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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 30 年５月 28 日（月） 15 時 30 分から 17 時まで 

場  所 平塚市本庁舎 ３階 304 会議室 

出席委員 石黒副市長、二宮環境部長、西山収集業務課長、久保田環境施設課長 

(11 名 ) （以上平塚市） 

 栗原副町長、加藤産業環境部長、片倉環境課長、押野美化センター所長、 

（以上大磯町） 

 長尾副町長、椎野都市部長、和田生活環境課長（以上二宮町） 

事務局等 五島担当長、井坂主事、竹内主事（以上平塚市） 

（５名） 上遠野係長（大磯町）、二宮副主幹（二宮町） 

傍 聴 者 ０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 28 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 28 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 28 年度の費用負担については、すでに平成 29年度中に各市町に 

お伝えし清算したところですが、この場でご報告を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用と前３年の処 

理量割、前３年の処理人口割に基づき算定しております。 

算定方法としては、処理費用の半分を処理量割で按分、さらに、もう半 

分を処理人口割で按分し１市２町の負担金額を算出しております。 

なお、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、二宮町 

が平成 27年度に搬入を開始したことから、処理量割は平成 27 年度分のみ

で算定を行っています。 

さらに、最後のページにある二宮町の剪定枝資源化施設も、平成 27 年 

に稼働したことから、前３年分の処理量のデータがありません。そのため、
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直近のデータのみで算定をしております。 

それでは説明に移ります。はじめに、「ごみ焼却施設の整備運営に係る 

費用負担について」です。１ページ目をご覧ください。費用が 5 億 601 万

8,200 円、手数料収入として平塚市分が３億 9,842 万 670 円、大磯町分が

2,899 万 6,220 円となります。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。それによる負担金額は、平塚市が

1,709 万 6,175 円、大磯町が 2,089 万 7,174 円、二宮町が 4,060 万 7,961

円となります。負担額から平成 28 年度中に負担した金額を差し引きしま

すと、大磯町の平成 28 年度中の負担額が 2,507 万 1,510 円で清算額がマ

イナス 417 万 4,336 円、二宮町の平成 28年度中の負担額が 4,357 万 5,802

円で清算額がマイナス 296 万 7,841 円となります。 

次に、「し尿処理に係る費用負担について」です。２ページ目をご覧く 

ださい。費用が１億 2,545 万 1,623 円、歳入は 0 円となります。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。それによる負担金額は、平塚市が 5,773 万

5,596 円、大磯町が 6,771 万 6,027 円となります。負担額から平成 28 年度

中に負担した金額を差し引きしますと、平塚市の平成 28 年度中の負担額

が 5,474 万 2,953 円で清算額が 299 万 2,643 円となります。 

次に、「資源物の処理に係る費用負担について」です。最初に、「容器包 

装プラスチックの処理に係る費用負担」からご説明します。３ページ目を

ご覧ください。費用が 7,626 万 9,059 円、歳入は再商品化合理化拠出金と

して 580 万 4,497 円となります。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。それによる負担金額は、平塚市が6,189万 286円、大磯町が857万 4,276

円となります。負担額から平成 28 年度中に負担した金額を差し引きしま

すと大磯町の平成 28 年度中の負担額が 754 万 7,361 円で清算額が 102 万

6,915 円となります。 

続いて、「ペットボトルの処理に係る費用負担」です。４ページ目をご 

覧ください。費用が、6,236 万 7,117 円、歳入は再商品化合理化拠出金と

して 5万 6,176 円、売払収入が 2,396 万 6,996 円となります。処理量割は、

平塚市が 90.54％、大磯町が 9.46％、処理人口割は、平塚市が 88.91％、

大磯町が 11.09％となります。それによる負担金額は、平塚市 3,420 万

8,315 円、大磯町が 413 万 5,630 円となります。負担額から平成 28 年度中

に負担した金額を差し引きしますと大磯町の平成 28 年度中の負担額が

315 万 8,674 円で清算額が 97 万 6,956 円となります。 

続いて、「ビンの処理に係る費用負担」です。５ページ目をご覧くださ 
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い。費用が、6,891 万 1,672 円、歳入は 0 円となります。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。それによ

