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市民意見提出制度（パブリック・コメント） 

 

久喜市し尿処理施設整備基本構想（案）に対する 

意見募集の実施結果 

 

久喜市し尿処理施設整備基本構想（案）に対する意見募集を実施したところ、延べ 17件

の意見が提出されましたので、意見の概要とそれに対する市の考え方を公表します。なお、

意見は内容ごとに集約させていただきました。 

 

意見提出期間 平成 31年 1月 11日～平成 31年 2月 12日 

意見件数 6人 延べ 17件 

 

○提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方等 

番

号 
意見の概要 市の考え方 

条例案（計画案） 

への反映 

１  ２ページ （２）地区別排出実績 

ア．久喜地区 「また、浄化槽汚泥

混入率は、…」は「また、浄化槽汚

泥等混入率は、…」に、ウ．菖蒲地

区 「また、総排出量及び浄化槽汚

泥混入率もほぼ横ばいで…」は「ま

た、総排出量及び浄化槽汚泥等混入

率もほぼ横ばいで…」となるのでは

ないでしょうか？ 

 該当箇所の「浄化槽汚泥」には

「農業集落排水汚泥」も含まれて

おりますことから、ご指摘のとお

り、「浄化槽汚泥等」の文言に修正

いたします。 

 また、ご指摘いただいた箇所以

外にも同様の表現がございました

ので、併せて修正いたします。 

原案の修正 

該当箇所の文言

を修正します。 

２  八甫清掃センターに、し尿処理施

設が集約されるとバキュウムカーの

通行量が倍増し交通安全・環境上好

ましくない。 

 

２６ページ「(５)処理体制の集約化

方法」における、八甫清掃センター

に集約化した場合の車両台数に対す

る意見 

 施設整備後に必要な衛生車の台

数については、ご指摘のとおり、

現在より増加することが見込まれ

ております。 

 そのため、し尿処理施設への搬

入車両については、周辺地域の生

活環境への影響が最小限となるよ

う搬入ルート等に配慮するととも

に、地元の皆様のご意見を伺いな

がら対応してまいります。 

原案どおり 
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番

号 
意見の概要 市の考え方 

条例案（計画案） 

への反映 

３  将来推計等では、将来のし尿、浄

化槽汚泥及び農業集落排水施設汚泥

いずれも年々減少すると推計されて

います。インフラ整備の多くが広域

化を考慮される中、久喜市単独と久

喜市＋宮代町だけでの施設整備の検

討は将来的な施設整備費及び維持管

理費が財政を圧迫する恐れがあるの

ではないでしょうか？ 

 ３９ページ「第４節 し尿処理

に係る基本方針」では、本市のし

尿等を集約化するとともに、宮代

町との共同処理についても考慮す

ることを方針としております。 

 し尿処理の広域化については、

ご指摘のとおり、施設整備費や維

持管理費の面でメリットがあるも

のと考えておりますが、関係市町

との協議・調整に相応の時間を要

することが見込まれます。 

 以上のようなことから、し尿処

理の広域化による効率性や整備事

業の迅速性を考慮した結果、現在、

久喜宮代衛生組合において本市と

共同処理をしている宮代町のみを

広域化の対象としました。 

原案どおり 

４  久喜市・宮代町と共同で運営する

のであれば、ゴミの方は菖蒲で、し

尿は宮代地内で進めることが経費も

安くなり一番よく市民も納得すると

思います。 

 ゴミ・し尿も久喜地区に押し付け

るやり方では久喜市民、特に地元住

民は猛反対である。今までの説明で

は、八甫センターが２５年しか経っ

てなくて経費も安く済んで一番良い

と言っているがそれ以前にも古い施

設があったので昔は大変苦労してき

たがこれがないがしろになっている

ことを思うと大変残念でならない。 

 この構想は、八甫センターありき

で計画が進んでいて地元としては、

延命化には絶対反対です。 

 

