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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 令和４年度第２回朝霞市廃棄物減量等推進審議会 

 

開 催 日 時 

 

午前１０時００分から 

令和４年８月５日（金）  

午前１１時１０分まで 

開 催 場 所 朝霞市リサイクルプラザ ３階活動室 

出 席 者 

（審議会委員 １０人） 

松波会長、渋谷副会長、野平委員、石原委員、河井委員、遠藤委員、 

松下委員、大村委員、髙橋委員、栁下委員 

（事務局 ７人） 

渋谷資源リサイクル課長、木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐、木内資源リ

サイクル課長補佐兼資源リサイクル係長、西田施設管理係長、早川リサイクル

プラザ所長、新川資源リサイクル係主査 

（朝霞和光資源循環組合 １人） 

飯泉施設課長補佐 

（委託コンサルタント：国際航業株式会社 ３人） 

坂井氏、今林氏、高橋氏 

会 議 内 容 

議題 

（１）第６次朝霞市一般廃棄物処理基本計画の策定について 

（２）ごみ処理広域化について 

（３）その他 

会 議 資 料 

〇次第 

〇資料１ 一般廃棄物処理基本計画の策定について 

〇資料２ 審議会の開催計画（案） 

〇資料３ ～朝霞市・和光市ごみ処理広域化について～ 

    （仮称）朝霞和光資源循環組合 

    ごみ広域処理施設整備基本計画（素案）概要版 

会 議 録 の 

作 成 方 針 

■電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

□電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

□要点記録 

□電磁的記録での保管（保管年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こした

場合の当該電磁的記録の保存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後６か月 

会議録の確認方法 

委員長による確認 

そ の 他 の 

必 要 事 項 
傍聴人 ０人 
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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

〇木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐 

皆さん、おはようございます。定刻になりましたので、令和４年度第２回朝霞市廃棄物減量等推進

審議会を始めさせていただきます。 

私は、朝霞市資源リサイクル課の木田と申します。本日の進行を務めさせていただきますので、ど

うぞよろしくお願いします。新型コロナウイルス対策のため着座にて失礼させていただきます。 

初めに、本審議会の開催に当たり、市政の情報提供及び審議会等の会議の公開に関する指針に基づ

き本審議会を公開とし、傍聴を許可してよろしいでしょうか。 

 

～委員から異議なし～ 

 

〇木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐 

ありがとうございます。それでは、傍聴者の確認をお願いします。 

 

〇新川主査 

傍聴者はいらっしゃいません。 

 

〇木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐 

傍聴人はいないとのことですが、会議途中で傍聴希望者がいらっしゃった場合は、随時お入りいた

だきますので、どうぞよろしくお願いします。 

それでは、会議に先立ちまして、委員の交替について御報告をさせていただきます。第２号委員と

して、自治会連合会の代表者で副会長も務められておりました、関口博信様が連合会の役員改選に伴

い５月３０日をもって退任されました。その後任としまして、渋谷昇様が新たに委員になられました。

それでは、渋谷委員からごあいさつをお願いしたいと存じます。 

 

〇渋谷副会長 

今、御紹介いただきました自治会連合会の代表ということで関口委員の後任でまいりました。渋谷

昇と申します。よろしくお願いいたします。 

 

〇木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐 

ありがとうございました。本日の会議開催に当たりましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、アクリル板の設置、窓を開けての換気、一部議事進行の簡略化をさせていただいております。

御理解くださいますようお願いいたします。 

次に、審議会の成立についでですが、朝霞市廃棄物減量等推進審議会条例第５条第２項で、「審議

会は委員の過半数が出席しなけれぱ会議を開くことができない」こととしておりますが、本日は１０

人中１０人の出席でございますので、会議が成立することを御報告いたします。 

続きまして、会議資料の確認をさせていただきます。委員の皆様に事前に送付しております資料と
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しまして、次第の他に、資料１「一般廃棄物処理基本計画の策定について」、資料２「審議会等の開

催計画（案）」、資料３「朝霞市・和光市ごみ処理広域化について」。それから、資料３の追加資料

としまして、参考資料ということで、参考資料１「市民説明会での意見と対応」、参考資料２「パブ

リック・コメントの意見の概要」、「第５次一般廃棄物処理基本計画（現計画）」を、本日、皆様の

机の上にお配りしています。過不足等がございましたら挙手にてお知らせください。 

それでは、朝霞市廃棄物減量等推進審議会条例第５条第１項において、「会長は会議の議長となる」

と規定されておりますので、以後の議事進行については松波会長にお願いしたいと存じます。よろし

くお願いします。 

 

〇松波会長 

皆さんおはようございます。議題に入る前に委員の皆様にお諮りします。先程、事務局からも説明

がありましたが、副会長の関口委員が退任されましたので副会長の選出が必要となります。 

副会長の選出については、朝霞市廃棄物減量等推進審議会条例第４条第２項の規定に基づき、副会

長は委員の中から互選により選出することになっています。互選の方法は、皆様方による推薦でよろ

しいでしょうか。 

 

