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会議等回数 開催日 主な会議内容等

第１回会議
平成25年 4月21日（日）

10：00 ～ 13：36

■次期中間処理施設整備事業の経緯について(P14-3参照）
■今後のスケジュール（案）について
■事業推進手法の比較について
■会議の運営（案）について

第２回会議
平成25年 5月26日（日）

13：00 ～ 17：05
■今後のスケジュール（案）について
■先進地の視察（案）について

第３回会議
平成25年 6月23日（日）

13：00 ～ 16：30
■今後の進め方（案）について
■先進地の視察（案）について

第４回会議
平成25年 7月28日（日）

13：00 ～ 16：15

■組合関係市町の財政状況について
■専門部会の設置について
■事業推進手法の比較について

第５回会議
平成25年 8月25日（日）

13：00 ～ 16：54

■ごみ処理基本計画検討委員会の進捗状況の報告について
■広報の方法について
■住民意見等の確認について
■比較対象地の抽出手法について
■用地の比較評価項目等について

第６回会議
平成25年 9月22日（日）

13：00 ～ 16：40

■ごみ処理基本計画検討委員会の進捗状況の報告について
■比較対象地の抽出手法について
■比較対象地の募集・選定手順について
■用地の比較評価項目について

第７回会議
平成25年10月27日（日）

13：00 ～ 16：40

■ごみ処理基本計画検討委員会の進捗状況の報告について
■候補地の比較評価項目・基準・配点について
■候補地の募集要項について

意見交換会

（委員間）
※

平成25年11月 3日（日）
13：00 ～ 19：30

■候補地の比較評価項目・基準・配点について
■候補地の募集要項について

第８回会議
平成25年11月12日（火）

13：00 ～ 17：15
■候補地の比較評価項目・基準・配点（案）について
■候補地の募集要項（案）について

パブリックコメント
の募集

平成25年11月19日（火）
～

平成25年12月13日（金）

■対象とする事案
①候補地の募集要項（案）
②候補地の比較評価項目・基準・配点（案）
③候補地の比較評価項目・基準・配点の補足資料（案）

説明会
平成25年12月 8日（日）

14：00 ～ 16：30

■資料説明及び質疑応答
①候補地の募集要項（案）
②候補地の比較評価項目・基準・配点（案）
③候補地の比較評価項目・基準・配点の補足資料（案）

第９回会議
平成25年12月22日（日）

13：00 ～ 17：25
■中間答申（案）について

中間答申 平成25年12月25日（水） ■候補地の選定方法について

候補地の募集
平成26年 1月 6日（月）

～
平成26年 3月31日（月）

先進地視察 平成26年 3月13日（木）
■三鷹市・調布市で構成する「ふじみ衛生組合」が操業する「ク
リーンプラザふじみ」の視察

印西地区環境整備事業組合
次期中間処理施設整備事業用地検討委員会

会議等開催経過（1/2）

※意見交換会（委員間）は、印西地区環境整備事業組合付属機関条例施行規則第２条及び印西地区環境整備事業組合次期中
間処理施設整備事業用地検討委員会運営細則第２項（３）で規定する会議ではなく、事前に意見交換を行い、会議の円滑な
議事進行を図ることを目的とした任意の会議である。
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会議等回数 開催日 主な会議内容等

現地調査
（第１回）

平成26年 4月20日（日）
9：15　～　16：00

■「2次審査における生活環境及び自然環境等の保全に着目」した現
地調査

第10回会議
平成26年 4月27日（日）

13：00　～　16：35

■ごみ処理基本計画検討委員会の進捗状況の報告について
■平成26年度　用地検討委員会スケジュール（案）について
■候補地の募集結果について
■候補地の1次審査（案）について
■候補地の2次審査（案）について

