出町、檜原村の担当課

長さんが委員になっておりますが、本日所用があって出席できないということで

担当課の係長二名が代理で出席しておりますので、ご承知おきいただきたいと思

います。 

それでは会議を始めさせていただきたいと思います。初めに委員長よりご挨拶を

いただきたいと思います。 

 

２ 委員長挨拶  

委員長 みなさまご苦労さまです。今年は、非常な猛暑ということで大変な７月

後半から８月にかけて暑い日が続きました。昨今、先週の台風では大きな被害は

なかったですがいくつかの被害も出たようです。久しぶりの台風到来でいろいろ、

みなさまもそれぞれのところでご苦労がありましたかと思います。 

本委員会も第５回目ということで、今日は既にご案内のとおり、中間のまとめ

の素案をご審議いただく段階になりました。今日の審議をいただいて 終的な関

係構成市町村のみなさまのパブリックコメントをいただく段階になりました。事

務局の方でこれまでの４回の審議経過をふまえての中間報告のまとめの素案がで

きております。これを基にご審議いただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

事務局ありがとうございます。それでは議題に移りまして進行していただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

３ 議題 

（１）正誤表について 

 

委員長 それでは議題に入りたいと思います。今日の議題については、ご案内の

とおり五つございます。まず、資料についての正誤表ということで、これまでの
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委員会に提出された資料を含めてみなさまのお手元にお配りした資料等について

正誤表がございます。それについてご説明お願いいたします。 

   説明：コンサルタント ※説明内容・・略 

   説明資料：資料１ 

 

委員長 これまでの委員会の説明の中で訂正されたもの以外で、その後数値等の

間違い訂正があったということで訂正がございました。それにもとづいて数値だ

け直していただければと思います。これはよろしいでしょうか。 

各委員 はい。 

 

（２）メーカーアンケート調査結果の 終報告について 

委員長 次にメーカーアンケート調査結果の 終報告として、資料２の説明をお

願いいたします。 

   説明：コンサルタント ※説明内容・・略 

   説明資料：資料２ 

委員長 中間報告については前回報告がありましたが、今回詳細な報告書ができ

あがりましたので今回説明いたしました。これにつきまして、皆さまの、ご質問、

ご意見がございますでしょうか。 

委員 建設費ですが、ガス化とキルンは２社を代表としているということですが、

価格の開きがあるのは、２社だからどちらかになるということですが、この価格

の開きがというのは、どのようにこれだけの開きが出るのか、評価というのはあ

るのでしょうか。 

委員長 それぞれの方式についての、上限と下限がたまたま２社であるから、ど

のように評価するかということですね。 

コンサルタント 実際にこういう施設を発注する時には、発注仕様書という３０

０～４００ページの物でいたします。それは、部材の指定などはっきり書いて積

算します。今回、資料にアンケート調査の概要につけてありますが、数ページの

資料のみで詳細が判っていないまま積算しています。今回は、概算の積算ですの

で、このくらいの施設規模なら、このくらいの金額であろうということです。そ

のため安くなったり高くなったりしていると思われます。 

委員 一定の基準でこのようになったわけではなく、ケースが見えない事例とし

て金額を出しているわけですね。 

コンサルタント はい、そうです。 

委員長 他にはいかがですか。 

委員 同じく建設費関係についてですが、発注する場合は何社かに見積をとるの

ですか。それとも１社だけなのですか。 

委員長 提案方法はどういうことかというご質問ですか。 

事務局 現時点ではそこまで具体的に検討されておりません。ただ、現在の環境
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省とか国交省ではこういう大きな建設に伴う契約の仕方については、特にごみ処

理場につきましては、各メーカーのノウハウがすべてでありまして、通常の土木

工事のように建設物価なり単価が決められておりません。したがいまして、こち

らではエスイイシイのほうから話しがありましたが、発注仕様書を作ってメーカ

ーに発注することになるのですが、具体的なメーカーを選ぶ時には、そういった

ものを出して、業者を決めるための検討委員会を設置して業者を呼んでいろいろ

な提案を聞いて、金額も発注仕様書に対する性能の保証などのそういったもろも

ろのことを委員会でもって議論して検討し、 終的に点数評価して決めるのがこ

こ数年の焼却炉関係の発注の方式になっております。ですから、 後の 後まで

おそらくどこのメーカーになるかはわからないし、そのメーカーによってはガス

化、シャフト、キルンも場合によっては決めないということも考えられます。 

委員長 よろしいでしょうか。 

委員 よく判らないので、素朴な質問をさせていただきます。ガス化溶融方式の

ところで、粗大ごみの処理施設というのがありますが、粗大ごみ処理施設が必要

であるということを評価するということになっていますが、この中では、１社が

粗大ごみ処理施設を設けられているという考え方でよろしいでしょうか。機械の

中に粗大ごみ処理施設の機能があるのは１社だけであるという考え方でよろしい

でしょうか。 

コンサルタント そうではなくて、いままで検討委員会でご検討いただいた方法

は、こういう粗大ごみも、どうせ溶融するならば、破砕して鉄だけ取除いて溶融

炉の中に入れるという方法をご検討いただきました。そうすることによって、粗

大ごみ処理施設が要らなくなるということで、建設費も維持管理費も要らなくな

るということになります。粗大ごみ処理施設を建設しない方向で検討を行ってき

ました。ところが、ガス化流動方式の３社の内１社は、やはり粗大ごみ処理施設

は必要であるとの提案をしてきました。キルン方式は２社とも粗大ごみ処理施設

が必要であるという提案をしてきました。そういうことで、検討員会の方向性は、

粗大ごみ処理施設は無くす方向でご検討いただいてきたわけです。 

委員 そうしますと、１社が粗大ごみ処理施設と記載してあるのは、別に粗大ご

み処理施設が必要ですということなんのですか。 

コンサルタント はい。 

委員 そういう意味なのですか。そうしますと、シャフト炉方式というのは粗大

ごみ処理施設の機能は要らないということですか。 

コンサルタント はい。 

委員 そうですか。 

委員長 これは１社が必要で他の２社が必要でないというこの差は、どこにある

のですか。 

コンサルタント フローシートを見ますと、２社は破砕、選別後に溶融炉に入れ

ています。粗大ごみ処理施設は必要としている１社は、破砕、鉄選別、アルミ選

5 

 



別、粒度選別を行っています。そのあたりの差で、今後メーカーヒアリングを行

う中で、お互いの歩み寄りなのではないかと思います。 

委員 先ほど委員さんが、尋ねられました建設費のことですが、粗大ごみ処理施

設が必要であるという方式をとった炉の場合には当然単価は高くなるという単純

な解釈でよろしいのでしょうか。金額の幅がありますが、高いというのはそうい

う機能を備えているから高いという単純な考え方でよろしいのでしょうか。 

コンサルタント 必ずしもそうではありません。というのは、シャフト炉の２社

は粗大ごみ処理施設は不要と書いてありますが一番高いのです。粗大ごみ処理施

設が有る無に係らず、基本的な考え方がはっきりしていないということが一番の

問題だと思います。もっといい例でいいますと、いまごみの投入するところは２

か所しかありません。２か所そのもので考えてくるメーカーと、埋立ごみはくる

ので２か所では少ないだろうということで３か所にするメーカーでは、建設のス

ペースがまったく違ってくるわけです。それだけでも数千万の差になってしまい

ます。ですから、やはりこの金額をある程度確定するには、来年度からの実施計

画できちっとした仕様を提示して、それできちっとした金額を返してもらう必要

があると思います。そうしますと、粗大ごみの有る無しで金額の差は出てくると

思います。 

事務局 一点だけ付け加えさせていただきますと、これはあくまでメーカーアン

ケートで、メーカーの考え方に基づいてこれは提案されている金額ございます。

そうしますと、メーカー側は当然安全率というか、１００万でできるところを１

２０万に書いておこうかですが、そういうことが当然考えられます。それは、メ

ーカーそれぞれによってそういった持っている資質みたいなものが違いますので、

これだけの幅が出てきている。表の一番右に書いてあるように実勢では１ｔ当た

り５千万程度で収まっているというのは、仕様を細かくすれば細かくするほど実

勢価格に近くなってきて、アバウトにすればアバウトにするほどメーカー側とす

れば安全率を高く取ってきますので、そういった差がこういう金額にそれぞれの

特色が出ているのかなという風に思っております。 

委員長 他にございますでしょうか。 

 