～委員から異議なし～ 

 

〇松波会長 

異議がございませんようですので、推薦でお願いいたします。どなたか推薦はございますでしょう

か。 

 

〇大村委員 

先程、自己紹介をしていただいた自治会連合会の渋谷昇様にお願いしたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

 

〇松波会長 

ただいま、渋谷委員を推す御意見がございました。渋谷委員に副会長をお顧いすることに御異議ご

ざいませんか。 

 

～委員から異議なし～ 

 

〇松波会長 

御異議がないようですので、渋谷委員に副会長をお願いします。 

それでは議事を再開いたします。 

本日の議題（２）「ごみ処理広域化について」は、朝霞和光資源循環組合の飯泉施設課長補佐が出

席しており、後ほど、説明していただく予定となっておりますのでお知らせします。 

それでは、議題（１）「第６次朝霞市一般廃棄物処理基本計画の策定について」説明をお願いしま
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す。 

 

〇木内資源リサイクル課長補佐兼資源リサイクル係長 

まずは、第６次朝霞市一般廃棄物処理基本計画の策定経緯等につきまして、御説明させていただき

ます。 

皆様のお手元にございます第５次の計画は、平成２６年３月に策定し、１０年間を計画期間として

おり、途中の平成３１年３月に中間見直しを実施しております。この計画が、令和５年度をもって終

了となるため、第６次の計画策定に向けた検討を令和４年度、５年度の２か年で行います。本審議会

の委員の皆様から忌憚のない御意見を頂戴し、より良い計画を策定してまいりたいと考えておりま

す。 

なお、計画策定に当たっては、専門的な知識・経験に基づく柔軟かつ高度な技術力が必要となりま

すことから、策定に関する業務全般を外部委託し、この度、国際航業株式会社埼玉支店と契約いたし

ましたので、内容については、国際航業の担当者から説明させていただきます。 

 

〇国際航業株式会社坂井氏 

資料１について、御説明をさせていただきます。「１．計画策定の背景」は、先程、事務局から説

明がありましたとおりですので、割愛させていただきます。 

「２．本計画の計画期間」は、令和６年４月から令和１６年３月、合計１０年間の計画を策定して

いくことになります。また、必要に応じて中間目標年次を設定する予定です。 

「３．計画の構成（案）」を図１に示しております。本計画の構成（案）は、現計画と同様に、大

きく第１編から第４編で構成しています。「第１編 計画概要と地域特性」、「第２編 ごみ処理」、

「第３編 生活排水処理」、「第４編 計画の進行管理」という流れになっています。 

次のページを御覧ください。「４．計画内容の検討におけるポイント」５点を示しています。 

１点目は、廃棄物をめぐる今後の社会・経済情勢を反映させるということです。食品ロス削減、プ

ラスチック資源循環、カーボンニュートラル、サーキュラー・エコノミー、ＳＤＧｓ等、様々な廃棄

物をめぐる情勢の変化が続いております。これらの情勢を反映させた計画にしてまいりたいと考えて

おります。 

２点目は、市民等の意見を反映させるということです。今回の業務期間は２年間となりますが、そ

の間に、市民アンケート、ワークショップ、環境団体へのヒアリング等を予定しております。これら

を通じ、市民等の意見を踏まえ、計画を策定してまいります。詳細については、後ほど説明いたしま

す。 

３点目は、一般廃棄物の発生の見込みから数値目標を設定するということです。表１を御覧くださ

い。こちらは、朝霞市のごみ処理の現状について示しており、ごみ処理の実績値と目標値の比較をし

ています。項目の生活系ごみの排出量、生活系ごみ原単位を御覧ください。令和元年度から令和２年

度の実績を見ていただきますと、生活系ごみの排出量及び原単位は増加傾向にあります。また、前計

画の年度別目標値の令和２年度の目標値と比較しますと、大幅にかい離している現状にあります。一

方、事業系ごみの排出量は、コロナの影響もあり大幅に減少していますが、令和４年度は、若干、増

加傾向にあると伺っています。令和４年９月に策定予定の広域ごみ処理施設整備基本計画では、新施
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設の施設規模は、前計画の令和１０年度の生活系ごみ原単位４４１グラム／人・日に基づき設定して

