資循
第 ３７８ 号
平成２０年 １月３１日

埼玉県内外のごみ問題を考えるネットワーク
加藤 晶子

様

埼 玉 県 環 境 部 長

埼玉県の廃棄物政策～彩の国資源循環工場に関する請願について（回答）
埼玉県の環境行政の推進につきましては、日ごろ格別の御協力を賜り厚く感謝申し上げ
ます。
御質問をいただきました点について、別紙のとおり回答いたします。

別紙

埼 玉県廃棄物政策～彩の国資源循環工場に関する請願に対する回答
＜埼 玉県の環境 政策につい て＞
１ ） 埼 玉 県 の 産 業廃 棄 物 排 出 量 の 経 過 と 見通 し （ 過 去 １０ 年 及 び 今後 ５ 年 ）は ？
【回 答】
５年毎 に行わ れてい る「埼 玉県産 業廃棄物実 態調査」に よると、平 成１０年度 は、
１ ， １ ８ ０ 万ト ン 、 平 成１ ５ 年 度 は１ ， １ ０３ 万 ト ン とな っ て い ます 。
将来予 測につ いては 、第６ 次埼玉 県廃棄 物処理基 本計画 による と、平 成２２ 年度は、
１ ，０８９万 トンと予測 しています 。
２ ）埼玉 県外からの 産業廃棄物 の流入量と 県外への流 出量の推移（ 過 去１０年の 統計 ）は？
【回 答】
平 成１０年度 から調査が 実施されて いる「 廃棄 物の広域移 動対策検討 調査 」によ ると 、
埼 玉県外 からの 産業廃 棄物の搬 入量と 県外への 搬出量の推 移は次のとお りです。
（ 単位：千ト ン）
実績年度
搬 入
搬 出
平成１０年 度
３， １１９
１，２１ ０
平成１１年 度
３， ８７５
１，２４ ２
平成１２年 度
３， ４８６
１，４３ ７
平成１３年 度
４， ９４３
１，５０ ３
平成１４年 度
４， ６１７
１，６２ ２
平成１５年 度
４， ２２２
１，６４ ８
平成１６年 度
４， ２８１
１，５９ ９
平成１７年 度
５， ５１３
１，７５ ４
３ ）全国及 び埼玉 県のゴ ミ埋立 て量は 過去１０年 間でどのよ うに推移し てきました か？
そ れにより、 今後の埋立 て量はどの ようになっ ていくと予 想していま すか？
【回 答】
環 境 省 が 毎 年 度 実 施 し てい る 「 一 般 廃 棄 物 処 理事 業 実 態 調 査 」、 埼 玉県 が 実 施 して い
る 「一般廃棄 物処理事業 の概況」か ら取りまと めたところ 次のとおり です。
（ 単位：万ト ン）
実績年度
全 国
本 県
平 成 ８年度
１,３０ ９
３３.８
平 成 ９年度
１,２０ １
３２.６
平 成１０年度
１,１３ ５
３３.２
平 成１１年度
１,０８ ７
３３.３
平 成１２年度
１,０５ １
３３.９
平 成１３年度
９９ ５
３３.４
平 成１４年度
９０ ３
２９.０
平 成１５年度
８４ ５
２４.６
平 成１６年度
８０ ９
２３.１
平 成１７年度
７３ ３
２１.８
国 で は 、「 一 般 廃 棄 物の 減 量 化 」 に 関 し 、 最 終処 分 量 に つい て は 平 成９ 年 度 １ ，２ ０
１万ト ンに対 して、平 成２２ 年度ま でにお おむね 半分の ６４０万 トンに 削減す ることを
目 標としてい ます。
県で は、減 少傾向が 続くと 見込ん でいま すが、 県外埋 立への依 存度を 下げる ことが課
題 となります 。
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４ ）少子化 による 人口の 減少が 全国及 び埼玉 県のゴミ 発生量 に対し てどの ような 影響をも
た らすと予想 しています か？
【回 答】
埼玉 県内の 人口は平 成１７ から２ ２年度 までの ５年間 で0.03％増加 すると推 計してい
ます。ま た、第 ６次埼 玉県廃 棄物処 理基本 計画では 平成１ ５年度 から２ ２年度 までの７
年 間で一人あ たりの一般 廃棄物の排 出量を3.6％ 増加すると 予測してい ます。