（３）リサイクルセンターの建物について 

委員長 次の議題に移りたいと思います。よろしいでしょうか。次にリサイクル

センターの建物について、資料３に基づいて事務局の方からご説明お願いいたし

ます。 

事務局 このリサイクルセンターですが、本日提案させていただき、できればこ

の案でご承認いただければと思っておりますが、前回の委員会において、現在の

焼却棟を取り壊した後に焼却棟を利用しながらリサイクルセンターを造るのか、

あるいは焼却棟を全て撤去して新しいものを造るのかをこの辺について建設費等

の検討ができておりませんので、両論併記で報告書には書いていきたいと言うよ
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うなお話しをさせていただきました。その後、コンサルタントと実際にストック

ヤードの数とかそれに係る付帯設備等について検討をしてまいりました。その結

果を今日の資料３で、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案として３案を提案させていただいており

ます。結果から見ればＣ案が も好ましいというような総合評価をしておりまし

て、その辺を中間報告の案の中に盛り込んでいきたいと思っております。考え方

はそのような提案をさせていただいております。内容につきましてはコンサルタ

ントから説明を付け加えさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

委員長 それではよろしくお願いします。 

   説明：コンサルタント ※説明内容・・略 

   説明資料：資料３ 

委員長 リサイクルセンターの建物について、これまでも審議会でいろいろご意

見をいただいております。ここでは新たな建物について、既存の建物を利用する

のか、まったく新しくするのかということだと思います。今のご説明にありまし

たように、検討結果から、費用的にもまた使用勝手からもＣ案が良いのではない

かという結論の報告がございました。皆さんの方でこれについてご意見などあれ

ばお願いします。 

委員 普通の構造物とごみ処理の構造物がたった１千万という違いなんですが、

普通の構造物とごみ処理施設との違いはあるのでしょうか。 

委員長 それは撤去のことか新設のことですか。 

委員 新設撤去ではなくて、構造物を解体する場合の費用というのは普通の建設

物と公害建設物 環境の面で配慮するというか、費用の面であるのかを聞いてみ

たいのですが。  

コンサルタント 前回か、前々回にご説明したのですが、焼却炉を撤去する場合

に中に付着物があります。そこにはダイオキシン類が付いている可能性が非常に

高い訳です。それを調査して、全てきれいにして、きれいにするにも全部防護服

を着た人がきれいにする訳です。それから撤去になります。それで、残ったダイ

オキシン類は特別一般廃棄物としてかなり高いお金で持っていく事になります。

焼却施設を解体する場合には、普通のこういう建物を解体するものより３倍ぐら

い費用が掛かる訳です。それでこれだけ高い訳です。なお、Ａ案の場合でも建物

の一部撤去と書いてありますので、意外と撤去する部分もかなり多いのです。で

すからこれだけの差になっています。 

委員 判りました。 

委員長 他にはございますか。 

委員 Ｃ案の新築の方で、非常に結構ですが、面積的なことはいかがなんでしょ

うか。面積はだいぶ小さいです。 

事務局 この面積につきましては、先ほどの説明書の中の１ページの１‐３のと

ころにストックヤードがメインの建物になってきまして、これだけのストックヤ

ードを現場とも打合せをしまして、あれば足りるという判断とそれとペットボト
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ルの減容機が現在の不燃資源棟に移るということで、こちらには発泡トレイの減

容しか残りませんので、トレイの減容施設とストックヤードということで確かに

建物は小さく見えますが将来のことも含めて現在の資源種からみて、足りるであ

ろうという判断を基に計画をさせていただいております。 

委員長 全体的には実質的に、個々のストックヤードのスペースをそれぞれとる

と基本的には変わらないということでよろしいのですね。 

事務局 はい。 

委員長 ほかにございますか。それでは、今の説明にありましたように、Ｃ案と

いう形でリサイクルセンターの建物については、新設するということでよろしい

でしょうか。 

各委員 はい。 

 

（４）中間報告について 

委員長 それでは次の議題に移りたいと思います。次の議題が今日の一番のメイ

ンかと思いますが、これまでの審議経過、今日の協議もふまえて中間報告として

まとめた素案がございます。これについてコメントをいただき、これまでの今日

を含めて５回の審議結果としてのまとめができ上がりますので、これについての

審議をしたいと思います。 

つきましては、中間報告の素案を事務局の方でまとめていただいておりますの

で、これについて説明をしていただきたいと思います。これについては既に皆さ

んの方にお手元に事前にお配りされていると思いますので、お目通りいただいた

かと思います。この中間報告は分厚のものですから、ここで逐一説明しています

と時間が足りませんので、とりあえず概要版でご説明いただくということでよろ

しいですか。概要版で、内容的なことを主にいろんなコメントがあろうかと思い

ます。これについてご審議いただくことで、 終的な細かな文言等については別

として、大きな問題があれば出していただくということで検討していきたいと思

います。よろしくお願いいたします。それではご説明お願いします。 

事務局 たいへん恐縮なのですが、この中間報告の前に一点だけ、その他の方で

ご報告と思っていたのですが、中間報告にもページによって文言が書き加えられ

ている部分などがございますので、手元にお配りしました資料５の「白煙防止装

置について」を先にご提案をさせていただきまして、趣旨を説明して今後の取扱

いについてのご意見をいただければと思っておりますので、たいへん恐縮ですが

資料５の方を先にご提案させていただければと思っております。 

 

（５）その他について 

委員長 その方が審議も実質的に有効だろうと思いますので、それでいきたいと

思いますので、それでよろしいでしょうか。 

事務局 お手元の資料５、白煙防止についてという１枚物の資料があると思いま
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す。内容的には、煙突から出ている白煙のことです。特に冬場になりますと太陽

が南側に移り、この建物から見ると南側に位置しますので、太陽を正面にその間

に煙突があるということで、見方からすると煙突からでる煙を逆光という形で見

ることが多くなります。そうしますと五日市の大地から見ますと、どうしても煙

突から出ている煙ではないのですが白煙が、コンビナートから出るようなもくも

くとした煙に見えるというのが実際の見え方かなと思います。ところが、実際に

は出ているのは水蒸気です。その水蒸気が太陽に当って逆光で黒く見えるという

ことで、煙が出ていると言う風に市民からご指摘を受けることがございます。い

ま、２炉運転でだいたいですが１０ｔ/時間の水蒸気が放出されております。見方

の部分なのですが、出ている水蒸気を冬でも見えにくくする装置がありまして、

その装置を付けるか付けないかによって建設費にも影響しますし、発電能力にも

影響しますし、当然年間の維持管理費も影響するということで、この装置を基本

計画の中で付けていくということになれば、そのように盛り込みますし、現時点

ではそこまで議論しなくても、あるいは付けなくてもいいのではないかというよ

うな意見があれば、中間報告の中からその辺りを削っていきたいとと言う風な思

いをもっております。細かな内容につきましては、コンサルの方から説明をさせ

ていただきますが、特に高尾地区からこの煙突を見ると夏の方はそうでもないの

ですが、寒くなりますと太陽の関係、気温の関係で水蒸気が煙に見えて、非常に

環境に悪影響を与えていると印象を与えてしまっているという部分のございます

ので、特に高尾からの代表の方々の意見などもお聞かせしていただければと思っ

ております。 

   説明：コンサルタント ※説明内容・・略 

   説明資料：資料５ 

委員長 いかがでございましょうか。ある意味では難しい問題なのですが、実質

的に、合理的に考えるとなくても大して変わらないのではないかと考えられるし、

市民に与える印象もいろいろあり、無視できないところでもありますし、このへ

んはどのように考えるか。なにかご意見はありますか。 

委員 建設費のこととか、あと白煙は２か月ぐらい出るであろう、少ないである

ということですが、これからの焼却施設でそんなことでいいのですか。こういう

白煙が見えるとか、見えないとか、こういうことを防いでおかないと上手くない

のではないですか。建設費も上がるから、エネルギーが消費するからそういうこ

とはぬきにしてやるべきだと思います。 

委員長 白煙防止装置は付けるべきだというご意見でしたが、ほかにはございま

すでしょうか。 

委員 それに関連してなんですが、私どもは地元に生活しているわけですが、今、

かなり煙突から水蒸気というのですか出ていまして、西秋川衛生組合に問い合わ

せたこともあります。実際にはこれは煙ではないという形もあるのですが、非常

に見た感じは煙がもこもこという感じに今現在は見えている訳です。新施設にな
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れば違ってはくるのでしょうが、その辺のところをいま委員が言ったようにせっ

