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平塚市大磯町二宮町一般廃棄物処理事務連絡会議 会議録 

 

日 時 平成29年５月18日（木） 15時30分から17時まで 

場  所 平塚市本庁舎 ５階519会議室 

出席委員 石黒副市長、二宮環境部長、久保田環境施設課長、高橋施設管理担当課長、 

(11名) 今井循環型社会推進課長（以上平塚市） 

 栗原副町長、加藤産業環境部長、押野環境課長兼美化センター所長、（以上

大磯町） 

 長尾副町長、成川都市部長、和田生活環境課長（以上二宮町） 

事務局等 五島担当長、河村主任、井坂主事（以上平塚市） 

（５名） 片倉副課長（大磯町）、二宮副主幹（二宮町） 

傍 聴 者 １名 

 

開  会  

 

（あいさつ） 

○会 長：それでは、本日の会議につきまして、次第に沿って議事を進めてまいります。 

 

議 事 

１ 平塚市大磯町二宮町との間におけるごみ処理に係る事務委託について 

（１） 平成27年度費用負担の実績について 

○会長：議題にあります「（１）平成27年度費用負担の実績について」です。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

（説明概要） 

○事務局：平成27年度費用負担については、すでに平成28年度中に各市町にお伝え

し清算を終えているところですが、平成 27年度の可燃ごみの処理量にし尿残渣

が含まれていることが分かりました。可燃ごみの処理量を修正することに伴い、

平成27年度分費用負担に関する再清算を平成29年度第２四半期で行う必要があ

りますので、平成28年度清算済額と併せてこの場で報告させていただきます。 

   費用負担については、各施設における当該年度の処理費と当該年度前３年の処

理量割、処理人口割に基づき算定しております。環境事業センターでは、１市２

町の可燃ごみ・可燃性粗大ごみ、他広域処理施設から搬入される可燃残渣を処理

しており、各処理費は、処理総量をそれぞれの処理量で按分してございます。環

境事業センターの処理費総額は変わりませんが、施設の処理総量が変わるため、

按分により算定する可燃ごみ・可燃性粗大ごみ処理費と、他広域処理施設から搬

入される可燃残渣処理費等に影響が生じます。なお、資料１の網掛け箇所が今回
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の修正により変更となる箇所です。今回の修正により、各施設の残渣処理費に影

