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１ 議題 

議題１ 第１１回検討会議について 

議題２ 第１０回協議会の報告（二枚橋 その２） 

議題３ 第１１回検討会議でのご意見等の整理 

議題４ 「清掃関連施設整備基本計画検討会議 まとめ」 

  議題５ その他 

会 議 結 果 別紙審議経過のとおり 

提 出 資 料 別添のとおり 

その他  



 1 

開  会 

 

○三橋副会長 こんばんは。本日は、岡山会長が所用で遅れてお越しになられ

るということなので、規定に基づきまして、お越しになられるまでの間、副会

長の私のほうで進行させていただきます。 

それでは、これより第１２回清掃関連施設整備基本計画検討会議を開催いた

します。今回をもって検討会議は最後となります。本当にお疲れ様です。今日

も進行にご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

委員の出席状況・資料確認 

 

○三橋副会長 早速ですが、本日の委員の出席状況と配付資料について、事務

局より報告をお願いいたします。 

○小野ごみ対策課長 本日の委員の出席状況ですが、吉田委員と石倉委員です

けれども、石倉委員は遅れてお見えになられるということでご連絡をいただい

ております。吉田委員からは特にご連絡はいただいてございませんが、おそら

くお越しになられるのではないかと思っています。 

それから、副会長からもありましたとおり、岡山会長は遅れて出席というこ

とでご連絡をいただいております。 

それから、二枚橋焼却場跡地周辺の関係団体の代表者につきましては、この

間、開催されました協議会で委員選出に至りませんでしたので、本日も欠席と

扱わせていただきます。 

続きまして、本日の資料について説明いたします。委員の皆様に事前配付資

料として、本日の次第を含め、資料を配付させていただいております。 

初めに、「次第」でございます。 

次に、検１２－１として「第１１回検討会議について」でございます。 

続きまして、検１２－２として「第１０回協議会の報告（二枚橋その２）」

でございます。 

続きまして、検１２－３として「第１１回検討会議でのご意見等の整理」で

ございます。 
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続きまして、検１２－４として「清掃関連施設整備基本計画検討会議 まと

め」でございます。 

参考資料として「第１１回検討会議会議録（案）」でございます。 

以上、不足等がございましたらお伝えください。 

○三橋副会長 資料で不足等ございますか。よろしいですか。 

では、次第に沿って進行したいと思います。 

議題の進め方について、事務局より何かございますか。 

○小野ごみ対策課長 議題１と２を一括で説明させていただきまして、続いて

前回の検討会議のご意見等を踏まえて、検討会議の取りまとめについてご協議

をいただければと考えております。 

○三橋副会長 今の事務局の進行について何かご意見ございますか。 

 なければ議題１の説明をお願いいたします。 

 

議題１ 第１１回検討会議について 

議題２「第１０回協議会の報告（二枚橋 その２）」 

 

○小野ごみ対策課長 まず議題１「第１１回検討会議について」を説明させて

いただきます。資料検１２－１をご覧ください。 

 前回の検討会議を平成３０年２月１５日に開催し、議題として第１０回検討

会議、第１０回協議会、パブリックコメントの意見に対する検討結果について

報告し、第１０回検討会議でのご意見等の整理、検討会議の取りまとめについ

て説明させていただき、ご協議をいただきました。 

 第１１回検討会議で出されたご意見等については、資料検１２－３で後ほど

説明させていただきます。 

第１１回検討会議については以上でございます。 

なお、パブリックコメントにお寄せいただいた意見に対する検討結果につき

ましては、メールでご案内のとおり、３月５日の月曜日にホームページ等で公

表しております。 

 続いて、議題２「第１０回協議会の報告（二枚橋 その２）」を説明させて

いただきます。資料検１２－２をご覧ください。 
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平成３０年２月２６日に二枚橋焼却場跡地周辺自治会等協議会を開催してお

