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平成 28年度第 2回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会次第

日時  平成 28年 6月 29日 (水 )

午後 3時 30分～ 5時

場所  逗子市市民交流センター

2階第 2会議室

議 題

1 鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化に係る覚書について

2 その他
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平成28年第 2回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会出席者名簿

都市名 役職名 氏名

鎌倉市

赫 ¨

環境部次長兼ごみ減量対策課担当課長 植地 由美子

環境施設課担当課長 谷川 克也

環境施設課課長補佐 齋藤 道弥

環境施設課環境施設担当 花 田 711ハ

環境施設課環境施設担当 遠藤  哲

ごみ減量対策課担当課長 内海 春信

環境センター担当課長 (名 越クリーンセンター) 芳賀 哲夫

環境センター担当課長 (今泉クリーンセンター) 脇  一則

環境センター担当課長 (笛 田リサイクルセンター)(深
沢クリーンセンター)

佐藤 光夫

逗子市

環境都市部長 田戸 秀樹

環境都市部次長 (減量化・資源化担当)資源循環課長事
務取扱

石 井 義久

資源循環課資源循環係長 中川 公 嗣

資源循環課資源循環係専任主査 鈴木  均

環境クリーンセンター所長 藤井 寿成

環境クリーンセンター副主幹収集係長事務取扱 中村 純一

環境タリーンセンター処理係長 松 岡 幹夫

葉山町

環境部長 伊藤 義紀

環境課長 坂本 泰一

環境課課長補佐 雨宮 健治

環境課生活環境係長 西尾 直樹

クリーンセンター所長 内田 自栄

神奈川県

環境農政局環境部資源循環推進課長 長谷川 陽一

環境農政局環境部資源循環推進課指導グループグループ
リーダニ 吉江 博巳

環境農政局環境部資源循環推進課指導グループ主事 佐藤  翔

横須賀三浦地域県政総合センター環境部環境課長 工藤 美子

¨



平成28年度第 1回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会概要

1 日 時 : 平成28年 5月 31日 (火) 午後 3時00分～午後4時50分

2 場 所 : 逗子市役所 5階 第 6会議室
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井 環境部長
地 環境部次長兼ごみ減量対策課担当課長
川 環境施設課担当課長
沢 環境施設課担当課長      |
藤 環境施設課課長補佐
田 環境施設課環境施設担当  :
藤 環境施設課環境施設担当
海 ごみ減量対策課担当課長   ‐ |

賀 環境センター担当課長 (名越クリーンセンター)

環境センター担当課長 (今泉クリ■ンセンター)

藤 環境センター担当課長 (笛 田リサイクルセンター、深沢クリーンセンター)

環境都市部長

環境都市部次長 (減量化・資源化担当)

資源循環課長事務取扱

環境クリニンセンター所長

環境クリーンセンター副主幹

収集係長事務取扱

環境クリーンセンター処理係長

資源循環課資源循環係長

資源循環課資源循環係専任主査

資源循環課資源循環係主任

藤 環境部長

本 環境課長
宮 環境課課長補佐
尾 環境課生活環境係長
田 クリーンセンタニ所長           ‐

木 クリーンセンター主任

藤 資源循環推進課指導グループ主事
永 資源循環推進課指導グループ主事
藤 横須賀三浦地域県政総合センター環境部環境課長
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4=議 .題 :仁)今後の協議会の進め方について

12)各市町のごみ処理に関する状況について

(0 鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化に係る覚書について

5 配付資料 :ほ)次第

(a 平成28年度鎌倉市・逗子市・葉山町廃棄物処理担当者名簿



6概 要

逗子市

鎌倉市

逗子市

鎌倉市

逗子市
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0 平成28年度鎌倉市・逗子市・葉山町におけるごみ処理広域化に向けた協議概

要

に)鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会規約

働 2市 1町協議会の進め方

0 覚書 (素案)

〈逗子市提出資料〉

″)逗子市一般廃棄物処理基本計画〈中間見直し計画〉 (平成27年 3月 )

〈鎌倉市提出資料〉

18)第 2次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画 ごみ処理基本計画 (中 間見直し)再

構築 (平成25年 5月 )

0)第 2次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画 生活排水処理基本計画 (改定版)(平

成23年 3月 )

00 平成28年度暫定版 鎌倉市一般廃棄物処理基本計画 ごみ処理基本計画 (平

成28年 3月 )

llD 平成28年度暫定版 鎌倉市一般廃棄物処理基本計画 生活排水処理基本計画

(平成28年 3月 )

|力 第 3次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画 (素案)抜粋

uO 鎌倉市ごみ焼却施設基本計画 (平成28年 3月 )

〈葉山町提出資料〉

岡 葉山町ごみ処理基本計画 (平成26年 3月 )

