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会  議  経  過 

1．開  会 

 

2．協議事項 

 

（1） 最終報告書について 

 

○事務局 資料 1 の最終報告書（案）、補足資料 1,2,3 について説明。 

 

○会長 第 9 回検討会でご議論の上、今回提示することとしていた内容を補足資料で整理した

ということである。また、第 9 回検討会で提示された最終報告書（案）からの変更点について

説明いただいた。ご意見、ご質問を伺いたい。 

○委員 補足資料 1 の 1 ページについて、図 2 で現焼却施設を解体した後の全体イメージが示

されているが、いつ頃に現焼却施設は解体されるのか。 

○事務局 新しいごみ焼却施設の竣工は令和 10 年度を想定しており、現時点では令和 10 年度

中の解体は考えていないが、早めに解体作業に着手できるよう計画していきたいと考えてい

る。 

○委員 以前、北側の防音対策工事については施設整備中には対応が困難であり、施設整備後

になると伺ったが、施設整備前に防音対策工事をすることはできないか。 

○事務局 現在、北側には既設の防音壁があるが、新しいごみ焼却施設の建設時に外構工事も

行うため、防音壁を更新する場合は、施設整備とあわせて実施するのが最も効率的と考えてい

る。 

〇委員 理解した。また、補足資料 1 の 2 ページで、標高の図面が示されているが、秋水園か

らの距離と標高差で、風の巻き込みが発生するかどうかを図示することは可能か。 

○事務局 風の巻き込みとは、風向きと解釈してよろしいか。 

○委員 問題ない。風が一定でないことをふまえると、北側で巻き込む可能性があると思われ

るので、ダウンドラフト現象が発生する可能性が低いという説明とともに、図示していただき

たい。 

〇事務局 承知した。 
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○会長 補足資料 2 に事業方式の特徴が記載されているが、今後の進め方については、PFI 等

導入可能性調査の中で、市財政への影響等を含めた定量的、定性的な評価を行い、最適な事業

方式を決定するということでよろしいか。 

○事務局 ご理解のとおりである。PFI 等導入可能性調査の結果をふまえ、庁内検討組織であ

る推進本部で、総合的な観点から最適な事業方式を決定することを想定している。 

○委員 プラスチック資源循環促進法の施行により、本事業にどのような影響が出るのか説明

いただきたい。また、自治体にとって、容器包装プラスチックの考え方とどのように影響し合

うのかについても説明いただきたい。 

○事務局 令和 4 年 4 月 1 日に施行されたプラスチック資源循環促進法では、製品プラスチッ

クについても容器包装プラスチックに準じたリサイクルを行うことが自治体の努力義務として

課せられているが、製品プラスチックは焼却対象ごみではないため、本事業への影響はない。

容器包装プラスチックに準じた製品プラスチックをリサイクルする場合、新しい施設や、既存

施設能力の増強が必要になるという課題がある中で、現時点では、財源や支援措置等の詳細に

ついて国から定められていない状況である。今後は、市の施策として、製品プラスチックを循

環させるためにどのように回収して資源化するか、国の動向等を注視しながら検討していく。 

○会長 現時点で容器包装プラスチックのリサイクルに取り組んでいる自治体が約 67％に対し

て、製品プラスチックは約 3％と言われている。製品プラスチックのリサイクルについてのガ

イドラインは、環境省から出ており、再商品化を行う方法として、容器包装リサイクル法に基

づく指定法人に委託する場合と、市区町村が単独又は共同で再商品化計画を作成し、国の認定

を受ける場合がある。日本容器包装リサイクル協会の受入に関するマニュアルや方針は来年 4

月に策定されると言われているので、来年 4 月以降に自治体における検討が具体化すると思

う。 

○委員 製品プラスチックは、現在どのように処理しているのか。 

○事務局 東村山市では燃やせないごみとして収集し、山梨県や茨城県等の民間工場に処理委

託している。選別処理で金属等の資源物を取り除いた後に、熱回収する処理工程であり、焼却

残さである灰についても溶融処理や固形化処理することで、全量リサイクルしている。 

○委員 将来的には、燃やせないごみとして処理する量が減少していくという理解でよろしい

か。 

○事務局 ご理解のとおりである。 
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○会長 容器包装プラスチックの場合は、日本容器包装リサイクル協会から拠出委託料が支払