３９ページ「第４節 し尿処理に係

る基本方針」における、『し尿処理の

集約化方法を「新たな処理施設の建

設」及び「八甫清掃センターし尿処

理施設への統合」について比較検討

すること』に対する意見 

 八甫清掃センターし尿処理施設

については、現在、本市が処理し

ている他の既存施設と比べ、施設

の老朽化の度合いや集約化に要す

る期間、収集運搬効率などの面で

有利であることから、既存施設を

活用した集約化方法として、八甫

清掃センターし尿処理施設への集

約化を選定しております。 

原案どおり 
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番

号 
意見の概要 市の考え方 

条例案（計画案） 

への反映 

５  近隣地に住んでいて、ずっと迷惑

を被り我慢してきた。絶対に認めら

れない、し尿処理が増えるなんても

ってのほか。 

 

３９ページ「第４節 し尿処理に係

る基本方針」における、「し尿等の処

理を集約化すること」に対する意見 

 し尿等の処理を集約化すること

により、施設整備後のし尿等処理

量は、現状より増加することが見

込まれております。 

 施設整備においては、周辺地域

の生活環境への影響が最小限とな

るよう、対策に努めてまいります。 

原案どおり 

６  ２０１２年の宮代から我々に対し

て住民監査請求の経緯もあり宮代な

ど久喜市以外は絶対認めない。 

 

３９ページ「第４節 し尿処理に係

る基本方針」における、「宮代町との

共同処理について考慮すること」に

対する意見 

 宮代町については、現在、久喜

宮代衛生組合において本市と共同

処理をしていることから、施設整

備にあたっては宮代町との共同処

理を考慮することとしたもので

す。 

 宮代町との共同処理は、本市単

独での処理より、経済性や経済性

以外の面でも、本市にとってメリ

ットがあるものと考えておりま

す。 

原案どおり 

７  流域下水道の古利根川水循環セン

ターの施設を利用する「汚泥処理施

設共同整備事業（ＭＩＣＳ： ミック

ス）」及び「地域創生推進交付金制度」

の検討がなされていないように思わ

れます。汚泥再生処理センターを整

備運営する場合と比べ、ＭＩＣＳ事

業等による流域下水道で一括処理す

ることにより、経済性の向上と効率

的な維持管理を図ることができると

ともに、経済性以外の選定要因をほ

ぼクリアできるものと思われます。 

 ４１ページ「第３章 施設整備

方案の検討」において、新施設を

建設する場合については、汚泥再

生処理センターとして整備するこ

とを想定しております。 

 本市のし尿処理については、施

設の老朽化が著しいことなどか

ら、より迅速な施設整備が求めら

れているところです。 

 ご指摘の「汚泥処理施設共同整

備（ＭＩＣＳ）事業」については、

し尿や浄化槽汚泥等を下水処理場

で一括して共同処理することか

ら、経済性や効率性の向上が期待

できるものと考えておりますが、

下水処理施設を管理する県をはじ

めとした関係機関との協議に相応

の時間を要することから、今回の

基本構想では検討対象としており

ません。 

原案どおり 
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番

号 
意見の概要 市の考え方 

条例案（計画案） 

への反映 

８ １５年間の期間限定で容認。但し、

集約化の手法として４つの案が検討

されているが、５番目の案として「現

在の久喜宮代衛生組合の跡地」に新

規施設を建設することを是非検討し

てもらいたい。 

この場合は、 

㋑新たな整備用地の確保も不要であ

り、経済的にも支出金が無く有効で

ある。 

㋺元々清掃センターであり、し尿処

理施設も存在していた場所であり、

周辺住民の理解・協力が得られやす

い。 

㋩宮代町との協議に於いても、上記

と同様理由で理解・協力が得られや

すい。 

 

４１ページ「第３章 施設整備方案

の検討」における、施設整備方案に

対する意見 

 施設整備方案については、基本

構想（案）で示しているとおり、

新施設を建設する場合と八甫清掃

センターし尿処理施設を延命化す

る場合に、それぞれ本市が単独で

処理する場合と、本市と宮代町が

共同で処理する場合の４つのケー

スを想定しておりますことから、

今回の施設整備においては、これ

ら４案で検討してまいりたいと考

えております。 

 なお、施設整備後、新たな施設

を計画する際には、ご提案いただ

いた集約案を選択肢のひとつとし

て検討いたします。 

原案どおり 
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番

号 
意見の概要 市の考え方 

条例案（計画案） 

への反映 

９  経済効果のみで決められていない

か。 

 形はいろいろ考察して決めている

ように装っているが、むりやりケー

ス 4にもっていっている。 

 