葉山町を加えた 2市 1町の協議会の設置に向け、新規約について事前に内容を確認 し

ていただいたが、本 日用意 した内容でよろしければ、これで規約を確定させていただ

きたいと思 うがタロfnJか。

葉山町 :異議なし

異議なしとい うこどで、本規約は、本 日5月 31日 を施行 日とする。

また、鎌倉市と逗子市において平成22年に締結 した確認書の取 り扱いについては、

別途両市で協議を継続 していきたい。

開催に当たり、会長を選出したい。特にご意見がなければ、協議会設置の経緯から、

今年度は逗子市が会長を務めさせていただければと思 うが如何か。   ..     ´

葉山町 :異議なし

次に副会長について、鎌倉市にお願いしたいと思うが如何か。

９
“
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鎌倉市・葉山町 :異議なし

逗子市 :それでは、本 日の議事に入 りたい。

(1)今後の協議会の進め方について

逗子市 :本 日これから各市町のごみ処理の状況について報告いただき、その後、覚書素案につ

いて検討・協議させていただきたいと考えている。

本 国の協議結果を踏まえ、第 2回協議会において覚書の内容を固め、その後、各市

町で覚書締結の決裁を行い、 3首長による締結式、記者発表 とい う流れを想定してい

る。各市町の決裁段階での字句等の調整、議会対応、首長の日程調整、記者発表原稿

作成の調整等に時間を要すると思われることから、第 2回協議会での覚書の内容の確

定から締結式までは、少 し時間をいただく必要があると考える。こちらは7月 末まで

を目途と考えている。

その後、第 3回の協議会からは具体的な施策等について協議 していきたいと考えて

いる。

以上について、何か意見があればお願いしたい。

鎌倉市・葉山町 :そ のようにお願いしたい。

逗子市 :それでは、ただ今説明した日程で進めていきたいと思 うので、ご協力願いたい。

次に議題 2に入 りたい。

12)各市町のごみ処理に関する状況について

各市町からお持ちいただいた資料に基づいて、それぞれ説明をお願いする。

(逗子市提出資料「逗子市一般廃棄物処理基本計画く中間見直し計画〉(平成27年 3月 )」

について説明)

逗子市

鎌倉市 (鎌倉市提出資料「第 2次鎌倉市二般廃棄物処理基本計画 ごみ処理基本計画 (中 間見

直し)再構築 (平成25年 5月 )」 、「第 2次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画 生活排水処

理基本計画 (改定版)(平成23年 3月 )」 、「平成28年度暫定版 鎌倉市一般廃棄物処理

基本計画 ごみ処理基本計画 (平成28年 3月 )」 、「平成28年度暫定版 鎌倉市一般廃棄

物処理基本計画 生活排水処理基本計画 (平成28年 3月 )」 、「第 3次鎌倉市一般廃棄物

処理基本計画 (素案)抜粋」、「鎌倉市ごみ焼却施設基本計画 (平成28年 3月 )」 につい

て説明)

葉山町

逗子市

(葉山町提出資料 「葉山町ごみ処理基本計画 (平成26年 3月 )」 について説明)

各市町の説明内容について、質問・意見があればお願いする。



葉山町

鎌倉市

逗子市

鎌倉市

葉山町

逗子市

鎌倉市
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鎌倉市で製品プラスチックの資源化が始まつていると聞いたが、実施に当たつて一部