われているが、製品プラスチックの場合は、すべて自治体の負担ということになり、1t 処理す

るのに大体 4 万円から 5 万円ぐらいかかると言われている。規模を拡大すれば、処理単価は少

し下がると思われるが、非常に費用がかかるという点でも、自治体にとっては悩ましい問題で

ある。そのため、国、日本容器包装リサイクル協会、プラスチック業界の状況を見ながら、慎

重に判断していかなければいけない段階にある。 

○委員 周辺環境に関する意見だが、水銀は連続測定することが望ましいと考えている。連続

測定器が 1,000 万円くらいかかることは理解しているが、私の意見としては、測定していただ

きたいと思っている。ダイオキシン類についても、年 2 回測定を月 2 回測定にするなど、測定

頻度を上げて環境と健康に配慮してほしい。 

○委員 ごみの燃焼データについては、事業者側で蓄積していると思われる。例えば、焚火で

よく燃えている時と燃えていない時では、燃え方や煙の出方が異なるように、常時測定しなく

ても燃え方を見れば概ね判断できると思う。施設見学した際には、色々と説明していただいて

いるので、機会があれば秋水園の焼却炉を見学していただければと思う。 

○委員 あらゆる施設でダイオキシン類等の排ガス測定結果として基準値よりもかなり低い数

値が出ているが、いつでもこのような数値が出ているのか疑問であり、測定頻度を多くすれば

判断できる。多摩地域で、水銀の連続測定器を設置している施設もあるので、1,000 万円は高

額ではあるが、設置することで住民が安心できるのであれば、設置するべきではと考える。 

○委員 どのプラントメーカーが本事業の落札者となるかは分からないが、東京 23 区でもいろ

いろなプラントメーカーがデータ分析等を実施している。作業環境上のダイオキシン類が問題

になった工場もあったが、それ以外は安定稼働しており、ある程度のデータは出ていると思わ

れる。 

○委員 ダイオキシン類も、例えば、測定回数を年 2 回から年 10 回にすることで、精度が大き

く違うと考える。 

○会長 連続測定をするかどうか、測定の頻度を増やすかどうかについて、事務局の考え方を

お示し願う。 

○事務局 本検討会は、特に秋水園周辺住民の方々に多く参加していただいており、周辺環境

についての議論も活発に行っていただくことは、本検討会の大きな目的の 1 つであるため、非

常にありがたい議論と思う。事務局として、新しい施設の整備において、周辺住民の方たちが
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安心に繋がる施設という点を重視し、今、議論されている排ガスだけではなく、騒音や振動

