
別　紙　２

峡中 1 峡中地区説明会要旨 開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（候補地選定の説明、設置要綱制定、役
員選出）

2 峡中地区最終処分場整備検討委員
会の進め方（Ｈ５．３／２）

第１回峡中地区最終処分場整備検討委員会の進行次第、峡中地区最終処分場整備検討
委員会設置要綱（案）

3 峡中地区最終処分場整備検討委員
会幹事会

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（役員指名、候補地選定の説明、選定依
頼）

4 第１回峡中地区最終処分場整備検
討委員会幹事会次第

第１回峡中地区最終処分場整備検討委員会幹事会の進行次第、峡中地区最終処分場整
備検討委員会設置要綱、峡中地区最終処分場整備検討委員会委員名簿、幹事会名簿

5 峡中地区最終処分場整備検討委員
会幹事会

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（処分場整備に係る質疑応答、選定状況
の確認）

6 第２回峡中地区最終処分場整備検
討委員会幹事会次第

第２回峡中地区最終処分場整備検討委員会幹事会の進行次第、座席表、幹事会名簿、
資料「管理型最終処分場の安全性確保対策について」

7 峡中地区最終処分場整備検討委員
会幹事会

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（公共関与による整備方針（案）の説
明、今後の進め方）

8 第３回峡中地区最終処分場整備検
討委員会幹事会次第

第３回峡中地区最終処分場整備検討委員会幹事会の進行次第、幹事会名簿、座席表、
資料「公共関与による産業廃棄物最終処分場の整備方針（案）」

9 最終処分場設置市町村支援策に係
る各地区市町村担当課長会議議事
録（要旨）

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（最終処分場設置市町村への支援方策、
候補地の選定等）

10 第５回峡中地区最終処分場整備検
討委員会幹事会次第

第５回峡中地区最終処分場整備検討委員会幹事会の進行次第、座席表、検討委員会名
簿、幹事会名簿、峡中地区最終処分場整備検討委員会の開催状況、資料「公共関与に
よる産業廃棄物最終処分場の整備方針」、「廃棄物の処理状況」、「公共関与による
最終処分場設置市町村への支援方策」、「公共関与による最終処分場設置市町村交付
金」、「（仮称）明野クリーンセンターの事業計画及び施設概要」、位置図、施設概
要図

峡東 11 峡東地区説明会要旨 開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（候補地選定の説明、設置要綱制定、役
員選出）

12 峡東地区幹事会 開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（役員指名、候補地選定の説明、選定依
頼）

13 第１回峡東地区最終処分場整備検
討委員会幹事会次第

第１回峡東地区最終処分場整備検討委員会幹事会の進行次第、峡東地区最終処分場整
備検討委員会委員名簿、幹事会座席表、資料「最終処分場の建設予定地選定につい
て」、「最終処分場確保対策の在り方について（報告）」、「廃棄物について」、
「産業廃棄物埋立て処分場の種類」、「県内の産業廃棄物最終処分場の状況（平成５
年２月２８日現在）」、「平成３年度／産業廃棄物処理業者の処理実績報告」、「山
梨県産業廃棄物の処理フロー（平成元年、７年）」、「県外産業廃棄物の県内搬入に
対する事前協議制度等実施状況」、「各府県の第３セクター方式による産業廃棄物最
終処分場確保対策事業の概要」、「公共関与事業の内容」、「産業廃棄物の処理に係
る特定施設の整備の促進に関する法律の概要」

14 公共関与による産業廃棄物処理状
況（埋立処分）に実施状況

15 各府県の第３セクター方式による
産業廃棄物最終処分場確保対策事
業の概要

16 「直営」公共関与事業の内容
17 峡東地区最終処分場整備検討委員

会幹事会
開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（公共関与による整備方針（案）の説
明、今後の進め方）

