
平成２９年度 江別市議会自民クラブ先進都市行政視察報告書 

 

１ 視察年月日 

  平成３０年１月３１日（水）～２月２日（金） 

 

２ 視察項目および視察地 

  〇廃棄物系バイオマス熱分解ガスからのエタノール製造について 

   （オリックス資源循環株式会社） 

  〇認知症検診事業について 

   （埼玉県草加市） 

  〇北本市営ナイトスクール及び北本市教育振興基本計画について 

   （埼玉県北本市） 

 

３ 視察議員 

  清水 直幸 

  高間 専逸 

  島田 泰美 

  角田  一 

  三角 芳明 

  宮本 忠明 

  山本 由美子 

  星  克明 

 

４ 視察日程表 

  別紙のとおり 

 

５ 視察報告書 

  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 



○調査事項 

 廃棄物系バイオマス熱分解ガスからのエタノール製造について 

 

○当調査の必要性について 

 平成 15年から本格稼働している江別市環境クリーンセンターはやがて来る更新時期に備

え、現在、長寿命化計画が検討され、その延命に努めている。 

将来的な観点で新施設を考慮するにあたり、人口の減少を鑑み、低コストで自然負荷の少

ない新時代のごみ処理のあり方を検討しなければならない。その為の重要な施設調査と考

えるものである。 

 

○調査日時 

 平成３０年 1月３１日 午後１時～４時 

 

○調査場所 

 埼玉県大里郡寄居町 オリックス資源循環（株） ごみ焼却施設 内 

                積水化学 エタノール生成プラント 

 

○事業概要 

埼玉県大里郡寄居町、東武東上線小川町駅から車で２０分の郊外のオリックス資源循環

（株）ごみ焼却施設内にある積水化学工業（株）では、積水化学エタノール生成プラント

で、2014年から 3年間で、実際に収集したごみを、極めて高い生産効率でエタノール化す

る技術を確立した。 

積水化学工業は、米 LanzaTechと共同で、ごみを丸ごとエタノールに変換する生産技術

を世界で初めて確立した。ごみ処理施設に収集されたごみを分別することなくガス化し、

微生物によってこのガスを効率的にエタノールに変換する技術である。熱や圧力を用いる

ことなくごみをエタノール化でき、「まさに“ごみ”を“都市油田”に替える技術」だと

アピールしている。 

収集されたごみは雑多で、含まれる成分・組成の変動が大きい。ごみを分子レベルに分

解する「ガス化」の技術は確立されており、微生物触媒を使ってこのガスを分解する技術

もあるが、ガスにはさまざまな物質（余計な物質）が含まれるため、そのままの状態では、

微生物触媒の利用が難しかった。 

 今回、ガスに含まれる夾雑（きょうざつ）物質を特定し、その状態をリアルタイムでモ

ニタリングする制御技術を開発。また、ごみに含まれる成分や組成の変動に応じて微生物

の生育状態を調整し、活性を一定に維持する技術も開発した。これにより、ガス内の夾雑

物質を除去・精製した上で、微生物触媒によって効率的にエタノールを生産できるように

なったという。 



積水化学工業では提携先から提供される微生物が、このガスをエタノールに発酵生産す

る。天然から分離・育種された菌で、分子の COと水素ガスを効率良くエタノールに転換す

る。ごみの焼却プラントから取り出したガスを隣接した発酵プラントに吹き込み、エタノ

ールを連続発酵生産する。（添付資料を参照） 

寄居町のごみ処理施設内で、2014年からエタノールの生産能力が年間 20キロリットルの

パイロット工場を稼働、低コスト化に自信を深めた。JAAS規格の高品質エタノールを 1リ

ットル当たり 90円以下で生産できるという。また、ライフサイクル分析による二酸化炭素

（CO2）排出量は、焼却する石油代も無くなるため 135%（焼却処分比）も削減できたとのこ

とである。 

 

日本で廃棄される可燃性のごみは年間 6000万トンあり、エネルギー換算で 200兆キロカ

ロリーに相当する。一方、プラスチックとして利用される化石資源は年間 3000万トン、約

150兆キロカロリーだ。 

積水化学工業は、ごみを価格競争力のあるエタノールに転換できる技術を確立したと発

表した。焼却や埋め立てで処分していたごみを燃料や化学製品の原料に転化できる。プラ

スチックに使う化石資源を使い回せば、原油を輸入せずともプラスチックの需要を満たす

ことが理論的には可能だとのことである。 

 