等、生活環境への影響が大きいものについては低減するように、また、数値などお見せできる

ものはどれくらい通常時に出ているのか、検討会資料等でお示しして議論していただいた。こ

の内容は、令和 2 年 12 月に開催した第 3 回検討会でご検討いただいたが、その際に、排ガス等

の測定結果については排ガス状況監視盤を設置するなど、市民の方々に対して積極的な情報公

開してほしいといったご意見をいただき、最終報告書（案）6 ページの公害防止基準の項目に

おいても記載させていただいている。ただ、水銀の連続測定をするかどうかについては、この

場での判断は難しいところがあり、検討会委員の皆様にて、さらに意見交換をしていただけれ

ばと思う。 

○委員 前回の検討会でも申し上げたが、日本に焼却炉が導入されて 100 年以上経過し、蓄積

された経験やノウハウに基づいた数多くのデータが集まっており、適切に燃焼するためのデー

タも揃っているため、大手メーカーでは AI を用いて自動運転する検討も始めている。ダイオキ

シン類が、世界で問題になったのは 1970 年代で、50 年ぐらい経過している。その間、毎年ダ

イオキシン国際会議で抑制方法に関する多くの研究が発表され、ダイオキシン類は燃焼温度、

酸素濃度、一酸化炭素濃度の制御ができれば、ほぼ発生しないというデータも出ている。酸素

濃度も燃焼温度も一酸化炭素濃度も連続測定はできるので、ある程度の制御はできるというこ

とである。ダイオキシン類を年に何回も、100 万円近いお金をかけて測定する必要性について

は、そういった観点もふまえて検討すべきと考える。 

水銀に関しては、環境省が全国で環境濃度を測定しているが、測定結果は 2ng/m3 前後であ

り、2ng/m3 を超えないケースも多い。環境濃度数値から見ても全国の焼却炉から生活環境に影

響を与えるような水銀は排出されていないとも言え、連続測定器の設置は、コストがかかるも

のなので 1,000 万円かけてやるか検討したほうが良いと思う。 

○委員 水銀電池もまだなくなっていないため現時点では連続測定器を設置し、水銀使用製品

が完全になくなったら、その時に設置をやめるという方法もあると思う。 

○委員 これまでの経験から、様々な施設で高い水銀濃度が出る時がある。その理由は血圧計

など水銀がたくさん入ったものが混入するところに起因しており、持ち込みごみのときに混入

する場合が多いことも環境省のデータで分かっている。そのため、まずは展開検査をして対応

するというガイドラインが示されている。前回の検討会でも申し上げたが、水銀に関する条約

を批准していない国があるので、水銀が全くゼロになることはない。近年のごみ焼却施設で
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は、バグフィルタに活性炭を入れて 8 割から 9 割近くは除去できている。数値が上昇するのは

血圧計や水銀計等、水銀が多く含有しているごみが混入する時であり、それ以外は、基準を超

過しないというデータも数多く出ている。そのため、水銀を含む血圧計や水銀計等の混入を防

止することが重要であり、その防止手段として、展開検査に充てる人員を補充する方が、個人

的には効果があると思う。 

○会長 連続測定器の設置や測定頻度を上げることとあわせて、情報開示は大事なことであ

り、地元の皆さんを含めて測定データ等の情報をきちんと示すことが必要となるので、対応を

お願いしたいと思う。 

○委員 ダイオキシン類については、技術的な精度から問題ないと思っている。水銀について

は、連続測定してほしいというご意見もあったが、ご議論のとおり、血圧計等を持ち込まなけ

れば発生しないと思うので、以前、市で回収したときのように、例えば年末に向けて、11、12

月ぐらいに回収の仕方を市報等で周知して情報提供する方が効率的だと思う。 

○事務局 ご発言のとおり、平成 27 年度に使用しなくなったまま保管されている体温計や血圧

計等の水銀使用製品に対して、学校や薬局、その他公共施設での回収事業を実施した。現在、

保管されている水銀使用製品がある場合は、有害物として通常の収集で、乾電池や蛍光管等と

あわせて回収している。引き続き、有害物として回収していることを含め、家庭ごみの正しい

分別について啓発していきたいと考える。また、秋水園の焼却炉に入っているごみには事業系

の可燃ごみもあり、事業系については、個々に収集の許可を持っている業者と契約して秋水園

に持ち込むというシステムになっており、年に二十回ほど展開検査をしている。事業系につい

ても、引き続き、搬入の適正化に取り組んでいきたいと考える。 

○会長 水銀使用製品を回収する運動や働きかけをしても良いと思う。血圧計や体温計等をご

みの中に持ち込まないようにすることが水銀対策として非常に重要であるため、有害物として

の分別とあわせて、様々な形で入らないような活動をすることが必要と思う。 

○事務局 水銀の混入防止で、退蔵されている水銀を含む血圧計や体温計等をきちんと分別し

ていただくことが、焼却炉における水銀の排ガスの規制値を遵守する上で必要と考えているの

で、分別に関する啓発を進めていくことが重要と考える。また、ご意見のあった情報開示につ

いては、基本計画策定の中で検討するよう考えている。 

○会長 情報開示というよりも、住民の皆さんと日常的に話すことができるシステムをつくる

取組みが重要である。例えば、工場見学会の実施や、秋水園周辺における自治会長に運転状況
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を報告するなど、いろいろな方法があると思う。運転状況を皆さんにお知らせすることは安心