かく新施設ですので、やはりイメージダウン、せっかく新しいものを造っても出

ていると、もちろん公害ではないのでしょうがそれでもそういう風に見えてしま

うと、そういうクレームが環境上問題になってくるのではないかと、地元の意見

ですが、よその方はそれほど見えないんで問題はないのではないかと思います。

是非、お金も大切なのですが、そういうことも考慮していただきたいということ

と、それから、実績としてよそでも逆光で見える場所も当然あると思うのですが、

ここの施設ではなくて、今まで建設されてきた中で、そういう施設を設置してい

るのはどのくらいあるのか、その辺のところも聞きたいです。 

委員長 今の提案はいかがですか。白煙防止装置を付けている事例というのは、

他の既存の焼却施設であるのでしょうか。 

コンサルタント 全てを把握しているわけではないのですが、半分以上は付けて

いると思います。 

委員長 実質的には環境に対する影響は関係なく、白煙防止装置は、環境を改善

するということではなくて、印象の問題であるということですね。 

委員 参考までに伺いたいのですが、やや高くなりますということですが、概算

でどのくらいでしょうか。 

コンサルタント 建設費で経費を入れて３～４千万位と思います。建屋は広くな

るということはないと思います。維持管理費が電気代と３年に一度のオーバーホ

ールで、年間で平均すれば４～５百万だと思いますが、プラスマイナス５０％位

あるかもしれません。 

委員長 この問題は、おそらく実質的な費用対効果ということも考え得ることと

思います。 

副委員長 今日いくつか意見が出ておりますが、私の方で確認したいと思ってい

るのは、当初から仕様書にうたいこまないと出来ないことなのか、要するに稼動

状況を見ながらやはり見えすぎますねということで後から付けることが可能なの

かどうか、その点が一つ、それといまご説明がありました建設費並びランニング

コストをもう少しこの施設規模に合った形で絞り込んだ形で一回確認をしたいと

思います。それについてはここでは即答できる状況ではないと思いますので、次

回の 終内容と形の中でもう少し調査をしていただければと思います。 

コンサルタント 初のご質問だけ今お答えしたいと思います。後日、白煙防止

装置を付けられるかということですが、付けて付けられないことはないです。後

半に関しては比較を行います。 

委員 装置そのものは、その２～３か月の白煙が見えやすい時だけを稼動させて、

あとは止めておけばエネルギーそのものは使用しないで済むということは出来な

いのか、年中廻しておかなければならないのもでしょうか。 

コンサルタント 基本的に１０℃を下回りましたら白煙は出ますからその時だ

けです。夏場は、動かしません。 
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委員 それでだいたい１.５パーセント増しということですか。 

コンサルタント 冬だけ１.５パーセントということです。ただ、冬はその他に

もいっぱい温めなければいけない物がありますので、冬にエネルギーをなるべく

取って置きたいという思いもあった訳です。 

副委員長 後から付けるなら、付けない方が良いと思います。 

委員長 いまこの件についてはいろいろご意見が出ているのですが、委員の方か

ら意見が出ましたが、今日必ずしも結論が出なくてもこの掲載は叶うかと思いま

すので、事務局の方でもご検討いただいて費用対効果等をもう少し精査していた

だいて、 終的な中でそれをどうするかをご検討いただくということでいかがで

しょうか。では、そういうことでお願いいたします。 

 

（６）中間報告について 

委員長 それでは、本来の素案に戻りまして、ご説明をお願いいたします。 

事務局 中間報告の案についてご説明をさせていただきます。初めにお詫びをし

たいと思います。開催通知等併せて事前にご覧いただきたかったものですから、

本編、概要版、資料編と３部送付させていただきまして。その後、さらに事務局

とコンサルタントの方で精査いたしまして、また委員長さんからもご意見をいた

だきまして、それを基に修正というか言葉の整理などかなりの所で行いました。

それを直したものを、本日お配りしさせております。概要版と、中間報告の本編

の部分です。事前に送付いたしました資料につきましては、処分をしていただき

まして、今日この会場でお配りしたものを本日の案としてご説明をさせていただ

きたいとそういう風に思っております。なお、前回お配りしたものと今日お配り

したものが、どこがどのように違うのかというものを、資料４に１枚物の両面印

刷になっておりますが、変わったところを抽出しまして整理しておりますので、

ご覧いただきたいと思います。なお、これは既にこれから説明します中間報告本

編、概要版には書き込まれておりますのでご覧いただきたいと思います。それで

は時間をいただいて説明に入らせていただきます。 

   説明：事務局 ※説明内容・・略 

   説明資料：資料５ 

委員長 それでは、中間報告の内容について審議に入りたいと思います。いま、

時間の関係もありますので概要版に基づいて説明をいたしました。本編について

は一部その後、差し替えがあったということで今日改めて差し替えてあるものが

お手元に配られていますが、これは主として表現上の修正等で、内容が多く変わ

っているということではないという風に理解しております。配られています中間

報告については、お目通しいただいているかと思いますので、審議の方は概要の

説明を中心に、本編の中間報告について既にご覧いただいた中で、ご意見はどう

かお持ちでしたらそれについて出していただいて、審議を進めていきたいと思い

ます。 
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事務局 一点スケジュールについて付け加えさせていただきます。本日、この中

間報告の内容について委員会としてご承認をいただけましたら、組織市町村に中

間報告がまとまりましたということで報告をさせていただく予定でございます。

その後、各市町村で１０月１日の広報により、西秋川衛生組合の中間報告ができ

ましたということを広報で流しまして、その広報において内容につきましては、

それぞれの組織市町村及び西秋川衛生組合のホームページで内容を掲載いたしま

して、意見募集をする予定でおります。意見募集の期間としては、概ね２週間、

１０月の１５日頃までを予定しております。意見があがったものは整理をしてこ

の委員会に報告を行っていきたいと思っております。 

委員長 そうしますと、今月中に中間報告としてはまとめて、それぞれの構成市

町村の広報にて提示を出来るようにということが一点、その後、各構成市町村を

通じてパブリックコメントを募集し、その結果を整理をしたものを次回の委員会

で報告を受けて審議をする。その結果で 終報告が決定されるという手順ですね。 

 それでは、皆さんの方からのご意見がございましたらお願いいたします。内容

的にはかなり膨大なものですが、項目的にはいままでの４回、今日を含めて５回

の委員会の中で審議をしてきたことが整理され、その審議内容を踏まえた形でま

とめられているかと思います。 

委員 概要版の方の１２ページですが、震度６の地震に対して被害が生じても人

命に被害が生じないものと考えるということなのですが、被害とはどの程度の被

害と考えるのかを伺いたいのですが。たとえば物理的な被害とそれからガスによ

る被害と、その辺のことを伺いたいと思います。 

コンサルタント 震度６とか、震度５というのは気象庁が決めています。感覚的

な震度階という設定です。それは、ものを見てどの程度壊れているかの程度で震

度５とか６とかを表現をしています。非常にあいまいな尺度であります。震度６

の部分的被害というのは、震度５程度の地震の時には壁に多少ひびが入ります。

震度６というのはもう少し揺れますので壁が割れて破片が少し落ちます。それと

か基礎の一部が壊れますとかそういう物的な被害で、個々の中の設備のガス管が

破裂するとかのそこまでの表現はこの震度階ではうたわれていません。何らかの

という非常なあいまいな表現となっていますので、一概には震度５であるからガ

ス管が切れるとか、あるいはプロパンガスの口が外れるとかは言えない訳であり

ます。設備配管は、そのものの耐震基準や耐震設計で設置されています。プロパ

ンガスもそのように設置されております。細かい表現ではうたえないと思います。 

委員長 ガス管の亀裂とか切断とかは、個々の設備ごとの耐震設計基準があって、

想定される震度まではその心配がないことを前提に設定されているということで

すか。 

コンサルタント はい、おっしゃるとおりでございまして、建物そのものは建築

基準法というものがあります。その基準法に基づいて建築設備は、建築設備耐震

指針という指針が出ております。個々には、東京ガスとか東京電力とかプロパン

12 

 



