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建設候補地周辺住民意見交換会（松崎区 第１回） 
 

開催年月日 平成２７年９月５日（土） 

開催時間 １４：００～１６：００ 

開催場所 松崎中央会館 

出席者 

松崎区民 
 全９名 
 
施設整備基本計画検討委員会 
 委員長                     大迫 政浩 
 副委員長                    河邊 安男 

 
印西地区環境整備事業組合 
事務局長                    杉山 甚一 

印西クリーンセンター         工場長  大須賀 利明 

印西クリーンセンター 業務班     主 幹  鳥羽 洋志 

印西クリーンセンター 技術班     主 幹  土佐 光雄 

印西クリーンセンター 次期施設推進班 主 査  浅倉  郁 

印西クリーンセンター 次期施設推進班 主査補  大野 喜弘 

印西クリーンセンター 次期施設推進班 主査補  川砂 智行 
印西クリーンセンター 次期施設推進班 主査補  中野 竜一 

 
印西市 

環境経済部クリーン推進課       課 長  山口  隆 
次期中間処理施設対策室        室 長  豊田 光広 
 

コンサルタント 
 株式会社エックス都市研究所    統括責任者  井手 明彦 

                  主任担当者  中石 一弘 
                  主任担当者  関根 浩次  

主な 
意見交換事項 

施設整備基本計画検討委員会 
 次期中間処理施設整備事業スケジュール 
 次期中間処理施設整備の基本方針 
 
地域振興策検討委員会 

 地域振興策総合パッケージの概要 
 地域振興策のアイデア 

会議録 
 本意見交換会を開催する前提として、「寄せられた意見等は、以後の調
査審議における参考資料として、検討委員会及び事務局だけで用いる」と
していることから、本意見交換会の会議録は一般に公開しない。 
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建設候補地周辺住民意見交換会（吉田区 第１回） 
 

開催年月日 平成２７年９月５日（土） 

開催時間 １９：００～２０：３０ 

開催場所 吉田地区構造改善センター 

出席者 

吉田区民 
 全１７名 
 
施設整備基本計画検討委員会 
 委員長                     大迫 政浩 
 副委員長                    河邊 安男 
 

地域振興策検討委員会 
 副委員長                    加藤 文男 
 
印西地区環境整備事業組合 
事務局長                    杉山 甚一 

印西クリーンセンター         工場長  大須賀 利明 

印西クリーンセンター 次期施設推進班 主 査  浅倉  郁 

印西クリーンセンター 次期施設推進班 主査補  大野 喜弘 

印西クリーンセンター 次期施設推進班 主査補  川砂 智行 
印西クリーンセンター 次期施設推進班 主査補  中野 竜一 

 
印西市 

環境経済部クリーン推進課       課 長  山口  隆 
次期中間処理施設対策室        室 長  豊田 光広 
 

コンサルタント 

 株式会社エックス都市研究所    統括責任者  井手 明彦 

                  主任担当者  中石 一弘 
                  主任担当者  関根 浩次  

主な 
意見交換事項 

施設整備基本計画検討委員会 
 次期中間処理施設整備事業スケジュール 
 次期中間処理施設整備の基本方針 
 
地域振興策検討委員会 

 地域振興策総合パッケージの概要 
 地域振興策のアイデア 

会議録 
 本意見交換会を開催する前提として、「寄せられた意見等は、以後の調
査審議における参考資料として、検討委員会及び事務局だけで用いる」と
していることから、本意見交換会の会議録は一般に公開しない。 
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建設候補地周辺住民意見交換会（松崎区 第２回） 
 

開催年月日 平成２８年２月６日（土） 

開催時間 １４：００～１６：４５ 

開催場所 松崎中央会館 

出席者 

松崎区民 
 全６名 
 
施設整備基本計画検討委員会 
 委員長                     大迫 政浩 
 副委員長                    河邊 安男 

 
地域振興策検討委員会 
 委員長                     福川 裕一 
 
印西地区環境整備事業組合 
事務局長                    杉山 甚一 

印西クリーンセンター         工場長  大須賀 利明 

印西クリーンセンター 次期施設推進班 主 査  浅倉  郁 

印西クリーンセンター 次期施設推進班 主査補  大野 喜弘 

印西クリーンセンター 次期施設推進班 主査補  川砂 智行 
印西クリーンセンター 次期施設推進班 主査補  中野 竜一 

 

印西市 
環境経済部クリーン推進課       課 長  山口  隆 
次期中間処理施設対策室        室 長  豊田 光広 
 

コンサルタント 
 株式会社エックス都市研究所    主任担当者  中石 一弘 

                  主任担当者  関根 浩次 

主な 
意見交換事項 

施設整備基本計画検討委員会 
 次期中間処理施設整備計画（案） 
 
地域振興策検討委員会 
 地域振興策（案） 

 
＊「周辺住民意見交換会」に関する意見書：意見希望者に別途配布 

会議録 
 本意見交換会を開催する前提として、「寄せられた意見等は、以後の調
査審議における参考資料として、検討委員会及び事務局だけで用いる」と
していることから、本意見交換会の会議録は一般に公開しない。 
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建設候補地周辺住民意見交換会（吉田区 第２回） 
 

開催年月日 平成２８年２月６日（土） 

開催時間 １９：００～２０：５０ 

開催場所 吉田地区構造改善センター 

出席者 

吉田区民 
 全１６名 
 
施設整備基本計画検討委員会 
 委員長                     大迫 政浩 
 副委員長                    河邊 安男 

 
地域振興策検討委員会 
 委員長                     福川 裕一 
 
印西地区環境整備事業組合 
事務局長                    杉山 甚一 

印西クリーンセンター         工場長  大須賀 利明 

印西クリーンセンター 次期施設推進班 主 査  浅倉  郁 

印西クリーンセンター 次期施設推進班 主査補  大野 喜弘 

印西クリーンセンター 次期施設推進班 主査補  川砂 智行 
印西クリーンセンター 次期施設推進班 主査補  中野 竜一 

 
印西市 

環境経済部クリーン推進課       課 長  山口  隆 
次期中間処理施設対策室        室 長  豊田 光広 
 

コンサルタント 
 株式会社エックス都市研究所    主任担当者  中石 一弘 
                  主任担当者  関根 浩次  

主な 
意見交換事項 

施設整備基本計画検討委員会 
 次期中間処理施設整備基本計画（案） 
 
地域振興策検討委員会 
 地域振興策（案） 

 
＊「周辺住民意見交換会」に関する意見書：意見希望者に別途配布 

会議録 
 本意見交換会を開催する前提として、「寄せられた意見等は、以後の調
査審議における参考資料として、検討委員会及び事務局だけで用いる」と
していることから、本意見交換会の会議録は一般に公開しない。 
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