地域で実験等を行い収集量等について把握されたのか、実施 した結果見込みどお りだ

つたのかを伺いたい。また、葉山町では事業系ごみを減 らすに当たり、ごみ処理手数

料を改定したが、効果が無かった。それに代わる手法等あれば、情報共有をお願いし

たい。

製品プラスチックについては、平成27年 1月 15日 からPP及びPEの単一素材のもの

のみを収集対象としている。モデル地域での実証を踏まえ、当初年間280ト ンを想定し

ていたが、単一素材で分かりづらいということ等から、収集量は、結果として年間83

トン程度であつた。今後の計画の中では、単一素材以外のプラスチック素材について

も資源化をしていくことを考え、情報収集を行つているところである。

事業系ごみについては、家庭系ごみと比べて減量化が進まない状況がある。平成26

年 10月 にごみ処理手数料を改定 したが効果がなかつた。今後の計画では、スーパー等

について食品リサイクル法に基づく資源化を推進 していくことを考えている。渋谷区

の事例等も参考にしながら鎌倉市に合つた手法を検討 したい。

また、本年 7月 から嘱託員 7名 を雇用 し、事業者を訪問し分別徹底を指導すること

を予定している。

逗子市においては、事業系ごみは平成24年度に抜本的な制度改正を行い、全体で7.7%

と大きく減った経緯がある。また本年 10月 から処理手数料を再度値上げする予定であ

る。これについては推移を見守 りたいが、今後に向けて情報共有を図つていきたい。

葉山町の焼却施設について、現在の活用状況と今後の予定について伺いたい。

ごみの焼却施設 とし尿の焼却施設が停止 したまま残つているが、これを解体 し、中継

施設的な機能を強化 していく予定である。

今後連携をしていくに当たり、各市町の施設の状況について見学等をしていきたい。

事業系ごみについて、神奈川県に伺いたい。各市町で許可を出している共通の収集許

可業者がいるが、広域となった場合に、市域を超えた収集・運搬ができるのか、廃掃

法上どのような扱いになるのかご教示願いたい。

神奈川県 :‐市町村の区域をまたがる収集運搬は、廃棄物を積み込む区域と積み降ろす区域を所

管する市町村の許可が必要であり、間に他市町村が入つたとしても、そこで降ろすこ

とが無ければ、その区域を所管する市町村の許可を持つている必要はない。ただし、

市町村がその責任において収集・運搬を委託する場合は、そもそも許可自体が不要と

なるためて鎌倉市、逗子市及び葉山町間で廃棄物のやり取りをする分には許可の有無
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を気にする必要はないが、実際には、広域の実施計画等において整合を図る必要があ

ると思われる。

また、他市町村が所管する区域内で廃棄物の処理を行 う場合は、廃掃法施行令第「4

条第 9号イに基づき、当該区域を所管する市町村に予め通知する必要がある。

逗子市 :次に議題 3に入 りたい。

旧)鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化に係る覚書について

逗子市

鎌倉市

逗子市

鎌倉市

逗子市

鎌倉市

葉山町

逗子市

鎌倉市

各市町の一般廃棄物処理基本計画等を参考に、覚書の素案を用意 したので、内容につ

いてご意見を伺いたい。

可燃 ごみの焼却処理は、本市の新焼却施設の整備状況や、災害時等の適正処理の観′点

から、2システムで行 うことに異存はないが、将来的な対応については不明確なので、

現時点では言及 しない方が良いと考える。内容については、持ち帰って内部で検討さ

せていただきたい。

覚書はどのくらいの期間を想定した内容 となるのか、またその後の変更もあり得る

のか、そのサイクルについて共通認識を持ちたい。

首長同士の覚書であることから、短期的に取り組めるところから、長期的な視点も含

めて、素案を作成させていただいた。

基本理念の規定中「ごみの減量化と資源化を環境面、財政面で」の語順と、基本方針

θ中「財政負担の軽減と環境負荷の低減」の語順が逆になっているが、何か意図する

ところはあるのか。

特にないので修正する。

基本方針であることから、あまり細部にまで踏み込まず、シンプルに規定することも

検討していきたい。

特段、内容については意見はない。

内容については、調整させていただきたぃ。

それでは、本日の素案を一旦持ち帰っていただき、各市町で内容の検討をお願いし

たい。内容については逗子市が鎌倉市、葉山町こ連絡を取り合い、調整させていただ
。 ・

き、6月 下旬に予定している第 2回協議会で覚書を確定できるよう、事務局として事      
′

務を進めさせていただきたい。

葉山町 :了解した。よろしくお願いする。



資料-2

逗子市 :そ の他として、神奈り|1県から何かご意見等あれば。

神奈川県 :本 日第 1回の 2市 1町の協議会が開催されたことについて、県としてもうれ しく思

つている。この協議が滞 りなく進み、各種計画や広域化の施設整備に繋がればと思う。

県もできるだけ手伝いをさせていただきたい。

逗子市 :それでは、本 日の協議はこれで終了とする。

以 上

6
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覚   書  (案 )

鎌倉市、逗子市及び葉山町 (以下「2市 1町」という。)は、ごみ処理の広域

連携について、次のとおり覚書を締結します。

1 基本理念

2市 1町は、資源の無駄をなくし、環境負荷の少ない循環型社会の形成に資

するゼロ・ウェイストの実現を目指します。

2 基本方針

基本理念を踏まえ、以下に方針を示します。

(1)2市 1町はtごみ処理の広域連携及び「ごみ処理広域化実施計画」の策

定について協議を進めます。

(2)2市 1町は、ごみの減量と資源化に対し、環境面、財政面を考慮した効

率的かつ効果的な推進を図るため、広域連携による適正かつ持続可能な廃

棄物処理システムの構築を目指します。

(3)2市 1町は、安定的かつ、計画的なごみ処理を連携して行うとともに、

災害時や緊急事態等における適正なごみ処理体制の実現を目指し、既存施

設における共同処理の可能性を協議・検討し、早期実施に取り組みます。

なお、可燃ごみの焼却処理は、施設の稼働状況や災害時等の適正処理の

観点から、当分の間、鎌倉市の既存施設とこれに代わる現在計画中の新施

設及び逗子市の既存施設の2施設で処理を行つていきます。

(4)2市 1町は、可燃ごみの多くを占める生ごみの減量・資源化を共通の課

題とし、連携し取り組みを進めます。