響が生じる結果、各事務委託に係る費用負担で再清算が必要となります。なお、

蛍光管の外部搬出と剪定枝資源化施設の整備運営に係る費用負担には影響が無

いため、再清算はございません。 

   資料は、左側に平成28年度清算済額、右側に平成29年度清算見込額の順に示

しております。ただし、７ページ下段の蛍光管の外部搬出と８ページの剪定枝資

源化施設の整備運営に係る費用負担では再清算がございませんので、平成 29年

度清算見込額を示しておりません。 

まずは、「ごみ焼却施設の整備運営に係る費用負担について」です。左側、平

成28年度清算済額です。負担金額は、平塚市が4,501万7,643円、大磯町が2,175

万805円となります。大磯町の負担額から平成27年度中に負担した額2,595万

2,251円を差し引きますと、マイナス420万1,446円の清算額となっています。 

   右側、平成29年度清算見込額です。負担金額は、平塚市が4,489万2,571円、

大磯町が2,173万5,662円となります。大磯町の修正後負担額から平成28年度

末時点の負担済額2,175万805円を差し引きますと、マイナス1万5,143円の清

算額となっています。 

  次のページをお開きください。つづきまして、「し尿処理に係る費用負担につ

いて」です。左側、平成 28年度清算済額です。負担金額は、平塚市が 4,966万

7,597円、大磯町が 5,943万 9,303円となります。平塚市の負担額から平成 27

年度中に負担した額5,558万1,106円を差し引きますと、マイナス591万3,509

円の清算額となっています。 

   右側、平成29年度清算見込額です。負担金額は、平塚市が4,965万9,280円、

大磯町が5,946万3,993円となります。平塚市の修正後負担額から平成28年度

末時点の負担済額4,966万7,597円を差し引きますと、マイナス8,317円の清算

額となっています。 

次のページをお開きください。つづきまして、「資源物の処理に係る費用負担

について」です。左側、平成 28年度清算済額です。まず、容器包装プラスチッ

クですが、負担金額は、平塚市が6,277万5,793円、大磯町が869万5,439円と

なります。大磯町の負担額から平成27年度に負担した額879万538円を差し引

きますと、マイナス9万5,099円の清算額となっています。 

   右側、平成29年度清算見込額です。負担金額は、平塚市が6,277万8,128円、

大磯町が869万5,767円となります。大磯町の修正後負担額から平成28年度末

時点の負担済額869万5,439円を差し引きますと、328円の清算額となっていま

す。  

次のページをお開きください。つづいて、「ペットボトルの処理に係る費用負

担」です。左側、平成28年度清算済額です。負担金額は、平塚市は3,066万2,879

円、大磯町が383万8,284円となります。大磯町の負担額から平成27年度中に
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負担した額331万9,625円を差し引きますと、51万8,659円の清算額となります。 

   右側、平成29年度清算見込額です。負担金額は、平塚市が3,066万3,584円、

大磯町が383万8,367円となります。大磯町の修正後負担額から平成28年度末

時点の負担済額 383万 8,284円を差し引きますと、83円の清算額となっていま

す。 

次のページをお開きください。つづいて、「ビンの処理に係る費用負担」です。

左側、平成28年度清算済額です。負担金額は、平塚市が5,559万590円、大磯

町が692万6,919円、二宮町が620万1,929円となります。大磯町の負担額から

平成27年度に負担した額685万6,586円を差し引きますと、7万333円の清算額、

二宮町の負担額から平成27年度に負担した額614万5,049円を差し引きますと、

5万6,880円の清算額となります。 

右側、平成29年度清算見込額です。負担金額は、平塚市が5,559万2,044円、

大磯町が692万7,101円、二宮町が620万2,091円となります。大磯町の修正後

負担額から平成 28年度末時点の負担済額 692万 6,919円を差し引きますと 182

円、二宮町の修正後負担額から平成28年度末時点の負担済額620万1,929円を

差し引きますと162円の清算額となります。 

次のページをお開きください。つづいて、「缶の処理に係る費用負担」です。

左側、平成 28年度清算済額です。負担金額は、平塚市がマイナス 642万 7,715

円、大磯町がマイナス30万8,230円、二宮町が86万6,974円となります。大磯

町の負担額から平成27年度に負担した額マイナス11万6,172円を差し引きます

と、マイナス 19万 2,058円、二宮町の負担額から平成 27年度に負担した額 92

万1,864円を差し引きますと、マイナス5万4,890円の清算額となります。 

右側、平成29年度清算見込額です。負担金額は、平塚市がマイナス642万6,996

円、大磯町がマイナス30万8,146円、二宮町が86万7,036円となります。大磯

町の修正後負担額から平成28年度末時点の負担済額マイナス30万8,230円を差

し引きますと、84円の清算額、二宮町の修正後負担額から平成28年度末時点の

負担済額86万6,974円を差し引きますと、62円の清算額となっています。 

次のページをお開きください。つづいて、「不燃ごみ及び粗大ごみの処理に係

る費用負担」です。左側、平成 28年度清算済額です。負担金額は、平塚市が 1

億8,767万6,061円、大磯町が2,461万2,203円、二宮町が2,247万2,318円と

なります。大磯町の負担額から平成27年度に負担した額2,618万6,606円を差

し引きますと、マイナス157万4,403円、二宮町の負担額から平成27年度に負

担した額2,330万7,892円を差し引きますと、マイナス83万5,574円の清算額

となります。 

蛍光管の外部搬出ですが、負担金額は、平塚市が55万2,358円、大磯町が31

万9,007円となります。 

大磯町の修正後負担額から平成27年度中の負担額51万8,499円を差し引きま
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すと、マイナス19万9,492円の清算額となります。 

