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会  議  録 

会議の 名称 第８回東村山市秋水園リサイクルセンター整備基本計画検討会 

開 催 日 時 平成２２年３月２５日（木）午後３時～５時 

開 催 場 所 秋水園ふれあいセンター 大集会室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）肥沼愼次郎・芦田玲子・小島秀明・有山孝・肥沼誠司 

      渡辺孝雄・市川忠文・小池紀枝・小野内雅文・福岡美興 

小松恭子・鈴木佐和子・上原雅子 

（市事務局）渡部市長・西川資源循環部長・新井次長 

田中施設課長・当麻ごみ減量推進課長 

●欠席者：  

傍 聴 の 可 否 
傍聴可

能 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴者

数 
１０人 

 

会 議 次 第 

 

１．開会 

２．議題及び説明事項 

（１）リサイクルセンター整備基本計画について 

① 「検討会」意見の整理について 

② その他 

３．その他 

４．閉会             

問い合わせ先 

資源循環部施設課資源再生係 担当者名 名倉・村野 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線２６３４） 

ファックス番号 ０４２－３９１－５８４７ 

会  議  経  過  

○司会 新井次長 

  こんにちは。昨日から冷たい雨が降り続いていますけれども、お体のほうは如何

でしょうか。この検討会も１１月６日から開催しまして、８回目の会合を重ね今日

は最終回になります。只今から、第８回の検討会を始めてゆきたいと思いますけれ

ども、皆様方におかれましては、８回連続して出席していただきまして、多忙の中

ありがとうございました。改めて感謝を申し上げます。それでは、只今から第８回

東村山市秋水園リサイクルセンター整備基本計画検討会を開催してゆきたいと思い

ます。出席者の確認ですけれども、委員がちょっと遅れていますけれども、特段事

務局には連絡が入っておりません、もうちょっとしたらみえると思います。毎回ほ

とんど出席しております渡部市長ですけれども、今日は西口再開発の組合の解散の

日なんですね、そちらで用事を済ませてからこちらに来ます。ちょっと遅れますけ

れどもご了承をお願いしたいと思います。それでは、資料の確認をさせてください。 

○村野主任 

  それでは資料の確認をさせていただきます。先ずテーブルの上に置いてあった資



 2 

料からお願いをいたします。第８回の次第です。今後の検討項目というこの用紙で

す。それから、東村山市循環型社会形成推進地域計画こちらの冊子になりますけれ

ども、よろしいでしょうか。次に、委員から配布依頼のありましたＡ３のこの用紙

です。次にごみ見聞録、よろしいですね。テーブルの上の資料は以上です。それか

ら、ご自宅のほうに配布させていただきました資料、先日お配りした物ですけれど

も、検討会の主な意見について（意見整理メモ）ですね。それと施設規模というこ

の用紙です。それから、今までの意見を纏めました主な意見の整理ということで、

８ページに及んでいますけれども、よろしいでしょうか。今回は２回事前に配布さ

せていただきましたけれども、ごみ資源物・処理施設分散化のメリット・デメリッ

ト、この用紙ですがよろしいでしょうか。それと第７回検討会の会議録です。資料

としては以上ですけれども、大丈夫でしょうか。それでは以上です。 

○司会 新井次長 

  資料、今日は多岐に渡っていますけれども、皆さん揃っておりますか。それでは、

今日の第８回の会議に先立ちまして、第７回目の会議録の確認をさせていただきま

す。これも事前に配布させていただきましたけれども、如何でしょうか。はい、委

員。 

○委員 

  びんを割ることについての議事録で、３ページ目なんですけれども、西川部長が

言われているんですけれども、「現在の施設を見ていただけると分かるんですけれ

ども、１回上に上げてびんを落として割り切れないものを人間がもう１回割ってる」

「それを２階の位置まで持ち上げて自然落下で割ってしまう」と説明されて、その

あとに田中課長がですね、今はびんを機械で割っているんですよと、その高さは２

ｍありますよというようなことを答えてるんですけれども、ですから、私もこの間

見学に行きましたところ、現状はですね、機械で上げて機械で割ってると、ですか

ら現状は上から落として、確かに上から落として機械で割っているという意味だと

思うんですけれども、その辺の現状認識、部長と田中課長は同じということでよろ

しいんですかね。 

○司会 新井次長 

  はい、部長から説明します。 

○西川部長 

  今ですね、およそ２ｍぐらい上げまして、そこで機械で割っているんですが、下

にドラム缶が入っておりますね。で、そこのドラム缶で作業員が確認をしまして、

大きい物についてはゴルフのクラブがあります、あれでポンポンもう１回割ってそ

れで潰しておりますので、その辺の細かいことをご説明させていただいたというこ

とで、基本的な認識は一緒でございます。 

○司会 新井次長 

  よろしいでしょうか。他の方で訂正点とかありますか。無ければ会議録確認させ

ていただきました。それでは今日の次第ですけれども、最初に先ほど資料のところ

で説明させていただきましたけれども、資源物・処理施設の分散化のメリット・デ

メリット、これを事前に説明させていただいて、それから今までの７回の項目、大

きくはですね、ごみ処理量の推計とごみの減量施策それから施設規模等々について

論じてきましたけれども、それの意見集約等を含めて、整理メモをこんな形で纏め

てゆきたいということで、大枠を説明させていただいて、その上で今日新たに出さ

せていただきましたごみの減量施策について、これの説明と意見交換をさせていた

だきたいと思います。と言うことで、最初に、分散化のメリット・デメリットにつ
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きまして、田中施設課長から説明させていただいて皆さんからご意見を承ってゆき

