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久喜市ごみ処理施設整備基本構想（素案）に対する 

意見等について 

 

１ 記載内容に関する意見・提案 

該当箇所 意見・提案 市の考え方 

Ｐ１０ 表２－６－１ ごみ処理の課題 

（５）最終処分に１項目を追加する。

「自区内での最終処分のあり方につい

て検討」 

これは、ごみ処理基本計画の 

Ｐ４２・・自区内での最終処分場の確

保等について（課題） 

Ｐ５８・・自区内での最終処分を含め、

最終処分のあり方について（施策） 

基本計画にある様に、ぜひ項目に記し

てください。 

＜原案＞ 

最終処分の委託先を継続的に確保す

る必要性 

「久喜市一般廃棄物（ごみ）処理基本

計画」のＰ４２、Ｐ５８の記載の中で、

「自区内での最終処分場の確保等や最

終処分のあり方について」の記載をして

おります。 

最終処分の課題の中で、自区内での最

終処分のあり方等についての記載をし

ていないことから、下記のとおり修正を

いたします。 

 

 

＜修正案＞ 

自区内での最終処分のあり方等につい

ての検討や最終処分の委託先を継続的に

確保する必要性 

 

Ｐ３２ 

Ｐ５３ 

 

 

＜焼却処理施設＞ 

 ＜マテリアルリサイクル推進施設＞ 

 計画日平均処理量を３６６日の計算で

すが、３６５日計算が良いと思います。 

 実稼働率、災害廃棄物の計算では、 

３６５日計算です。 

３６５日での平均処理量は、 

９７．２８トン／日です。 

ごみの総排出量の予測につきまして

は、１人１日当たりのごみ排出量を推計

し、将来人口と日数を乗じて算出してお

ります。 

平成３５（２０２３）年度は、うるう

年であることから、ごみの排出量には、

３６６日を乗じて、計算をしております。 

そのため、計画日平均処理量の計算に

つきましても、３６６日で割り戻す必要

があります。 

以上の考え方に基づき、素案どおりの

３６６日とします 
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該当箇所 意見・提案 市の考え方 

Ｐ６２ 

～Ｐ６６ 

表のタイトルが新施設の自主基準値

と規制値等の比較とあるが自主基準値

が記載されていない。 

 （２）自主基準値の設定 

 新施設においては、関係法令や条例を

遵守するとともに、最新技術の動向等を

踏まえて更に厳しい基準値の設定を検

討していきます。 

 

 

 

 

 

・表３－３－３－１ 新施設の自主基準

値と規制値等の比較（排ガス） 

・表３－３－３－２ 新施設の自主基準

値と規制値等の比較（排水、健康項目） 

・表３－３－３－３ 新施設の自主基準

値と規制値等の比較（排水、環境項目） 

・表３－３－３－４ 新施設の自主基準

値と規制値等の比較（騒音） 

 

 

表３－３－３－５ 新施設の自主基準

値と規制値等の比較（振動） 

 

 

表３－３－３－６ 新施設の自主基準

値と規制値等の比較（悪臭） 

 

記載文と表のタイトルを下記のとおり

修正します。 

 

（２）自主基準値の設定 

 新施設においては、関係法令や条例を

遵守するとともに、最新技術の動向等を

踏まえて更に厳しい基準値の設定を検

討していきます。 

なお、自主基準値の設定につきまして

は、生活環境影響調査の実施を行い、現

状を把握してから、自主基準値を設定し

ていきます。 

 

・表３－３－３－１ 関係法令等に基づ

く規制値（排ガス） 

・表３－３－３－２ 関係法令等に基づ

く規制値（排水、健康項目） 

・表３－３－３－３ 関係法令等に基づ

く規制値（排水、環境項目） 

・表３－３－３－４ 関係法令等に基づ

く規制値（騒音） 

 適応される関係法令や条例欄及び注）

に「久喜市の規則」と追加 

・表３－３－３－５ 関係法令等に基づ

く規制値（振動） 

 適応される関係法令や条例欄及び注）

に「久喜市の規則」と追加 

・表３－３－３－５ 関係法令等に基づ

く規制値（悪臭） 
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該当箇所 意見・提案 市の考え方 

Ｐ６８  （１）啓発施設 

 「講習会や学習会が開催できるように

展示室や会議室等の設置を検討」 

大人数の小学生の施設見学、少人数の

市民グループ等の見学を前提に焼却施設

の中央操作室や粗大ごみの破砕機等がガ

ラス越えでの見学通路の確保と設置（音

声ガイド他等でわかりやすい見学案内設 

備）と追記することを要望します。 

バリアフリーで施設全般を見学できるよ

うにする。 

  

 最近、建設されましたごみ処理施設等

は、バリアフリー等に対応した見学路等

が設置されております。 

本市におきましても施設の建設の際

は、バリアフリーに対応した施設を整備

してまいりたいと考えております。 

 なお、本基本構想では、啓発施設の整

備に関する方針となりますので、素案ど

おりとします。 

その他  自己搬入について 

 家庭系ごみの自己搬入は、登録業者の

搬入と勝手が大きく違うので、素人に配

慮した受入れ付帯施設の検討を 

 施設を建設する際には、自己搬入方法

に配慮した、受入れ施設の整備を検討し

てまいります。 

なお、本基本構想では、施設整備に関

する方針となりますので、素案どおりと

します。 
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２ 記載内容に関する質問 

該当箇所 質 問 回 答 

Ｐ５７ 

 