今後の当該事業の展開について積水化学工業では今後、各地のごみ処理施設の更新タイ

ミングでの本技術の普及を目指す。同技術の普及に向け、国などに広く説明していくとと

もに、各自治体やごみ処理関連企業等のパートナー候補を幅広く募っていくとのことであ

る。 

また実施事業のスキームとして、公民連携を中心に考えており、BTO（Build Transfer 

Operate＝建設・移転・運営） 建設・資金調達を民間が担って、完成後は所有権を公共に

移転し、その後は一定期間、運営を同一の民間に委ねる方式、BOT（Build Operate Transfer

＝建設・運営・移転） 民間が施設を建設・維持管理・運営し、契約期間終了後に公共へ

所有権を移転する方式、BOO（Build Own Operate＝建設・運営・所有） 民間が施設を建

設・維持管理・運営し、契約期間終了後も民間が施設を所有し続ける方式など柔軟に検討

されている。 

 

将来、江別市環境クリーンセンター施設更新の検討がなされるときには、さらなる技術

革新が成されていると考え、あらゆる手法で総合的な低コスト、自然に対する低負荷を視

点に、エネルギー・資源回収型廃棄物処理施設として計画を進めるべきと考えるものであ

る。 

（文責清水） 

 



 

                                    積水化学工業ホームページより  



 

                                      積水化学工業ホームページより 



〇調査項目 

「草加市認知症検診事業について」 

 

〇調査日時 

平成 30 年 2 月 1 日（木）午前 10 時～ 

 

１．市の概要 

草加市は埼玉県南東部に位置する人口 247,481 人（平成 29 年 4 月 1 日現在）の市であ

り、川越市に次いで県内 6 位の人口を有する。南部を東京都足立区と接しており東京

に通勤・通学する市民が多く、東京都のベットタウンである。市民の平均年齢は 44.2

歳、65 歳以上の人口は 59,301 人であり高齢化率は平成 29 年値で 23.96 パーセント、

うち後期高齢者の割合は 10.6 パーセントである。 

 

２．草加市認知症検診事業について 

  この事業は、誰にでも起こりうる認知症という脳の病気、65 歳以上の約 8 人に 1 人が

認知症またはその予備軍であると言われている状況から、特定健診・後期高齢者健診

に併せて検診を実施し、早期発見と早期治療を目的としている。 

 

（１） 事業の開始経緯 

平成 25 年 4 月 草加八潮医師会内に認知症検診準備委員会が設立され、第 1 回準備 

委員会で市との連携の必要性が求められ、第 2 回準備委員会より市

も参加することとなった。 

平成 26 年 4 月 草加八潮医師会と認知症検診について契約 

    平成 26 年 6 月 草加八潮医師会と連携して事業開始 

             65 歳以上奇数年齢の市民を対象として事業開始 

    平成 28 年     65 歳以上すべての市民に対象を拡大 

 

    〇医師会が先行企画し、市との連携の必要性から市が加わり事業化した 

 

（２） 認知症検診事業の仕組み 

対象者～草加市に住民票がある 60 歳及び 65 歳以上の市民 

受診方法～草加市及び八潮市の指定医療機関に直接行き、「脳の健康度チェック票」

に受診者がその場で記入し、それをもとに医師の問診を受けて、より詳しい検査が

必要な状態と判断された場合には、２次医療機関につなげる。 

 

「脳の健康度チェック票」は長谷川式から抜粋し時間の短縮及び専門外医師の対応



を可能とした。 

 

〇本人が外出して、かかりつけ医を受診すること。 

〇特定健診との同時受診を推奨している。 

〇検診受診券などの発行はなし 

〇周知は市ホームページ、市広報誌、パンフレット作製、包括支援センター員が 65

歳以上の対象者に説明 

 

 

（３） 事業費用（検診受診） 

受診費用～無料 

医療機関への委託料 

脳の健康度チェック票１件につき  １，０００円 

精密検査報告書１件につき       ５００円 

 

（４） 実績 

平成 26 年度 

指定医療機関  ５０箇所 

受診者数    １，６９５人（受診率 6.3％） 

要検査数      ５８４人（全受診者の 34.5％） 

決算額     １，９７１，９６６円 

 