第11回会議
平成26年 5月25日（日）

13：00　～　18：15

■平成26年度　用地検討委員会スケジュール（案）について
■候補地の1次審査（案）について
■候補地の2次審査（案）について

意見交換会
（周辺住民）

平成26年 6月 7日（土）
～

平成26年 7月19日（土）

■「3次審査における周辺住民の理解度・協力度の状況に着目」した
周辺住民意見交換会

意見交換会
（全体）

平成26年 7月26日（土）
■「3次審査における周辺住民の理解度・協力度の状況に着目」した
関係市町（印西市・白井市・栄町）の住民意見交換会

第12回会議
平成26年 6月22日（日）

13：00　～　16：50

■候補地の1次審査（案）について
■候補地の2次審査（案）について
■候補地の3次審査の進め方について

第13回会議
平成26年 8月 3日（日）

13：00　～　17：00
■候補地の2次審査（案）について
■候補地の3次審査（案）について

第14回会議
平成26年 8月24日（日）

13：00　～　17：00
■候補地の3次審査（案）について

意見交換会

（委員間）
※

平成26年 8月26日（火）
14：00　～　17：00

■3次審査の進め方

現地調査
（第２回）

平成26年 9月 7日（日）
9：00　～　11：30

■「3次審査における地域社会貢献に着目」した現地調査

第15回会議
平成26年 9月 7日（日）

13：00　～　17：00
■候補地の3次審査（案）について
■審査報告会の進め方等について

意見交換会

（委員間）※
平成26年 9月 9日（火）

14：00　～　17：00
■3次審査の進め方

第16回会議
平成26年 9月21日（日）

13：00　～　16:30
■候補地の3次審査（案）について
■最終答申書（案）について

審査結果報告会
平成26年 9月28日（日）

13：00　～　15：10
■候補地の審査結果について

第17回会議
平成26年 9月28日（日）

15：40　～　17：00
■最終答申について

最終答申
平成26年 9月30日（火）

10：00　～　11:20
■候補地の審査結果について 

印西地区環境整備事業組合
次期中間処理施設整備事業用地検討委員会

会議等開催経過（2/2）

※意見交換会（委員間）は、印西地区環境整備事業組合付属機関条例施行規則第２条及び印西地区環境整備事業組合次期中
間処理施設整備事業用地検討委員会運営細則第２項（３）で規定する会議ではなく、事前に意見交換を行い、会議の円滑な
議事進行を図ることを目的とした任意の会議である。
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経緯

昭和６１年度 ４月 印西クリーンセンター稼働開始（１・２号炉、粗大ごみ処理施設）

平成　５年度 ４月 温水センター開設結果

平成　８年度 ４月 地域冷暖房システムへの余熱（蒸気）供給開始

平成１０年度 ３月 ３号焼却炉増設工事竣工

平成１１年度 ６月 印西地区一般廃棄物 終処分場業務開始

平成１３年度 ３月 ダイオキシン対策工事竣工（１・２号炉）

平成１９年度 ４月 電気集塵機及び誘引送風機更新工事竣工（１号炉）

平成２０年度 ４月 集塵設備更新及び空冷壁設置工事竣工（２号炉）

１２月 現在地内の建替用地（テニスコート部）での次期施設整備を正副管理者に説明する。

上記計画を組合議会及び関係市町村議会に説明したところ、現在地ありきではなく、

他の場所も検討すべきとの意見が示される。

次期中間処理施設整備検討委員会を設置する。

（平成２３年３月までに、計１２回の会議を開催する。）

（次期中間処理施設整備基本計画の検討及び事業用地の選定を担任する。）

検討委員会にて、「より望ましい土地」「不利な土地」の条件を整理し、

組合関係市町村へ比較検討地の抽出を依頼する。

「営農組合」から施設誘致の要望書が提出されるが、検討委員会にて、用地の一般募集

をしていないことから、公平性を期す観点から、比較検討地に加えないこととした。

１１月 組合関係市町村より５箇所が抽出され、現在地を加えた計６箇所を比較検討地とする。

中央駅北地区町内会自治会連合会から、「現在地以外の場所で、環境に配慮した施設整

備を望む」とした要望書が提出される。（署名３，５４７人）

市町村合併により組合関係市町が印西市、白井市及び栄町の３団体となる。

（印西市が印旛村及び本埜村を吸収する。）

検討委員会が、比較検討地における評点合計の上位３箇所を管理者へ報告する。

（上位３箇所の経済性比較資料を添付）

４月 正副管理者会議にて、上位３箇所を候補地とすることで決定する。

５月 上位３箇所の立地市である印西市に所見を求める。

１１月 印西市より、上位３箇所のうち９住区又は現在地が望ましいとの回答がある。

３月 正副管理者会議にて、上記２箇所に絞り再度比較検討することとした。

３月 検討委員会が、次期中間処理施設整備基本計画（案）を管理者へ報告する。

正副管理者会議にて、印西市のまちづくりにおける総合的な観点から、

９住区がより望ましいと合意し、建設予定地として決定する。

７～１月 建設予定地を９住区とした住民説明会を計１１回開催する。

７月 印西市長選挙（板倉新印西市長）

建設予定地の不動産鑑定業務が完了

（買収面積３７，５００㎡）（１㎡当り５７，２００円～５８，５００円）

８月 板倉新印西市長が管理者に就任

１１月 印西市長から管理者へ、「現計画の白紙撤回」が申し入れされる。

２月 管理者の附属機関として、次期中間処理施設整備事業用地検討委員会を設置する。

３月 上記検討委員会の住民委員を公募する。（委員総数１５人中１０人）

９月

６月～

１月

３月

２．次期中間処理施設整備事業

１．印西クリーンセンター関連の主要事項（施設整備等）

時期

１０月

４月

５月

７月

印西地区環境整備事業組合
次期中間処理施設整備事業用地検討委員会

次期中間処理施設整備事業の経緯

平成２０年度

平成２１年度

平成２２年度

平成２３年度

平成２４年度

１２～１月
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