います。この目標値４４１グラム／人・日は、令和２年度実績に対し、約２５パーセントの削減が必

要ということになります。令和元年度の埼玉県内の最小値が５００グラム／人・日ですので、それよ

りも更に削減する必要があるということで、朝霞市の置かれている状況が御確認いただけると思いま

す。 

４点目は、ごみ減量化に向けた優良事例の収集・導入可能性の検討をしてまいります。先程、２５

パーセントの削減が必要という御説明をしましたが、現行の施策の棚卸しを進めるとともに、新たな

効果的な施策の導入に向けて、優良事例を収集し、朝霞市における導入の可能性を検討してまいりま

す。 

最後の５点目は、和光市と協議を進めているごみ処理広域化の最新の検討状況との整合ということ

で、表２を御覧ください。ちょうど、本計画の策定期間、令和４年度から令和５年度にかけてが、新

しい施設の事業者選定の期間に当たりまして、計画期間が建設工事と重なります。また、中間目標年

度である令和１０年度に、ごみ処理広域化がスタートするということで、広域化の準備期間が、ちょ

うど、本計画の計画期間の前半に当たるというスケジュールになっています。 

次のページを御覧ください。「５．アンケート調査、ワークショップ等」ということで、市民の意

見の反映の方法について説明をさせていただきます。概要を表３に示しています。アンケート調査は、

令和４年１１月頃に実施を予定しています。対象は、一般市民、中学生、事業所、収集運搬業者の４

者を予定しています。お手元にございます現計画では、一般市民に対するアンケート調査を実施して

おり、資料編にその結果が記載されています。次に策定します本計画では、新たな試みとして、中学

生、事業所、収集運搬業者を新たに対象に加えています。また、令和５年５月にワークショップを予

定しています。ワークショップでは、ごみに対する問題意識の把握や実現可能な減量施策、参加者の

ごみ問題意識の向上について意見交換をしてまいりたいと考えています。また、環境団体３団体への

ヒアリングを、令和５年９月に予定しています。現計画の検証や今後の優先施策の検討等への参考に

したいと考えています。 

次に、「６．計画策定スケジュール」についてです。表４を御覧ください。計画策定は、令和３年

度の実績値に加え、令和４年度の実績値を含めたものを計画に反映させる必要があることから、今年

度から令和５年６月までを計画策定期間としています。市民アンケートにつきましては、現在、準備

を進めており、令和４年１１月に実施を予定しています。ワークショップにつきましては令和５年５

月、環境団体へのヒアリングは令和５年９月に実施を予定しています。また、市民説明会を令和５年

１１月から１２月にかけて、パブリックコメント期間中に実施することを予定しています。令和５年

１２月に最終案として最後の審議会にかけ、計画として取りまとめることを予定しています。説明は

以上です。 

 

〇松波会長 

ありがとうございました。ただいまの説明を受けて、御質問や御意見等がございましたらお願いし

ます。 
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〇大村委員 

興味をもったのがアンケートです。資料の３ページ 表３に、具体的なアンケートの実施方法があ

りますが、中学生や事業所を新たな対象として設けているところが、非常にユニークだなと思いまし

た。アンケートに関して意見を申し上げますが、ごみの分別の観点で、一般市民の２，０００人につ

いては、細分化した方がいいのではないかと思いました。現場目線の主観が入ってしまいますが、分

別が良い一般家庭と、余り良くない一般家庭があり、特に良くない一般家庭の傾向としてみられるの

が外国の方や一人暮らしの方、一人暮らしでも大学生の方等は、比較的、分別が余り良くない傾向に

あります。その一方で、家族をお持ちの方、管理人さんがしっかりしているマンション等は、分別が

良かったりしますので、一般市民も、可能であれば細分化してアンケートをとると、結果が変わって

くるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

〇松波会長 

細分化というのは、例えば、年齢別、男女別等ということでしょうか。 

 

〇木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐 

計画期間の１０年の中で外国籍の方もかなり増えてくると思いますし、その方の御意見を取り入れ

ることは可能だと思います。住民票等があるなかで、外国籍の方には外国籍専用で送付することもで

きるので、ただ、日本語だと答え難いので、アンケートの言葉も外国語に変える必要があります。 

また、世帯数も一人世帯とか、二人世帯とか、そういうのも統計上割り出せると思いますので、結

果も変わってくるのかなと。“大学生”というようにピンポイントには出来ないですが、１人世帯と

１人世帯以外ということでアンケートを出すことは可能ではないかと思います。 

 

〇松波会長 

ランダムに配布して集計した後に、クロス集計等で、そういった細かい分析は出来るかと思います。 

事務局の方、いかがですか。 

 

〇木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐 

実際にアンケートで２，０００人を抽出する場合、地域や年齢層、性別等が偏らないように抽出し

発送することになると思います。そこで、更に単身世帯や外国籍の方をどこまで分類して集計に反映

できるかは、どちらかと言うと技術的な側面で出来る出来ないが決まってくると思います。委員がお

っしゃった意図は理解できましたので、どの程度まで可能か、現実的な検討をしてみたいと思います。 

 

〇大村委員 

大前提は、それを分けるべきかどうかというのが先にあるかと思います。分ける必要がなければ、

そのままでいいと思います。しかし、分別という観点でいくと、分けると、どうすれば分別が良くな

るかというヒントを得られる可能性がありますので、御検討いただければと思います。 
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〇河井委員 

