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様式第３ 

会  議  録  

会  議  名 令和３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 会長及び副会長の選出について（公開） 

２ 新清掃工場合同対策委員会等の協議状況について（公開） 

３ 廃棄物減量等推進審議会について（公開） 

４ 令和２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 令和３年度清掃工場等の施設修繕等の予定について（公開） 

日     時 
令和３年７月１３日(火) 

午前１０時００分から正午まで 

場     所 市役所高層棟８階 大会議室 

出席委員氏名  

菊池 喜昭    金田 正明     飯田 静一  

坂本 邦男    遠藤 忠夫     矢口 克己 

宇佐見 理恵   遠藤 元樹     秋田 幸雄 

山﨑  績    和田 正夫     寺田  博 

江村 昭夫    瀬能 信義     田口  博 

梶野 唯雄    知久  浩     牧田 正行 

岩本  茂    上原  繁     白石 一俊 

倉持 喜好    山田 靖夫     矢野  博 

市原 康雄    谷田貝 弘     根本 富雄 

市原 丈嗣    石坂 美代子 

欠席委員氏名 
植竹 政弘    染谷 芳雄     石塚  弘 

上原 一浩    原口  立     石山 徹郎 

事  務  局 

鈴木   有（市長）  

柏倉 一浩（環境部長） 

小沼 京治（環境部次長兼清掃計画課長）  

田路 欣順 (清掃管理課長) 

岡安 雄一（環境部主幹兼清掃管理課長補佐） 

関根 康弘（環境保全課長） 

田 智法 (環境保全課長補佐兼公害対策係長） 

宮本 武志（清掃計画課長補佐兼ごみ減量係長） 

永野   洋 (清掃計画課計画係長） 

知久 剛巳（清掃管理課管理係長） 

石川 敏雄（清掃管理課管理係主査） 
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玉置 英之（清掃計画課計画係主任主事） 

傍   聴   者 ２名 

議 事 
令和３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 鈴木市長挨拶 

皆様おはようございます。市長の鈴木でございます。 

一言挨拶させていただきます。 

本日はお忙しい中、清掃工場等環境保全協議会に御出席をいただきまして、誠に

ありがとうございます。 

また、日頃より、野田市の市政発展につきまして、御支援、御協力を賜り、心よ

り敬意と感謝を申し上げる次第でございます。 

新型コロナウイルス感染症が初めて野田市で確認されてから１年半が経過しまし

た。この間、皆様方には感染症拡大防止の取組に御理解、御協力をいただき、心よ

り感謝申し上げます。 

東京都は、４回目となる緊急事態宣言が発令され、千葉県においても、市川市や

松戸市、柏市など９市にまん延防止等重点措置が適用されております。野田市は措

置区域からは外れておりますが、感染状況や病床稼働率の状況等をより一層注意深

く見ていくということで、警戒区域というものに指定されており、いまだ予断を許

さない状況にあります。皆様方の生活に御不便をかけることも多いことと思います

が、引き続き、気を緩めず感染症予防に取り組んでいただきますようお願いいたし

ます。 

また、新型コロナワクチン接種につきましては、市民の皆様ができるだけ早く接

種できますよう最善を尽くしてまいりますので、御協力のほどをよろしくお願いい

たします。 

さて、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。委員の皆様方には、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。深く感謝申し上げます。 

この協議会は、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、新清掃工場合同対策委員会等での協議状況や、廃棄物減量等推進審議会の

審議等の経過につきましても、併せて御報告させていただきたいと思います。 

今後も、皆様方に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。 
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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、どのようにしたら良いか、皆さんにお諮りします。 

根本委員 

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。 

  根本委員 

   金田委員を推薦いたします。金田委員は、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。是非、

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。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 

   ひとこと御挨拶を申し上げます。 

   ただいま、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。 

   流山市の江戸川大学で教員をしております。 

   委員の皆様には、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。 

   この協議会は、清掃工場等の環境保全に関する基本的な事項について、御審議い

ただく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

には十分な御審議をいただけますようお願い申し上げます。 

   それでは、副会長の選出ですが、会長の選出方法と同じ方法をとらせていただい
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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。  

  根本委員 

   市原丈嗣委員を推薦します。市原丈嗣委員は当協議会の前副会長として御活躍さ

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。  

  金田会長 

   ただ今、市原丈嗣委員を御推薦いただきましたが、いかがでしょうか。市原丈嗣

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、市原丈嗣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。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４名の御連絡がありましたが、委員総数３５名のうち、半

