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様式第３

会 議 録

会 議 名 平成２９年度第１回野田市清掃工場等環境保全協議会

議題及び議題毎の

公開又は非公開の別

１ 会長・副会長の選出について（公開）

２ 新清掃工場建設候補地選定審議会について（報告）（公開）

３ 廃棄物減量等推進審議会について（報告）（公開）

４ 平成２８年度清掃工場等の運転管理状況について（公開）

５ 清掃工場等の焼却灰等の測定結果について（公開）

６ 平成２９年度清掃工場等の施設修繕等の予定について（公開）

日 時
平成２９年５月１６日(火)

午後１時３０分から午後２時５０分まで

場 所 市役所８階 大会議室

出席委員氏名

金田 正明 菊池 喜昭 阿部川 晃一

岩本 茂 上原 一浩 遠藤 忠夫

岡田 武志 風見 一雄 風見 奈緒美

川崎 忠夫 斉藤 茂 齋藤 誠

齊藤 米三 住井 昇 関根 博

染谷 美佐夫 知久 浩 根本 正夫

張谷 進 重 程田 甚一

矢口 克己 中村 公一 森山 悦夫

石坂 美代子 市原 丈嗣 佐久間 和七

根本 富雄

欠席委員氏名
追沼 利恵 勝田 信夫 栗原 勇

寺田 隆夫 町田 操

事 務 局

鈴木 有（市長）

村 繁（副市長）

柏倉 一浩（環境部長）

牛島 修二（環境部次長兼清掃計画課長）

坂齊 和実（環境部参事兼環境保全課長）

岡安 雄一（清掃第一課長）

横張 孝雄（清掃第一課主幹兼課長補佐）

小沼 京治（清掃計画課長補佐）

田中 洋介（環境保全課長補佐）

廣田 昇（清掃第一課副主幹兼収集係長）
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知久 友行（清掃計画課計画係長）

知久 剛巳（清掃第一課管理係長）

岡本 武士（清掃計画課計画係主査）

吉田 国雄（清掃計画課主任技師）

藤田 由美子（清掃計画課主任主事）

山崎 孝男（清掃第二課主任主事）

傍 聴 者 無し

議 事
平成２９年度第１回野田市清掃工場等環境保全協議会の会議結果

（概要）は、次のとおりである。

１ 開会

２ 鈴木市長挨拶

皆さんこんにちは。本日はお忙しい中、第１回目清掃工場等環境保全協議会にお集

まりいただきありがとうございます。また、日頃から皆様には市政一般に対して御支

援、御協力いただきまして改めて御礼申し上げます。先ほど事務局よりお話がありま

したとおり、本年１月末の本協議会委員の任期満了に伴いまして、改めて委員の御推

薦をいただき委嘱をさせていただきました。委員の皆様には、本協議会の委員をお受

けいただきまして誠にありがとうございます。心より御礼を申し上げます。今回、約

半数の方が新しく委員になられた関係で、少し御説明をさせていただきますが、当協

議会は、それぞれ運用しているごみ処理施設の運転管理状況等について、委員の皆様

に御報告させていただき、御確認いただくとともに、皆様から御指導をいただきなが

ら、ごみ処理施設の安全な運転管理を行っていくための協議会でございます。また、

新清掃工場の建設候補地の選定をお願いしております、新清掃工場建設候補地選定審

議会での選定状況や、ごみの減量について御審議をいただいております、廃棄物減量

等推進審議会の審議経過等についても、昨年末に第４次答申をいただいておりますの

で、御報告させていただきたいと思います。任期が２年ということですが、本日も今

まで同様、委員の皆様に運転管理について御説明させていただき、御指導いただきな

がら、安全な運転管理に努めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。簡単ではありますが、挨拶に代えさせていただきます。ありがとうござい

ました。

３ 委員自己紹介

４ 職員紹介

５ 会長・副会長の選出について

鈴木市長（仮議長）

それでは、会長が選出されるまでの間、仮議長を務めさせていただきます。会長

の選出方法について、どのようにしたらよいか、皆さんにお諮りします。
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知久委員

