
    

 

 

東村山市一般廃棄物処理基本計画（素案）についての意見募集の結果 

１．案件名 東村山市一般廃棄物処理基本計画（素案） 

２．担当所管 (１)名称 東村山市資源循環部管理課 

(２)所在地 〒189－0001 東村山市秋津町４－17－１ 

(３)電話番号 042－393－5111(代表) 内線2612、2613 

３．概要 (１)意見募集期間 平成28年１月20日(水曜)から平成28年２月８日(月曜)まで 

(２)周知方法 東村山市ホームページ、市報ひがしむらやま平成28年１月15日号、資料の設置場

所へのポスター掲示 

(３)資料の設置場所 秋水園、美住リサイクルショップ、市役所情報コーナー（本庁舎１階）、いきい

きプラザ総合窓口（いきいきプラザ１階）、サンパルネ内地域サービス窓口、各

公民館（中央公民館を除く）、中央図書館、富士見図書館、ふるさと歴史館、市

民スポーツセンター、各ふれあいセンター、青葉地域センター、社会福祉センタ

ー、子育て総合支援センター「ころころの森」、市ホームページ 

４．ご意見をお寄せいただいた人数 ８名（直接提出１名、意見回収箱２名、ファクシミリ５名） 

５．お寄せいただいたご意見の数 21件 

６．お寄せいただいたご意見の内容と市の考え方 別紙のとおり 
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No. ご意見（要旨） 市の考え方 

計画策定の趣旨に関すること 

１ 

全体として「ごみありき」を前提としていて、「如何に

市民にごみを減らさせるか」は全くうかがえません。なぜ

だろうと不思議です。 

本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第６条の規

定により、東村山市で発生する一般廃棄物（ごみ）の処理に関す

る事項について定めるものです。 

これは市の取り組みの基本的な方向性を示すものであり、減量

や資源化にあたっての実際の働きかけや周知等については、毎年

度改訂する「一般廃棄物処理基本計画 実行計画」（以下、「実行

計画」という）において具体化し、取り組みを進めております。 

現状と課題に関すること 

２ 

資料 28ページ 課題の整理に追加して欲しい 

戸別収集で使用しなくなった「ごみステーション」にポ

イ捨てごみが散乱しており、街の景観を損なうと共に衛生

上の問題もあるので対策をたてて欲しい。 

使用しなくなった集積所については、今後、整理並びに売却や

活用を図っていく予定です。 

ごみ集積所への不法投棄については、日常的なパトロールの中

で監視活動を行うとともに、不法投棄が頻繁におこる場所は、ネ

ット等で閉鎖するなどの措置をとっております。 

不法投棄をなくすためには、上記の対応を継続するとともに、

捨てる人を減らす取り組みを進めることが重要であり、本計画で

は施策の基本方針４で「情報提供や環境学習の充実」をあげ、あ

らゆる機会を通じて啓発活動を継続してまいりたいと考えており

ます。 

３ 

資料 25ページ 資源化率について 

資源化率が高いことは望ましいことだが、資源化に必要

なコストと効果を検証してほしい。 

本計画では「低炭素や効率性に配慮した循環型社会の実現」を

基本理念とし、低炭素社会の実現と、財政的に効率的な事業展開

をしていくというコスト削減の視点から各取り組みを進めていま

す。ごみ処理や資源化にかかる費用については、毎年度改訂する

「秋水園事業概要」に掲載し、市民の皆さまと情報共有をするよ

う努めております。 
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No. ご意見（要旨） 市の考え方 