５ ）「埼玉県の 最終処分場 がひっ迫し ている 」（ 彩の国資源 循環工場第 Ⅱ期事業基 本構想）
というそ の根拠 は？
【回 答】
現在の 埼玉県 内にお ける最 終処分 場の残 余容量は 、平成 １８年 ３月末 日で市 町村処分
場で 約１ ２ ５万 ㎥、県 営 処分 場で約 １４ ０万 ㎥であ り、 東京 都の約 ２， ４４ ２万㎥、神
奈川県の ５１５ 万㎥など と比べ きわめ て少な い状況 にありま す。
また 、埼玉 県内から 発生す る最終 処分を 要する 廃棄物 の量は、 推計で 年間４ ５万トン
に ものぼりま す 。そのうち 、一 般廃棄物の ８万トン（ 一般 廃棄物の県 外処理量は 全国一 ）、
産業廃棄 物の２ ２万ト ンを県 外処分 場に依 存してお り、今 後とも 、県内 におけ る安定的
な最終処 分の受 入先を 確保す ること が喫緊の課 題となって います。
６ ）現 在の日本の ”大量生産・ 大量消費・ 大量廃棄 ”と いう社会シス テムと 、目指 すべき 、
地球単 位で希 求されて いる” 循環型 社会”と彩 の国資源循 環工場との 位置づけは ？
【回 答】
持続可 能な循 環型社 会の構 築に向 けて、 廃棄物問 題の解 決や適 正なリ サイク ルを促進
していく ために は、市 場原理 に基づ く産業 活動の中 で物質 循環が 図られ ていく ことが不
可欠であ り、そ のため の環境 産業、 特にリサイ クル産業の 振興が求め られていま す。
しか し、廃 棄物処理 やリサ イクル 施設の 整備に あたっ ては、民 間企業 の努力 だけでは
新 たな施設整 備が困難な 状況にあり ます。
こう した中 、県では 、公共 の関与 のもと 、安心 ・安全 を確保し ながら 、民間 の活力を
生かして 廃棄物 問題の 解決と 適正な リサイ クルを促 進して いくた め、寄 居町に ある県の
環 境 整備 セ ン タ ーの 敷 地 内に 、「 彩 の国 資 源 循 環工 場 」 を整 備 し ま した 。
第６ 次廃棄 物処理基 本計画 におい ては、 資源循 環工場 について 「地域 と共存 する再資
源化施設 の整備 と運営 」とし て重点 施策に位置 付けていま す。
７ ）埼玉県 の循環 型社会 構築の 基本計 画に対 して、彩 の国資 源循環 工場が 果たし た効果の
実 績（行政評 価の統計） は？
【回 答】
第６ 次埼玉 県廃棄物 処理基 本計画 では、 持続可 能な循 環型社会 を実現 するた め、県で
は様々な 施策を 実施し ていく ことと してお り、彩の 国資源 循環工 場の整 備につ きまして
も、その 重点施 策とし て位置 付けて おります。
資源 循環工 場の全施 設が操 業を開 始した 平成１ ８年７ 月から平 成１９ 年６月 までの１
年間の廃 棄物の 受入総 量は約 １７万 トンで あり、そ のうち ２万９ 千トン がリサ イクル製
品として 生産さ れてい ます。 また、 資源循 環工場を 利用し ている 市町村 も５８ 市町村に
の ぼり、市町 村のリサイ クル施策に も貢献して います。
また 、平成 １８年度 の施設 の見学 者は１ ４，４ ４４人 にものぼ り、社 会的な 関心も高
く、リサ イクル 意識の 普及に 資する ものと考え ています。
８ ）彩の国 資源循 環工場 として 産業廃 棄物処 理施設を 一極集 中させ ること と、そ の地域の
環 境容量との 関係をどう お考えです か？
また、住民 の人権との 関係をどう お考えです か？
【回 答】
彩の 国資源 循環工場 は、透 明性の 高い住 民合意 システ ムの下、 民間の 有する 技術力、
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経済力と 公共の 有する 計画性 、信頼 性を生かし たモデル事 業です。