指名推薦でお願いしたいと思います。

鈴木市長（仮議長）

指名推薦という御発言がありましたが、いかがですか。よろしいでしょうか。

（「異議無し」の声有り。）

鈴木市長（仮議長）

それでは、会長の御推薦をお願いいたします。

知久委員

金田委員を推薦いたします。金田委員は、学識経験者として、また、当協議会の

前会長としても活躍され、豊富な知識と十分な経験がございますので、会長として

適任と思われます。ぜひ、よろしくお願いします。

鈴木市長（仮議長）

ただ今、金田委員を御推薦いただきました。いかがでしょうか。ほかにございま

せんか。無いようですので、金田委員に会長をお願いするということでよろしいで

しょうか。

（「異議無し」の声有り。）

鈴木市長（仮議長）

ありがとうございます。それでは、金田委員に会長をお願いいたします。条例の

規定により会長が議長を務めることとなっておりますので、ここで議長を交代しま

す。会長には、御着席をいただいてから御挨拶をお願いします。ありがとうござい

ました。

金田会長

ただ今、野田市清掃工場等環境保全協議会の会長に選出いただきました金田でご

ざいます。先ほどの自己紹介でも話しましたが、私は野田市に１５年弱住んでおり

まして、今は光葉町に住んでおります。本日委員の皆様にはお忙しい中、御出席い

ただき厚く御礼申し上げます。この協議会は、野田市の清掃工場等の環境保全に関

する事項について審議する大変重要な協議会でございます。当局からの報告に対し

まして委員の皆様に十分に御審議いただきますようお願いいたします。それでは副

会長の選出ですが、会長の選出方法と同じ、指名推薦を採らせていただいてよろし

いでしょうか。

（「異議無し」の声有り。）

金田会長

それでは、どなたか副会長の御推薦をお願いいたします。

知久委員

市原委員を推薦します。市原委員は当協議会の前副会長としてもご活躍され、豊

富な知識と十分な経験をお持ちですので、適任と考えます。よろしくお願いします。
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金田会長

ただ今、市原委員を御推薦いただきましたが、いかがでしょうか。市原委員に副

会長をお願いするということでよろしいでしょうか。

（「異議無し」の声有り。）

金田会長

それでは、市原委員に副会長をお願いいたします。副会長には御着席いただいて

から御挨拶をお願いいたします。

市原副会長

ただ今、本協議会の副会長に選出いただきました市原でございます。微力ではご

ざいますが、皆様の御指導、御協力をいただきまして、少しでも会長を補佐できる

よう、努力して参りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

金田会長

ありがとうございました。それでは、会議を進めさせていただきますが、冒頭、

事務局より本日の欠席者の御連絡がありましたが、委員総数３３名のうち、２８名

の出席をいただいておりますので、野田市清掃工場等環境保全協議会設置条例第７

条第２項の規定により会議の成立を御報告申し上げます。

小沼清掃計画課長補佐

大変申し訳ございませんが、鈴木市長につきましては所用のため、ここで退席さ

せていただきますので、御了承をお願いいたします。

（市長退席）

金田会長

先ほど事務局より説明がありました会議録の公開について補足をさせていただ

きます。発言をされた委員の皆様には録音されたものを会議録として起こしたもの

をお送りして、確認をいただいてからホームページに公開いたします。それでは、

議事に入ります

（２）新清掃工場建設候補地選定審議会について

金田会長

議題(２)、新清掃工場建設候補地選定審議会について、お手元の資料１、１ペー

ジを御覧ください。当局からの報告をお願いいたします。

小沼清掃計画課長補佐

〈資料１の内容を説明する。〉

金田会長

ありがとうございました。それでは、ただ今の報告について御質問がございまし

たならば、挙手をお願いします。いかがでしょうか。それでは、御質問がないよう

ですので議題(２)につきましては終了させていただき、議題（３）に移らせていた

だきます。
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（３）廃棄物減量等推進審議会について

金田会長

資料２、２ページから３ページを御覧ください。議題（３）廃棄物減量等推進審

議会について当局からの報告をお願いいたします。

小沼清掃計画課長補佐

〈資料２の内容を説明する。〉

金田会長

ありがとうございました。それでは、ただ今の報告について、御質問がございま

したら、挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。特に御質問はないようです

ので、議題（３）につきましては終了させていただき、議題（４）に移ります。

（４）平成２８年度清掃工場等の運転管理状況について

①清掃工場運転管理状況及び関宿地域のごみ処理について

金田会長

議題（４）、平成２８年度清掃工場等の運転管理状況について、初めに①清掃工

場の運転管理状況及び、関宿地域のごみ処理については、資料３、４ページから１

８ページ、資料４の１９ページを御覧ください。それでは当局からの説明をお願い

いたします。

知久清掃第一課管理係長

〈資料３、資料４の内容を説明する。〉

金田会長

ありがとうございました。それでは、ただ今の説明につい御質問や御意見があり

ましたら、挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。特に御質問や御意見があ

りませんので、議題４の①清掃工場等の運転管理状況について、本協議会で了承し

たということでよろしいでしょうか。

（「異議無し」の声有り。）

金田会長

ありがとうございました。それではそのようにさせていただきまして、次の議

題に移ります。

②リサイクルセンター運転管理状況

金田会長

資料５、２０ページから２５ページを御覧ください。リサイクルセンターの運転

管理状況について、当局からの説明をお願いいたします。

横張清掃第一課主幹兼課長補佐

〈資料５の内容を説明する。〉

金田会長

ありがとうございました。それでは、ただ今の説明につい御質問や御意見がござ
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いましたら、挙手をお願いします。いかがでしょうか。特に御質問や御意見が無い