４ 

資料 26ページ 埋め立て処分ゼロの維持について 

「燃やせないごみ」「粗大ごみ」「有害ごみ」等は民間に

処理を委託しているが、この民間は埋め立て処分をしてい

ないのか。しているとすれば市として「埋め立て処分ゼロ」

とは言えないのではないか。 

市が民間に処理を委託している「燃やせないごみ」「粗大ごみ」

「有害ごみ」等は、委託先においても埋め立て処分を行っており

ません。 

燃やせないごみは、民間処理施設で有価物を選別後、焼却・熱

回収を行っています。焼却後の灰は、灰溶融という手法により路

盤材等に資源化しています。 

粗大ごみは秋水園へ搬入後に、燃やせるごみ、燃やせないごみ、

金属類等に選別し、それぞれ処理および資源化を行っています。 

有害ごみのうち、蛍光灯及び体温計は、民間処理施設で化学原

料やガラス繊維、アルミ原料などに資源化し、乾電池は同じく民

間処理施設で路盤材や鉄鋼製品、工業原料などに資源化していま

す。 

本計画の取り組み目標にあるように、今後も引き続き埋め立て

処分量ゼロを維持してまいりたいと考えております。 

５ 

びん、かんが戸別収集になったことで無駄にビニール袋

が使われているのではないか、又、今まで生きびんとして

資源となっていたびんが生かされていないのではないか、

ということに疑問があります。 

市民の皆さまには、不要になった透明又は半透明袋を再使用し

て、びん、かんを出して頂くようお願いをしています。この透明

又は半透明の袋は、リサイクルセンターの破袋機で取り除いた後、

容器包装プラスチックのルートで資源化を行っています。 

また、生きびんについては、最近はそのほとんどが、破砕後に

再生利用されるという傾向があり、生きびんとして秋水園で引き

抜いたとしてもそのまま再使用に至らないことや、秋水園内の保

管スペースに限りもあることから、リサイクルセンター竣工後は、

再使用に供されることが多いビール瓶を選別し、再使用を行って

おります。 
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No. ご意見（要旨） 市の考え方 

具体的な施策に関すること（基本方針１ 発生抑制・排出抑制、再使用の推進） 

６ 

資料 36ページ 具体的な施策 

生ごみの自家処理の促進を市民に広く知らせて「ごみを

少なくする」運動をして下さい。昨年 11月に近隣のごみ焼

却施設から水銀が排出されているという新聞報道があった

こともあり、ごみの発生、排出を抑制するために啓蒙活動

をする義務があると思います。 

生ごみの自家処理の促進をはじめ、ごみの減量や資源化、適切

な分別については、本計画の基本方針４の「情報提供や環境学習

の充実」にあるように、市報や啓発紙、市ホームページなどへ掲

載するとともに、リサイクルフェアなどの各種イベントにおいて

啓発活動を実施し、積極的に働きかけを行っています。この取り

組みが本計画 24、25ページにある「一人一日当たりのごみ量」や

「総資源化率」の成果につながっており、全国の同規模自治体と

比較すると、いずれも第 10位以内に入るなど全国的に見ても高い

水準にあるといえます。今後も、引き続き計画に沿って啓発活動

を行ってまいります。 

７ 

資料 37ページ 集団資源回収の推進 

集団資源回収のグラム当たりの補助単価を上げてほし

い。 

本市の市民の皆さんはごみの減量や資源化に対して大変意識が

高く、補助金の多寡にかかわらず、集団資源回収事業への参加団

体数は年々着実に増加しております。 

 平成２７年度には１キログラム当たりの補助金額を４円から５

円に引き上げたところであり、今後も、本計画の基本方針１「④

集団資源回収の推進」にあるとおり、新規団体への参加の呼びか

けを行うとともに、回収品目の追加検討を進めながら、集団資源

回収の推進を図ってまいりたいと考えております。 

８ 

資料 38ページ 店頭回収の拡大 

トレー、牛乳パックは店頭回収されているが、ペットボ

トルは店頭回収されていない所が多い。この回収をスーパ

ー等に任せるだけでなく、公民館や図書館など市の施設で

もっと大きく取り扱うべきと思う。 

本計画では、製品等の生産者に製品が廃棄された後の処分やリ

サイクルについても責任を持たせようという拡大生産者責任の考

え方のもと、基本方針１の(１)発生抑制・排出抑制に関する取り

組みで「⑪店頭回収の拡大」をあげ、スーパーなどの店舗に対し、

店頭回収の実施や回収品目拡大の働きかけを行っています。市公

共施設におけるペットボトルの拠点回収は、上記の考え方の他、

回収や処理費用の増大等の課題もあるため考えておりません。 
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No. ご意見（要旨） 市の考え方 