平成 27 年 

指定医療機関  ６４箇所 

受診者数    １，８６４人（受診率 6.6％） 

要検査数      ６６７人（全受診者の 35.8％） 

決算額     ２，０９５，１０３円 

 

平成 28 年 

指定医療機関  ６２箇所 

受診者数    ２，３４９人（受診率 4.0％） 

要検査数      ７１２人（全受診者の 30.3％） 

決算額     ２，８９７，５１９円 

※受診対象を６５歳以上のすべての市民とした 

 

〇平成 28 年度の精密検査受診者の診断所見では、２２．１％が認知症と診断され



た 

 

（５） 今後の課題 

① 受診率向上のために、今以上に周知を行うこと 

② 認知症検診実施後の指定医療機関と 2次医療機関とのスムーズな連携を計ること 

③ 認知症検診の結果を地域包括支援センター等の地域の社会資源と情報共有し、連携

した支援を目指すこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○調査事項 

 「北本市営ナイトスクール及び北本市教育振興基本計画について」 

○調査日時 

  平成 30 年 2 月 2 日（金） 午前 10 時～ 

 

１．市の概要 

 

埼玉県の東部中央に位置し、面積 19.82 ㎢、人口 67,381 人（平成 29 年 4 月 1 日現在）の

市であり、人口は微減傾向にある。教育分野では、子ども達の「学力向上」に向けて、小

学校における少人数学級の実施、小学校教科担任制推進講師の配置、小中一貫教育の推進

（4・3・2 制）、学力向上支援員の配置、土曜補習事業の実施、また学校の大規模改修によ

る美しい環境の整備など、様々な教育施策を実施している。 

 

２．北本市営ナイトスクールについて 

 

この事業は、中学生の学ぶ意欲を支え、基本的な内容の理解・定着を図る支援事業で、様々

な理由により生まれる「学力格差」を解消し、子ども達の学ぶ意欲を支え、将来にわたっ

て自立する力を育むことを目指している。 

 

（１）経緯と事業の変遷 

 平成 26 年 7 月 市内中学生及び保護者を対象に「学習サポート教室」改正に向けてのア

ンケートの実施し、多くの生徒が希望していることをうけ、市の取り

組みとして開始 

 

 平成 26 年度  塾に通っていない 3 年生の希望者を対象に開始（夏休み 6 回の実施） 

        ・教科 数学・英語（教材は指導主事が自作） 

        ・会場 市内公民館 2 カ所 

        ・講師 教育・就労・住宅支援を行う民間団体アスポートに派遣を依頼  

（2 学期以降） 

       ・１、2 年生を対象としたナイトスクールを開設 

       ・会場 市内公民館 3 ヶ所を利用 

 

平成 27 年度  1～3 年生を対象 

       ・教科 数学・英語（50 分 1 コマ×２） 

       ・会場 １～2 年生各校 3 年生公民館 2 カ所 

       ・講師 ＨＰにより外部講師募集 



           市内中学校よりナイトスクールサポーターを募集 

       ・教材 市教委、学年毎に作製 

       ・参加生徒数 1 年生 106 人 2 年生 91 人 3 年生 67 人 

 

平成 28 年度  1～3 年生を対象 

       ・教科 数学・英語（50 分 1 コマ×２） 

       ・会場 １～2 年生各校 3 年生文化センター・東部公民館の２カ所 

       ・講師 ＨＰにより外部講師募集 

           市内中学校よりナイトスクールサポーターを募集 

       ・教材 市教委、冊子（指導用テキスト）を作成 

       ・参加生徒数 1 年生 90 人 2 年生 100 人 3 年生 67 人 

 

○毎年度の事業形態を修正しながら実施している。教科として数学と英語を選定した理

由は共に積み上げ教科であることで、一度躓くと以降授業についていけないことより

選定された。生徒の習熟度が異なる為、授業は可能な限りマンツーマン教育で行って

いるが、当初は講師の確保が困難であった。 

○このことより、平成 27 年度以降は 1～2 年生対象は公民館から各校で実施することと

なり、現役の教師の助力を得ることができ講師不足の問題はクリアーされたものの、

学校の負担が大きくなることとなり、事業の見直しを行うこととなった。 

 