に繋がるので、ぜひ取り組んでいただければと思う。 

○委員 資料 1 の 6 ページに、公害防止基準のまとめとして、表 2.3.1 の数値は「トップクラ

スの自主規制値に集約しました」と表記しているが、水銀の自主規制値は法令基準値と同じで

ある。具体的な方策として啓発等は分かるが、専門的な視点から、自主規制値を 30µg/m3 より

下げることはできるのか。 

○委員 新しい施設の設備からすると 30µg/m3 以下に下げることは可能であるが、法基準であ

る 30µg/m3で問題ないという判断と思われる。 

○委員 トップクラスの自主規制値に集約したと表記することは、過言ではないかと客観的に

思う。この表記をするのであれば、30µg/m3より下げても良いと思う。 

○委員 以前施設見学した、浅川清流環境組合における水銀の規制値は 50µg/m3 であり、その

理由は、建設時の法規制値が 50µg/m3であるためと伺った。現在は 30µg/m3となり、今後、例え

ば 15µg/m3になった場合に、自主規制値を下げる対応となるのか。 

○会長 法律ができたときに既に稼働している施設や、建設中の施設は 50µg/m3、計画中の施設

は 30µg/m3 としている。そのため、浅川清流環境組合では 50µg/m3 になっており、本事業では

30µg/m3 が基準である。環境基準とは、人の健康を守るために望ましい環境の水準であり、環境

基準を守れば、健康に暮らせるというレベルである。排出基準が守れないから健康に影響があ

るという数値ではなく、あくまでも、世界的に水銀に対する排出をやめようと進めている中で

設定した数字である。 

○委員 水銀は 5 年以内に使用を禁止するということで、まだ残りは出てくるため、ゼロには

ならないと思うが、減ることはまず間違いない。排出基準値については、排出基準を守れば環

境基準を超えることはないということで環境省が決めたものである。 

○会長 ありがとうございます。ご指摘のあった「トップクラスの」というところの表現はど

のようにするか。 

○事務局 6 ページでは「トップクラスの自主規制値」とあるが、東京 23 区や多摩地域におい

てもトップクラスの自主規制値という意図で表記している。資料 1 の 26 ページで、東京 23 区

と多摩地域の建設されているごみ焼却施設の規制値を示しているが、ばいじんから水銀の 6 項

目における自主規制値の中で一番厳しい値を選ぶことが検討の経緯であったことをふまえて、

東京 23 区や多摩地域においてもトップクラスの値を示す意図で記載している。そのため、事務
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局としては、この表記のままで良いと思う。 