９ 

資料 38ページ フリーマーケット、不用品交換の推進 

日時を決めて、いつでも常時持ち込める場所を作ってほ

しい。市役所内の空きスペースを利用、市民センターの空

きスペースなど。 

フリーマーケットも、毎月第１○曜日など、定時化して

人々の記憶に留まって持ち込みやすくしてほしい。 

常設の不用品引き取り場所の設置は、適切に管理していくため

の人や場所を継続して確保していく必要があることなどから、現

段階での実施は難しいものと考えています。不用品交換について

は、本計画の基本方針１の(２)再使用に関する取り組みで「①フ

リーマーケット、不用品交換の推進」をあげ、「とんぼ市」という

不用品交換の事業により、再使用の推進を図っております。 

フリーマーケットの実施時期については、ご意見を参考にさせ

ていただき、毎年度改訂する実行計画策定の中で具体化の検討を

していきたいと考えております。 

10 

資料 38ページ フリーマーケット、不用品交換の推進 

各地域にある「ふれあいセンター」や公民館に不用品を

自由に持ち帰ることができるコーナーを常設してくださ

い。収拾がつかなくならないよう、出す人を順番制にし「○

丁目は第 1 週、△丁目は第２週」と決まりをつくり、残っ

た物は週末に持ち帰るか処分するか等を決め、必要な人に

使ってもらう。徳島の上勝町ではうまくいっている由。 

常設の不用品引き取り場所の設置は、適切に管理していくため

の人や場所を継続して確保していく必要があることなどから、現

段階での実施は難しいものと考えています。 

不用品交換については、本計画の基本方針１の(２)再使用に関

する取り組みで「①フリーマーケット、不用品交換の推進」をあ

げ、「とんぼ市」という不用品交換の事業により、再使用の推進を

図っております。 

11 

資料 38ページ フリーマーケット、不用品交換の推進 

美住リサイクルショップでは、食器は新品とかうるさく

言うけど、新品でいらぬものなどいくらもありません。 

是非中古の不用品コーナー（子供のおもちゃ、本、髪か

ざり、服など）を近くに常設してください。秋津町でも困

っている若い親たちが結構います。 

食器類は、知らない人が使用したものを再使用することに抵抗

がある方もいらっしゃるため、新品のみの引き取りをしています。 

 不用品交換については、本計画の基本方針１の(２)再使用に関

する取り組みで「①フリーマーケット、不用品交換の推進」をあ

げ、「とんぼ市」という不用品交換の事業のさらなる周知等を図り

ながら、市内全体における不用品交換の取り組みを進めてまいり

たいと考えております。「とんぼ市」については、秋水園にもチラ

シを用意しておりますので、是非ご利用いただきたいと考えてお

ります。 
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No. ご意見（要旨） 市の考え方 

具体的な施策に関すること（基本方針２ 合理的な収集と資源化の推進） 

12 高齢世帯の場合、収集場所に出すのも大変。 

高齢化への対応は重要な課題と考えており、平成 26 年 10 月か

らはすべてのごみを戸別収集に変更し、古紙などの重いものも自

宅前に出せるようにするなど、市民サービスの向上を図ってまい

