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様式第３

会 議 録

会 議 名 平成３０年度 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 新清掃工場建設候補地選定審議会について（報告）（公開）

２ 廃棄物減量等推進審議会について（報告）（公開）

３ 平成２９年度清掃工場等の運転管理状況について（公開）

４ 清掃工場等の焼却灰等の測定結果について（公開）

５ 平成３０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３０年５月２２日(火)

午後１時３０分から午後２時４０分まで

場 所 市役所８階 大会議室

出席委員氏名

金田 正明 阿部川 晃一 岩本 茂

上原 一浩 遠藤 忠夫 岡田 武志

風見 一雄 川崎 忠夫 斉藤 茂

齋藤 誠 齊藤 米三 住井 昇

関根 博 知久 浩 寺田 隆夫

重 程田 甚一 町田 操

矢口 克己 和田 幸雄 染谷 春夫

森山 悦夫 石坂 美代子 市原 丈嗣

根本 富雄 吉岡 繁

欠席委員氏名

菊池 喜昭 岡本 長城 栗原 勇

勝田 信夫 根本 正夫 張谷 進

村中 のり子

事 務 局

柏倉 一浩（環境部長）

坂齊 和実（環境部次長兼環境保全課長）

宮田 明（清掃計画課長）

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）

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）

青木 秀夫（清掃第一課主査）
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藤田 由美子（清掃計画課主任主事）

傍 聴 者 ２名

議 事
平成３０年度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 金田会長挨拶

私より一言御挨拶申し上げます。委員の皆様におかれましては、本日はお忙しい

中お集まりいただき、厚くお礼申し上げます。御存じのとおり本協議会は、野田市

の清掃工場等の環境保全に関する基本的な事項について委員の皆様に御審議いただ

く大変重要な協議会でございます。委員の皆様におかれましては、当局からの報告

に対しまして、十分御審議いただきますようお願い申し上げます。それでは、議事

に先立ちまして、柏倉環境部長より、御挨拶をお願いいたします。

３ 柏倉環境部長挨拶

皆様こんにちは。環境部長の柏倉でございます。よろしくお願いいたします。本

日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。本協議会は、それぞれ

の運営しているごみ処理施設の運転管理状況等につきまして、委員の皆様に御報告

させていただき、御確認をいただくとともに、皆様から御指導いただきながら、ご

み処理施設の安全な運転管理を行っていく協議会でございます。また、新清掃工場

建設候補地選定審議会の進捗状況や、ごみの減量について御審議いただいておりま

す、廃棄物減量等推進審議会での審議経過等についても併せて御報告をさせていた

だきます。委員の皆様に施設の運転管理につきまして御説明させていただきまして、

御指導いただきながら、安全な運転管理をさせていただきますので、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、出席者

２６名、半数以上の出席を頂いております。よって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。それでは

議事に入ります。

柏倉環境部長

事務局より一点よろしいでしょうか。

金田会長

どうぞ。

柏倉環境部長

この４月に人事異動がございまして、一部職員の入替え等がありましたので、改



3

めまして職員の紹介をさせていただきます。

（柏倉環境部長より職員紹介）

金田会長

ありがとうございました。それでは議事に入らせていただきます。

４ 議題

（１）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(１)、新清掃工場建設候補地選定審議会について、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。

知久清掃計画課計画係長

〈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

たら、挙手をお願いします。いかがでしょうか。

寺田委員

船形中１自治会の寺田です。この新清掃工場建設候補地の地元の自治会で、前

にも申し上げたと思いますが、この新清掃工場建設に一部の地域で根強い反対が

あります。その根底としては、なぜ船形だけに集中するのかと。船形には第二清

掃工場があり、堆肥センターがあり、今度は新清掃工場ということで、なぜ船形

だけに集中してしまうのかと。野田市全体で見れば公平性に欠けるのではないか

という意見があります。この資料の中にあるように、５月１７日に新清掃工場合

同対策委員会がありました。その中の意見として出されましたが、野田市として

以前に中里地区に候補地としてありましたが、強い反対意見が出て、建設予定地

として理解が得られなかったと。また、もし船形地区でも同じようなことになっ

てはいけないであろうという意見が出されました。今までは環境部の職員が中心

に地元説明会を行ってきましたが、やはり、今後は市長や副市長が清掃工場の必

要性を訴え、地元の理解を得られるようにという意見が出されました。この後、

正式に船形に清掃工場を造るという答申が出されるであろうと思いますが、そう

なった時には、野田市として誠意を示すことが、理解を深めることになると思い

ます。もう一つは、第二清掃工場が建設されて３０年くらい経っています。第二

清掃工場もあるし、新清掃工場もできるというのは抵抗感があると思います。３

０年も経っている第二清掃工場の在り方についても市として検討し、できれば新

たな所に建設するということも含めて、検討してもらえればと思います。そうす

れば船形地区全域の理解を得られるかと思います。先日行いました新清掃工場合

同対策委員会で、細かい話もたくさん出ましたが、全体的にはこのような考えが

出されましたので、よろしくお願いいたします。以上です。
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金田会長