右側、平成29年度清算見込額です。負担金額は、平塚市が1億8,777万1,279

円、大磯町が2,462万3,964円、二宮町が2,248万3,067円となります。 

大磯町の修正後負担額から平成28年度末時点の負担済額2,461万2,203円を

差し引きますと、1万1,761円の清算額、二宮町の修正後負担額から平成28年度

末時点の負担済額2,247万2,318円を差し引きますと、1万749円の清算額とな

っています。 

なお、蛍光管の外部搬出については、負担額に変更は無いため、平成 29年度

の再清算はございません。 

  次のページをお開きください。つづきまして、「剪定枝資源化施設の整備運営

に係る費用負担について」です。左側、平成28年度清算済額です。負担金額は、

平塚市が3,000万4,911円、大磯町が298万5,635円、二宮町が324万2,893円

となります。平塚市の負担額から平成27年度中に負担した額3,148万9,411円

を差し引きますと、マイナス148万4,500円、大磯町の負担額から平成27年度

に負担した額346万8,312円を差し引きますと、マイナス48万2,677円の清算

額となっています。剪定枝資源化施設の整備運営に係る費用負担については、負

担額に変更は無いため、平成29年度の再清算はございません。 

   なお、修正清算による各市町の影響額については、平塚市でマイナス 32,958

円、大磯町で21,985円、二宮町で10,973円となっております。この修正清算は、

平成29年度第２四半期で行うこととなりますので、よろしくお願いいたします。 

「平成27年度費用負担の実績について」は以上になります。 

 

（質疑応答） 

 ○会 長：「平成27年度費用負担の実績について」報告がありましたが、ご意見、ご

質問等ございませんか。 

○委 員：容器包装プラスチックの処理に係る費用負担にある硬化プラスチック売払

い収入の具体的な内容は何か。 

○委 員：容器包装プラスチックに混在しているものを選別することで売却できるこ

とが分かり、平成27年度に新たな試みとして実施したものである。 

○委 員：選別作業には特別な人員が必要となるのか。 

○委 員：現状で無駄なく対応できるものと判断し、試行した。 

○委 員：平成 30年度にリサイクルセンターが稼働する時にも可能であれば同様の

売払いを実施していただきたいが、検討はしているか。 

○委 員：今のところは考えていない。具体的な品目や処理ラインの関係もあるので、

情報をいただきながら、今後検討したい。 
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（結 果） 

○会 長：「平成27年度費用負担の実績について」は報告のとおりとします。 

 

（２）ごみ焼却施設の整備運営に係る費用負担について 

○会 長：「（２）ごみ焼却施設の整備運営に係る費用負担について」を議題とします。

事務局から説明をお願いします。 

 

（説明概要） 

○事務局：まず、説明の前に、４点確認させていただきます。 

１点目としては、資料は、それぞれ平成28年度清算分と平成29年度の費用負

担の順に示しております。 

２点目としては、支出予定額の欄ですが、平成28年度清算においては、決算

額が確定していないため、負担金請求時に用いた額が入力されています。今後、

各市町において決算額が確定し次第、決算額を反映することになります。よって、

平成28年度清算については、記載されている費用負担額は仮の数値となります

ので、以降の説明においては、費用負担の割合についてのみご説明いたしますの

でご了承ください。 

３点目としては、負担割合の数値ですが、平成27年度までは各市町からの報

告に基づき実績を入力してございます。ただし、平成28年度の実績については

確定していないため、今後、各市町に照会し、数値を反映させることになります。 

４点目としては、平成29年度の費用負担においては予算策定時と同様の資料

を用いて作成しております。 

本年度の負担金についても、これらの数値に基づき算定された費用負担額とし

て支払うこととしていますので、それぞれご承認いただければと思います。 

それでは、資料２「ごみ焼却施設の整備運営に係る費用負担について」ご説明

します。平成 28年度清算の負担割合です。処理量割は、平塚市が 83.33％、大

磯町が 9.63％、二宮町が 7.04％、処理人口割は、平塚市が 80.90％、大磯町が

10.09％、二宮町が9.01％となります。 

平成29年度費用負担です。負担金額は、平塚市が、1億1,015万1,879円、大

磯町が2,496万3,689円、二宮町が4,286万5,857円となります。 

以上になります。 

 