事業 実施に あたって は、環 境対策 に万全 を期す ととも に、地元 住民組 織・寄 居町・小
川町・立 地企業 ・埼玉 県によ る運営 協定を 締結し、 立地企 業は法 令の基 準より 厳しい基
準 で運営して います。
さら に、測 定・検査 の結果 につき まして は住民 の皆様 に公表す るとと もに、 住民監視
システム の導入 など、 透明性 の高い 運営管理を 行っていま す。
また、 最終処 分場の 埋立跡 地は三 ヶ山緑 地公園な ど、自 然環境 を生か した公 園などと
して整備 し、地 元に還 元して います 。
９ ） 環 境 の 恵 沢 の享 受 と 継 承 （ 環 境 基 本 法 ）、 潤 い あ る 生 活 環 境の 創 造 （ 景 観 法 ） 等の 世
界的課 題を環 境整備セ ンター ・彩の 国資源 循環工 場周辺 地域と住 民に対 して実 現するた
め に、どのよ うな施策を ご用意して いますか？
一定期間内 に段階的縮 小撤廃等、 具体的にお 示しくださ い。
【回 答】
資源 循環工 場の整備 ・運営 にあた っては 、周辺 の緑と 調和した 潤いあ る環境 空間とし
て整備す ること とし、 各施設 で緑地 率３０ ％以上を 確保し 、全体 では残 存緑地 と合わせ
て８０％ の緑地 率を確 保して います 。産業 廃棄物処 理施設 におい ては、 法令で 定められ
た 基準より厳 しい基準で 運営してい ます。
また 、埋立 跡地の活 用と地 域への 貢献を 目的に 、ＰＦ Ｉ事業に より、 三ヶ山 緑地公園
や体育館 などを 整備し ました 。三ヶ 山緑地 公園は、 １５． ６ｈａ の中に 、陸上 トラック
やサッカ ー広場 、展望 施設、 野外ス テージ などを備 えてお り、少 年サッ カーや グランド
ゴ ルフ等に利 用されてい ます。
三ヶ 山体育 館は、平 日の夜 間や土 曜日・ 日曜日 を中心 にバレー ボール やバト ミントン
な どに利用さ れています 。
また 、構内 には、歩 道を整 備し、 ソメイ ヨシノ や山桜 等の季節 の花木 を植栽 しており
ま す。
今後 とも、 地元の憩 いの場 として 親しま れる施 設整備 や地域と 連携し た施設 運営をし
て いきます。
＜環 境整備セン ターと彩の 国資源循環 工場（第Ⅰ 期事業）に ついて＞
10）彩の 国資源 循環工場 各社の 経営内 容（採 算）は どのよ うなプラ ンにな ってお り、現在
の稼働 実績と の整合性 はどの ように なっていま すか？
ま た 、そ れ に 対し て 埼 玉 県は ど の よ うな 経 営 指 導を し て いま す か ？
【回 答】
循環 工場の 各事業者 は経営 が軌道 に乗る まで数 年程度 を見込ん でおり ます。 ただ、設
立計画 の当時 とは市場 が変化 したこ とによ り、事 業者の 経営環境 に厳し いもの もでてき
て います。
各事 業者の 経営につ いては 、一義 的には 各事業 者の経 営責任に 負うも のです が、全体
として は、県 の資源循 環のモ デル事 業とし て整備 を進め てきたも のであ り、県 としても
県内の リサイ クル推進 の観点 から支 援していき ます。
11 ）埼玉県環境 整備センタ ーの当初の 埋立て予定 と 、実際 の統計実績と そのズレの 理由は？
【回 答】
環境 整備セ ンターを 整備し た当初 におい ては、 最大年 間２０万 トンを 受入可 能な体制
を整える ことで 、１４ 年間程 度で埋 立が完了す るものと見 込んでいま した。
その 後、排 出抑制や 減量化 、再資 源化の 増加な どの社 会的取組 が進ん だこと や、環境
整備セン ターの 厳しい 受入基 準の徹 底など により、 最終処 分場の 延命に 繋がっ てきたも
の と考えてい ます。
なお 、平成 １８年度 の埋立 量は約 ７万３ 千トン であり 、当初か ら累計 で約１ ２３万ト
ン を受け入れ ています。