る負担金額は、平塚市が 5,546 万 7,005 円、大磯町が 726 万 3,290 円、二

宮町が 618 万 1,377 円となります。負担額から平成 28 年度中に負担した

金額を差し引きしますと大磯町の平成 28 年度中の負担額が 732 万 843 円

で清算額がマイナス 5万 7,553 円、二宮町の平成 28 年度中の負担額が 616

万 8,009 円で清算額が１万 3,368 円となります。 

続いて、「缶の処理に係る費用負担」です。６ページ目をご覧ください。 

費用が、6,223 万 6,008 円、歳入は売払い収入として 6,463 万 5,055 円と

なります。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。それによる負担金額は、平塚市がマイナス 315 万 4,146

円、大磯町がマイナス 4 万 961 円、二宮町が 79 万 6,060 円となります。

負担額から平成 28 年度中に負担した金額を差し引きしますと大磯町の平

成 28 年度中の負担額が 4 万 5,656 円で清算額がマイナス 8 万 6,617 円、

二宮町の平成 28 年度中の負担額が 113 万 9,135 円で清算額がマイナス 34

万 3,075 円となります。 

次に、「不燃ごみ及び粗大ごみの処理に係る費用負担について」です。 

７ページ目をご覧ください。費用が２億 2,512 万 8,588 円、歳入は金属等

の資源物売り払い収入が1,513万2,798円、平塚市分の手数料として1,679

万 7,450 円となります。処理量割は、二宮町が平成 27 年度から搬入を開

始しており、当該年度前３年の量が把握できないため、平成 27 年度の処

理量で按分しております。それによる処理量割は、平塚市が 81.02％、大

磯町が 9.80％、二宮町が 9.18%となります。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。それによる負担金額は、

平塚市が１億5,320万6,062円、大磯町が2,090万6,024円、二宮町が1,908

万 6,254 円となります。負担額から平成 28 年度中に負担した金額を差し

引きしますと、大磯町の平成 28 年度中の負担額が 2,324 万 2,353 円で清

算額がマイナス 233 万 6,329 円、二宮町の平成 28 年度中の負担額が 2,060

万 4,828 円で清算額がマイナス 151 万 8,574 円となります。 

続いて、蛍光管外部処理費です。８ページをご覧ください。大磯町の蛍 

光管を平成 28 年度から破砕処理場で処理しています。蛍光管外部処理費

の費用負担については、処理量割は前３年ではなく、当該年度の処理量の

みで按分することとなっております。処理量割は、平塚市で 69.79%、大磯

町で 30.21%となります。それによる負担金額は、大磯町で 26 万 9,030 円

となります。負担額から平成28年度中に負担した額を差し引きしますと、
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大磯町の平成 28年度中の負担額が 29万 7,425円で清算額がマイナス２万

8,395 円となります。 

最後に、「剪定枝資源化施設の運営に係る費用負担について」です。９ 

ページをご覧ください。費用が 6,951 万 9,215 円で、収入は０円です。処

理量割は、当該年度前３年分のデータがないため、平成 27 年度の処理量

で按分しております。それによる処理量割は、平塚市が 84.88％、大磯町

が 6.30％、二宮町が 8.82%となります。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。それによる負担金額は、

平塚市が5,761万7,818円、大磯町が569万7,099円、二宮町が620万4,298

円となります。負担額から平成 28 年度中に負担した金額を差し引きしま

すと平塚市の平成 28 年度中の負担額が 6,078 万 7,789 円で清算額がマイ

ナス 316 万 9,971 円、大磯町の平成 28 年度中の負担額が 676 万 9,894 円

で清算額がマイナス 107 万 2,795 円となります。 

「平成 28年度費用負担の清算について」は以上になります。 

 