事務局から何かございますか。

柏倉環境部長

今、寺田委員から御報告ということでお話がございましたが、５月１７日の新清

掃工場合同対策委員会に出席させていただきましたが、おおむねそのようなお話は

伺っております。今後、いろいろなことを含めて協議させてくださいと、委員の皆

様にはお話しはさせていただき、御納得は頂いているところでございます。時間を

かけましていろいろ検証をしてまいりたいと思います。以上でございます。

金田会長

寺田委員いかがでしょうか。

寺田委員

分かりました。

金田会長

ほかに御質問等はございますか。それでは、議題(1)につきましては終了させて

いただき、議題（２）に移らせていただきます。

（２）廃棄物減量等推進審議会について

金田会長

資料２、２ページを御覧ください。議題（２）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（２）につきましては終了させていただき、議題（３）に移ります。

（３）平成２９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（３）、平成２９年度清掃工場等の運転管理状況について、①清掃工場の運

転管理状については資料３、３ページから１７ページ、関宿地域のごみ処理につい

ては資料４、１８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て御質問や御意見がご
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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。

染谷委員

資料３、１３ページの表について意見を述べたいと思います。上の表は今年度、

下の表は前年度ですが、硫黄酸化物排出量で評価が丸でございますので、これは協

定値をクリアしているということですよね。この協定値の中にＫイコール４.５と

いう数字が書いてあります。Ｋ値は確か４．５かける煙突の高さで排出量が決まっ

てくるかと思います。そうすると総数量を協定値の中に括弧書きをしていただける

と、排出量がこの数字以下ということが分かりやすいと思います。例えば下のばい

じん濃度ですと協定値が０．０５に対して、５０分の１くらいの排出量ということ

が分かると思います。硫黄酸化物排出量については難しく、掛け算の数値を書いて

もらうと。Ｋ値では分かりにくいので、数字を入れていただけると分かりやすいと

思います。次からで結構ですが追記していただければと思います。非常に分かりや

すいかなと思います。以上でございます。

金田会長

ありがとうございました。ただ今の御意見についていかがでしょうか。

岡安清掃計第一課長

次回から表示を変えさせていただきます。

金田会長

よろしいでしょうか。

染谷委員

はい。

金田会長

他に御質問や御意見がありますか。特に御質問や御意見がないようですので、議

題（３）の①清掃工場等の運転管理状況及び、関宿地域のごみ処理について、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、１９ページから２４ページを御覧ください。それでは議題（３）の②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
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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（３）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、③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の２５ページから３０ページを御

覧ください。それでは議題（３）の③第二清掃工場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。

青木清掃第一課管理係主査

〈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(３)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。

（４）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、３１ページから３８ページまでを御覧ください。議題(４)の清掃工場等

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。特に御質問や御意見がないようですの

で、議題(４)の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）
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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、最後の議

題に移らせていただきます。

（５）平成３０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（５）、平成３０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

に議題（５）の①清掃工場等の施設修繕等の予定について、資料８、３９ページを

御覧ください。加えてお手元の施設修繕箇所予定図も適宜御覧ください。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ないようですの

で、議題（５）、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（５）、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、４０

ページを御覧ください。当局からの説明を求めます。

横張清掃第一課主幹兼課長補佐

〈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。特に御質問や御意見がないようですので、

議題（５）、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。
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③第二清掃工場

金田会長

議題（５）、③第二清掃工場の施設修繕等の予定について、資料１０、４１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。

青木清掃第一課管理係主査

〈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。

寺田委員

第二清掃工場がある船形中自治会です。施設の修理等を行う時に騒音が発生する

時がありますので、今までもやっていたかとは思いますが、地元自治会にどのよう

な工事をやるとかの回覧をお願いします。騒音が発生するとか、簡単な回覧でいい

のでよろしくお願いいたします。自治会の皆さんが神経質になっていますので。市

の姿勢として、点検を行うとか工事を行うとか、このような予定で修理をやるとか

を、お知らせをしてもらえれば自治会としても理解できますし、違った姿勢で歩み

寄れると思うので、是非よろしくお願いいたします。

金田会長

いかがでしょうか。

柏倉環境部長

御意見に対しまして、慎重に対応をさせていただきます。

金田会長

よろしいでしょうか。

寺田委員

慎重にというか、細かいことは結構なので、このような工事をやると騒音が発

生するとかをお知らせしていただければ。自治会長を通じて回覧をしていただけれ

ばいいと思います。そうすればどのような工事が行われているとかが分かるので。

慎重さも分かりますが、大胆にお願いします。

金田会長

回覧等で事前に地元の方に、お知らせしてくださいということですね。

柏倉環境部長

軽微のことは除きまして、皆様に影響あるようなことは事前にお知らせをし、随

時回覧したいと思います。以上です。

寺田委員

分かりました。

金田会長
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ほかに何かございませんか。特にないようですので議題（５）、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

の議題は全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、慎重なる御審議を頂きまして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、引き続きご

理解のほど、よろしくお願い申し上げます。次回の本協議会の開催は、次年度、平

成３１年の５月頃の開催を予定しておりますが、本協議会の委員の皆様におかれま

しては、次回開催前に２年の任期が切れることになります。したがいまして、全て

の協議会委員の皆様に事前に改選をお願いすることとなり、地元自治会代表の委員

の皆様におかれましては、地元自治会を通じて御推薦を頂いた上で、新たに委嘱を

お願いすることとなります。何かとお手数をおかけしますが、今後も本協議会に引

き続き御理解と御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。事務局からは以上で

す。

５ 閉会

金田会長

ありがとうございました。以上をもちまして、平成３０年度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。本日は長い間お時間を頂きましてどうも

ありがとうございました。