６４ページ「第２節 施設整備方案

の検討」における、各整備方案の比

較方法に対する意見 

整備方案の検討においては、施

設整備に要する建設費や整備後の

維持管理費などの経済性ととも

に、経済性以外の要因についても

評価しております。 

 経済性以外の選定要因として

は、本市におけるし尿処理の課題

解消度合いや整備事業の迅速性な

どのほか、社会的要請事項である

循環型社会形成推進や地球温暖化

防止への寄与、既存施設の有効活

用などの項目について評価してお

ります。 

原案どおり 

10  「延命化の場合稼働目標 15年間」

とあるが、その後のことが全く触れ

られていないのはなぜか。 

（ｐ72）「延命期間後（15 年後）の

施設更新について検討が必要であ

る。」ここにある施設更新とはいった

い何を意味するのか。 

 環境保全協議会役員に説明してい

る内容と違いがある。 

 当該構想は、施設整備に係る基

本構想であるため、施設を整備し

てから稼働が終了するまでの期間

を対象としております。 

 稼働年数経過後の施設整備につ

いては、新たな施設整備に係る構

想や計画を策定し、検討してまい

ります。 

 また、７２ページ「(２)施設の

老朽化への対応」において記述の

ある「延命化期間後の施設更新に

ついて検討が必要」との表現につ

いては、一般的な話として、延命

化期間が終了したら、その後の施

設整備について検討が必要という

趣旨です。 

原案どおり 
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番

号 
意見の概要 市の考え方 

条例案（計画案） 

への反映 

11  「この基本構想は久喜市のし尿処

理施設整備の方向性について検討す

るとともに、今後の施設整備計画を

立案するための基礎資料とすること

を目的として策定するもの。」と記さ

れているが順番が違うのではない

か、市民全体の意見を聞く前に近隣

住民に説明はないのか。一切の説明

もなく意見も聞かず、隠密裏に進め

られ基本構想がつくられている。「勝

手に地元無視で作った挙句に市民の

皆様の声を聞かせてください。」では

おかしくないですか。市民は誰でも

賛成しますよね、近隣以外は・・・・・ 

 パブコメやって多くの人の意見を

取り入れてますから。・・・・・近隣

はパブコメしても意見なかったじゃ

ないですか。こんな回答になるんで

しょうね。 

 そこで質問します。 

 近隣住民を全く無視したやり方で

はないか。なぜ、住民説明会などを

開催しないのか。 

 周辺住民のことは、「どうせ既設な

んだから今更だまってろ。」そんな考

えでしょうか。 

 この基本構想の中で、周辺住民に

ついての文言は（ｐ74）「施設周辺住

民の理解は必要となるものの～」及

び（ｐ78）「周辺住民との合意形成」

全79ページ中たった27文字である。 

 それだけ甘く見ているのでしょう

か。 

 

７４ページ及び７８ページの「周辺

住民」の文言に対する意見 

 施設整備において、地元住民の

皆さまのご理解とご協力は何より

も重要であると認識しておりま

す。 

 八甫清掃センターの延命化にあ

たっては、現在、地元住民の皆さ

まで組織されている鷲宮栗橋生活

環境保全協議会の方々と協議を重

ねているところであり、地元説明

会の開催なども含め、協議会の

方々のご意見を伺いながら検討し

てまいります。 

原案どおり 
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番

号 
意見の概要 市の考え方 

条例案（計画案） 

への反映 

12  経済効率が優先された構想（案）

が評価されているが、立地地区の住

民感情も、経済効率と同等以上に評

価し、施設の長期固定化を避ける方

策を示し理解を得るべきでは 

 