数以上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。ここで事務局より

発言を求められていますので、発言を許可します。 

宮本清掃計画課長補佐 

   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） 

宮本清掃計画課長補佐 

 なお、本協議会の内容は公開となっております。傍聴者の方が２名おりますので、

御報告させていただきます。 

 また、傍聴者の方から、写真撮影の申出がございましたので、写真撮影について

の御審議につきまして、お願いいたします。 

金田会長  

 ただ今、御報告がありました。本日傍聴者、新聞社の方が２名いらしております。 
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 そのうち１名の方から、この協議会の写真撮影を行いたいという申出がありまし

た。 

 みなさんいかがでしょうか。 

（「異議無し」の声有り。） 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

 写真撮影が終わるまで少々お待ちください。 

（撮影終了） 

それでは、議事に入ります。 

（２）新清掃工場合同対策委員会等の協議状況について 

金田会長 

議題(２)、新清掃工場合同対策委員会等の協議状況について、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。 

永野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。 

  金田会長 

特に御質問はないようですので議題(２)につきましては、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。） 

ありがとうございました。それでは議題(２)は終了させていただき、議題（３）

に移らせていただきます。 

（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。 

永野清掃計画課計画係長 

〈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。 

  金田会長 

特に御質問はないようですので議題(３)につきましては、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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ありがとうございました。それでは議題(３)は終了させていただき、議題（４）

に移らせていただきます。 

（４）令和２年度清掃工場等の運転管理状況について 

①清掃工場・関宿地域のごみ処理について 

 金田会長 

  議題（４）、令和２年度清掃工場等の運転管理状況について、初めに清掃工場の

運転管理状況については資料３、３ページから２９ページ、次に関宿地域のごみ処

理については、資料４、３０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。 

知久清掃管理課管理係長 

〈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

ないようですので、議題４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、議題（４）

の②に移らせていただきます。 

②リサイクルセンター運転管理状況 

金田会長 

資料５、３１ページから３９ページを御覧ください。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、当局からの説明をお願いいたします。 

   知久清掃管理課管理係長 

   〈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（４）

の③に移らせていただきます。 
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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、４０ページから４５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。 

石川清掃管理課管理係主査 

〈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。 

根本委員 

生し尿のことですけれど、市内においても、まだまだ生し尿、浄化槽の世帯が多

いと思いますが、今後、市としての整備方針としてどのように進めていくのでしょ

うか。目標としては、公共下水道への流入だと思いますが、まだまだ進んでいない

と聞いたもので。今後どのようにしていくか、考えをお聞きしたいと思います。 

金田会長 

 ただいまの御質問、いかがでしょうか。 

柏倉環境部長 

   根本委員の御指摘のとおり、生し尿、浄化槽が市内にまだまだ残っています。御

意見のとおり公共下水道に接続するのが一番の解決策だと思うのですが、公共下水

道は区域を限定しております。基本的に市街化区域を中心としまして、公共下水道

に接続しております。市内全域が公共下水道区域となるのは、相当な時間もかかり

ますし、今後の市の方針にもなっておりません。当面につきましては生し尿を減ら

すために合併処理浄化槽設置のための補助金が下水道課より出ておりますので、そ

の補助金を利用していただきまして、汲み取りを少しずつ減らしていくということ

で考えております。合併処理浄化槽につきましては安全性も高く、非常にきれいに

してくれるとのことですので、今後は合併処理浄化槽を促進し汲み取りを減らして

いこうと考えております。以上です。 

金田会長 

今の回答でよろしいでしょうか。いかがでしょうか。ほかに御質問はありません

か。特に御質問や御意見がないようですので、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、議題（５）

に移らせていただきます。 
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（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、４７ページから５３ページまでを御覧ください。なお、５０ページの資

料は、本日配られたものと差し替えをお願いします。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。  

永野清掃計画課計画係長 

 〈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（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

移らせていただきます。 

（６）令和３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）、令和３年度清掃工場等の施設修繕等の予定について、始めに①清掃

工場等の施設修繕等の予定について、資料８と別紙の１ページも併せて御覧くださ

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 

知久清掃管理課管理係長 

〈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）の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

（６）の②に移らせていただきます。 

②リサイクルセンター 

  金田会長 

  議題（６）の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と別紙
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の２ページを御覧ください。当局からの説明をお願いします。  

知久清掃管理課管理係長 

〈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。特に御質問や御意見がないようですので、

議題（６）の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、最後にな

りますが議題（６）の③に移らせていただきます。 

③第二清掃工場 

 金田会長 

  議題（６）の③第二清掃工場の施設修繕等の予定について、資料１０と別紙３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。  

石川清掃管理課管理係主査 

〈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。特に御質問や御意見がない

ようですので、議題（６）の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。 

宮本清掃計画課長補佐 

  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、次回の開催予定ですが

令和４年５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 
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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、令和３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いただき、どうもありがとうございまし

た。 

 