18 第２回峡東地区最終処分場整備検
討委員会幹事会次第

第２回峡東地区最終処分場整備検討委員会幹事会の進行次第、資料「管理型最終処分
場の安全性確保対策について」、「公共関与による産業廃棄物最終処分場の整備方針
（案）」

19 峡東地区最終処分場整備検討委員
会

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（幹事会での検討経緯の報告と今後の進
め方について協議）

20 第２回峡東地区最終処分場整備検
討委員会次第

第２回峡東地区最終処分場整備検討委員会の進行次第、資料「検討経緯」、「（参
考）建設地選定の標準的フロー」

21 峡東地区最終処分場整備検討委員
会幹事会

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（財団法人設立準備会設置の報告、候補
地の絞り込み）

22 第３回峡東地区最終処分場整備検
討委員会幹事会次第

第３回峡東地区最終処分場整備検討委員会幹事会の進行次第、資料「最終処分場の整
備及び事業運営について」、「設立準備委員等名簿」、「検討経緯」、「建設地選定
の標準的フロー」、「最終処分場候補地選定の目安」、「最終処分場適地判定表」

23 （臨時幹事会会議録） 開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（最終処分場設置市町村への支援方策に
ついての意見集約）

24 （臨時幹事会会議録） 開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（最終処分場設置市町村への支援方策に
ついての意見集約）

峡南 25 峡南地区説明会要旨 開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（候補地選定の説明、設置要綱制定、役
員選出）

26 峡南地区最終処分場整備検討委員
会の進め方（Ｈ５．３／４）

第１回峡南地区最終処分場整備検討委員会の進行次第、峡南地区最終処分場整備検討
委員会設置要綱（案）

27 峡南地区最終処分場整備検討委員
会幹事会

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（役員指名、候補地選定の説明）

内　　容地区名 資料の名称№
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内　　容地区名 資料の名称№

峡南 28 峡南地区最終処分場整備検討委員
会・幹事名簿

第１回峡南地区最終処分場整備検討委員会幹事会の進行次第、峡南地区最終処分場整
備検討委員会設置要綱

29 峡南地区最終処分場整備検討委員
会幹事会

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（問題点についての質疑応答）

30 峡南地区最終処分場整備検討委員
会第２回幹事会

第２回峡南地区最終処分場整備検討委員会幹事会の進行次第、資料「管理型最終処分
場の安全性確保対策について」

31 （第４回幹事会会議録） 開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（最終処分場設置市町村への支援方策に
ついての意見集約）

32 第３回（ﾏﾏ）峡南地区最終処分
場整備検討委員会議事録

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（支援方策についての説明等）

33 第５回峡南地区最終処分場整備検
討委員会議事録

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（峡南地区の候補地の検討について）

34 峡南地区最終処分場整備検討委員
会幹事会次第

第５回峡南地区最終処分場整備検討委員会幹事会の進行次第、検討委員会委員名簿、
資料「公共関与による最終処分場の整備推進について」、「最終処分場候補地選定の
目安」、「明野クリーンセンター（仮称）について」、施設概要図

35 峡南地域処分場候補地調査結果
（西八代振興管内）

候補地の一覧として調査した７地点の位置図、候補地の概況として１０の選定項目
（法規制、飲料水としての利水、農業・漁業の利水状況、土地利用、断層分布、谷勾
配、面積、施工性、進入道路、社会環境）、法規制関係として国土利用計画法、農地
法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、河川法、砂防法、急傾斜の崩壊によ
る災害の防止に関する法律、地すべり等防止法、自然公園法、自然環境保全法、文化
財保護法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律などの規制の有
無、位置、容量、アプローチ、その他