資料の２ページに、朝霞市の現状が書かれており、令和４年９月に策定する広域ごみ処理施設整備

基本計画では、令和１０年度の目標値４４１グラムを前提に、新施設の容量が足りているという状況

だと思います。そうした中で、今、お話しがあったアンケートは、ごみの意識に対する調査も非常に

重要ですが、４４１グラムという数値を、いかに皆さんに理解していただくかをしていかないと、ご

みを分別しなければいけないのか、資源をこちらに回さなければいけないのか、もっとごみの発生抑

制をさせなければいけないのか。そういう聞き方を上手くした方が、他人事というより自分の事とし

て、ごみに対する意識が出ると思いました。そんなことも考えてはいかがでしょうか。 

 

〇松波会長 

現状のごみの一人当たりの排出量を、いかに市民に理解していただくかということですね。 

 

〇木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐 

確かにおっしゃるとおりだと、私も認識しております。非常に厳しい目標であると重々認識してお

ります。例えば、アンケートの設問の中で、目標を達成するためには、現状より何パーセント削減す

る必要がありますが、あなたは〇〇についてどう思いますかというように、設問の設定の仕方で、浸

透を図るという方法もありますので、そこは工夫してやってみたいと思います。 

 

〇石原委員 

アンケート、ワークショップ等の中に、環境団体（３団体）へのヒアリング、前計画の検証やごみ

行政全般に係る意見交換を実施するとありますが、この３団体は、どのような団体をお考えですか。 

 

〇木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐 

現状で予定しております３団体は、今ここへも御出席いただいておりますリサイクルプラザの企画

運営協議会。それから、朝霞環境市民会議。こちらは、環境推進課とよくお付き合いさせていただい

ている団体さんでございます。それから、リサイクルプラザをよく御利用いただいている団体様。現

在のところ、この３団体を予定しています。 

 

〇松波会長 

その他、御意見、御質問等、ございますか。 

 

〇松下委員 

表３の実施時期と表４のスケジュールとの関係について、教えていただきたいところがございま

す。アンケートを早い段階で行い、取りまとめた上で、ワークショップを素案の直前に開催、その後、

修正案の前に環境団体へのヒアリングを行うことになっていますが、ある程度、素案が固まる直前の

段階でワークショップを開催されるということで、それをどのように計画に反映させていくのか分か

り難いところがありました。また、その後、素案が出来た段階で、私どもの環境団体へヒアリングを

していただくということでありますが、それを踏まえて、それをどのように修正していくのか。素案
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ではなく、あえて修正案の手前で環境団体へヒアリングすることになっていますが、どういったこと

を求められているか。どういったことの確認のためにヒアリングをされるのかを教えていただければ

と思います。 

 

〇渋谷資源リサイクル課長 

ワークショップにつきましては、市民の意見を反映させるために行うものですが、令和４年度のご

み量等の実績の集計中に行うことになります。その後、集計結果を踏まえた上で素案を作成した後に、

環境団体の皆さまの意見を聞いて計画書の修正を進めて、最終的には、パブリックコメントにつなげ

ていくことを予定しています。 

 

〇松下委員 

集計をしながら次へつなげていくために、こういった順序の流れということであり、その間に素案

というものが出てくるという認識でよろしいですか。 

 

〇渋谷資源リサイクル課長 

そうです。 

 

〇松下委員 

分りました。ありがとうございます。 

 

〇松波会長 

その他、御質問、御意見等、ございますか。 

御意見等が無いようですので、議題（２）「ごみ処理広域化について」御説明をお願いします。 

 

〇朝霞和光資源循環組合飯泉施設課長補佐 

朝霞和光資源循環組合の飯泉と申します。 

それでは、議題（２）「ごみ処理広域化について」御説明をさせていただきます。配付させていた

だいております資料、「朝霞市・和光市ごみ処理広域化について」、「（仮称）朝霞和光資源循環組

合ごみ広域処理施設整備基本計画（素案）概要版」を御用意ください。 

資源循環組合では、昨年度より、「ごみ広域処理施設建設検討委員会」を立ち上げ、学識経験者や

市民の方たちの協力を得て、ごみ広域処理施設の整備方針等の検討を行っております。また、現在、

施設整備計画（素案）がまとまったところであり、市民の皆様に計画を広く知っていただくため、市

民説明会やパブリックコメントを実施したところでございます。令和４年１０月をめどに、「朝霞和

光資源循環組合ごみ広域処理施設整備基本計画」を策定する予定となっておりまして、建設するごみ

処理施設の規模や処理方式、施設整備に関する全体的な計画や設備計画に関連する事項を取りまとめ

たいと考えております。本日は、限られた時間ではございますが、ごみ広域処理施設整備基本計画（素

案）の概要について御説明させていただきます。 

それでは、資料の１ページ右側を御覧ください。現在、朝霞市と和光市では、それぞれが保有する
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朝霞市クリーンセンターと和光市清掃センターにおいて、一般廃棄物の中間処理を各市単独で行って