ガスとかは、事業主体ごとには設置基準を耐震性に見合って付属品等の改善を行

っておりますので、そういうもので事業別に基準が出来てきて、取り付けがされ

ているということです。 

委員長 柏崎原子力発電所は、想定を超えた地震だったということで、非常に周

りの人は心配されていたと思うのですが、想定される震度というのはたとえば今

回の場合のような焼却施設では耐震設計の設計値的には震度でいえばどのくらい

なのですか。 

コンサルタント 建物そのものは昭和５６年に改正された新耐震設計というも

のがあり、ここで表現しています震度６程度では、ところどころ物が壊れるとい

うような設定での基準なのです。神戸の震災、あるいは柏崎の震災では、震度７

程度ぐらいまできています。新耐震設計そのものは、神戸の震災前に作ったもの

ですが、それによって耐震性は、想定でいうと普通の建物では２倍ぐらいは余分

目に強く設計されていますので、新耐震設計というものは震度５ぐらいの地震で

でももつという設計していますが、実際には震度６から７ぐらいきても余裕をも

っているので大丈夫だということでです。神戸でも新築の建物は比較的に壊れな

いで済みましたし、柏崎でも古い建物は壊れましたが、新耐震設計のものは大丈

夫だったわけです。 

ところが、新耐震というのは強度を決めるときに地域ごとに地震の度合いを以

って低減率を掛けていますので、神戸と新潟は関東よりも地震の影響が少ないだ

ろうということで、構造計算をする上での地震力が１割低いのです。関東と同じ

地震力で神戸も柏崎も同じ新耐震設計の建物であってもそういう地震力で見てい

たのに多少被害は少なかった思います。新耐震設計の中でも数字が違っています。

東京都の方では、既に平成８年の段階で焼却場は震災後には使うものであるから、

丈夫にしておきましょうということで、新耐震設計よりも用途によって係数を加

えて強くするということで決めています。ですから、おそらく震度７くらいが来

ても、もつとということで東京とは考えていると思います。 

委員長 今回の設計もそれに従うということですね。 

コンサルタント はいそれに従うということです。官公庁の都道府県レベルでい

うと、まだここまでの設定はしていなくて、東京都だけが自主的に高い値を採用

しているので間違いはないと思います。問題はもう一つありまして、地震で揺れ

てももつように設計されているのですが、直下型、活断層の直下にありますと何

ともいえなくなってしまいます。高尾周辺というのは活断層はまだ発見されてお

りせん。近くでは立川に断層帯があるということが前から判っています。立川の

断層帯の上に施設を建てるわけではありませんので、活断層の真上のラインから

１００メートル離れればまず被害はありません。というぐらいに極端に実証が淡

路でも柏崎でも中越でもそういう現象がありました。 

コンサルタント 補足ですが、実際には地震が起こる時には溶融炉は稼動してい

るわけです。それがどうなるかといいますと、建築物と全てのプラント分離され
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ています。ですから建築物が揺れたことによってプラントが引っ張られることは

まずありません。焼却炉や溶融炉は、熱膨張をしますので常に固定されているも

のではなくて、上下、左右にも少しは伸びます。ダクトも常温時から９００℃ま

でになりますので伸縮継ぎ手などによって吸収します。水配管は、屋上にタンク

があります。一般のマンションなどは屋上から下まで鉄などの配管で降ろします

が、焼却炉などは伸びたり揺れたりしますので、配管を一度縁を切ってフレキシ

ブルホースというものを入れています。それから、ガス、灯油を使います。これ

らも全て、たとえば建屋から外に出るときには、建屋側を固定したら土に埋まる

ところは固定せずに伸び縮みするようになっています。基本的には、プラントそ

のものは地震が来ても非常にフレキシブルであるとお考えになっていただいて結

構だと思います。 

委員長 他にご意見はございますか。 

委員 地震が来た場合には、揺れを感知して炉を止めるとか緊急に止めるとか方

式とか、取り付けるのですが。 

コンサルタント 全ての焼却炉でそうですが、震度５以上では自動停止になりま

す。 

委員 もし停電になった場合は、自家発電が動いてから埋火するのですか。 

コンサルタント 自動停止の場合は、ごみを入れるのをやめてしまいますので、

発電機もある程度動いたら止まってしまいます。熱放散は、煙突からします。 

委員 排ガスは結局、煙突から出してしまうのですね。 

コンサルタント その場合も、バグフィルタを通って出ますので、基準値以上の

ものが出るということはまずないと思います。 

委員 残った未燃ガスに引火するとかはないのですか。 

コンサルタント ガスは、ガス化流動の場合でいいますと溶融炉に入ってから初

めて燃えるわけです。ガスバーナーみたいなものです。ガスを絞っても火が中に

入っていくことがないのと同じです。常にガス化するところはプラス圧になって

いますので、未燃ガスが悪さをすることはまずありえません。 

委員 はい、分かりました。 

委員長 他にはないでですか。今は、耐震設計のことが出ましたが、他の点でも

なにかございましたら。 

副委員長 事前に配布していただいたこともありますので、全編に渡っていうと

いうわけにはいかないのですが、説明いただきました。それについて正誤表が出

てますので、訂正されているようです。少し気になるのは、概要版だけは非常に

大きく変わっています。資源化施設の建設コストなどのところが載せられている

気がします。したがって、内容的には今まで議論されてきたことで、それ以上、

足しもされない引きもされないということでまとまっていますが、概要版だけは

回収してもらった方が良いのではないかと ちょっとかなり内容が変わっていま

すので誤解を受けやすいと思います。 
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委員長 初に配った概要版を回収ですね。 

副委員長 通知と一緒にいただいた概要版です。 

委員長 事務局の方ではその点をお考えですか。 

事務局 確かに２冊持っていますとどちらがどっちということもありますし、片

方に書いてあってもう片方に書いてなかったという、付け加えた部分も確かにあ

り、個別に委員さんにこれはどうなっているのと言われて、それは入れておいて

方が良いですねという部分で付け足した部分も、実は概要版の中にございます。

もし皆さんそういうことでよろしければ、今後の手違いという部分をなくすので

あれば、先にお配りしたものを回収させていただきまして、事務局の方で処分さ

せていただいた方が分かりにくくなくて良いのかなと思っております。 

委員長 それでは、いかがでしょうか。 

委員 メモしたりしているので、自分で処分するということでよろしいですね。 

委員長 もしご自分で処分される場合はかまいません。事務局に返却してもらう

場合は返却してください。基本的には前のものは処分するということです。 

委員 先日も 後に申し上げたのですが、これを公表する場合には、あくまでこ

れは基本計画であり、地元との交渉はまだ済んでないことをなにかの形で知らし

ていただきたいと思います。これを見てしまうと、計画はいいのですが、高尾に

このままのものが出来るというように勘違いされてしまうとまずいので。地元の

了解はまだ求められてないということを、なにか文言は別としまして、お願いし

たいと思います。地元のものが見ますと、誤解されてしまうといけませんので。 

事務局 当然、承知しておりまして、今回の組織市町村の１０月１日の広報のお

知らせの文章の 後に、これを基にこれから国、都あるいは地域と今後話し合っ

て協議していく予定ですというような書き方をさせていただいております。もし、

それ以上の書き方が具体的にもしあるのであれば、ホームページに載せる前段の

方にこういうことをまとめたけれども、今後はこういう手続きをしていきますと

いうようなことを、書くことは可能かと思っております。参考になるかは分かり

ませんが、概要版の３ページに、問題があるかどうか判りませんが、先ほどは工

程表だけの説明で終わらせてしまったのですが、６の（１）に「計画施設の計画

位置は、周辺地域の方々の理解を得た上で南側とする。」と一行書いております。

周辺地域の方々とは、高尾、留原、網代を指しているつもりでおります。 

委員 この程度ではかなり見えませんので、 後にこの計画は、まだ地元との了

承が出来ているものではありませんとか、頭の部分になにか入れていただくか、

なにかそういう形で。 

事務局 概要版の中に入れた方がよろしいのでしょうか。ホームページに本編は

載せるのですけれども、お知らせの一番上の所でも書きましょうか。 

委員 出来ればそうしてもらった方がいいですね。 

副委員長 構成市町村の広報についても、統一した原稿でお願いしたいと思いま

す。それで、当然ですが、各構成市町村のホームページと当組合のホームページ
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も、今みたいな形で、この計画の中に書き込んでよりも、前段にきちんと言葉を