たいと思います。 

○田中施設課長 

  ごみの資源化施設の分散化ということで、４つの形で一応考えております。最初

は、市が市内の土地にですね、市が東村山市の中に処理施設を造る場合のメリット・

デメリットということで、メリットとしたしましては、ごみ問題は身近な場所にそ

ういう施設が出来ますと、身近な問題として考えるようになりますので、ごみ減量

とかリサイクル発生抑制の啓発になるということがあります。それから、秋水園へ

のですね、ごみの搬入量が減少します。それに又、交通量もですね、搬入車両が減

りますので減少してですね、事故等も危険が無くなるということで、それから施設

の騒音や臭気等のですね、その辺の環境に悪いものが影響が少なくなることがメリ

ットになると思います。デメリットといたしましては、デメリットとか問題点です

ね、新たな土地を購入するか、新たな施設の建設とかそれの運営の費用とかですね、

その辺の費用が掛かります。また、ごみ処理施設はどの地域でも造れる訳ではあり

ませんので、準工業地域でないと出来ません。その辺の用途の変更、都市計画マス

タープランを変更するようになりますので、時間とですね、それから住民の同意と

かその辺もありますので、なかなか難しいということがあります。それから、２番

目の民間事業者が市内で処理する分散ですが、これのメリットは１番と同じでござ

います。デメリットとしましては施設の設置に投資が掛かると、それから処理量が

市内の量だけでは採算が取れないので、近隣市のそういうごみがですね、資源物が

増える可能性があるということがあります。３番目の店頭回収によるごみの分散で

すが、保管や積替えの場所の確保が店舗によっては困難である、それから受入や保

管や積替えの作業の手間が掛かるということがあります、あと店舗の回収品を受け

入れるのにメーカー等の協力の調整等が必要であります。また、びん類については

割れてるとメーカーが引き取らないという現状があると思います。それから、重量

がありますので結構大変になってくるということがあります。４番目の市が市外の

事業者に外部委託する分散化ですが、これは資源物の搬入距離が長くなり収集の費

用が増大するということがあります。また、こちらの施設からですね、秋水園のほ

うから又運び出す場合には、ストックヤードとかその辺の施設も必要になります。

また、民間施設なので安定的に処理が出来るかっていうようなこともあります。以

上の点が、メリット・デメリットでございます。以上でございます。 

○司会 新井次長 

  ごみの分散化につきまして、メリット・デメリットに分けまして、大きくは４つ

のカテゴリーに分けて説明しました。これにつきまして、先ず最初に質問等があれ

ばお願いしたいと思いますけれども。はい、委員。 

○委員 

  すいません、最後の回に遅れまして。このメリット・デメリットってあるんです

けれど、そういう場合、必ず誰にとってのメリットなのか、どの地点で考えたデメ

リットなのかっていうね、この回答の拠って立つところですね、それがどうも私見

えないんですね。このメリットっていうのは市民にとってメリットなんではないか

と、デメリットっていうのは、これ見てると時には業者にとって、時には市にとっ

て、そういうところが先ずはっきり出来てないというのが１点と、それから、メリ

ットが市民の立場に立ってメリットならば、市民だけじゃなく市にとっても発生抑

制の啓発とかリサイクル発生抑制の啓発とか、両方同じですね、というように非常

に良いことですよねメリットだからね。だとしたら、これをいきなり全部やれなん