おります。朝霞市及び和光市のごみ処理施設は、各市の北側に位置し、新河岸川沿いに設置されてい

ます。両市のごみ焼却処理施設の現状を申し上げますと、和光市の施設は平成２年に竣工し、建設か

ら約３２年、朝霞市の施設は平成６年に竣工し、約２７年が経過しており、老朽化による処理能力の

低下と維持管理コストの増加が、両市共通の課題となっております。現在の状況は、厳しい財政状況

の中で優先順位をつけながら、延命化を図っている状況でございます。一方、周辺自治体では、新座

市、志木市、富士見市を対象とした志木地区衛生組合や、蕨市、戸田市を対象とした蕨戸田衛生セン

ター組合において、既に、ごみの広域処理を実施しております。また、環境省や埼玉県においても、

環境負荷の低減、熱エネルギーの効率的な回収、財政負担の低減などを目的として、ごみ処理の広域

化を推進しております。このような背景があり、広域化によるごみ処理施設の建設が検討され、朝霞

和光資源循環組合の設立に至ったものでございます。 

２ページを御覧ください。こちらは、ごみ広域処理施設の建設予定地の概要となっております。位

置は和光市新倉８－１７－２５、面積は約２４，９００平方メートルでございます。都市計画等の指

定状況は、和光都市計画区域内の市街化調整区域で、建ぺい率６０パーセント、容積率２００パーセ

ントとなっています。日影規制はありで、事業地の緑化率は、敷地面積の２５パーセント以上となっ

ております。また、事業予定地のグレーの斜線で表示されている、和光市の旧ごみ焼却場の敷地のみ、

現在ごみ処理場として都市計画決定がされています。右の図を見ていただきますと、場所は、埼玉県

立和光高校の北側の新河岸川沿いでございまして、現在、稼働している和光市の清掃センターの道路

を挟んだ向かい側となっております。事業予定地は、和光市の旧ごみ焼却場の跡地や、清掃センター

駐車場が含まれており、不足分を地権者の御協力をいただきながら、用地買収を、現在、進めている

ところでございます。 

３ぺージを御覧ください。次に、整備を検討しております施設の規模についてお話しさせていただ

きます。広域処理施設の施設規模でございますが、現在の両市のごみ排出量を勘案し、将来のごみ排

出量を推計したところ、施設規模は、ごみ焼却施設が１日当たり１７５トン、不燃・粗大ごみ処理施

設が１日当たり１７トンが適当であるという結果になっております。 

４ページを御覧ください。こちらは、施設の整備・運営コンセプトとなっております。コンセプト

は５つありまして、１つ目は、経済性・効率性を確保した施設となります。これは、建設から維持管

理まで含めたトータルでの経済性や効率性に優れた施設とするものです。２つ目は、安心かつ安全で

安定性に優れ、長期稼働できる施設となります。これは、日常的な施設の稼働や維持管理において安

心かつ安全性に優れた施設とするものです。また、安定性に優れ、長期稼働が可能な施設といたしま

す。３つ目は、環境負荷が少なく、循環型社会の形成を推進する施設となります。これは、適切な環

境保全・公害防止対策により、環境負荷を低減する施設とするものです。また、処理に伴い発生する

エネルギーを最大限に回収し、効率よく活用できる施設とするものです。４つ目は、地域社会に貢献

できる施設となります。これは、積極的な情報公開のもと、地域住民に信頼され、安心して受け入れ

てもらえる施設とするものです。また、地域住民が身近に訪れることができ、周辺の景観と調和のと

れた施設とするほか、環境問題やエネルギー問題を学習できる施設とするものです。５つ目は、災害

に対して強靭性を有する施設となります。これは、浸水・地震対策等に万全を期し、災害に対して強

靭な廃棄物処理システムを確保した施設とするものです。また、災害廃棄物を円滑かつ適切に処理す
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るための拠点となる施設とするほか、災害時の一時避難スペースとしても活用できる施設といたしま