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12）ごく わずか な量の汚 染物質 の流出 であっ ても長 期にわ たった場 合には 、健康 被害をも
た らす可能性 はあります か？
【回 答】
資源 循環工 場におけ る環境 調査は 、環境 調査の 測定結 果を排出 基準よ り厳し い「環境
基準」と 比較す ること により 、工場 での事 故・異常 などの 早期発 見と周 辺環境 への影響
の防止を 図って おりま す。
環境 整備セ ンターに おいて は、地 元と結 んだ公 害防止 協定の中 で、受 入廃棄 物は有害
廃棄物を 除いた ものと し、排 水につ いても 、法の排 水基準 よりも 厳しい 基準で 水処理を
し ております 。
13）彩の 国資源 循環工場 で火災 や爆発 事故、 汚染物 質の大 量流出な どの深 刻な事 態が発
生した場 合、周 辺住民 に対し てどの ような対処 がとられま すか？
【回 答】
運営 協定に 基づき 、立地 企業には 法令の 基準を 上回る 厳しい 基準を 遵守させ るととも
に、こ の工場 が原因で 環境に 及ぼす 重大な 故障・ 事故が 起こった 場合は 、直ち に操業を
停止す るなど の対応を してま いりま す。
また 、被害 が起きた 場合の 補償に ついて は、県 及び事 業者の契 約にお いて、 県及び事
業者の 責任分 担が定め られて おりま すが、 県が窓 口とな り、責任 を持っ て対応 してまい
り ます。
＜彩 の国資源循 環工場第Ⅱ 期事業につ いて＞
14 ）「 埼 玉県 グ リ ー ン バ レ ー 計 画」 は 、 い つ 計 画 さ れ た どの よ う な も の です か ？ 現 在も 継
続 しているの でしょうか ？当時の関 係資料を示 してご説明 ください。
また、第２ 期事業はそ の一部なの ですか？
【回 答】
埼玉 県グリ ーンバレ ー計画 は、環 境整備 センタ ーの供 用開始に あたり 、その 埋立跡地
の利用 に関す る方向性 を示す ものと して検 討され たもの です。そ の後、 埋立跡 地の利用
につい ては、 県と地元 とで構 成する 埋立跡 地利用 検討会 議で検討 してい くこと としてい
ま す。
なお 、同計 画は環境 整備セ ンター の埋立 跡地利 用に関 するもの であり 、第Ⅱ 期事業に
関 するもので はありませ ん。
15）第２ 期事業 計画地の 土地は 、どの ような 理由で 誰から 、いつ購 入しま したか ？地元住
民 へ は どの よ う に 説 明 し ま し た か？ 関 係 資料 書 類 を 示し て ご 説 明く だ さ い 。
【 回 答】
環境整 備セン ターの 隣接県 有地は 、環境 整備セン ターの 供用開 始にあ たって 、県営工
業団地を 整備す ること を目標 として 地権者の方 から購入し ています。
その後の社 会経済情勢 の変化によ り 、県営工 業団地の整 備が困難と なったこと に伴い 、
「資源循 環工場 の拡大 整備」 ついて 、寄居 町、議会 、住民 代表の 方々の ご理解 をいただ
き ました。
平成１ ８年２ 月に第 Ⅱ期事 業の基 本構想 を作成し 、同年 ３月に 住民説 明会を 開催して
おります 。
＜環 境影響評価 について＞
16）埼玉 県は彩 の国資源 循環工 場や第 Ⅱ期事 業にお ける環 境影響評 価のデ ータの 公平性を
どうやっ て担保 します か？
【回 答】
環境 影響評 価のデ ータは 、公告・ 縦覧を 実施す るとと もに、 学識経 験者から 構成され
る技術審 議会等 によっ て内容 を詳し く審議して います。
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17）第Ⅰ 期事業 で環境影 響評価 をして いたに も関わ らず、 その後の 環境汚 染がカ バーでき
なかっ た理由 は？