○委員 生活環境や安全性については、法令基準値でも十分に確保されている。トップクラス

という記載は、各自治体の競争を促してしまう懸念があるため、あえて書くこともないのでは

と思う。 

○委員 個人的には、自主規制値を法令基準値よりここまで下げなくても問題ないとは思う

が、厳しく設定した自主規制値をトップクラスと記載することは良いと思う。水銀やダイオキ

シン類についても減少しているので、連続測定や測定頻度を上げなくても問題ないと思う。 

○委員 26 ページを見ると、多摩地域の中ではいずれの項目についても、一番環境に配慮した

基準値となっているので、トップクラスと書いて良いと思う。 

○会長 規制値が変わるわけではないので、全体的な流れからすると「トップクラス」と記載

する現状の文章のままとする。また、ご意見のあった公表データの妥当性については、全国的

に 1、2 件であるが、改ざんしている事例も報告されている。情報開示を行い、皆さんにお伝え

することを繰り返すことで、コンプライアンスの問題は整理がつくと思う。安全な施設と 100

回言うよりも、本当に安心してもらうためには皆さんと対面し、運営状況について話す機会を

たくさん持つことが良いと思うので、今後、取り組んでいただきたい。 

○委員 検討会のホームページについて、私は「検討委員会」で検索して見つけられるが、検

討会のことを知らない人に紹介すると検討会のホームページが見つけられないと言われる状況

である。ごみ関連のページのどこからでもリンクで入れるように工夫していただきたい。ま

た、秋津町市民に実施したアンケートもホームページに掲載していただきたい。 

○事務局 ホームページについては、検討会を開催する際など、情報をその都度公開してい

る。環境資源循環部のページのどこからでも入れるようにすることは難しいが、秋水園施設整

備課のページであれば、見やすくなるように改善していきたいと思う。また、秋津町市民アン

ケートを公開していただきたいという要望については、すでにホームページに公開している

が、ホームページの見やすさに向けた課題と考えられる。引き続き、見やすいホームページを

工夫していきたい。 

○事務局 広報紙の「エコ eco 東村山」、ごみアプリ、環境資源循環部のツイッター等を活用

する工夫をしていく。例えば「エコ eco 東村山」の臨時号で QR コードから検討会のページにア

クセスできる、あるいは、ごみアプリやツイッター等でお知らせをしたときに直接検討会のペ

ージにアクセスできるという形でご紹介させていただく。 
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○事務局 ホームページについては、市全体で見づらいという意見もあるので、今後見直しが

あった場合には、いただいた意見を伝え、見やすいホームページづくりに努めていく。 

○会長 誰が見てもわかりやすいホームページにしてほしいという要望だと思う。専門用語を

使わずに一般的な言葉を使うことも重要である。 

○事務局 最終報告書については、第 9 回から引き続き議題としており、補足資料１から資料

１まで全て説明させていただいた。この後、委員の皆さんでご議論していただきたい。 

○会長 承知した。最終報告書について前回議論した内容は、補足資料にまとめられている。

これらの内容全体に対して、ご意見、ご質問があれば伺いたい。 

○委員 構成について、例えば 4 ページの「100t/日と設定します」というのは、誰が設定した

のか。市として 100t/日として設定することを提案しましたという話なのか。次に「検討方法

及び検討結果」で「集約しました」というのは、誰が集約したのか。これは検討会の中での結

論という位置づけで考えたらいいのか。最後に、前回とタイトルは変えていただいたが、「基

本計画策定に向けた留意点」というのは、誰が誰に対して留意するのか分かりにくく、検討会

からの要望として明確な表現とした方が良いと思う。 

○事務局 検討会の最終報告書であるので、主語については、基本的に検討会が検討した、設

定した、集約したということである。なお、第 2 章の構成を改めて説明すると、結論を一番上

に書いて、どうしてその結論になったかを「検討概要」と「検討方法及び検討結果」で説明

し、最後に、「基本計画策定に向けた留意点」という形として、1、2 ページで簡潔にまとめて

いる。最初に分かりやすい「結論」から入り、その後、理由を上から順に見ていくという形の

構成としている。 

○委員 先ほどの「基本計画策定に向けた留意点」については、事務局からの説明にあったと

おり、市への要望、委員の意見や評価、合意内容であると考えた場合、抽象的ではないかとい

うご指摘と思う。次に、6 ページと 8 ページについては十分議論した印象を持っているが、他

の検討内容についてはどうか、皆さんのご意見をお聞きしたい。 

○事務局 最終報告書は、これまで 10 回の検討会でご議論いただいた各検討項目で整理してい

る。項目ごとに資料の説明をさせていただき、確認しながら検討してきた経過がある。項目ご

とに意見交換や委員間協議の大小はあるかもしれないが、一定程度、委員の皆さんに内容を理

解していただき集約したと捉えている。検討会全体を通してご議論した内容を報告書として取

りまとめているが、まとめ方、文言等、ご意見があれば伺いたい。 
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○会長 これまでの検討内容について、検討会資料を確認し、疑問点については検討会で議論