入れることの方がご理解していただけると思います。この部分については事前に、

地元自治会にこういう風にやりたいとご了解いただくことが必要だと思いますが、

どうでしょうか。 

事務局 わかりました。 

委員長 よろしいでしょうか。今の手続き上に関連して、直接の地元の方々の、

ご意見の反映は当然ありうるかと思うのですが、これは国の新しい従前の補助金

制度に変わる循環型社会地域形成交付金に対象事業として申請されるですが、そ

のための計画策定の委員会を国、都を交えて作らなくてはいけないのですが、そ

の中で、この計画が大前提である循環型社会づくりに目指している施設であるの

かと、それを実施する自治体が前提として、循環型社会づくりを踏まえた施策を

持っているかが一番の審査のポイントになってくると思います。その点で、それ

を踏まえた計画になっていますので、その点は問題はないかと思います。具体的

に国の交付金を受ける中では、細かな条件も付いてくる可能性もありますし、そ

ういう意味ではこの基本計画を基にして、その中でも計画委員会の中に地元の

方々も入っておられて、そういった意味ではこれは多少議論されて、若干付けた

しとかそういったこともあり得るということです。 

事務局 広報の原稿につきましては、既に組織市町村と統一した原稿で広報原稿

を整理させていただきましたが、組織市町村の広報原稿の文字数の関係で、主旨

は変わっていないのですが内容に多少ばらつきはありますが、 後の一行の国、

都及び地元との今後、話し合い協議を進めていくというのはそのまま残っており

ます。いま、副委員長からありましたホームページの掲載に付きましても、組織

市町村と調整をいたしまして、どういう形でどういう文言で載せるかを調整いた

しまして、３自治会にこういう内容で載せていきたいというような話を前段で調

整を取りたいと思いますのでよろしくお願いします。 

委員長 それで今のご意見についてはよろしいですね。 

委員 はい。 

委員長 他にはございますか。他にご意見がなければ、これは今日も若干ご意見

がございましたので、 終的には今日までのご意見を踏まえて文言の整理もあろ

うかと思います。その辺のことにつきましては、わたくしが座長として責任を持

っておりますので、事務局と一緒に 終的なまとめについては、やらさせていた

だきたいと思います。基本的にはこの内容で委員会としてはこれで了承というこ

とでこの審議を終わりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

委員 先ほど言い忘れていましたが、１２ページの委員さんからも出たのですが、

震度６程度の地震とあり、部分的被害は生じても人命に被害を生じないものとし

ているとありますが、部分的な被害というのは何かものを書いた方が良いのでは

ないでしょうか。 

委員長 具体例を少し入れるということですか。 
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委員 先ほど話があったように住民から質問があるのです。いま、地震で騒がれ

ているので、人命は良くても、建物はどうなるのか。それこそガス化溶融炉はど

うなのかという話しも出ると思いますので。 

事務局 ここに書いたのは、耐震基準で示されているような一般的な表現をさせ

ていただいたということで、ガス化溶融炉を取り立ててこうであるという表現は

しておりません。少し検討させてください。 

委員長 他にはいかがでしょうか。はい、ありがとうございました。一応これで

５回に渡りまして西秋川衛生組合ごみ処理施設建設基本計画策定委員会の審議を

終わらせていただきます。この後は先ほど事務局の方から説明がございましたよ

うに、パブリックコメントを各構成市町村において広報をして、その意見を伺え

たものをもう一度この委員会で審議をして 終的に基本計画として決定するとい

う手順になろうかと思います。あと１度委員会を開催して、委員会の使命は終わ

るということになります。長い間、こんな暑い時期を挟んで、ご苦労さまでした。

この後は、次回の日程とか、その他についてありましたらよろしくお願いします。 

事務局 次回の日程についてですが、今日に時点で具体的な日付の提案すること

が出来ておりません。西秋川衛生組合の定例議会が１０月の２９日に決められて

おります。パブリックコメントの締め切りを１０月１５日にしております。従い

まして１０月中の開催は、事務局の都合ではございますが、無理かなという感じ

でおります。従いまして１１月に入りまして、中旬、あるいは 終報告時期が１

２月ということで予定をしておりますので、それに間に合うように１１月の上旬

から中旬ぐらいに委員長さんの日程なども調整しながら、今後決めていきたいと

思っております。 

委員長 次回は１１月上旬から中旬ぐらいで、日程調整をするということです。

これについては、改めて事務局の方から委員の皆様にはご連絡があると思います。

これで今日の委員会は、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

－以上－ 
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第６回西秋川衛生組合ごみ処理施設建設基本計画 

策定委員会次第書  

平成１９年１１月１４日（水）午後２時 

高尾清掃センター会議室 

 

１ 開会  

 

２ 挨拶  

 

３ 議題 

 

（１）基本計画（中間報告）に対するパブリックコメントの概要及び 

   見解書の取りまとめについて 

［資料１］ 

 

 

（２）最終報告について 

［資料２］ 

 

 

（３）リサイクルセンターの建物について 

［資料３］ 

 

 

（４）その他 

         ア 策定委員会の議事録の掲載について 

   イ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 



１ 開会 事務局  

事務局 それでは定刻若干前ではございますが、ご案内した参加者全員そろいま

したので、ただ今から第６回策定委員会を始めさせていただきたいと思います。

本日は網代の三橋委員につきましては、都合がございまして欠席となっておりま

す。それから日の出町の森田参事が欠席となっておりますのでよろしくお願いい

たします。それからあと留原の中村自治会長さんも欠席となっておりますのでご

報告させていただきます。それではお手元に配布いたしました次第に基づきまし

て進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは初めに委

員長にご挨拶いただきたいと思います。 

 

２ 委員長挨拶  

委員長 本日の委員会第６回ということですが、５月２９日の１回目のスタート

からほぼ半年、今日取りまとめるところまでまいりました。今年は非常に暑い夏

を挟んでの期間でございましたが、私の至らない点は皆さんの審議の中で補って

いただいて、どうにか今日全体のまとめ案が出来上がりました。それに対しての

パブリックコメントも各構成市町村の皆さんからの意見もいただきました。それ

に対しては今日事務局の見解案を作成したのを皆様に提示して、見ていただく訳

ですが、そういう形でいよいよ大詰めでございます。今日がおそらく事実上最後

になるとは思いますが、そうなることを願ってよろしくお願いしたいと思います。

どうもありがとうございました。 

事務局 ありがとうございました。それでは議題に移る前に今日配布させていた

だきました資料の確認をさせていただきたいと思います。まず議題１で使用いた

します右肩に資料１と書かれた書類があります。ひとつは西秋川衛生組合ごみ処

理施設建設基本計画（中間報告）に対するパブリックコメント概要および見解書

という横長の書類です。もうひとつはそれに対する添付資料ということで、１枚

の両面刷りのものがあると思います。次に議題２で使用を予定しております書類

がございます。まずは、資料２としまして薄手の正誤表を新旧対照表目次から５

ページまでつづられた物です。それから、基本計画の本編、資料編、概要版とい

うものがあろうかと思います。もうひとつが前回第５回の策定委員会の議事録を

添付させていただいております。 

 