36 第６回　峡南地区最終処分場整備
検討委員会の開催状況

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（候補地の絞り込み）

37 第７回　峡南地区最終処分場整備
検討委員会会議録

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（峡南地区最終処分場について）

38 第二最終処分場候補地の概況調査
実施に向けての考察

第７回峡南地区最終処分場整備検討委員会の進行次第、座席表、資料「明野村廃棄物
最終処分場計画の概要について（（仮称）明野村クリーンセンターの事業計画及び施
設概要、明野村廃棄物最終処分場安全対策委員会設置の経緯、廃棄物最終処分場の安
全確保に関する意見具申書、処分場事業計画の見直しの概要、）」、「施設概要
図」、「概況調査について」、「第二最終処分場候補地の概況調査実施に向けての考
察」、「概況調査について（公共関与による最終処分場候補地概況一覧（峡南地区／
西八代振興管内／現地調査日Ｈ１０．１１．２５～２６、公共関与による最終処分場
候補地概況一覧（峡南地区／南巨摩振興管内／現地調査日Ｈ１０．１１．１７～１
９））」

39 峡南地区最終処分場整備検討委員
会　会議録　（最終版）

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（峡南地区最終処分場候補地の概況調査
について）

40 公共関与による最終処分場候補地
概況一覧（峡南地区／西八代振興
管内／現地調査日　Ｈ１０．１
１．２５～２６）

第８回峡南地区最終処分場整備検討委員会の進行次第、座席表、資料「概況調査につ
いて」、「公共関与による最終処分場候補地概況一覧（峡南地区／西八代振興管内／
現地調査日Ｈ１０．１１．２５～２６、公共関与による最終処分場候補地概況一覧
（峡南地区／南巨摩振興管内／現地調査日Ｈ１０．１１．１７～１９）」

41 第９回峡南地区整備検討委員会の
概要

開催日時・場所、発言者、発言内容（概況調査結果を報告）

42 峡南地区最終処分場整備検討委員
会歴代会長・副会長名簿

峡南地区最終処分場整備検討委員会設置要綱、峡南地区最終処分場整備検討委員会設
置要綱（新旧対照表）、峡南地区最終処分場整備検討委員会歴代会長・副会長名簿、
第８回峡南地区最終処分場整備検討委員会の進行次第、座席表、「各候補地の概況調
査結果の概要」

峡北 43 峡北地区説明会意見要旨 質問者、質問内容及び県の回答（候補地の選定の説明）
44 峡北地区最終処分場整備検討委員

会
開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（設置要綱の制定、役員選出）

45 峡北地区最終処分場整備検討委員
会設置要綱（案）

峡北地区最終処分場整備検討委員会設置要綱（案）

46 峡北地区最終処分場整備検討委員
会（ﾏﾏ）

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（役員指名、候補地選定の説明、選定依
頼）

47 峡北地区最終処分場整備検討委員
会幹事会会議録

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（選定に係る質疑応答、候補地選定調書
の提出督促）

48 峡北地区最終処分場整備検討委員
会会議録

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（幹事会検討経過報告、選定方法につい
ての協議）

49 峡北地区最終処分場整備検討委員
会幹事会会議録

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（今後の進め方についての協議）

50 峡北地区最終処分場整備検討委員
会幹事会

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（公共関与による整備方針（案）の説
明）

51 峡北地区最終処分場整備検討委員
会幹事会

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（未提出市町村の取扱いについて協議）

52 峡北地区最終処分場整備検討委員
会幹事会会議録

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（全市町村から提出された候補地を３箇
所に絞り込み検討委員会に報告することとした）

53 峡北地区最終処分場整備検討委員
会

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（幹事会選出候補地について（３箇所の
候補地について、専門的な調査を行い、絞り込んでいくこととした。））

54 最終処分場候補地略図 資料「候補地№１から№10までの俯瞰図、埋立想定図、面積、容量、問題点、周辺整
備及び跡地利用」、「最終処分場候補地選定の目安」、「最終処分場候補地選定に係
る審査基準（峡北地区最終処分場整備検討委員会幹事会）」

55 峡北地区最終処分場整備検討委員
会

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（会長、副会長を選出、県の経過説明）

56 峡北地区最終処分場整備検討委員
会幹事会記録

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（明野村の新候補地を追加し、検討委員
会に報告することとした。）
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内　　容地区名 資料の名称№