す。 

続いて、５ページを御覧ください。こちらは、地域貢献方針となっております。まずは、ごみ広域

処理施設の特性や資源を生かし、余熱利用、災害対応、環境教育・環境学習等の実現可能な地域貢献

策を採用します。また、敷地内での環境関連団体等のイベント開催や、オープンスペースを設けるな

ど、気軽に立ち寄れて身近に活用できる施設となるような地域貢献策を実施します。余熱利用につい

ては、場内余熱利用を進め、蒸気、温水、電力で利用を実施します。発電については、場内で必要な

電力に利用し、余剰電力を電力会社へ売却します。災害対応については、想定される水害リスク・地

震リスクに対して、被害の低減、自立起動、継続運転が可能な対策を実施します。また、災害時に安

全かつ安定的なごみ処理の継続と災害廃棄物の受入・処理を行うとともに、会議室等を一時避難スペ

ースとして開放します。環境教育・環境学習としては、施設の見学ルートを整備し、小・中学校の施

設見学や一般来場者・行政等の視察を受け入れます。また、わかりやすく興味を引く展示物を設け、

環境への関心を高め、会議室の貸出しや不用品等の展示を行います。オープンスペースについては、

環境関連団体等のイベント開催や、来訪者が気軽に立ち寄り、憩うことができるオープンスペースを

設けます。また、オープンスペースや各施設へアクセスするための敷地内通路を確保します。 

それでは、６ページを御覧ください。こちらは、余熱利用方法となっております。ごみの焼却に伴

う熱エネルギーについては、蒸気、温水、電力といった形態で活用し、省資源、省エネルギーに貢献

します。また、場内の余熱利用を積極的に進めていき、環境省の循環型社会形成推進交付金の活用の

ため、エネルギー回収率１９パーセント以上を目指します。他方、近隣の需要や実現性の観点から場

外への余熱供給については行わず、余剰電力を電力事業者の送電網を介して売電する計画としていま

す。 

７ページを御覧ください。こちらは浸水対策となっております。まず、施設内への浸水対策としま

しては、１つ目としまして、内水被害に備え、必要最小限度の範囲で盛土を行い、施設の地盤高をか

さ上げします。２つ目としまして、ランプウェイ方式を採用し、施設を高く設置することでプラット

ホームを浸水水位以上の高さとし、ごみピット内への浸水を防ぎます。なお、ランプウェイ方式とは、

地上２階建にごみを受け入れるためのプラットホームを設け、地表面からプラットホームまでを斜路

で接続する方式のことをいいます。３つ目としまして、灰ピットへの浸水を防ぐため、浸水水位以上

とします。４つ目としまして、浸水水位まではＲＣ造、鉄筋コンクリート造とし、低い階層では開口

部に防水扉を設置することで、施設内への浸水を防止します。また、主要設備の浸水対策としまして

は、電気室・中央制御室・非常用発電機・タービン発電機等の主要な機器及び制御盤・電動機等を、

浸水水位以上の高さに設置する予定です。 

８ページを御覧ください。こちらは、地震対策、自立起動・継続運転確保対策となっております。

まず、地震対策としましては、建物の耐震性の確保として、震度７相当に耐えうる耐震性とするため、

官庁施設が必要な耐震性能を確保することを目的に国が定めた基準や火力発電所の耐震設計の考え

方を採用します。また、地震時の安全停止として、感震器を備え、大規模地震など一定以上の揺れを

感知すると自動的に焼却炉を停止する設定を行うことで安全性を確保します。その他、液状化の対策

として、液状化に対する詳細な検討を行い、必要に応じて地盤改良等の対策を講じます。次に、自立

起動・継続運転確保対策としましては、１つ目としまして、外部電力が遮断された場合でも施設を再
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起動し、自立運転に移行させることができるよう非常用発電機を設置します。また、２つ目としまし