【回 答】
排水 基準を 超えたも のとし て工場 からの 鉛の流 出があ りました が、こ れは、 貯留ヤー
ド棟に堆 積した スラグ に付着 してい た水砕 水（溶融 スラグ を冷却 、凝固 させる ための水
＝ 鉛 を 含 ん で いま す 。） が 、 降 雨 時 に貯 留 ヤ ー ド 棟 前 面 の 雨 水排 水 溝 へ 流 れ 出 て 、鉛 が
工 場外に流出 したもので す。
事業 者が対 策を講じ 、現在 、鉛等 が雨水 排水口 へ流出 すること はござ いませ んが、今
後は、こ のよう なこと が二度 と起こ らない よう、資 源循環 工場各 社に対 して、 徹底した
管 理体制を求 めるととも に、監視体 制を強化し ております 。
18)第Ⅰ期 事業の 環境影 響評価 事後調 査結果の全 内容をお知 らせください 。
【回 答】
彩の国 資源循 環工場 整備事 業に係 る事後 調査書は 、環境 影響評 価書に 記載さ れている
とおり、 平成２ ０年１ １月の 事後調 査書の提出 を目途に調 査を進めて おります。
彩の国 資源循 環工場 廃棄物 処理施 設建設 事業 に係 る事後 調査は 環境影 響評価 書に記載
されてい るとお り、稼 働開始 時と定 常状態 の２時点 で行う ことと してい ます。 現在、施
設の稼働 開始時 の事後 調査書 を取り まとめ 中であり 、取り まとめ が終わ りしだ い、公告
・縦覧す る予定 です。
19）第Ⅰ 期事業 での環境 影響評 価によ る周辺 大気調 査地点 がその後 変更さ れまし た。当初
の 地 点の 設 置理 由 とそ の 後の 変 更理 由 は？
【回 答】
環境影響評 価での大気 質の調査地 点について は 、計画地 に隣接して いる住宅地 のうち 、
寄 居 町 側 １ 地 点 （ オ リ エ ン タ ル 火 工 ㈱ 所 有 地 前 ）、 小 川 町 側 １ 地 点 （ 深 田 地 区 内 ）、 及
び鉢形小 学校、 天神社 前の２ 地点を 選定してい ます。
事後 調査地 点は、環 境影響 評価書 におい て、計 画地か ら遠く影 響が軽 微であ ると予測
された鉢 形小学 校及び 天神社 前を、 計画地 により近 い、埼 玉県立 小川げ んきプ ラザ、五
の坪集落 農業セ ンター 内を調 査地点 に変更して います。
20）第Ⅰ 期事業 での関係 地区が 当初３ 地区で したが 、その 後５地区 に増え ました 。当初の
設定理由 とその 後の変 更理由 は？
【回 答】
ご質 問の趣 旨が環 境影響 評価に関 するこ とです ので、 環境影 響評価 の関係地 域につい
てお答 えしま す。彩の 国資源 循環工 場整備 事業に 係る環 境影響評 価書に おいて 、第Ⅰ期
事 業に係る環 境に影響を 及ぼす地域 として 、計画地 から半径３ km以内の寄 居町 、小川町 、
花園 町 （ 現 深谷 市 ）、東 秩父 村 の４ 地 域が あ げら れ てい ま す。
また 、彩の 国資源循 環工場 廃棄物 処理施 設建設 事業 の 環境影響 評価書 におい ても、同
じ４地 域があ げられて います 。
21）環境 影響評 価は４季 行う定 めです が、第 Ⅰ期事 業での 環境影響 評価は ３季の みであっ
た 理由は？
【回 答】
彩の国資源 循環工場環 境影響評価 書に記載さ れていると おり 、大気質４ 季 、気象４季 、
水質４ 季、水 象４季と 決めら れた季 数で調査を 実施してい ます。
22）第Ⅰ 期事業 の環境影 響評価 での排 気拡散 予測に 、山地 気象に不 適なプ ルーム ・パフ式
を 使用した理 由は？
【回 答】
環 境 省の 廃 棄 物 処 理 施 設 生 活 環境 調 査 指 針 (H18.9)に一 般 的 な 大 気 拡散 式 と し て、 有
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風時はプ ルーム 式、無 風・弱 風時は パフ式 が上げら れてい るため 、第Ⅰ 期事業 の環境影