ります。今回は、２月７日開催した協議会で、パブリックコメントの意見に対

する検討結果をお示ししできなかったため、再度開催に至ったものでございま

す。 

前回の検討会議でお示しした意見に対する検討結果から、一部文言を整えた

ものを報告させていただき、パブリックコメントでいただいた二枚橋周辺の皆

様の厳しいご意見に対する市の見解などについて質疑がございました。 

また、かねてからご出席いただいている委員の中からも、現状の協議会を継

続することなく、終了すべきとのご意見もいただいておりました。そのような

中で、市としては、「施設整備について、建設予定地周辺にお住まいの方々の

ご意見、ご要望について承りながら、よりよい施設を整備していきたいと考え

てはいましたが、この間のご意見を踏まえ、二枚橋の協議会の継続は難しいと

判断をし、今回をもって終了とさせていただき、改めて施設整備に向けてのご

意見等を伺う場を設けていきたいと考えています。」として協議会を終了させ

ていただきました。 

市としましては、来年度以降も、施設整備に向けての地元のご意見やご要望

について承りながら施設整備をしていきたいと考えておりますので、ご意見等

を伺う場は、設け方について検討してまいります。 

以上の経緯を踏まえ、基本計画案の文言について、配付資料のとおり修正を

考えてございます。 

３３ページの『２．４ 建設予定地の検討』という項目の最後の段落の一文

でございます。基本計画案の時点では、『予定地周辺の自治会等の代表者の方

が参加する協議の場については、今後も継続して開催する。』としてございま

したが、お示しさせていただきましたとおり、『今後の施設の設計に際しても、

施設建設予定地周辺の皆様からのご意見を伺います。』としたいと考えていま

す。 

第１０回協議会の報告（二枚橋 その２）の報告については以上でございま

す。 

○三橋副会長 今の市の報告に関しましてご質問等ございますか。 

 では、よろしければ、次の議題に移らせていただきます。 
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議題３ 「第１１回検討会議でのご意見等の整理」 

議題４ 「検討会議の取りまとめ」 

 

○三橋副会長 議題３の「第１１回検討会議でのご意見等の整理」です。説明

をお願いします。 

○小野ごみ対策課長 議題３「第１１回検討会議でのご意見等の整理」でござ

います。また、議題４「検討会議の取りまとめ」についてもあわせて説明させ

ていただきます。 

まず、資料検１２－３をご覧ください。前回の会議での主な議論のまとめと

なっております。検討会議の取りまとめについて、記載のとおり、やりとりが

ございました。詳細については議事録をご確認いただければと思います。 

 続いて、議題４「検討会議の取りまとめ」を説明します。資料検１２－４を

ご覧ください。前回の検討会議でのご意見を踏まえて、資料のとおり事務局の

ほうで案を作成しております。前回からの修正箇所について説明させていただ

きます。 

前回、主語は検討会議か不明確とのご指摘をいただきましたので、全体的に

表現を修正してございます。 

続いて、４－１ページの「１．概要」という項目の２段落目でございます。

二枚橋の代表者の参加が得られなかったことも含めて、周辺住民への配慮の必

要性を追記しております。 

続いて、４－２ページの開催経過についてでございます。検討事項の記載に

ついて、検討会議で検討していない内容等がありましたので整理してございま

す。 

最後に、４－３ページの主な意見でございます。前回、今後についての要望

を記載している文書について、検討会議からの総括的な意見として、一番最後

の段落に残してはどうかとのご意見をいただきましたので、一部文言は修正し

て記載しております。 

また、処理施設の２か所の予定地への配置の検討については、①施設規模・
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配置の検討に追記しております。また、前回お示しした資料で「広域化の検

討」という項目の記載がありましたが、委員から、事務局からの報告はあった

が、検討会議として議論をしていないとのご指摘がありましたので、削除して

ございます。 

内容をご確認いただきまして、さらに必要な事項等のご意見があれば、ご協

議いただければと考えております。 

議題３と４の説明は以上でございます。 

○三橋副会長 議題３と４を一括という形にさせていただきたいと思いますが、

今、事務局からの報告に関しまして、これは前回もかなり議論した内容を踏ま

えて修正案として出していただいているものですが、さらに追加でご意見、ご

質問等ございますでしょうか。 

議題３のほうが、前回の意見のまとめ、議題４に関しましては、検討会議自

体のまとめということで、これもかなり前回議論をしましたので、よろしいで

すか。 

○佐野委員 記憶が定かではないのですが、計画書の中にＶＥというのが文書

の中にあるのですよね。ありましたよね。ＶＥをこの文書の中に書き込んで、

ＶＥというのはどういうふうに理解しているのか、教えてもらえればありがた

いのですけどね。私がＶＥというのを理解しているのは、同じ機能を分析して、

コストを下げていこうと。それは専門家だけでやるのではなくて、類似するよ

うな人たちのアイデアを取り入れてやっていきましょうというのがＶＥの概念

だと。ＶＥだとかＶＡとか言われますけれども。書いてないですか。書いてな

いならいいです。 

○岡山会長 逆に、どこにあったのか教えていただければ。 

○佐野委員 文章を書いた人がいらっしゃるのでわかるだろうと。 

○事務局（山下） １１４ページの一番上のコストパフォーマンスの評価項目

の中に記載があるところかと思います。 

○佐野委員 私は、このＶＥというのは非常に大切だと思っているのですね。

行政の仕事をやっている中でＶＥという手法を使っていることは一般的ならい

いのですけど、一般的ですか。 

○小野ごみ対策課長 ＶＥという言葉が一般的かどうかということでしょうか。 
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○佐野委員 その概念。 