ようですので、議題４の②、リサイクルセンターの運転管理状況について、本協議

会で了承したということでよろしいでしょうか。

（「異議無し」の声有り。）

金田会長

ありがとうございました。それではそのようにさせていただきまして、議題５に

移ります。

③第二清掃工場運転管理状況

金田会長

第二清掃工場の運転管理状況について、資料６、２６ページから３１ページを御

覧ください。それでは当局からの説明をお願いいたします。

横張清掃第一課主幹兼課長補佐

〈資料６の内容を説明する。〉

金田会長

ありがとうございました。それでは、ただ今の説明について御質問や御意見がご

ざいましたら、挙手をお願いします。いかがでしょうか。特に御質問や御意見が無

いようですので、議題４の③、第二清掃工場の運転管理状況について、本協議会で

了承したということでよろしいでしょうか。

（「異議無し」の声有り。）

金田会長

ありがとうございました。それではそのようにさせていただきまして、次の議題

に移ります。

（５）清掃工場等の焼却灰等の測定結果について

金田会長

資料７、３２ページから３９ページまでを御覧ください。議題５、清掃工場等の

焼却灰等の測定結果について、当局からの説明をお願いいたします。

小沼清掃計画課長補佐

〈資料７の内容を説明する。〉

金田会長

ありがとうございました。ただ今の説明について御質問や御意見がございました

ら挙手をお願いします。いかがでしょうか。特にご質問や御意見がないようですの

で、議題５、清掃工場等の焼却灰等の測定結果について、本協議会で了承したとい

うことでよろしいでしょうか。

（「異議無し」の声有り。）

金田会長

ありがとうございました。それではそのようにさせていただいて、議題６に移り
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ます。

（６）平成２９年度清掃工場等の施設修繕等の予定について

金田会長

議題（６）、平成２９年度清掃工場等の施設修繕等の予定についてですが、初め

に①清掃工場等の施設修繕等の予定について、資料８、４０ページを御覧ください。

それでは当局からの説明をお願いいたします。

①清掃工場

知久清掃第一課管理係長

〈資料８の内容を説明する。〉

金田会長

ありがとうございました。ただ今の説明について御質問や御意見がありましたら

挙手をお願いします。いかがでしょうか。特に御質問や御意見がないようですので、

議題（６）、①清掃工場等の施設修繕等の予定について本協議会で了承したという

ことでよろしいでしょうか。

（「異議無し」の声有り。）

金田会長

ありがとうございました。それではそのようにさせていただきまして、次の議題

に移ります。

②リサイクルセンター

金田会長

議題（６）、②リサイクルセンターの施設修繕等の予定について、資料９、４１

ページを御覧ください。当局からの説明を求めます。

知久清掃第一課管理係長

〈資料９の内容を説明する〉

金田会長

ありがとうございました。ただ今の説明について御質問や御意見がありましたら

挙手をお願いします。いかがでしょうか。特に特に御質問や御意見がないようです

ので、議題（６）、②リサイクルセンターの施設修繕等の予定について本協議会で

了承したということでよろしいでしょうか。

（「異議無し」の声有り。）

金田会長

ありがとうございました。それではそのようにさせていただきまして、次の議題

に移ります。

③第二清掃工場

金田会長

議題（６）、③第二清掃工場の施設修繕等の予定について、資料１０、４２ペー
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ジを御覧ください。それでは当局からの説明をお願いいたします。

知久清掃第一課管理係長

〈資料１０の内容を説明する〉

金田会長

ありがとうございました。それでは、ただ今の説明について御質問や御意見があ

りましたら、挙手をお願いします。いかがでしょうか。特に御質問や御意見がない

ようですので、議題（６）、③第二清掃工場の施設修繕等の予定について、本協議

会で了承したということでよろしいでしょうか。

（「異議無し」の声有り。）

金田会長

ありがとうございました。それではそのようにさせていただきます。以上で本日

の議題はすべて終了いたしました。事務局からの連絡事項がありましたらお願いし

ます。

小沼清掃計画課長補佐

本日は、長時間にわたり、慎重なる御審議をいただきまして誠にありがとうござ

いました。今後とも、３施設の適切な運転と維持管理に努めてまいりますので、引

き続き御理解のほど、よろしくお願い申し上げます。なお、本協議会は毎年度２回

開催しております。次回の開催予定ですが１１月頃を予定しておりますので、準備

が整い次第、事前に御案内いたしますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

６ 閉会

金田会長

次回の開催につきましては事務局の報告のとおりですので、よろしくお願いいた

します。以上をもちまして、平成２９年度第１回野田市清掃工場等環境保全協議会

を終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました。