 

（１）エネルギー回収型廃棄物処理施設

の整備に関する方針 

 ○安全・安定的に運転でき、維持管理

の容易な施設とします。 

となっていますが、新設から最初の大規

模検査等は、何年後位を想定しています

か。（関係法令の改正、台風、地震等によ

る自然災害での損壊は除きます。） 

 

ごみ焼却施設の耐用年数は一般的に 

２０年と言われておりますが、定期的に

検査を行いながら、適正な維持管理に努

めてまいります。 

 

Ｐ７４ ８ 財政計画 

 新施設稼働後の処理体制では、宮代町

の廃棄物の処理を受託処理となってい

る。処理能力の計算では、宮代町分の処

理量も加味されています。 

 施設の建設費で宮代町に処理量相応分

の財政分担を求めお願いするのか。 

（６，０５６ｔ／３５，５０７ｔで 

１７．１％） 

  

新たなごみ処理施設の建設費用の負担

等に関しては、平成２８年１２月１３日に

宮代町と基本協定を締結しております。 

その中で、按分方法については、新施

設の概要及び総額が判明した際に、改め

て、本市と宮代町で協議の上、別に協定

書を取り交わすものとしております。 

 

その他 その他の施設の建設について 

敷地面積が４０，１４８㎡ですが、今後

の技術開発、環境、社会状況の変化等で新

たに発生するニーズに対応できる施設ス

ペースはみているのですか。 

運用後数年にして手狭になる心配は 

（例：排水処理施設、し尿処理施設、灰・

残渣固形化施設、最終残渣管理施設） 

 

敷地面積の算出につきましては、処理

能力が同規模であり、想定されます付帯

施設などが整備されている市などを参考

にしております。 

今後、新たな施設の建設が必要となる

場合は、その都度検討してまいります。 

その他 余熱利用で、水を多量に使用します。 

その水の供給・排水に関する構想や概

要は。 

余熱利用施設を整備する際の水の供給

や排水先については、地域の環境に影響

が生じないように対策を講じてまいりま

す。 
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３ 字句等の修正等 

訂正箇所 （修正前） （修正後） 

Ｐ１０ 

 

表２－６－１ ごみ処理の課題 

（４）中間処理 ３行目 

優れたリサイクル技術、処理・技術を 

有した民間事業者の確保を図る必要性 

表２－６－１ ごみ処理の課題 

（４）中間処理 ３行目 

優れたリサイクル技術、処理技術を有

した民間事業者の確保を図る必要性 

 

Ｐ１２  ７将来のごみ排出量 

 表２－７－１ごみ処理量の見通し 

 処理量の欄に表現の違いがある。 

・基本構想では台所資源（生ごみ） 

・基本計画では生ごみ残渣 

また、平成３５年の焼却処理で５１６

ｔ／年の差がある（基本計画の資料４） 

 

別紙１のとおり、修正します。 

Ｐ２４ 

Ｐ２５ 

 

 

「生ごみ減容化（ＨＤＭシステム）及

び堆肥化事業」実証試験における検証報

告について 

 

別紙２のとおり、記載を追加します。 

Ｐ５３ 

 

１１行目 

＜リサイクルマテリアル推進施設＞ 

表４－２－１で示した処理対象ごみのう

ち紙類・衣類を除いた８，８５８ｔを処

理することとなる。 

１１行目 

＜マテリアルリサイクル推進施設＞ 

表３－２－２－１で示した処理対象ごみ

のうち紙類・衣類を除いた８，８５８ｔ

を処理することとなる。 

Ｐ７３ ４行目 

公共と民間が連携して公共サービスの

提供を行う次行方式をＰＰＰ（パブリッ

ク・プライベート・パートナー・シップ：

公民連携）と呼び、・・・ 

 

４行目 

公共と民間が連携して公共サービスの

提供を行う事業方式をＰＰＰ（パブリッ

ク・プライベート・パートナー・シップ：

公民連携）と呼び、・・・ 
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訂正箇所 （修正前） （修正後） 

Ｐ８４ ③エネルギー回収型廃棄物処理施設の

財政計画 

１）循環型社会形成推進交付金につい

ては、次のように想定する。 

 

 

・堆肥化施設 

⇒ 交付金１／３と設定 

③エネルギー回収型廃棄物処理施設の

財政計画 

１）循環型社会形成推進交付金につい

ては、次のように想定する。 

 下記のように、修正します。 

 

・堆肥化施設を併設する場合 

 ⇒ 焼却施設ついては、高効率発電に

必要な設備は交付金１／２、その他は 

１／３となる。 

交付対象の２０％は１／２、残る 

８０％は１／３と設定 

 併設する堆肥化施設については交付金 

１／３と設定 

Ｐ８８ （３）財政計画のまとめ 

下記の表の金額が間違っている。 

・表３－３－８－１１  

・表３－３－８－１２  

 

（３）財政計画のまとめ 

別紙３のとおり、修正します。 

 

 