響評価に おいて は、プ ルーム ・パフ 式を使 用し、地 形によ る影響 を考慮 して、 修正を加
え予測を 行って います 。
23）第Ⅱ 期事業 での「戦 略的環 境影響 評価」 とは、 何を目 的とし、 どのよ うな内 容のもの
で すか？
【回 答】
戦略 的環境 影響評 価は埼 玉県戦略 的環境影響 評価実施要 綱 （H14.3.27)に基づき 、環
境に著 しい影 響を及ぼ すおそ れのあ る道路 、鉄道 、廃棄 物処理施 設など の計画 等の案を
作成す る段階 において 、計画 策定者 が、社 会経済 面の効 果や環境 面の影 響を予 測評価し
た内容 を県民 等に開示 し、情 報交流 をする ことに より、 幅広く環 境配慮 のあり 方を検討
す るものです 。
第Ⅱ 期事業 での「戦 略的環 境影響 評価」 では、 廃棄物 処理施設 及び工 業団地 の整備事
業計画 の検討 において 実施し たもの です。
＜環 境測定につ いて＞
24）第Ⅰ 期事業 はクロー ズドシ ステム であり 排水が 出ない ことが前 提でし たが、 その排水
から複 数の環 境汚染が 出たこ とにつ いて、 その根 本的理 由は？ま た、各 企業に 対してど
のよう な排水 の管理を してい ますか ？
【回 答】
工場 からの 鉛の流出 があり ました が、こ れは、 貯留ヤ ード棟に 堆積し たスラ グに付着
し て い た水 砕 水 （ 溶 融 ス ラ グ を 冷却 、 凝 固 さ せ る た め の水 ＝ 鉛 を 含 ん でい ま す 。）が 、
降雨時 に貯留 ヤード棟 前面の 雨水排 水溝へ 流れ出 て、鉛 が工場外 に流出 したも のです。
事業 者が対 策を講じ 、現在 、鉛等 が雨水 排水口 へ流出 すること はあり ません が、今後
は、この ような ことが 二度と 起こら ないよ う、資源 循環工 場各社 に対し て、徹 底した管
理 体制を求め るとともに 、監視体制 を強化して います。
25 ）複数 の高温焼却 施設の排気 中での重金 属類や複合 合成物質に 対しての測 定方法 、また 、
周辺 大気測定に どのように 反映させて いますか？
【回 答】
周辺 大気測 定は、運 営協定 で定め られた 二酸化 硫黄、 二酸化窒 素、ダ イオキ シン類な
ど ５項目につ いて、７か 所の地点で 年４回調査 を実施して います。
また 、平成 １８年度 からホ ルムア ルデヒ ド、シ アン類 、水銀、 アスベ スト、 イソシア
ネート類 、アク リロニ トリル の６項 目の化 学物質に ついて 、周辺 大気測 定地点 と同じ７
地 点で 、 年１ 回 実施 し てい ま す。
26）人間 は有害 化学物質 を体内 に蓄積 してい きます 。周辺 住宅地に おいて 大気か らの蓄積
量 のわかる松 葉による測 定や土壌測 定が行われ ていないの はなぜです か？
【回 答】
資源 循環工 場では 、事業 実施段階 での環 境影響 評価の ほか、 彩の国 資源循環 工場事業
化検討委 員会及 び埼玉 県廃棄 物処理 施設専 門委員会 の審議 を経た 上で、 地元住 民組織・
寄居町・ 小川町 ・立地 企業・ 埼玉県 の間で 運営協定 を締結 し、立 地企業 には法 令の基準
を上回る 厳しい 基準を 遵守さ せると ともに 、埼玉県 による 工場稼 働前か らの継 続的な環
境 調査を行い 、環境対策 に万全を期 しておりま す。
さら に、測 定・検査 の結果 につき まして は住民 の皆様 に公表す るとと もに、 住民監視
システム を導入 し、透 明性の 高い運 営管理 を行って います 。施設 稼働に 伴う大 気への影
響 については 、十分これ からも配慮 してまいり ます。
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