（質疑応答） 

○会 長：「ごみ焼却施設の整備運営に係る費用負担について」説明がありましたが、

ご意見、ご質問等ございませんか。 

○委 員：ありません。 
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（結 果） 

○会 長：「ごみ焼却施設の整備運営に係る費用負担について」は、案のとおりとし

ます。 

 

（３）し尿処理に係る費用負担について 

○会 長：「（３）し尿処理に係る費用負担について」を議題とします。事務局から説

明をお願いします。 

 

（説明概要） 

○事務局：それでは、「し尿処理に係る費用負担について」をご説明いたします。 

平成 28年度清算の負担割合です。処理量割は、平塚市が 46.65％、大磯町が

53.35％、処理人口割は、平塚市が51.01％、大磯町が48.99％となります。 

続いて平成29年度費用負担です。負担金額は、平塚市が、5,333万6,860円、

大磯町が6,854万6,567円となります。以上になります。 

 

（質疑応答） 

○会 長：「し尿処理に係る費用負担について」説明がありましたが、ご意見、ご質

問等ございませんか。 

○委 員：ありません。 

 

（結 果） 

○会 長：「し尿処理に係る費用負担について」は、案のとおりとします。 

 

（４）資源物の処理に係る費用負担について 

○会 長：「（４）資源物の処理に係る費用負担について」を議題とします。事務局か

ら説明をお願いします。 

 

（説明概要） 

○事務局：それでは、「資源物の処理に係る費用負担について」をご説明いたします。

資源物の区分ごとの費用負担になりますので、順にご説明いたします。 

まずは、容器包装プラスチックの処理に係る費用負担になります。平成 28年

度清算の負担割合です。処理量割は、平塚市が 86.56％、大磯町が 13.44％、処

理人口割は、平塚市が88.91％、大磯町が11.09％となります。 

続いて平成29年度費用負担です。負担金額は、平塚市が、7,286万9,819円、

大磯町が1,025万3,042円となります。 

次に、ペットボトルの処理に係る費用負担になります。平成 28年度清算の負

担割合です。処理量割は、平塚市が 90.54％、大磯町が 9.46％、処理人口割は、
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平塚市が88.91％、大磯町が11.09％となります。 

続いて平成29年度費用負担です。負担金額は、平塚市が、4,431万3,520円、

大磯町が528万5,143円となります。 

次に、ビンの処理に係る費用負担になります。平成 28年度清算の負担割合で

す。処理量割は、平塚市が80.08％、大磯町が10.99％、二宮町が8.93％、処理

人口割は、平塚市が80.90％、大磯町が10.09％、二宮町が9.01％となります。 

続いて平成29年度費用負担です。負担金額は、平塚市が、6,865万8,030円、

大磯町が894万9,463円、二宮町が766万6,095円となります。 

次に、缶の処理に係る費用負担になります。平成28年度清算の負担割合です。

処理量割は、平塚市が84.52％、大磯町が9.49％、二宮町が5.99％、処理人口割

は、平塚市が80.90％、大磯町が10.09％、二宮町が9.01％となります。 

続いて平成29年度費用負担です。負担金額は、平塚市が、782万5,585円、大

磯町が118万7,762円、二宮町が163万8,967円となります。 

以上になります。 

 

（質疑応答） 

○会 長：「資源物の処理に係る費用負担について」説明がありましたが、ご意見、

ご質問等ございませんか。 

○委 員：平成28年度に比べて、平成29年度の負担金額が増加している要因は何か。 

○委 員：施設の修繕等の関係で、リサイクルプラザの運営委託費が増加したことが

影響していると思われる。なお、搬入量の速報値で見ると増加傾向にあっ

た搬入量は落ち着いてきている。 

 

（結 果） 

○会 長：「資源物の処理に係る費用負担について」は、案のとおりとします。 

 