峡北 57 第５回峡北地区最終処分場整備検
討委員会会議録

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（明野村浅尾地区を建設候補地として決
定）

58 建設候補地比較表 資料「建設候補地比較表（候補地№６，９，１０及び新候補地についての法規制、飲
料水としての利水上の障害、活断層分布、谷勾配、採算性、容量、農林漁業の利水上
の障害、災害・危険・地質構造、社会環境、土地利用、水処理、施工性、進入道路、
跡地利用、建設費）」

富士北麓・
東部

59 富士北麓・東部地区最終処分場整
備検討会

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（候補地選定の説明、設置要綱制定、役
員選出）

60 富士北麓・東部地区最終処分場整
備検討会次第

第１回富士北麓・東部地区最終処分場整備検討委員会の進行次第、座席表、資料「富
士北麓・東部地区最終処分場整備検討委員会設置要綱（案）」、「最終処分場候補地
選定の目安」

61 富士北麓・東部最終処分場整備検
討委員会幹事会

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（処分場整備に係る質疑応答、今後のス
ケジュール）

62 富士北麓・東部最終処分場整備検
討委員会幹事会（Ｈ５．７／２
７）

資料「富士北麓・東部地区最終処分場整備検討委員会幹事会(H5.7/27）における廃棄
物対策課長説明要旨」、第２回富士北麓・東部地区最終処分場整備検討委員会幹事会
の進行次第、資料「富士北麓・東部地区最終処分場整備検討委員会事務局からの質問
に対する回答メモ」

63 富士北麓・東部地区最終処分場整
備検討会幹事会（第３回）

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（公共関与による整備方針（案）の説
明）

64 第３回富士北麓・東部地区最終処
分場整備検討委員会幹事会次第

第３回富士北麓・東部地区最終処分場整備検討委員会幹事会の進行次第、資料「公共
関与による産業廃棄物最終処分場の整備方針（案）」

65 最終処分場適地調査票 富士北麓・東部地区管内市町村から提出された調査書（名称、所在地、適地及び周辺
の物理的条件、適地の面積、地目別内訳、土地利用現況、土地の所有形態、民有地共
有地の場合の地権者状況、県有林である場合、関係する恩賜林保護組合の名称、土地
規制、下流域の水利用状況、土地利用計画との整合性、備考）、「山中湖村長名「最
終処分場適地について」通知」

66 第４回富士北麓・東部地区最終処
分場整備検討委員会幹事会

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（今後のスケジュールの確認）

67 第４回富士北麓・東部地区最終処
分場整備検討委員会幹事会次第

第４回富士北麓・東部地区最終処分場整備検討委員会幹事会の進行次第

68 第５回「富士北麓・東部地区最終
処分場整備検討委員会幹事会」の
結果

開催日、発言者、発言内容（候補地の調査結果について）

69 富士北麓・東部地区最終処分場整
備検討会幹事会（第６回）

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（処分場選定の経過説明について）

70 最終処分場整備検討委員会幹事会
名簿

第６回富士北麓・東部地区最終処分場整備検討委員会幹事会の進行次第、検討委員会
委員名簿、検討委員会幹事会名簿、資料「公共関与による廃棄物最終処分場につい
て」、「最終処分場の概念図」、「財団法人山梨県環境整備事業団の概要につい
て」、「財団法人山梨県環境整備事業団役員、評議員名簿」

71 富士北麓・東部地区最終処分場整
備検討委員会・第７回幹事会議事
録

開催日時・場所、出席者、発言者、発言内容（最終処分場設置市町村への支援方策に
ついての意見）

環境整備課 72 知事レク用 ３地区の候補地についての「最近の課題」、「局の考え方・方針」及び最終候補地の
概要と選定の経緯、課題及び今後の対応
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