３ 議題 

（１）基本計画（中間報告）に対するパブリックコメントの概要及び見解書の

取りまとめについて 

事務局 それでは議題に入りたいと思いますので、委員長の方でお願いします。 

委員長 それでは次第書に従いましてこの本委員会を進めていきたいと思いま

す。まず第１として基本計画に対してパブリックコメントの概要及び見解その取

りまとめについてについて事務局の方で整理していますのでこれについて説明お

願いいたします。 
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   説明：事務局  ※説明内容・・略 

   説明資料：資料１ 

事務局 ここで一度区切って質問を受けたほうが良いでしょうか。 

委員長 分けたほうが、効率がいいと思います。それでは今この提出されたパブ

リックコメントに対して事務局としてとりまとめた見解を説明してまいりました。

これについて皆さんのご意見はいかがでしょうか。 

委員 まとまって話せるかがわからないのですが、いくつかやり取りをしながら

整理を進めていきたいと思います。策定委員会の基本計画の前に市町村のごみ処

理基本計画があってそれがベースになっているということですね。それとあと処

理方法ということですが、その市町村のごみ処理基本計画の中ではガス化溶融路

で処理するということが触れていなかったと思うのですが、その辺の確認がした

いですね。なぜかといいますと、市町村でごみ処理基本計画の意見募集をもちろ

んしたと思うのですが、その時の疑問とそれから今回の策定計画で中間報告につ

いて疑問を出されたものと若干角度が違ってくるのかなと思っているんですね、

市町村で出したのは３Ｒで、基本的には減量してそして私たちのそれぞれ住民の

責任というものを強く訴えて計画を作っていただくものですが、そこに今度処理

方法というかたちになってきますと、これについてはまた違う角度からものが言

いたいというようなご意見が出てくることだと思うのです。その辺で、それぞれ

の市町村で出た意見が、それぞれ持っていますので分からないんですけれども、

ここに出された意見というのは、そういった処理方法についての角度からものを

言ってくる、というようなことで考えなくてはいけないと思うのですけれども。

ポイントをしぼりますと、市町村の計画では処理方法は、うたわれていなかった

のではないかということです。 

事務局 まず昨年のごみ処理基本計画では、ガス化溶融炉ということをほんの数

行でございますが処理方法の中で明記させていただいております。それ以前に、

平成１５年の西秋川衛生組合のごみ処理施設建設検討委員会報告書にもこの西秋

川衛生組合の最終処分場の掘起しなどを考えた場合は、ガス化溶融炉が最適であ

ろうというような検討結果がでておりまして、それらを引き継いでの検討委員会

での議論と私たちは考えて事務を進めてまいりました。 

委員 そうしましたら、各市町村の計画というのはほとんどがここの計画と整合

していると思うのですけれども。私も確認しないで市町村に確か出ていたかなと

いうのを思いますと、なんかそれが無かったように思ったものです。そうします

と処理方法というのは私自身が策定委員会に出ている立場からしてみれば、要綱

で一番最初に委員長の方からも確認されたことだと思うのですが、ガス化溶融炉

ということを前提にこの策定委員会を進めますということでいいか確認されたか

と思います。ですから、そこでガス化溶融炉ということでできるだけ安全でとい

うような方向で意見を述べていくという立場で参加しているんですけれども、そ

れでよかったのかなと思いながら、このご意見が全体を見てみると、やはり基に
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なる基本計画とこの策定委員会の計画がどういう関連があって、そしてその意見

が反映されているかということがちゃんと見えてないか、私自身も整理しなけれ

ばいけないなと思って質問しました。 

事務局 まず平成１５年に出来上がりました建設検討委員会報告書、これはどち

らかというとハード事業についての今回と同じような施設整備についての答申書

になっております。昨年作ったごみ処理基本計画については、どちらかというと

ソフト的な減量施策だとか資源化施策だとかそういうことがメインにおかれた答

申書になっております。ただ西秋川衛生組合のごみ処理基本計画というのは組織

市町村でそれぞれ作りましたものを、合体させひとつにまとめた基本計画になっ

ております。ですので、基本的には組織市町村の基本計画と文字数や言葉の違い

はありますが基本的には同じ物と思っております。 

委員長 よろしいですか。 

委員 あらかじめ自分で確認作業が少し遅れているということがありました。あ

りがとうございました。確認しました。 

委員長 他にご意見はございますでしょうか。それではまたでれば後でという事

でとりあえず次の項目の（２）の方へお願いいたします。 

 

基本計画（中間報告）に対するパブリックコメントの概要及び見解書の取りま

とめについて（その２） 

   説明：事務局  ※説明内容・・略 

   説明資料：３ページ～５ページ（整理番号１１～２３） 

委員長 ２番につきましてはやや技術的、専門的なことが絡んできますが、これ

につきまして、いかがでございますでしょうか。 

ここで指摘されたこと、これ以外のことを含めた技術的な問題については、先

般の１５年度の報告書で、ガス化溶融を採用するという方向に決定した中でも審

議をされていましたですね。 

事務局 はい。 

委員長 そういった技術的な問題もここで検討して、会議としてはガス化溶融路

方式を採用したと考えてよろしいわけですね。 

事務局 はい。 

委員長 その意味では、あの時検討されたこと以外の新たな問題としてのパブリ

ックコメントに対する意見というのは、新しく問題点としてこの中にありますか。 

事務局 ご覧になって分かると思いますが、新たな問題というよりも、意見を述

べてきてくれた方々にそれぞれ考え方がございまして、別に否定するわけでは無

いのですがやはり燃やすということがどうなのか、それからまだ安定していない

新しい技術のガス化溶融路は、安全性を考えて非常に不安である。もう一点は減

量化を一生懸命組織市町村は進めていた中で、溶融炉を導入することによって減

量化意識を低下させられてしまうという心配がある、というような意見がこの中
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の提案内容になっていると考えております。１５年の時にはこういう形で公表し

意見をいただくという手続きをしていなかったものですから新たな提案があった

かどうかということに関しては今回の提案として受けております。 

委員 技術的なことということで、素人にはなかなか分かりにくいところだと思

うのですけれど、ご意見というのはかなり良く調べた方とか調査したりいろいろ

関心の深い方だと思うのです。そういうなかで分別や資源回収、住民の責任とい

うことを考えるとあくまで住民が主体だということで、住民の声というものをこ

れをやはりきちんと踏まえて、策定委員会として、この見解を文書で最終報告の

中に盛り込むだけでは足りないのではないかと感じます。というのはやはり専門

的なことに関しては、行き違いで処理をしてしまってはいけないものだと思うの

です。ガス化溶融炉というものに対して危険だとかあるいは全部を燃やして逆に

減量化を反対の方向にもっていってしまうという疑問を払拭する必要がある。で

すから、住民に対してこの炉の説明会というのはまだしてないわけですよね。こ

れを導入するに当っての説明会というのが、１５年に報告がでているとすれば、

どこかで住民に対して説明会をやらなくてはいけないのかと思うのですが、その

ようなことでいかがでしょうか。 

事務局 これは先般の組合議会でも一般質問で同じような内容がありました。執

行部の答弁のなかにもあったと思いますが、この基本計画そのものが、これを作

ったからこのまま一人歩きするというふうには私どももまだ考えておりません。

ただ重要な部分については方向性がまとまったなと思っておりますが、今後これ

を公表してこの内容を現実的なものにしていくために、まだまだ乗り越えなくて

はならないハードルがたくさんあります。当然その中のひとつとしては、一番大

きな問題として地元の方々のご理解をいただかなくては先に進まないということ

もございます。そうしますと、これを公表して、説明会をしてしまいますと、こ

れが一人歩きされてしまうという心配を実はしております。従いまして、今後、

地元の方々のご理解を得ながら、あるいは東京都、国とヒアリングを行って、施

設内容の調整やら確認やらをしていきながら進めていかなくてはならないという

ことになろうかと思います。それらの状況が、ある程度見えてきませんと説明会

を行っても、誤解を招いてしまうという心配をしております。ただ、小さな打合

せ会などで、説明してくれないかということであれば、それはそれで可能かと思

います。あともう一点はごみ処理基本計画にも提案させていただいておりますし、

今回も提案させていただいていますけれども、分別収集計画が組織市町村の役割

となっております。その分別収集計画がこの施設建設計画がまとまるのと合わせ

て、今後市町村では検討していかなければいけないと考えております。当然その

際には、分別収集計画で資源選別や収集形態が変わることが予想されますので、

組織市町村と一体となって説明会など開いて、併せて市民への理解を求めるとい

うような手続きが今後考えられます。 

委員 物を作る時の前の不安と、できてからの心配では、作る前の不安を解消す
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ることは困難でもそれをしたほうがいいし、そういう視点から考えますと第１に