（５）不燃ごみ及び粗大ごみの処理に係る費用負担について 

○会 長：「（５）不燃ごみ及び粗大ごみの処理に係る費用負担について」を議題とし

ます。事務局から説明をお願いします。 

 

（説明概要） 

○事務局：それでは、「不燃ごみ及び粗大ごみの処理に係る費用負担について」ご説

明します。平成28年度清算の負担割合です。処理量割は、当該年度前３年の処

理量が把握できないため、平成27年度の実績を用いて算定することとなります。

平塚市が 81.02％、大磯町が 9.80％、二宮町が 9.18％、処理人口割は、平塚市

が80.90％、大磯町が10.09％、二宮町が9.01％となります。 

続いて蛍光管の外部搬出についてです。平成 27年度から大磯町の蛍光管の搬
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入が開始され、平成27年度の実績を用いて算定することとなります。平成28年

度清算の負担割合です。処理量割は、平塚市が 73.53％、大磯町が 26.47％とな

ります。 

続いて平成 29年度費用負担です。負担金額は、平塚市が、2億 320万 2,482

円、大磯町が2,682万7,232円、二宮町が2,454万5,791円となります。 

続いて蛍光管の外部搬出についての負担割合です。負担金額は、平塚市が 71

万4,169円、大磯町が35万7,031円となります。 

    以上になります。 

 

（質疑応答） 

○会 長：「不燃ごみ及び粗大ごみの処理に係る費用負担について」説明がありまし

たが、ご意見、ご質問等ございませんか。 

○委 員：収益の算定方法はどのようにしているか。 

○事務局：処理量割に基づき按分しております。 

○会 長：平成 28年度に比べて平成29年度は全体的に負担金額が増加しているが、

要因は何か。 

○委 員：粗大ごみ破砕処理場では10年間の延命化修繕工事を平成25年度から平成

27年度に実施したことで、平成 28年度にはその工事保証分があったが、

平成 29年度に工事保証分が無くなり、通常の形に戻ったことが影響して

いると思われる。また、最終処分場処理費が増加している要因としては、

施設の延命化を考慮すると計画的な修繕工事が必要となるため、それらの

費用を計上したことが影響しているものと思われる。 

 

（結 果） 

○会 長：「不燃ごみ及び粗大ごみの処理に係る費用負担について」は、案のとおり

とします。 

 

（６）剪定枝資源化施設の整備運営に係る費用負担について 

○会 長：「（６）剪定枝資源化施設の整備運営に係る費用負担について」を議題とし

ます。事務局から説明をお願いします。 

 

（説明概要） 

 ○事務局：それでは、「剪定枝資源化施設の整備運営に係る費用負担について」ご説明し

ます。平成 28年度清算の負担割合です。処理量割は、平成 27年度から１市２町の

搬入が開始され、当該年度前３年の処理量が把握できないため、平成27年度の実績

を用いて算定することとなります。処理量割は、平塚市が84.88％、大磯町が6.30％、

二宮町が 8.82％と処理人口割は、平塚市が 80.90％、大磯町が 10.09％、二宮町が

9.01％となります。 
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   続いて裏面、平成29年度費用負担です。負担金額は、平塚市が、5,583万9,841

円、大磯町が548万6,753円、二宮町が599万5,520円となります。 

以上です。 

 

（質疑応答） 

○会 長：「剪定枝資源化施設の運営に係る費用負担について」説明がありましたが、

ご意見、ご質問等ございませんか。 

○委 員：施設が稼働を開始し１年半が経過したが、平成27年度確報値、平成28年

度速報値から判断すると、当初見込んでいた１市２町の搬入割合及び計画

量と乖離した状況にあると考える。収集量は１市２町の費用負担への影響

が懸念されるため、引き続き収集にご協力いただきたい。 

○委 員：広報等で周知しているが、なかなか分別が徹底されていない状況である。

また、他の処理施設への搬入も見込まれるので、今後は対応策を講じたい。 

 

（結 果） 

○会 長：「剪定枝資源化施設の運営に係る費用負担について」は、案のとおりとし

ます。 

 