（質疑応答） 

○会 長： 「平成 28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： 大磯町のし尿処理施設について、365 日運転なのか、それとも日曜日の 

処理は除くのか。 

○委 員： 365 日運転である。 

○委 員： 蛍光管の処理について、二宮町は全都清のルートで北海道イトムカ工場に 
引き取ってもらっている。他者との費用検討をしたことがないが、費用とし

てどちらが安いのか。 
○事務局： 平塚市では入札で業者を選定し、変わっていなければ横須賀市に搬入 

をしている。 

○委 員： 蛍光管の資源化率は 100％なのか。 

○事務局： 100％なのかは不明だが、回収した蛍光管については、すべて引き取っ 

てもらっている。 

○会 長： 事務局で何か情報があったら、１市２町に情報提供をお願いしたい。 

○事務局： 承知しました。 

○副会長： 剪定枝資源化施設の搬入量について、昨年度の連絡会議でも指摘をし 

たところだが大磯町の搬入量が少ない。引き続き、一定量の搬入をお願い

したい。 

○会 長： 大磯町は搬入量について、何か課題があるのか。 

○委 員： 大磯町でも、昨年度に指摘があったとおり一定量の確保については課 

題であると考えている。現在、委託業者などに剪定枝を大磯町に持ってく
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るように働きかけをしている最中である。今後も働きかけは行っていくの

でご理解いただきたい。 

○会 長： 剪定枝資源化施設は大磯町だけではなく、平塚市・二宮町でも有効に 

活用するように協力していただきたい。 

 

（結果） 

○会 長： 「（１）平成 28 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： 説明の前に、４点ご確認させていただきます。 

１点目は、資料の１ページ目には平成 29年度清算分、２ページ目には 

平成 30 年度の費用負担の順に示しておりますが、平成 30年度に大磯町の

リサイクルセンターが稼働したことにより、平成 30 年４月１日からの容

器包装プラスチック及びペットボトルについて、平塚市と大磯町との間の

資源物の処理に関する事務の事務委託から対象外となりました。そのため、

資源物の処理に係る費用負担については、容器包装プラスチック、ペット

ボトルの平成 30年度の費用負担の資料はありません。 

２点目は、１点目でもご説明したように、大磯町のリサイクルセンター 

では２町の容器包装プラスチック、ペットボトルを処理しております。処

理する際に発生した残渣については、平塚市の環境事業センター（可燃残

渣）と破砕処理場（不燃残渣）で処理しております。残渣の処理に係る負

担は、資料２の２ページ目と資料５の３ページ目のそれぞれ上段に、「広

域他市町村で処理した費用 Ⅱ」として大磯町に上乗せして算定をしてお

ります。 

３点目は、支出予定額の欄ですが、平成 29 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次第、決算額を反映することになりま

す。よって、平成 29 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。 

４点目は、平成 30年度の負担割合の数値ですが、平成 28 年度までは各 

市町からの報告に基づき実績を入力しています。ただし、処理量割につい
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ては、平成 29 年度の処理量の実績が確定していないため、平成 28年度の

数値を平成 29 年度の数値にそのまま使用しております。また、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、「ごみ焼却施設の整備運営に係る費用負担について」から順 

にご説明します。１ページをご覧ください。平成 29 年度清算見込みの負

担割合です。処理量割は平塚市が 83.03％、大磯町が 9.73％、二宮町が

7.24%です。処理人口割は平塚市が 81.05％、大磯町が 10.00％、二宮町が

8.95%となります。 

続いて、２ページをご覧ください。平成 30 年度の負担割合です。費用 

が５億 647 万 4,603 円、他にリサイクルセンターからの残渣処理費用とし

て 129 万 9,610 円となります。処理量割は、平塚市が 82.77％、大磯町が

9.82％、二宮町が 7.41％です。処理人口割は、平塚市が 81.23％、大磯町

が 9.90％、二宮町が 8.87％となります。それによる負担金額は、平塚市

が、8,864 万 5,174 円、大磯町が 5,123 万 8,006 円、二宮町が 4,122 万 7,033

円となります。 

「（２）ごみ処理焼却施設の整備運営に係る費用負担について」は以上 

です。 

 