て、非常用発電機の駆動や炉の立ち上げに必要な燃料、処理に必要な薬剤等を必要量備蓄するととも

に、断水時のプラント用水の確保策を講じます。 

９ページを御覧ください。こちらは、施設配置と動線計画となります。お示ししている２つの図は、

施設配置や動線計画に関する方針に基づいて、イメージを具体化するために作成したものとなりま

す。主な方針としては、ごみ搬入車両台数の増加やピークに備えて、施設入口から計量棟までの距離

を十分に確保するほか、特別高圧送電線からの距離を確保する施設配置とすること、施設内の緑化を

図ること、オープンスペース等を設け、地域に開かれた施設とすることとしています。こちらは、あ

くまでも参考図でございますので、最終的には、プラントメーカーの提案を受けて、詳細設計の段階

で、細かな部分が決まっていくこととなります。 

１０ページを御覧ください。こちらは事業スケジユールになります。本事業は、構成市のごみ処理

施設の老朽化を受けて、令和１０年度の新施設稼働を目指して取り組んでおります。今年度、令和４

年度は、施設整備基本計画の策定をはじめ、和光市旧ごみ焼却場解体基本設計、生活環境影響調査等

の各種調査を実施していきます。令和５年度には事業者の選定を行い、施設整備工事については、解

体や設計期間を含めまして、令和６年度から令和９年度までの４か年を想定しています。 

１１ページを御覧ください。こちらは、財源計画になります。今回、施設整備基本計画に掲載して

いる概算事業費については、メーカーヒアリングや市場調査によって得られた情報から整理しており

ます。エネルギー回収型廃棄物処理施設（焼却施設）は、税別で約２０６億円、マテリアルリサイク

ル施設（不燃・粗大ごみ処理施設）は、約３３億円、合計で約２３９億円となっております。概算事

業費については、今後の社会情勢や経済情勢の変化、施設内容や運営の詳細仕様等によって変化が予

想されるため、今後、事業者選定段階でより詳細な条件を提示した上で、見積もり等の調査を行う予

定としており、引き続き、事業費の精査等の検討を進めてまいります。また、本事業は環境省の交付

金を活用し、適切な財政措置を講じていきます。 

最後に、１２ページを御覧ください。今後も、朝霞和光資源循環組合のホームページにて、引き続

き本事業に関する情報発信を行ってまいります。本日は施設整備基本計画（素案）に関する説明とい

うことで開催させていただきましたが、組合や構成市のホームページでも掲載しておりますので、御

覧いただければと思います。ごみ処理の広域化についての説明は、以上です。 

続きまして、本日配付させていただきました参考資料１、参考資料２は、ごみ広域処理施設整備基

本計画（素案）について、市民説明会とパブリックコメントを最近行いましたので、その内容につい

て簡単に御説明します。 

はじめに、参考資料１ 市民説明会での意見と対応について、御説明します。資源循環組合では、

ごみ広域処理施設の計画条件、施設の規模、処理方式、全体的な計画、設備計画に関する基本的な事

項を取りまとめ、現在、施設整備基本計画（素案）を取りまとめているところですが、市民の皆様へ

計画を広く周知して意見を伺うために、市民説明会を行いました。実施日・場所は、令和４年６月２

８日（火）１９時から朝霞市内間木公民館、令和４年６月２９日（水）１９時から和光市坂下公民館、

令和４年７月２日（土）１０時から朝震市中央公民館、令和４年７月２日（土）１４時から和光市中

央公民館で実施しました。この４回の説明会には、３１人の市民の方にご参加いただき、４０件の御

意見や御質問を頂きました。こちらの資料は、４０件の御意見・御質問の概要と組合の対応をまとめ
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させていただいています。例えば、１番目、ごみ広域処理施設建設における市民目線から見る、メリ

ットとデメリットは何か。２番目、ごみの分別区分や収集回数等は変更になるのか。また直接搬入の

料金はどうなるのか。３番目、施設建設費や管理運営費の各市の負担割合はどうなるのか。というよ

うに、市民説明会で市民の皆様から頂いた４０件の御意見等と、その時の組合の対応についてまとめ

ています。 

次に、参考資料２ パブリックコメントの意見の概要について、御説明します。パブリックコメン

トは、令和４年６月２７日（月）から７月２６日（火）までの３０日間、朝霞市と和光市の公共施設

２６箇所と朝霞市、和光市、組合のホームページにて、計画書を閲覧できるようにすると共に、市の

広報やホームページでお知らせし、実施しました。実施結果は、個人３人、法人１人の合計４人より

２１件の御意見、御要望を頂きました。参考資料２に、その２１件の御意見を載せています。 

今後については、市民説明会やパブリックコメントで頂いた御意見、御要望を、どのように計画書

へ反映するか、資源循環組合、構成市、建設検討委員会などで議論し、計画書へ市民の意見を出来る

だけ多く反映させていきたいと考えています。また、市民の意見等の計画への反映については、後日、

ホームページ等で御報告します。簡単ではございますが、市民説明会とパブリックコメントの意見概

要の説明を終わります。 

 

〇松波会長 

ありがとうございました。ただいまの説明について、御質問や御意見等がありましたら、お願いし

ます。 

では、私の方から１点だけ。参考資料１では、組合の対応が分かるのですが、参考資料２のパブリ

ックコメントに対しては、組合の対応が特に書かれていていないので、どうするのかと思いました。

たとえば、太陽光発電については、市民説明会では（対応なし）となっていて、パブリックコメント

では対応が書かれていないので、どうするのかなと思いましたので、いかがでしょうか。 

 

〇朝霞和光資源循環組合飯泉施設課長補佐 

パブリックコメントは締め切られたばかりでして、組合としても、出来るだけ市民の皆様の御意見

を計画に反映したいということで、現在内部で検討している最中です。それをごみ広域処理施設建設

検討委員会で審議し、あと１か月程で、御意見を反映させた計画書が出来上がります。今回はあくま

でもこのような御意見をいただいたというところを説明したところです。 

ちなみに、太陽光発電は設置しようという方向で動いております。 

 

〇松波会長 

再生可能エネルギーの比率を上げるためには、脱炭素社会へ向けて非常に重要なツールだと思いま

すので、よろしくお願いします。 

その他、御質問、御意見等、ございますでしょうか。 

 

〇石原委員 

朝霞市も和光市もごみ処理施設の老朽化という状況から、他自治体の動向もあり、朝霞和光資源循
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環組合が設立され、ごみ広域処理施設の整備計画が進められており、そういった中で、建設用地は、

新河岸川沿いの２４，９００平方メートル、その内、和光市のクリーンセンターが１，０００平方メ

ートル位と伺っています。それに対して、用地買収はどの位進んでいますでしょうか。分かれば、教

えていただきたいと思います。 

 

〇朝霞和光資源循環組合飯泉施設課長補佐 

資料の２ページ、建設予定地の概要を御覧ください。グレーの斜線のところが、和光市の旧焼却場

になります。今回の建設予定地の約１／３が、和光市が所有している敷地となります。今、それ以外

の約２／３の買収を進めているところで、去年、令和３年度は約３０パーセントを買収しました。目

標ですが、今年、令和４年度に６０パーセントの買収の交渉をしておりまして、令和５年度に残りの

１０パーセントというように、３年計画で敷地の約２．５ヘクタールの公有地化をしていく計画です。

現在ではちょうど３０パーセントということになります。 

 