７６ページ「(１)施設整備方案の検

討結果」における、各整備方案の評

価方法に対する意見 

 各整備方案の評価については、

経済効率とともに、経済性以外の

要因についても評価したうえで、

総合的に判断しております。 

 なお、施設整備においては、地

元住民の皆さまのご理解とご協力

は何よりも重要であると考えてお

りますことから、今後も地元の皆

さまとの協議を継続しながら慎重

に検討してまいります。 

原案どおり 

13  これまで長期にわたり劣悪な環境

に甘んじてきた。迷惑料はいらない

からし尿施設は他所へ持って行って

もらいたい。 

 ７７ページ「(２)整備方案の選

定に係る留意事項」において、４

つの整備方案を提示し優先度を示

しておりますが、現時点で最終的

な整備方案は決定しておりませ

ん。 

 今後、整備方案を選定するにあ

たっては、地元の皆さまのご意見

を伺いながら判断してまいりま

す。 

原案どおり 

14  7・（1）施設整備法案の検討結果 

エ  ケース４：延命化 本市+宮代

町 

 「他の整備法案と比べ事業費の自

己支出金が最も低額で、維持管理費

もケース２に次いで定額となること

から、最も経済効果に優れた事業と

なる。経済性以外の選定要因におい

ても評価が高く、総合的に最も優れ

た整備法案となる。～」まったく近

隣住民のことは考えていない。無視

である。 

 最初からケース４ありきである。 

 ７７ページ「７．施設整備方案

の選定に係る留意事項」において、

経済性や経済性以外の選定要因の

評価に基づき、各整備方案の優先

度を示しておりますが、現時点で

最終的な整備方案は決定しており

ません。 

 今後、整備方案を選定するにあ

たっては、地元の皆さまのご意見

を伺いながら判断してまいりま

す。 

原案どおり 
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番

号 
意見の概要 市の考え方 

条例案（計画案） 

への反映 

15  久喜市、宮代町、衛生組合し尿処

理施設の当地八甫し尿処理センター

への誘致は、反対であり容認できな

いのである。 

 

７７ページ「７．施設整備方案の選

定に係る留意事項」における、「整備

方案選定の優先度」に対する意見 

 整備法案の選定については、経

済性や経済性以外の選定要因の評

価に基づき、各整備方案の優先度

を示しておりますが、現時点で最

終的な整備方案は決定しておりま

せん。 

 今後、整備方案を選定するにあた

っては、地元の皆さまのご意見を伺

いながら判断してまいります。 

原案どおり 

16  久喜市（宮代町）から排出される

し尿・汚泥を全量処理対象とするな

れば、臭気対策等の環境整備に万全

を期し、長期に亘る安定稼働を想定

すれば新施設を整備した方が将来的

にも得策と思えるが。 

 

７７ページ「(２)整備方案の選定に

係る留意事項」における、整備方案

選定の優先度に対する意見 

 施設整備方案については、４つ

の案を提示し優先度を示しており

ますが、現時点で最終的な整備方

案は決定しておりません。 

 今後、整備方案を選定するにあ

たっては、地元の皆さまのご意見

を伺いながら、新施設の建設も視

野に検討してまいります。 

原案どおり 

17  基本構想ならもっと先まで構想す

るべきではないか。施設の新設の稼

働予定期間は 30 年あるなら 30 年は

最低構想すべき。 

 ここで 15年の延命化をしても、ま

たすぐに新施設の建設計画が必要に

なるのではないか。ならここで、広

大な土地に新設をして更新計画まで

構想した方が市のためである。 

15年後に収集運搬効率、周辺環境条

件、都市計画との関係、地形地質、関

係施設との関係等広範囲にわたる検

討が必要となるし、周辺住民との合意

形成に相応の時間がかかるのではな

いですか。15年後にまた新たに始める

んですか。はっきり示されたい。 

 当該構想は、施設整備に係る基

本構想であるため、施設を整備し

てから稼働が終了するまでの期間

を対象としております。 

 稼働年数経過後の施設整備につ

いては、新たな施設整備に係る構

想や計画を策定し、検討してまい

ります。 

原案どおり 

【問い合わせ】 

ごみ処理施設建設推進課 し尿処理施設係 

電話 0480-85-1111 内線 348 

gomishori@city.kuki.lg.jp 
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