（質疑応答） 

○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」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： 「（２）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。 

○事務局： 「し尿処理に係る費用負担について」をご説明します。１ページをご 

覧ください。平成 29 年度清算見込みの負担割合です。処理量割は、平塚

市が 47.95％、大磯町が 52.05％、処理人口割は、平塚市が 47.06％、大磯

町が 52.94％となります。 

続いて、２ページをご覧ください。平成 30 年度の負担割合です。費用 

は１億 2,982 万 3,848 円、歳入は 0 円となります。処理量割は、平塚市が
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48.42％、大磯町が 51.58％、処理人口割は、平塚市が 48.60％、大磯町が

51.40％となります。それによる負担金額は、平塚市が、5,945 万 1,941

円、大磯町が 7,037 万 1,907 円となります。 

「（３）し尿処理にかかわる費用負担について」は以上です。 

 

（質疑応答） 

○会 長： 「（３）し尿処理に書かか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： 「（３）し尿処理に書かか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。 

○事務局： 「（４）資源物の処理に係る費用負担について」ご説明します。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ついてご説明し 

ます。１ページをご覧ください。平成 29 年度清算見込みの負担割合です。

処理量割は、平塚市が 86.27％、大磯町が 13.73％、処理人口割は、平塚

市が 89.02％、大磯町が 10.98％となります。なお、容器包装プラスチッ

クとペットボトルはいずれも、平成 30 年度から事務委託の対象外となり

ましたので、平成 30 年度の費用負担はありません。 

次に、２ページをご覧ください。ペットボトルの処理に係る費用負担に 

ついてご説明します。平成 29 年度清算見込みの負担割合です。処理量割

は、平塚市が 90.46％、大磯町が 9.54％、処理人口割は、平塚市が 89.02％、

大磯町が 10.98％となります。 

次に、３ページをご覧ください。ビンの処理に係る費用負担についてご 

説明します。平成 29 年度清算見込みの負担割合です。処理量割は、平塚

市 79.91％、大磯町が 11.03％、二宮町が 9.06％、処理人口割は、平塚市

が 81.05％、大磯町が 10.00％、二宮町が 8.95％となります。 

続いて、４ページをご覧ください。平成 30 年度の費用負担です。費用 

が8,411万 7,652円、歳入は0円となります。処理量割は、平塚市79.77％、

大磯町が 11.04％、二宮町が 9.19％、処理人口割は、平塚市が 81.23％、

大磯町が 9.90％、二宮町が 8.87％となります。それによる負担金額は平
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塚市が 6,771 万 4,710 円、大磯町が 880 万 7,118 円、二宮町が 759 万 5,824

円となります。 

次に、５ページをご覧ください。缶の処理に係る費用負担についてご説 

明します。平成 29 年度清算見込みの負担割合です。処理量割は、平塚市

が 83.87％、大磯町が 9.56％、二宮町が 6.57％、処理人口割は、平塚市が

81.05％、大磯町が 10.00％、二宮町が 8.95％となります。 

続いて、６ページをご覧ください。平成 30 年度の費用負担です。費用 

が7,746万6,869円、歳入は売払収入として6,463万5,000円となります。

処理量割は、平塚市が 83.39％、大磯町が 9.44％、二宮町が 7.17％、処理

人口割は、平塚市が 81.23％、大磯町が 9.90％、二宮町が 8.87％となりま

す。それによる負担金額は、平塚市が986万 3,854円、大磯町が138万 9,502

円、二宮町が 157 万 8,513 円となります。 

「（４）資源物の処理に係る費用負担について」は以上です。 

 

（質疑応答） 

○会 長： 「（４）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： ありません。 

 