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て言いません、いきなりね、土地どっかでなんてゆうのは勿論分かってますけど、

メリットの中では、それこそ努力してゆけば出来るんじゃないか、何とかしてこん

なにメリットがあるんだから、このデメリット何とかしてゆこうよ、そんな形でこ

うゆう困難はあるけれど、というね、これは単にデメリットを書いただけで、この

後デメリットはこういうふうにあるけれど実際にはこうやってゆくのよ、デメリッ

トを何とか克服してやってゆきたいと思うんですよってことがあるなら、まだしも

なんですけれど、その辺を先ずお聞きしたいと思うんです。 

○司会 新井次長 

  委員のお話ですと、メリット・デメリットに分けて、特にデメリットは誰に対し

てデメリットなのか、デメリットは幾つか例えば１番ですと１から３、２番ですと

１から色々箇条書きに書かれてありますけれども、このデメリットの克服が可能な

のか、このデメリットを何とかメリットに変えてゆくことが現実的に可能なのかど

うか、という意見を含めてだと思いますけれど、そういうことでよろしいですか。 

○委員 

  先ずはそれを答えてください。 

○司会 新井次長 

  田中施設課長から。 

○田中施設課長 

  委員の誰のためのメリット・デメリットかということなですけど、一応デメリッ

トというよりも問題点ということで、挙げさせてもらっています。ですから、もの

によってはですね、解消できるようなこともあると思います。例えば、店頭回収に

よる分散化のことについてはですね、相手方の理解を得られるような説明をすれば

ですね、受け入れることが出来るようなこともあると思います。 

○司会 新井次長 

  部長から補足します。 

○西川部長 

  今あくまでも可能性という話だと思うんですけれども、その前に４つのパターン

があると思いますけれども、先ず１番のパターンについて、可能性という話であれ

ばおそらく限りなくゼロであると思います。何故かというと現在の用途の中にはそ

の用地を確保することが出来ない、そうすると用途変更そのものをしなければなら

ないとすると、先ほど課長から説明がありましたように、先ず東村山市全体をどの

ように街づくりをしてゆくかというマスタープランというのがあるんですね。で、

それに基づきまして、用途地域等を変更する場合には、先ずマスタープランの変更

を掛ける必要があります。で、マスタープランの変更を掛けると同時に、今度は東

京都の都市計画審議会に掛けて用途地域の変更を掛けるんですね。で、その際の条

件としては、用途の変更を掛ける周辺住民の了解を取るということが必要になって

きますので、先ず例えば、住宅地にするとか、公園にするとか、市民にとっての利

便性が向上するということであれば可能性はありますが、リサイクルセンターの分

散化ということであれば、限りなくゼロに近いのかなっていうふうに判断しており

ます。民間事業者については、今言った問題と同時にですね、ある程度の費用を掛

けるという可能性が民間事業者によっては可能になりますから、少なくとも市がや

るよりも設置するという可能性が出てくることはあると思いますが、一方でその資

金額を回収するという作業の中でですね、ある事業者に可能性があるかと聞いたと

ころ、やはり２番目のですね外の市のものを持ってくればというようなニュアンス

の話はされていたそうです。ですので、ここが一番大きな問題かなっていうふうに
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考えております。３番目の店頭回収につきましては、田中課長が言いました可能性