 平成 29 年度～ 

        3 年生を対象に変更 

       ・会場及び時間は 2 会場とし 17 時より開始 

        夏休み以降は 1 会場、13 時、15 時の 2 回実施 

       ・教科 数学・英語（50 分 1 コマ×２） 

       ・教材 市教委、作製及び市販のテキスト使用 

       ・参加生徒数 3 年生 43 人 

・講師 ＨＰにより外部講師募集 

           市内中学校よりナイトスクールサポーターを募集 

 

 ○平成 29 年度夏休みからは対象を 3 年生のみとし、会場を市内中心部の公民館 1 ヵ所と

集約、昼に２回実施にすることにより、講師が１ヵ所で２回授業を実施、生徒の安全

性を図ることとなったが、一方で参加率が低下した。 

 ○講師は教員ＯＢやＰＴＡで語学対応できる方にお願いをしている。 

 ○教室の管理者は、当初は学校教育主事などが行ったが、現在は講師よりリーダーを選

び、運営は自主的に進んでいるとのことである。 



（２）予算の概要 

 本事業は、埼玉県の「中学生学力アップ事業」により、補助金（県 1/3、国庫 1/3）を得

て実施している。事業費は以下の通りである。 

項目 金額（千円） 内訳 

講師報酬 １，００８ 2000 円×２時間×６名×２教室×月３回×７か月 

管理者報酬 ２１０ 2500 円×２時間×１名×２教室×月３回×７か月 

傷害保険料 ５４ 50 円×９０人×12 か月 

テキスト代（講師用） ２０ １教科 500 円×２教科×２０名 

※生徒用は自費購入（５００円） 

合計 １，２９２  

 

 

３．北本市教育振興基本計画について 

 

（１）策定手続き 

 

 教育基本法に基づく北本市教育振興基本計画の基本理念は「共に学び 未来を拓く 北

本の教育」とされており、現在作成中である２期計画（平成３０年度～３４年度）でもこ

の基本理念は踏襲されている。北本市ナイトスクール事業そのものは計画の施策の構成は

大まかな施策目標の記載の為、事業は掲載されていないが、その目標に資するものとして

実施されている。 

 

当初計画は、部課長級からなる策定委員会、主幹級よりなる作業部会により計画素案を策

定、適宜教育委員会に報告し案を策定し、検討会議の審議を経て最終策定された。それぞ

れの実施回数は以下の通り。 

 策定委員会１５回、作業部会６回、検討会議２回、パブリックコメント手続き、教育委

員会８回 

 

現在進められている２期計画の策定手続きは、平成２８年７月より起業され、策定委員会

作業部会の設置、現行計画の検証より素案の検討が始まっている。平成２９年８月の総合

教育会議及び９月の検討会議において次期計画案が確定し、パブリックコメントを実施。

平成３０年２月に最終審議を経て確定している。 

 この間の実施回数は、策定委員会１０回、作業部会６回、検討会議２回、パブリックコ

メント実施、教育委員会１０回、総合教育会議４回となり、次期計画策定に対しても、当

初計画の検証も含めてほぼ同様の審議を行っている。ただし、計画の進捗状況は毎年度Ｐ

ＤＣＡサイクルに基づく検証を行っており、課題は各年度解消に努めているとのことであ



る。 

 

（２）基本目標について 

 

（当初計画） （次期計画） 

Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成 Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成 

Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

Ⅲ 質の高い学校教育の推進 Ⅲ 質の高い学校教育の推進 

Ⅳ 家庭・地域の教育力の向上 Ⅳ 家庭・地域の教育力の向上 

Ⅴ 生涯学習とスポーツの振興 Ⅴ 生涯学習の支援 

 Ⅵ 文化財保護の推進 

 

生涯スポーツ関連事務が、市長部局所管事務と変更となったことより当初基本目標Ⅴの項

目で変更があったほか、当初基本目標Ⅴの項目より次期計画Ⅵとして「文化財保護の推進」

が別建てとなっており、デーノタメ遺跡の発掘調査のシンポジュウム開催等の実施や市庁

舎ホールで展示があるなど、郷土意識醸成の施策強化を目指していることは、大都市圏で

の住宅地中心の市街地構造の類似性から、江別において歴史探訪系のイベントや講演会に

多くの人気があり、江別を知ろうとする意識が向上していることを考えると共感するもの

であります。 

 

※当初計画と次期計画の具体的な内容については、別添資料１～５を参照願います 

 