（結果） 

○会 長： 「（４）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」を議題とします。 

事務局から説明をお願いします。 

○事務局： 「（５）不燃ごみ及び粗大ごみの処理に係る費用負担」についてご説明 

します。１ページをご覧ください。平成 29 年度清算見込みの負担割合で

す。処理量割は、平成 27 年度から二宮町の搬入が開始され、前３年の処

理量がないため、平成 27 年度と 28 年度の実績を用いて算定することとな

ります。それによる処理量割は、平塚市が 81.36%、大磯町が 9.97%、二宮

町が 8.67%となります。処理人口割は、平塚市が 81.05％、大磯町が 10.00％、

二宮町が 8.95％となります。 

続いて、２ページをご覧ください。蛍光管の外部搬出についての負担割 

合です。蛍光管については、当該年度のみの処理量で按分を行うので、平

成 29 年度の実績を用いて算定することとなります。そのため、本日は暫

定値として提示しております 
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続いて、３ページ目をご覧ください。平成 30 年度の負担割合です。費 

用が2億6,772万 8,065円、歳入は資源物売払収入として907万2,000円、

平塚市の手数料分が 1,565 万 2,800 円となります。処理量割は、平塚市が

81.47％、大磯町が 10.03％、二宮町が 8.50％、処理人口割は、平塚市が

81.23％、大磯町が 9.90％、二宮町が 8.87％となります。それによる負担

金額は、平塚市が、１億 9,475 万 3,023 円、大磯町が 2,655 万 2,870 円、

二宮町が 2,248 万 1,063 円となります。 

続いて、４ページ目をご覧ください。蛍光管外部搬出の負担割合ですが、 

平塚市が 66.67％、大磯町が 33.33%となります。それによる負担金額は、

平塚市が 51 万 8,426 円、大磯町が 25万 9,174 円となります。 

「（５）不燃ごみ及び粗大ごみの処理に係る費用負担」は以上です。 

 

（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」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： 「不燃ごみ及び粗大ごみの処理に係る費用負担」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。 

○事務局： 「（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」につい 

てご説明します。１ページをご覧ください。平成 29 年度清算見込みの負

担割合です。処理量割については、剪定枝資源化施設が平成 27 年度から

の稼働であり、前３年の処理量がないため、平成 27 年度と 28年度の実績

を用いて算定することとなります。それによると、処理量割は平塚市が

81.25%、大磯町が 7.27%、二宮町が 11.48%となります。処理人口割は、平

塚市が 81.08％、大磯町が 10.00％、二宮町が 8.92％となります。 

続いて、２ページをご覧ください。平成 30 年度費用負担です。費用が 

6,695 万 2,547 円となります。処理量割は、平塚市が 80.36％、大磯町が

7.51％、二宮町が 12.13％、処理人口割は、平塚市が 81.23％、大磯町が

9.90％、二宮町が 8.87％となります。それによる負担金額は、平塚市が

5,408 万 7,646 円、大磯町が 582 万 8,219 円、二宮町が 703 万 6,682 円と

なります。 
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「（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」は以上 

です。 

 

（質疑応答） 

○会 長： 「（６）剪定枝資源化施設の設備運営に係る費用負担について」の説 

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： 「（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」は案 

のとおりとします。 

 