○小野ごみ対策課長 私たちの行政の仕事の中では一般的な言葉ではないです。 

○佐野委員 ないですよね。あえてそれをここに書いているということは、そ

ういう方向性を目指していくのですよということを宣言していると理解してい

いわけですね。 

○日建設計（曽我部） 設計業務の中ではＶＥ提案を求めるというのは、今は

珍しいことではないというか、普通に求めていることですので。今後設計段階

に移行した段階では、従来型の発注になった場合、ＶＥ提案を求める段階とい

うのは必ず出てくるということにはなると思います。 

○佐野委員 はい。皆さんがそこをちゃんと理解して書いていらっしゃるのな

らいいのですけども、突然、分野の違う人がＶＥなんていうことをぽんと書い

たのかなと。 

○岡山会長 従来方式と、その他、ＤＢＯ等々の初期設計時におけるコストパ

フォーマンスを下げる場合の説明に用いられているということですね。従来方

式でいく場合には、ＶＥを詳細設計値にすれば、そこでは若干のコストパフォ

ーマンスを下げる案は盛り込めるかもしれないという、そういう説明だと思い

ます。どうされたいですか。 

○佐野委員 どうされたいというか、どういう考えがあってここに入れたので

すかと。 

○岡山会長 考え方も何も、ここはＶＥの説明をしているわけではなくて。 

○佐野委員 ＶＥの説明をしているのではないことはわかりますけれども、Ｖ

Ｅという言葉の意味が非常に大きい、私はそう理解しているのですね。行政の

中でＶＥなんてことは今まで聞いたことがないので、こういう文書の中でそう

いうのが入ってくるというのは、何か新しい考え方があるのですかという、Ｖ

Ｅをやるという。 

○岡山会長 この検討会議の中で従来方式を選択しましょうということになっ

た場合には、ＶＥを、その後、詳細設計時には留意しましょうということであ

ろうとは思います。 

○佐野委員 そうですね。 

○岡山会長 議題３、４まで終わってしまっているのですが、いかがですか。
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「検討会議の取りまとめ」の議題４については。 

○三橋副会長 それも今、話をして、意見があるかないかというぐらいの話で

した。 

○岡山会長 そして佐野委員のご意見があったと。 

○三橋副会長 はい、そうです。 

○岡山会長 その他、皆さんいかがでしょうか。 

○三橋副会長 せっかくなので一言だけ。前回、もう議論をしましたので、私

はこの内容で十分満足に、満足というか、きちんと盛り込まれているかなと思

っています。私が言った意見に関しましても、全体的なところも含めて入れて

いただいたなと思いますし、あとは先ほど事務局から話があったとおり、二枚

橋のほうで今回協議会は終了ということになりましたけれども、引き続き周辺

住民への配慮が必要ということで、継続して意見を伺うという話がありますの

で、そのあたり配慮していただきながら、今回、我々のここの場には出てきて

いただけなくて、そこは残念でしたけれども、この後、しっかりと議論ができ

たらいいのではないかと思います。 

○岡山会長 では、議論は収束したということで、来たばかりで恐縮ですけれ

ども、大丈夫ですか。 

 それでは、本日の議題は以上となります。 

 

議題５ その他 

 

○岡山会長 その他、事務局から何か報告はありますか。 

○小野ごみ対策課長 ２点ございまして、１点目が、「第１１回検討会議会議

録（案）」についてでございます。先ほど佐野委員からは一部ご指摘がござい

ましたが、修正があるという委員がいらっしゃいましたら、３月１９日月曜日

までに事務局にお申し出をしていただければと思います。 

 また、本日の検討会議の議事録につきましても、案ができ次第、ご連絡をさ

せていただきますので、ご確認をいただければと思います。 

 ２点目は、今後の基本計画策定のスケジュールについてでございます。本日

で検討会議は最後となります。一昨年の１２月から１２回にわたりまして、貴
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重なお時間をいただきましてまことにありがとうございました。 

 今後についてですが、市としては、清掃関連施設整備基本計画を３月中に決

定させていただくために、今後行政内の手続に入っていく予定でございます。 

次年度以降については、現在３０年度予算を市議会に上程しておりまして、

可決がされれば、基本計画に記載されている整備スケジュールに沿って、施設

整備に向けた設計施工業者を選定するための支援業務の発注や測量、土壌調査

などを実施してまいります。 

今後とも、施設建設予定地周辺にお住まいの皆様のご意見を賜りながら、施

設整備に向けて取り組んでまいります。 

以上、２点につきまして、事務局からの報告でございます。 

○岡山会長 それでは、以上をもちまして、検討会議は全て終了とさせていた

だきたいと思います。長時間、お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

閉  会 