りました。集合住宅にお住まいの方には、引き続き集合住宅ごと

に決められた集積所にごみを出していただいておりますが、収集

のために車両を長時間停車しておく場所の確保や、収集にかかる

人の手配などの費用の課題があることから、近所にお住まいの方

のご協力を得る等によりごみ出しをして頂きますよう、ご理解を

お願い致します。 

13 

資料 85ページ 生ごみ集団回収 

３世帯ではなく１世帯でもできるように。今やごみ収集

は戸別になっています。１世帯収集を行っても問題はなか

ろうと思います。 

生ごみ集団回収事業については、平成 24年度の処理業者の業務

停止による事業一時停止から平成 26 年６月に事業を再開するに

あたり、市民の皆さまにご参加いただきやすいよう参加世帯数要

件を３世帯に緩和するなど見直しを図り、取り組みを進めてきま

した。 

生ごみを１世帯ごとに戸別で収集することについては、収集に

かかる人員や費用の確保など多くの課題があることから実施は難

しいと考えておりますので、ご理解をお願い致します。 
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No. ご意見（要旨） 市の考え方 

14 

資料 40ページ 生ごみの資源化の推進 

生ごみは貴重な資源です。コンポストで堆肥にしたり、

地中に埋めたりしています。とくに果樹の肥料としては最

高に良いです。落ち葉も同様です。ベランダやプランター

でもよいですが、一番大切なのは宅地内になるべく地面を

残すことです。最近は、軒下から道路まで、ほとんどコン

クリートで固めてしまっている住宅が多くなっています

が、とても残念なことです。温暖化防止、集中豪雨時など

の雨水対策としても、可能な限り宅地内に地面を残す住宅

建設の指導をしてください。そして草や果樹を植え、生ご

みと落ち葉の堆肥を使うようにしてほしいと願っていま

す。 

様々な事情により生ごみの自家処理が難しい方もいらっしゃる

ため、本計画では基本方針２の (２)資源化の推進に関する取り組

みで「①生ごみの資源化の推進」をあげ、３世帯以上の参加団体

ごとに専用容器で生ごみを回収して処理工場において資源化する

「生ごみ集団回収事業」を通じた資源化の取り組みを進めており

ます。 

15 

資料 28ページ 使用済小型電子機器等の資源化 

どのように収集しているのか知らない。不要となった小型

家電の収集の場所等をＰＲしてほしい。 

 使用済小型家電は、市役所本庁舎１階ロビー及び美住リサイクル

ショップにおいては専用の回収ボックスを設置して回収し、秋水

園ごみ減量推進課では窓口で職員が直接回収しています。 

 本事業は、平成 25年１月から有用金属の資源化を促進すること

を目的として開始しており、市ホームページ、啓発紙等への掲載

をはじめ各種イベントにおいて事業の周知を図っております。 

 本計画の中間見直しにあたっては、取り組みを着実に進めてい

くために本事業を新たな施策として位置付けており、事業や回収

場所等について更なる周知を図りながら、資源化の取り組みを推

進していきたいと考えております。 
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No. ご意見（要旨） 市の考え方 

