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様式第３ 

会  議  録 

会  議  名 令和４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 新清掃工場合同対策委員会等の協議状況について（公開） 

２ 廃棄物減量等推進審議会について（公開） 

３ 令和３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 令和４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４年５月２４日(火) 

午後２時００分から午後３時３０分まで 

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 

山上 由紀    秋田 幸雄     山﨑  績 

和田 正夫    寺田  博     江村 昭夫 

染谷 芳雄    石塚  弘     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 

原口  立    山田 靖夫     矢野  博 

市原 康雄    小野田 達男    根本 富雄 

石山 徹郎    市原 丈嗣     石坂 美代子 

欠席委員氏名 
澤村 恵美子   植竹 政弘     瀬能 信義 

田口 博     上原 一浩 

事  務  局 

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） 

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） 

玉置 英之（清掃計画課計画係主任主事） 

傍  聴  者 １名 
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議 事 
令和４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 

 一言御挨拶を申し上げます。 

 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。御存じの通り、本協議会は、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。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、十分御審議を頂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、小沼環境部次長より御挨拶をお願いいたします。 

３ 小沼環境部次長挨拶 

   ありがとうございます。 

   御挨拶をさせていただく前に、お時間を頂きまして、事務局の方から事務連絡を

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。 

４ 宮本清掃計画課長補佐 

   はい。それでは会議に先立ちまして、事務局より議事進行前に何点か報告させて

いただきます。 

   初めに、本協議会の会議は公開となっております。傍聴者が１名おりますので、

御報告させていただきます。次に、本日の欠席委員でございますが、澤村委員、植

竹委員、田口委員、瀬能委員、上原一浩委員の５名が所要のため欠席でございます。

なお、本日の協議会は委員３５名のうち、３０名が出席いただいております。 

   次に、本日の会議資料につきましては、既に郵送させていただいております資料

に加えて、席次表、委員一覧表、環境部職員一覧表、令和３年度清掃事業の概要を

お手元に配布させていただいております。 

   なお、議事録作成のため録音させていただいておりますので御了承のほど、お願

いいたします。 

   続きまして、令和３年７月１３日に開催いたしました、令和３年度野田市清掃工

場等環境保全協議会以降に、３名の方が委員を交代されておりますので、私の方か

ら御紹介させていただきます。 

   恐れ入りますが、お名前を読み上げますので、一度、その場で御起立くださるよ

うお願いいたします。 
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   地元自治会、野田梅郷自治会代表としまして、山上由紀様、澤村恵美子様、澤村

様につきましては本日欠席でございます。自治会連合会関宿地域代表としまして、

小野田達男様、以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。会議に先立

ちまして、事務局からの報告は以上でございます。 

５ 小沼環境部次長挨拶 

   お時間を頂きありがとうございました。それでは改めまして私の方から一言御挨

拶を申し上げます。改めまして、環境部次長の小沼と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。委員の皆様におかれましては、御多用の中お集まりいただきまし

てありがとうございます。本日部長の柏倉が所要のため欠席させていただいており

ますので、私の方から御挨拶を申し上げます。本協議会につきましては、各処理施

設の運転管理状況等につきまして、委員の皆様に御説明をさせていただき、御確認

を頂くとともに、皆様から御指導いただきながら、各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、新清掃工場合同対策委員会等の協議状況や、ごみの減量等について御審議

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

報告させていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

   この後、担当より御説明させていただきますが、関宿クリーンセンターにつきま

しては、施設の解体工事を行っておりましたが、昨年度末を持ちまして解体工事を

完了させていただきました。地元の皆様の長年にわたる御理解と御協力に対し、こ

の場をお借りしてお礼申し上げますとともに、地元代表の委員の皆様には、令和５

年１月３１日の任期満了までは、引き続き御指導賜りますようお願い申し上げま

す。 

   委員の皆様には、各処理施設の運転状況等について、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考えておりますので、本日もよろしくお

願いいたします。 

６ 職員紹介 

７ 金田会長 

   はい。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５名の連絡がありましたが、委員総数３５名のうち、

半数以上の出席を頂いておりますので、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。 

   また、初めに本日１名の傍聴の申出がございましたので、これを許可することで

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す。それでは傍聴を許可します。 

   それでは議事に入ります。 
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 （１）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１、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。それでは、当局からの報告をお願いいたします。どうぞ。 

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。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 

質問はないようですので議題(１)については終了させていただき、次の議題に移

らせていただきます。 

（「異議無し」の声有り。） 

（２）廃棄物減量等推進審議会について 

議題（２）廃棄物減量等推進審議会について、資料２、２ページ、３ページを御

覧ください。それでは当局からの報告をお願いします。 

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。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 

特に質問はないようですので議題(２)については、終了させていただき、次の議

題に移らせていただきます。 

（「異議無し」の声有り。） 

（３）令和３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（３）、令和３年度清掃工場等の運転管理状況について、初めに議題（３）

の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、資料３、４ページ

から３０ページ、次に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。 

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 
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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３の①清掃工場等の管理運転状況及び、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す。それではそのようにさせていただき、次の議題に移らせ

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 

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、資料の３２ページ

から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。 

   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。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管理運転状況について、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す。それではそのようにさせていただき、次の議題に移らせ

ていただきます。 

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、資料の４１ページから４７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。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 
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ありがとうございます。それではそのようにさせていただき、次の議題に移らせ

ていただきます。 

（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、４８ページから５４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、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す。それではそのようにさせていただき、次の議題に移らせ

ていただきます。 

（５）令和４年度清掃工場等の施設修繕等の予定について 

金田会長 

  始めに議題（５）の①、清掃工場等の施設修繕等の予定について、資料８、５５

ページと別紙１清掃工場を御覧ください。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。特に御質問や御意見がないようで

すので、議題（５）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、次の議題に移ら

せていただきます。 

②リサイクルセンター 

  金田会長 
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  議題（５）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、５６

ページと別紙２リサイクルセンター、№１、№２を御覧ください。それでは、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）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、次の議題に移ら

せていただきます。 

③第二清掃工場 

 金田会長 

  議題（５）の③第二清掃工場の施設修繕等の予定について、資料１０、５７ペー

ジと別紙３第二清掃工場を御覧ください。それでは当局からの説明をお願いしま

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。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（５）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。 

８ 宮本清掃計画課長補佐 

  本日は、長時間にわたり、慎重なる御審議を頂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。次回の本協議会の開催は令和

５年５月頃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
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開催前に２年の任期が切れることになります。従いまして、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いただいた上で、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ご理解と

ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。事務局からは以上です。 

９ 閉会 

金田会長 

ありがとうございました。以上を持ちまして、令和４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。本日はお時間をいただきまして、どうもあ

りがとうございました。 

 