大事にしていかなければいけないのは周辺の住民の方々の思い、受け入れてくだ

さるという思いには、十分な配慮が必要だという、そういう前提の下に誤解を招

かないような説明の仕方もあるのではないかと思います。できてしまってから、

そうではなかったということもたくさんあると思うんです。その前に多少混乱と

いうよりも心配を払拭していく、そういう作業が必要ではないかと思います。ガ

ス化溶融炉というのは危険だというそういうものが、そうじゃないんですよとい

うことで今前提としてその方式で進めていくんだということであるならば、やは

りこういう技術的な問題をそういったものでこれだけ専門的に高い関心がある方

がいるということは、他にもっとたくさん意見を記名で紙に書いてだすというこ

とは大変な作業だと思うんですね、住民の方にとっては。そういうことができな

いけれども、非常に心配とか関心があるという方がたくさんいるのだろうと思う

のです。ですから、言われたら行くという姿勢ではなく、できるだけ組織市町村

の住民にご理解をいただくという作業をしていかなくてはいけないのではないか

と思うのです。 

副委員長 たまたま今の話については、この後の４番のところに出てくるので委

ねるというふうに考えていますけれども、２番のガス化溶融炉のところにつきま

しては、１番にもあるのですが、３４４件のアクセス数があったなかで、６人の

方から意見がでました。それに対応するここで述べられている見解というものは、

これから作ろうとされているガス化溶融炉をシステム的に理解されていない意見

ということがかなり気にかかるのです。ですから、そういうところについては確

かに、応えなければならないだろうと思うのです。ただ、それについていえば、

６人の方に対してということであれば、当然報告書の中に盛り込むのわけですが、

この時点でいえばこの委員会として、この見解で十分だというふうに私は思って

います。非常に丁寧に、いい見解を述べておられる。まして、明らかに間違いで

あるような意見についても、あえてそれを否定しないでやんわりと核心だけを丁

寧に述べられている見解でありまして、この点は私は十分であるし、これは最終

的にはそれぞれの意見を載せていただいた方に文章で回答していくわけですよね。

少なくても公表されるわけですよね。相当丁寧な見解になっていると思います。 

委員長 他にはいかがでしょうか。こういったパブリックコメントに対する回答

というのは、ある意味で非常に難しくて、意見を出してくださった方に完全に理

解をしていただくまで応えなければいけないのかということもあり、意見も個人

差がいろいろありまして、その方の考え方もありますので、そこでもちろん理解

を得られることにこしたことはないのですが、意見を出された方によっては必ず

しもそれはこちらで回答したことで常に満足していただけるとは限りません。こ

こは、全体として意見を３４４件アクセスがあって、意見が寄せられたものをみ

て、総合的な回答として公約数的にこの委員会としての見解として、この程度ま

とめておいてあればいいのではないかと、その度合いが問題であると思います。
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この委員会としては、ガス化溶融炉に対して技術的に是か非かということを検討

する場ではないと考えておりますので、少なくとも、この施設基本計画として今

までの経緯、委員会や他の基本計画等を踏まえた上での具体的な基本計画として、

どこまで、どういう形でまとめるのかというのが私たちの役割だと思っておりま

す。そのことを踏まえながら、パブリックコメントに対する意見をまとめていき

たいと思います。 

他にはいかがでしょうか。次の３番目にいきまして、そこについてご説明お願い

いたします。 

 

基本計画（中間報告）に対するパブリックコメントの概要及び見解書の取りま

とめについて（その３） 

   説明：事務局  ※説明内容・・略 

   説明資料：５ページ～６ページ（整理番号２４～２８） 

委員長 それでは３点目、掘り起こしについてはいかがでしょうか。 

掘り起こしは、ここでは直接そういう論点は出ていませんが、当然掘り起こしを

しなければ新たな最終処分場が必要であるという、そのことの是非とも考えなけ

ればいけないというその視点は、直接には質問の方にも触れられておりません。 

ご意見いかがでしょうか。特になければ、とりあえず最後までご説明いただいて、

最後に時間がありますので全体的に議論していただきたいと思います。 

 

基本計画（中間報告）に対するパブリックコメントの概要及び見解書の取りま

とめについて（その４） 

   説明：事務局  ※説明内容・・略 

   説明資料：６ページ（整理番号２９～３２） 

委員長 それでは４番目についてご意見はございますでしょうか。 

副委員長 整理番号３２番の意見ですが、私がそういう立場におりますので、こ

の意見と見解のところが、これでいいのかどうかというのは、たとえばこの意見

は、議員が議会報告をしていないという意見なのか、構成市町村の議会にたとえ

ば中間報告が報告されていないという意見なのかどういうふうに考えるのか、こ

の見解を採用したのには、構成市町村の議会に報告されていないというふうに考

えたわけですね。素直に読むと、こんな大事な事を議員が知りながら、住民に少

なくとも支持者や後援者に報告をしていないのではないかという指摘にも聞こえ

るように感じるのですが、どうでしょうか。 

事務局 この質問をされた方は、議員ではありません。組織市町村の議員とそう

いう部分では意見交換をする機会が多い方なのだろうなと想像は出来ます。そう

いった話の中で、聞いてないよって議員さんが言ったのかどうかは定かではいた

だいた意見の中からは伺え知れません。ただ、いただいた意見を素直に読みます

と、議会に報告されていないものを私たちが選んだ議員に最低でも報告は必要で
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しょうというみたいな書き方でしたので、あきる野市や日の出町、檜原村に西秋

川衛生組合の職員が呼ばれてもいないのに行って説明するわけにもいきませんの

で、それは組織市町村の担当課あるいは執行部の判断で議会にどのように報告す

るかの方法論についてはお任せしたという次第でございます。実際に報告した形

は、日の出町とあきる野市では中間報告書及び資料編、概要版を議員さんに配っ

たと報告を受け、檜原村については全協を開いて説明会をしたというところまで

は聞いておりますので、９月議会では報告したという確認をとった上でこういう

見解を述べさせていただいた次第でございます。 

副委員長 わかりました。送っていただいた時点で、この３２番の意見を読んだ

ときに、住民が自分が接した議員からそういうことを聞いていないとたまたまそ

ういうふうにとれてしまったものですから、いづれにしても見解としてはこれで

十分だろうと思っています。そういう意味では、他の意見もそうなのですが、非

常に何と言うのでしょうか先入観があって、明白であるとかはっきり言い切って

いる意見が多いですから、なかなか大変だったことだろうと思いますけれども、

この部分でもこの見解で妥当だと思います。他のご意見も聞かなくてはいけない

ですが。 

委員 ちょうど今、議会のお話なので、私もこの見解を見たときに、ちょっとこ

の見解は違うのかなという気がしたのです。どうしてかといいますと、この策定

委員会は管理者から諮問を受けて、そして委員会を開いていると考えています。

その議会はどこかといいますと、この組合議会だと思うのです。この組合議会か

ら私達は組合議会の要綱により組合議会の議員としてここに出席していると思い

ます。この質問ですと、選んだ議員が出席しているというそれは、組合議会議員

は本来ですと一般から選んでも仕組みからするといい訳です。それぞれの自治体

から規約により出てきているのですけれども、その辺の仕組みというものがこの

意見でいきますと、どうも直結した村からの議員が組合議員になって、そしてそ

の責任を持って策定委員会に出ているという形で捉えますと、ちょっと違うのか

なというふうに思っているのです。この質問をどう受けて、どう答えるかはもう

少し丁寧にしなければいけないのかなと思ったのです。たとえば組合議会は１０

名いますが、その中から４名委嘱されています。組合議会から選ばれて出てきて

いるわけではないのです。選ばれて出てきているという形をとるならば、組合議

会で協議をして、その協議を村に持ち帰る議員としての役割が生じてくるのです。

でも、これですと、組織市町村と管理者というかかわりだと思うのです。 

委員 この意見を寄せた方がどういう認識を持っていて、これでは意見を受け止

める側がこういうふうになってしまうのです。やはり、意見を出される方もはっ

きり私はこういう認識だからということがわかるような意見の出し方をしてもら

わないと困るのではないですか。私はそう思います。これですと確かに今の意見

のようにそういうとり方でもいいのかなとあるいは、副委員長がおっしゃったよ

うにもとれるし、そう考えるとこれは、意見を出す側にもう少しはっきりした認
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識をもった意見を出していただくということが必要だと思います。こうなってし