具体的な施策に関すること（基本方針３ 安全で確実な処理体制の構築） 

16 

資料 42ページ ごみ処理施設更新の検討 

「周辺環境などに配慮し」と書かれていますが、周辺住

民の健康被害の状況等をもう少し調査して情報公開してい

ただければ今後の施設更新の検討の参考になると思いま

す。又、ダイオキシン測定の回数も、もう少し増やして情

報公開してください。 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第８条では一般廃棄物

処理施設を設置する場合は、あらかじめその施設の設置により地

域の生活環境にどのような影響を与えるかを調査し、その結果を

公表して意見を求める手続きが義務付けられています。 

排ガスや灰中のダイオキシン類濃度測定は、「ダイオキシン類対

策特別措置法」第 28条に基づき行っており、測定回数は適切と考

えております。測定結果は市ホームページで公開しております。 

具体的な施策に関すること（基本方針４ 情報提供や環境学習の充実） 

17 

「はじめに減量ありき」。必要悪とはいえ、２９億円もの

巨費を投じてのごみ処理。市民全員の意識向上に向け是非

アピールを強く。是非全員がかかわっている自治会を利用

しませんか。回覧板の一部に皆の目が止まるような工夫を

して、常時減量に関する具体案をのせてはいかがでしょう。 

本計画では、基本方針４で「情報提供や環境学習の充実」をあ

げ、あらゆる機会を通じて啓発活動の推進を図るとともに、必要

な情報の提供を行うこととしています。いただいたご意見を参考

にさせていただきながら、周知や啓発活動を行ってまいりたいと

考えております。 

18 

マンション、特に単身者アパートの住民が転入してきた

時の対応、住民票の届け時に必ず「ごみカレンダー」「分け

方」を説明して渡す。 

現在、市内に転入されてきた皆さんには、転入手続き時に、ご

みを出す日や出し方を記載した「ごみ・資源収集カレンダー」を

お渡ししておりますが、窓口は年間を通して混み合っており、ご

みの出し方などを合わせて説明することは、さらなる混雑につな

がることから、現状では難しいものと考えております。 

本計画では基本方針４で「②講座・学習・イベントの推進」を

あげ、この施策にそって、特に転入される方が多い時期には転入

手続きを行う窓口と同じフロアで出前講座を実施し、転入者の方

に向けて適切な分別や排出方法についての説明を行っています。 

また、同じく基本方針４で「③集合住宅の排出指導強化」をあ

げ、排出状況が適切でない集合住宅に対しての排出指導を継続し

て進めております。 
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No. ご意見（要旨） 市の考え方 

19 

自宅敷地内の樹木の剪定枝を燃やすこと、いわゆる「た

き火」を許可制でよいので可能にしてください。プラスチ

ック類は絶対に燃やさないこと、火の始末をきちんとする、

近隣に迷惑をかけない、簡易かまどを使うことなどの条件

を付けて許可して下さい。自宅内での剪定枝を燃やして得

られる木灰も肥料として自宅敷地内でぜひ使わせて下さ

い。 

焼却行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第 16条の２

及び「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」第 126 条

により原則禁止されております。 

焼却により、悪臭（においを嗅いで気分が悪くなる）や煙害（洗

濯物に臭いが付く、ぜんそくの発作が起きる）が発生し近所にお

住まいの皆さんのご迷惑になるおそれがありますので、引き続き

剪定枝は燃やせるごみの日に出して頂き、秋水園において適正に

処理してまいりたいと考えております。 

計画の推進に関すること 

20 

資料 46ページ 情報の公開 

市民に情報公開することが、ごみ減量にとっての第一歩。

市報やごみ見聞録と書かれていますが、あらたな手法が必

要なのではありませんか。例えば、85ページのアンケート

結果の⑦生ごみ集団回収の認知度で「知らない」と回答し

た方の割合が 74.1％であることをどう思われますか。今の

公開の仕組みたけでは市民の所には届かないのです。 

本計画を推進していくためには、市民、事業者、市がそれぞれ

の役割を十分認識し、積極的に取り組みを進めていくことが必要

と考えております。 

そのために、計画やその進捗状況についての情報公開を引き続

き継続するとともに、基本方針４「情報提供や環境学習の充実」

にあるとおり、あらゆる機会を通じて市民や事業者の理解を得る

ための啓発や情報提供を行ってまいりたいと考えております。 

21 

市民の声を聴く場は審議会だけということでしょうか、

この計画を読むと結果的にはそのように受け取れます。そ

うであるなら、この審議会の委員に市民 15万人の代弁をし

ていただけるような、前段の意見を取り入れる場や何らか

の仕組みを設定して頂けたらと思います。 

本計画の中間見直しにあたっては、廃棄物減量等推進員による

グループワークや、市民アンケート、公募市民による意見交換会、

そしてパブリックコメントの実施など様々な機会を設定して市民

の皆さんから数多くの貴重なご意見を頂戴し、参考にさせていた

だいているところです。 

 