（７）リサイクルセンター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。 

○事務局： 「（７）リサイクルセンター整備運営に係る費用負担について」ご説明 

します。なお、「（７）リサイクルセンター整備運営に係る費用負担につ

いて」は平成 29 年度の事業費（建物の整備費用）で、次の議題の「（８）

リサイクルセンター整備運営に係る費用負担について」は平成 30 年度の

運営費（廃棄物処理の費用）となります。 

 それでは、説明に移ります。平成 29 年度の費用負担（事業費）になり

ます。費用は建設工事費が５億 2,750 万 7,875 円、実施設計工事監理委

託が 749 万 7,340 円、合計で５億 3,500 万 5,215 円となります。そのう

ち、交付金分が１億 12万 9,053 円となります。 

続いて、平成 28年度の負担割合です。処理量割は大磯町が 52.809％、 

二宮町が 47.191％となります。処理人口割は大磯町が 52.783%、二宮町

が 47.217%となります。それによる費用負担が、大磯町が２億 2,965 万

1,300 円、二宮町が２億 522 万 4,863 円、交付金分が１億 12万 9,053 円、

合計で５億 3,500 万 5,215 円となります。 

なお、処理量割の数値については、記載のとおり平成 27 年度の債務 

負担行為設定時に用いた処理量を基に暫定処理量としております。平成

33 年度に清算を行う予定ですが、清算時には、処理量は平成 30 年度か

ら平成 32年度の数値に置き換えます。さらに、対象となる事業費につい

ても、協議・検討しその結果を踏まえ清算をおこないます。 

 「（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」は以 

上になります。 
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（質疑応答） 

○会 長： 「（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」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： 平成 33 年度の清算に向けて、処理量割や処理人口割、それ以外の対象 

となる事業費について協議・検討し清算をお願いしたい。 

 

（８）リサイクルセンター整備運営に係る費用負担について 

○会 長： 「（８）リサイクルセンター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。 

○事務局： 「（８）リサイクルセンター整備運営に係る費用負担について」につい 

てご説明します。説明の前に２点確認したい点があります。 

１点目は、大磯町のリサイクルセンターは平成 30 年４月からの稼働 

のため、過去３年分の処理量がありません。そこで、処理量は各町の確

定値である平成 28 年度の実績を暫定値として平成 30 年度の欄に記入を

しております。なお、ペットボトルの処理に係る費用負担についても同

様となっています。 

２点目は、大磯町のリサイクルセンターの残渣は、平塚市の環境事業 

センターと破砕処理場で処理しております。その分の費用は品目ごとに

処理費用として記載をしております。 

それでは、説明に移ります。容器包装プラスチックの処理に係る費用 

負担から順にご説明します。１ページをご覧ください。平成 30年度の処

理費用が 3,906 万 2,214 円となります。歳入が再商品化合理化拠出金で

149 万 9,962 円となります。平成 30 年度の負担割合が、処理量割は大磯

町が 52.53%、二宮町が 47.47%となります。処理人口割は大磯町が 52.75%、

二宮町が 47.25%となります。それによる負担額が、一番下の段で大磯町

が 1,977 万 4,420 円、二宮町が 1,778 万 7,832 円となります。 

次に、２ページをご覧ください。ペットボトルの処理に係る費用負担 

についてです。処理費用が 3,771 万 2,665 円となります。歳入が再商品

化合理化拠出金で１万 141 円、売払収入で 432 万 6,699 円となります。 

続いて、平成 30年度の費用負担です。処理量割は大磯町が 53.26%、 

二宮町が 46.74%となります。処理人口割は大磯町が 52.75%、二宮町が

47.25%となります。それによる負担金額が、大磯町が 1,767 万 9,797 円、

二宮町が 1,569 万 6,028 円となります。 

「（８）リサイクルセンター整備運営に係る費用負担について」は以 
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上です。 

 

（質疑応答） 

○会 長： 「（８）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： 平成 30 年度の費用負担の中で、容器包装プラスチックの可燃残渣の焼 

却にかかる費用が 107 万 9,676 円とあるが、リサイクルプラザでは 46万

7,358 円となっており、搬入量が減っているのに対して費用が増えてい

るのはつじつまが合わない。どのように費用を算出したのか。 

○事務局： 費用算定の際に、大磯町から報告のあったリサイクルセンターの運営 

事業者による現段階での残渣の見込量から費用を算出している。現時点

でよりどころにするものが該当見込量になるため、ご説明しました費用

となる。 

 

（結果） 

○会 長： 「（８）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。 

予定されている議題は以上となります。 

 

２ その他 

○会 長： その他で何かありますか。 

○副会長： 資料の処理量のところに単位をつけて欲しい。 

○会 長： 事務局で対応をお願いしたい。 

○事務局： 承知しました。 

○会 長： 他に何かありますか。 

○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。 

 

以 上 