（７）リサイクルセンターの整備運営に係る費用負担について 

○会 長：「（７）リサイクルセンターの整備運営に係る費用負担」を議題とします。

事務局から説明をお願いします。 

 

（説明概要） 

 ○事務局：平成 27年度から平成 29年度にかけて大磯町に整備されますリサイクルセン

ターの整備に係る費用負担となっております。リサイクルセンターと町単独機能を

持った複合施設を設計・建設しております。そのうち、二宮町と大磯町で利用する

広域施設部分について広域での費用負担としております。 

    リサイクルセンターの整備に係る費用については、施設の面積割合や機械設備等

に係る按分割合を２町の協議に基づき決定しており、建設費等についても精査して

いただいているところだと存じます。 

平成 29年度費用負担です。負担金額は、大磯町が、建設工事 2億 4,879万 7円、

実施設計工事管理委託が383万 8,574円の計 2億5,262万8,581円、二宮町が建設

工事2億2,232万5,802円、実施設計工事監理委託が343万1,420円の計2億2,575

万7,222円となります。 

以上になります。 
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（質疑応答） 

○会 長：「リサイクルセンターの整備運営に係る費用負担について」説明がありま

したが、ご意見、ご質問等ございませんか。 

○委 員：ありません。  

 

（結 果） 

○会 長：「リサイクルセンターの整備運営に係る費用負担について」は、案のとお

りとします。 

 

 ○会 長：以上（２）～（７）までについては（案）のとおり承認されましたので、平

成28年度の清算は決算額が確定した後に再算定をして第２四半期以降での清算を

お願いします、平成29年度の負担金の支払い手続きについても、よろしくお願い

します。 

 

（８）資源物の処理に関する事務の事務委託に関する協定書の改正について 

○会 長：「（８）資源物の処理に関する事務の事務委託に関する協定書の改正について」

を議題とします。事務局から説明をお願いします。 

 

（説明概要） 

 ○事務局：平塚市と大磯町の間で締結されている資源物の処理に関する事務の事務委託

協定書に基づき、大磯町の容器包装プラスチック、ペットボトル、ビン、缶は現在、

平塚市リサイクルプラザで処理しておりますが、大磯町に整備しているリサイクル

センターが平成30年度より稼働を開始すると、２町の容器包装プラスチック及びペ

ットボトルはリサイクルセンターで処理されることとなります。それに伴い、平塚

市と大磯町の間で締結されている資源物の処理に関する事務の事務委託協定書の処

理対象品目から容器包装プラスチックとペットボトルを除外する改正を平成29年度

中で行います。なお、リサイクルセンターの施設整備に関する事務の事務委託協定

書は２町の間で平成28年２月に既に締結されております。資源物の処理に関する事

務の事務委託協定書については、平成25年４月１日に締結した協定書は残した状態

で、平成30年４月１日付で一部変更協定書を締結する予定です。変更協定書の詳細

な内容については、協定書の改正案を事務局で作成し推進会議等で協議、承認いた

だいた上で、３月中には変更協定書に平塚市、大磯町の公印をいただきたいと考え

ます。 

    今回の会議では、事務委託協定書の改正を平成29年度中に行うことと変更協定書

の詳細な改正内容については推進会議等で協議することとしてよろしいかお諮りい

たします。 

以上になります。 
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（質疑応答） 

○会 長：「資源物の処理に関する事務の事務委託に関する協定書の改正について」

説明がありましたが、ご意見、ご質問等ございませんか。 

○委 員：ありません。  

 

（結 果） 

○会 長：「資源物の処理に関する事務の事務委託協定書の改正について」は、平成

29年度末までに改正し、協定書の変更案は推進会議等で協議することとしま

す。 

    予定されている議題は以上となりますが、何かありますか。 

○委 員：ありません。 

 

２ その他 

○会 長：その他、何かありますか。 

○委 員：ありません。 

○会 長：それでは、「平塚市大磯町二宮町一般廃棄物処理事務連絡会議」を閉会いたし

ます。 