〇石原委員 

建設予定地の２４，９００平方メートルは和光市に土地がありますが、用地買収は、朝霞市、和光

市の人口割等で負担していくのでしょうか。和光市に施設が出来ますが、朝霞市と和光市で費用を按

分して買収していくのでしょうか。 

 

〇朝霞和光資源循環組合飯泉施設課長補佐 

施設の建設費用については、朝霞市も和光市も人口割で各々拠出することを考えています。また、

令和１０年度の施設稼働後の管理運営費は、ごみ量に応じて朝霞市と和光市で分担することになって

います。 

 

〇木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐 

和光市にある用地の買収となりますが、主体は組合になります。用地取得に必要なお金の分担は、

朝霞市と和光市で均等割で負担をすることで合意しています。 

 

〇石原委員 

わかりました。ありがとうございました。 

 

〇松波会長 

その他、御質問、御意見等がございましたら、お願いいたします。 

 

〇渋谷副会長 

施設が稼働するのは令和１０年になるわけですが、人口の動きについて、人口は国全体では減って

いますが、朝霞は増えていると。今回の事業は朝霞と和光が一緒にやるということで、人口の動きと

今後の建設、維持管理に対する考えをお聞かせください。 
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〇木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐 

組合作成の施設整備基本計画では、朝霞市、和光市、各々の総合計画における最新の人口推計を用

いて、実際にどれ位の容量が必要かという計算をしています。直近の動向においては、朝霞市の場合

ですと、年間１，０００人ずつ位、増えています。そのように、朝霞市、和光市ともに、今後も緩や

かな上昇が続くであろうという想定のもとに、必要な容量を計算した結果が１７５トンということに

なります。 

 

〇松波会長 

副会長の御質問の意味は、人口の絶対数ではなく比率についてどうでしょうかという御質問かと思

います。朝霞も和光も同じように増えるとお考えなのか、それとも、朝霞の増え方と和光の増え方が

少し違うので比率も変わるとお考えなのか。そういうことだと思います。 

 

〇木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐 

推計では、朝霞市、和光市ともに、少しずつ増えていくことになっています。また、実績では、去

年、和光市は少し減ったりしましたが、それは、統計をとるタイミングの問題で、年間でみると、や

はり少しずつ増えているという理解をしています。 

人口のバランスは、大きくは変わらないだろうと思っておりますが、費用負担において、それぞれ

の損得がないように、ごみの搬入量で費用負担の割合を決めるということを規約に定めています。 

 

〇松波会長 

ほかに、御質問、御意見等、ございますか。 

 

〇松下委員 

今回の計画とごみ処理広域化との整合性について教えてください。施設は令和１０年から稼働する

ということですが、計画はもっと前に策定します。今回の計画策定とごみ処理広域化事業のスケジュ

ールとの整合性は、どこまで計画に反映させていくのでしょうか。資料１の表２でお示しいただいて

いると思いますが、広域化を計画に盛り込んでいくというか、整合性をしっかりと取っていくのは、

ごみ処理の広域化が進められた中間目標年度でしょうか。計画の整合性を、どういう形で図っていく

のでしょうか。 

 

〇木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐 

今回の第６次計画と組合のごみ広域処理施設整備基本計画の関係性ですが、どちらかと言うと、組

合の計画が先に進む形になります。朝霞市の第６次計画は、ごみの量を減らすという大きな命題があ

りますので、令和１０年に向けて、しっかりとごみの量を減らしていくことが大きな課題だと認識し

ています。また、実際に出来た組合の施設やごみ排出量の削減状況を踏まえて、中間見直しをするこ

とを想定しています。組合の計画との数値の整合性という意味で申し上げますと、令和１０年度のご

みの１人１日当たりの搬出量等は、おそらく同じような数字になっていくことを想定していますが、

状況に応じて見直しは必要だと思います。今のところ、そのような数字関係の整合を図りつつ、相互
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に関連性を保ってやっていこうと考えています。 

 

〇松波会長 

その他、御質問、御意見等、ございますか。 

御意見等が無いようですので、議題（３）「その他」について、説明をお願いいたします。 

 

〇木内資源リサイクル課長補佐兼資源リサイクル係長 

事務局から事務連絡を申し上げます。 

次回の審議会の開催ですが、１０月頃を予定しております。日程など詳細につきましては、改めて

事務局から御連絡をさせていただきます。 

次に、審議会の会議録の作成についてですが、これまでどおり事務局にて全文記録として作成し、

会長に内容を確認していただいた後に確定とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

また、会議録の内容が確定次第、委員の皆様へお送りさせていただきます。 

事務局からは以上です。 

 

〇松波会長 

ありがとうございます。 

それでは、本日の会議全体を通して、御意見等はございますか。 

それでは、本日の議題は全て終了いたしましたので、事務局へお返しします。 

 

〇木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐 

以上をもちまして、令和４年度第２回朝霞市廃棄物減量等推進審議会を閉会させていただきます。

本日はありがとうございました。 

 

 