した。6 ページ、8 ページについては自主規制値あるいは煙突の話であり、直接的に影響する内

容なので議論が盛んに行われたと思う。例えば、4 ページの計画処理量は、データで整理さ

れ、施設規模を検討した項目だが、数字の整合性に関する議論はなかなか難しい。そのため、

質問も多くはなかったと思われる。「基本計画策定に向けた留意点」は、「要望」や「委員の

意見」など、いろいろな書き方があると思うが、適切な書き方があれば、ここで提案していた

だき、決めていければ良いと考える。 

○事務局 事務局としては「留意点」という表現をしたが、先ほどのご意見のように、他に適

した表現があれば採用したく考えている。 

○委員 検討会で議論した結果として、「100t/日と設定する」という結論を出したとまとめる

べきなのか違和感がある。 

○事務局 最終的には市が基本計画を策定するので、そのときには断定的な記載になるが、検

討会における報告書であることから、「設定します」という表現にしている。この表現は、他

の自治体の事例も参考にした一般的な書き方であるが、他に適切な言い方があればご提案して

いただきたい。 

○会長 検討会と市の関係が整理されていれば、問題ないと思う。つまり、検討会は取りまと

めをし、最終的に決めるのは市であることが報告書に書いてあれば良いと思う。 

○事務局 検討会にて作成した最終報告書は、会長から市長に提出していただくことを考えて

いる。市は、その提出された検討会の最終報告書の内容をふまえ、庁内の検討部会などの検討

を経て、最終的に新しいごみ焼却施設の基本計画の策定を進めることを考えている。この内容

は、1 ページの 1.2「東村山市ごみ焼却施設整備基本計画検討会」の位置づけの中に記載されて

いる。 

○会長 示されている位置づけをふまえて、4 ページ以降の主語などは理解できるということ

である。あとは、「基本計画策定に向けた留意点」という標題をもう少し明確な表現にするか

どうかについて、ご意見を伺いたい。 

○委員 第 4 章「おわりに」で書かれている「付帯意見集約」という表現でもいいかもしれな

い。 

○会長 「委員」という表現があった方が分かりやすいと思う。先ほどのご意見のとおり、誰

に対する留意点なのかが分かりにくいため、「委員意見」「委員意見集約」など、「意見」と
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することで、委員が主語であることがはっきりする。「意見集約」や「委員意見」で良いと考