まいますと、お二方が言ったとおりどちらでもとれます。もう少ししっかりした

認識をもった意見を出していただきたいと思います。 

委員 この質問にこの見解を出すのがふさわしいのかといったことで、見解は組

合議会というものはどういう位置づけで運営されているかが、組合議会の運営そ

のものがきちんと認識されてないところに質問が出てきているとすれば、やはり、

この質問の捉え方と答え方は丁寧にしなければいけないのかなと思いました。 

事務局 この質問の原文を見ますと、組織市町村の議会に報告がないよというふ

うに読み取れましたので、組織市町村では９月議会で報告したときいていますと

書いたのです。 

委員 質問の主体が議員か議員経験者になりますよね。 

事務局 議員ではない方が議会に報告がないということをいってきたのです。 

委員 議員さんから聞いたのでしょうか。 

事務局 それは、わかりません。 

副委員長 ここまで１、２、３、４とやってきたわけですが、たまたま私が口火

を切ってしまったのですが、これについては見解はこれでよいかと思います。特

に４番についてはその他ということですので、いわゆる委員会としての見解とし

ては、見解書としては公表されるのでしょうが、計画書には事実上４番の見解は

反映されないところのものです。説明会の話しについても行政の一つの流れとし

て、この委員会の抱える課題としてやはりこの見解で十分であると思うし、今の

段階ではこれ以上見解を広げるというのは無理があると考えるのです。私はこの

見解で十分だと思います。 

委員長 この報告の内容は、委員の個々がどこかの機関に報告する義務はないと

思うのです。まとまった委員会としてしかるべき手続きに従って構成市町村当局

あるいは構成市町村議会あるいは住民に報告する義務は多分あると思います。こ

れは、このことを踏まえて整理回答されていると思いますので、表現としては質

問者の意図を細かくパブリックコメントでやり取りするわけにもいけませんので、

基本的にこの委員会のスタンスとしてこういう手続きをとりましたというのがこ

の回答かなと私は理解していますが、そんなことではいかがでしょうか。 

委員 もう一つなのですが、期間が短いというのは、確かに期間が短いと思うの

です。貴重なご意見として受け止めますということではなくて、もう少し違った

配慮のある言葉というか、そういったものはないでしょうか。確かに１５日とは

期間が短いですよね。私もいつもそう思っているのですが。 

事務局 市町村でそれぞれやるときにも、いろいろ方法がございます。縦覧期間

をたとえば１０日とか１５日とって、その後意見募集の期間を２週間ぐらいとる

方法もあります。今回は、１２月までに何とかまとめたいという事務局の考えが

ありました。それは反省しております。そういうことを反省して、貴重なご意見

として受け止めますと書きました。今後こういうことに関しては、もっと期間を
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とれるように努力いたしたいと考えております。 

委員 そうしますと、住民の気持ちとしては、十分配慮して貴重なご意見をこれ

からは配慮していきたいというような前向きにお答えいただきたいと思います。 

事務局 そうしますと、この前後に配慮という言葉を入れて、文言を整理すると

いうことでよろしいでしょか。 

委員 はい。 

委員長 それはそのようにお願いいたします。 

事務局 はい。 

委員長 まだ少し時間がありますので、全体的に特に項目を分けないでご意見が

ありましたらどうぞお出しください。 

その前に資料２の方の説明をお願いいたします。 

 

（２）最終報告について 

   説明：事務局  ※説明内容・・略 

   説明資料：資料２ 

委員長 結果的に前後してしまいましたが、パブリックコメントの意見に対する

回答の説明する過程での、本編への回答の内容を反映させるという意味での修正

が一つ、それから当初の計画案の中でその後見直しが若干出た修正があり、今の

ご説明いただいたような形での修正があったということです。このことも含めて、

この全体のパブリックコメントに対する見解ということで、もう一度皆さんのご

意見をあらためて伺っていきたいと思いますが、時間も限られておりますので、

今の資料編の説明を含めてもう一度ご意見があればお願いいたします。 

委員 確認です。事前に頂いていた資料で、この見解のところの何ページを参照

してくださいというのがここに、いま説明したものが入ったということですね。 

事務局 はい。いま説明した本編の中に、すべて書き込んだということです。 

委員 そうしますと、住民の方が見た中間報告の時にはこれはなかったけれど、

最終報告を見るとそこに反映しましたという解釈でよろしいですか。 

事務局 そうですね。パブリックコメントで公表しますと先ほど言ったように第

何章のいくついくつをご参照くださいと書いてあります。それが、この中に全部、

差し込んだということです。 

委員 はい。 

委員長 他にご意見はございますでしょうか。 

そうしますと、これで計画案は、パブリックコメントの見解を出して、併せて本

編については、その意見に対する反映という形で一部修正をして最終計画として

固めるという形になろうかと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

各委員 異議なし。 

委員長 それでは、修正したものを以って、本委員会の管理者からの諮問されま

したことに対しての答申という形で報告をするという段取りにしていきたいと思
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いますが、それでよろしいでしょうか。 

各委員 異議なし。 

委員長 ありがとうございました。 

冒頭に説明があったのですが、このまとめについては、本編の目次の次にはじめ

にという形で、委員会としての見解を入れて答申という形にしたいと思います。

先ほどの意見にもございましたけれども、計画書ですべて万事解決するものでは

ございませんし、この施設をよりよい、安全に確実に的確に運営していくために

は、もちろんこれまで続けてきた組合としての、あるいは構成市町村としてのご

み処理政策を続けていかなければいけない、さらに進めていかなければいけない

ということが必要だとここに申し添えております。そういうことで、長い間、半

年に渡っての委員会でございましたけれども、皆さんの熱心なご協力を頂きまし

て、私も何とか役目を達成できました。 

次にその他ということで、議事録の件をお願いします。 

事務局 議題１で説明させていただきました中に、各委員会の発言内容がホーム

ページに記載されていないということに対して、確認をしたいと思います。パブ

リックコメントの内容、本編、資料編、概要版をホームページに記載しますが、

それと併せて第１回から本日までの議事録を公表したいと思っております。ただ、

各委員の個人名を入れますと、それを見た方が直接個人のところに問い合わせを

したり、個人を追及したりということも過去にはあったと聞いておりますので、

事務局とすれば委員というだけで、個人名は伏せたままで議事録をホームページ

に全文公開したいと考えていますが、その辺についてご意見を伺いたいと思いま

す。 

委員長 事務局の方から議事録の公開について説明がございました。この委員会

は本来的には公開を前提に進めるということは、当初開催の時に確認いたしてお

ります。もとより本委員会は、最近話題になった密室談議ではございませんので、

公開を前提に私どもは議論してきたつもりです。ただ、個人名を出すということ

については、いろんな問題もございますので、固有名詞を伏せた形での委員の発

言を含めた公開ということになろうかと思います。それでよろしいでしょうか。 

各委員 異議なし。 

委員長 ありがとうございます。では、それで進めてください。 

事務局 最後に、今日最終案ということで案を消していただくのですが、これは

きちんと製本をいたしまして、各委員のところに配布を予定しております。当然、

関係する議会、関係する方々にも配布を予定しております。内容の変更は当然あ

りませんが、語句の修正を場合よってはする可能性がありますので、その辺はお

含みいただければと思っております。 

委員長 その辺の軽質的な誤記については、これは修正していただいてかまわな

いと思いますのでよろしくお願いします。 

それでは、これで委員会を終わらせていただきます。長い間ありがとうございま
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した。 
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