える。 

○委員 すべての内容が集約されているわけではないから、「集約」は外した形がよいだろ

う。 

○会長 「集約」とすると、「総意」であるように感じるため、大筋の方向性はまとまった

が、少し判断の余地を残しておくという表現として、「基本計画策定に向けた委員意見」で整

理する。1 ページ目のとおり検討会の位置づけに則り、検討会として取りまとめ、報告書とし

て提出する。検討会で出たご意見は、一番下の枠内で脚注のような形で示すことで整理する。 

○委員 補足資料 2 で「民間事業者のノウハウを活用しにくい」と書かれているが、どのよう

なノウハウが、どのように活用しにくいかが書かれていない。具体的な記載がないと検討がで

きないと思う。また、費用がどの程度下がるかはイメージではなく、3 割下がるなど具体的に

数字を出していただきたい。公共であれば補助金があるが、PFI で民間が独自に資金を調達す

る場合はどうなのかなどの説明が必要ではないか。 

○事務局 今年度、PFI 等導入可能性調査を民間事業者に委託して調査を行う予定である。費

用については、VFM（Value for Money）という、金額でどれぐらいメリットがあるかを具体的

に調査する。今年度実施する調査で初めて分かるため、現時点では示す数値がなく抽象的にな

っている。今回、検討会で確認していただきたい内容は、どの方式に最終的に決定するのかと

いうことではなく、PFI 等導入可能性調査を経て市が最終的に最適な事業方式を決定するが、

第 2 章の「委員意見」として記載しているように、実際に調査をするときに、留意してほしい

点である。費用だけでなく、定性的と言われる総合的な観点から判断してほしいというご意見

や、民間事業者に委託した場合に事業がしっかりと行われるのかを確認すべきというご意見、

また窓口が市ではなく民間になることで、市民の意見が届きにくいのではないかというご意見

など、今後、PFI 導入可能性調査を経て事業方式を決定する上での市への要望をいただきたい

と考えている。 

○会長 事業方式として示されている 4 種類について、今後市が PFI 等導入可能性調査として

調査を実施する。それぞれの方式の概要を示し、今後、委員の疑問点などについては調査結果

として改めて出していくということだと思う。 

○委員 第 4 章の「おわりに」で、下から 3 行目に、「本検討会としての集約や付帯意見の趣

旨を鑑み」とあるが、付帯意見というのは、先ほどの第 2 章の「留意点」のことであれば、表
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現を同じにしたほうがいいのではないか。 

○事務局 ご指摘のとおり、第 2 章の表現等の見直しをふまえ、最終報告書全体の表現統一や

齟齬がないように修正する。 

○会長 他に何か意見はあるか。 

（意見なし） 

〇会長 ないようなので、以上で、最終報告書についての検討は終了とし、今後の流れとして

は 1 ページのとおり、報告書を市に提出し、市が基本計画を策定していく。パブリックコメン

トも実施し市民に意見を求めるということになる。 

○委員 パブリックコメントはいつごろ実施されるのか。取りまとめなどのスケジュールを教

えていただきたい。 

○事務局 基本計画の策定については、令和 4 年の第 4 四半期と考えている。スケジュールと

しては、検討会の最終報告書を取りまとめていただいた後、2、3 か月ぐらいかけて、最終報告

書の内容をふまえながら庁内で基本計画素案の検討を進めていく。9 月から 10 月ぐらいに素案

が作成できる想定である。基本計画素案については、11 月頃に開催予定の市民説明会にて説明

し、市民の方々からの意見などをふまえて庁内で基本計画案を作成する。その後、パブリック

コメントにかけて市全体でご意見を再度伺い、パブリックコメントの結果をふまえて基本計画

を策定するという流れである。 

〇会長 基本計画素案の取りまとめが令和 4 年の 9 月ないし 10 月頃であり、素案がまとまった

結果を市民説明会に秋ごろまでにかける。この市民説明会の意見を反映した形で基本計画案を

つくり、パブリックコメントにかける。パブリックコメントをいただいて、その意見を反映で

きるものは反映して基本計画を策定する。それが令和 4 年度末というスケジュールということ

である。 

○委員 最終報告書はいつごろ完成する予定か教えていただきたい。 

○事務局 最終報告書は、本日いただいた意見を反映した最終報告書（案）を委員の皆さんに

送付させていただく。概ね 1 か月で委員の皆さんとのやり取りを 2 回実施し、ご指摘いただい

た点などを反映し、最終版といたしたく考えている。完成した報告書は市長へ提出していただ

くことになるが、その日程が 8 月初旬から中旬になると考えている。 

○会長 これから委員に意見を伺って修正するやりとりを 2 回行い、7 月中旬までにはまとめ

るということである。そして 8 月初旬に市長に提出するというスケジュールである。 
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○会長 それでは、最終報告書（案）については、検討会として了承する。ただし、修正して

委員の了解を得ること。修正は 2 回行うということで、了承する。 

 

 

３．その他 

 

○事務局 最終報告書は、本日のご意見をふまえて修正したものを委員に確認していただき、

もう一度修正の機会を設けたいと考えている。最終的にまとまった最終報告書は、会長、副会

長から市長に提出していただく機会を設けることを考えている。 

 

・環境資源循環部長挨拶 

 

４．閉会 

 