があるというのは、大手のスーパー等についてはですね、回収ボックスなどの設置

スペースがありますから、十分可能性はあるのかなっていうふうには考えておりま

すが、ここで言うあるいは従来から皆さんのお話の中で出ていた店頭回収をどの規

模でやるかという話だと思うんですね。で、その規模が小さくなればなるほど店頭

回収という難しさが出てくるというふうに考えております。それと、市が市外の事

業者に直接持って行くというケース４番目になりますけれども、それについては今

秋水園に入ってくる車が１日に基本的には４往復しております。で、それが以前に

もご説明ちらっとした記憶がありますけれども、１日に何往復出来るかというもの

がそのまま収集コストに跳ね返ってきますので、これがどの程度の距離に事業者が

あるかということにもよりますが、これもかなり難しいかなっていうふうに今現在

は考えております。そうすると、先ほど委員の方からお話のありましたどれを潰す

ことが出来るかということになれば、田中課長が言った大手のスーパーに於いては

回収品目を増加させることは出来るだろうというふうに今現在は考えております。

以上です。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  せめてね、問題点ということで書かれるんならいいけど、どれがデメリットなの、

こんなに市民にとってメリットならいいじゃないという読み方されるし、この整理

の中で、やはり例えばね、１番をいきなりね、やれとは私も言いません。ただ、２

番でね、例えば近隣市のものが持ち込まれる、例で言えば加藤商事さん、容リプラ

やっていただいてますけれど、東久留米も清瀬も入ってますよね、そういう形で き

っと分別してあります それから三栄さんも小平やその他西東京とかやってらっし

ゃいますよね。勿論、業者が市だけでね、独立採算取れるとは思いません。だけれ

ど、そういう形でね、やっていく業者との協議がされれば出来るんじゃないか、先

ずこれ一つ。それからまた店頭回収大手は可能性大だけれど小さくなればなるほど、

それはそうですよ、私もいきなり個店からやれなんて申し上げてるのではなくて、

大手が可能性大で事実やってるんですね。ですから、少なくともね、東村山でもね、

どこまで大手というか分かりませんけれども、中ぐらいまで入ったところで、いわ

ゆるコンビニまでがどこまでがね、入るか分かりませんけれど、やれるとことをど

んどん協議してやってゆく、これすら今まであまり働き掛けやられていないんじゃ

ないかなと。で、まして色々な形で宣伝それからＰＲですね、それから働き掛けの

協議、そういうことについても東村山ほんとにやられてないという感じしますね。

ですから、そういう点でもやってゆけるんじゃないかということです。それから、

４番目に市外の事業者、外部委託というのは別に反対する訳ではありませんけれど

も、先ず市内に業者がいるんだから、その市内の業者ともっともっとね、もっと近

づいてお互いに協議し合うそうしたものがあればいいんじゃないか、事実、私も何

人かの方々と市内の業者さん何社とかお話し合いしました。やはり皆さんとても一

生懸命やってらしてこういう形なら受託出来るとか、これは全然無理だよとか、色々

とざっくばらんなお話も聞いて参りました。そういったお話し合いというのは、さ

れていないんじゃないかと思うんですよ。ですから、デメリットだとか問題がある

だとか言うことで、そこで進まないんじゃなくて、ほんとに一歩でも前に進むそし

てごみを減量化させる、このことがやはり頭にあれば、秋水園の搬入量減少して交

通量減少する、いいじゃないですか。これに向かってゆけばね、もっともっと努力
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する、それから可能性がどんどん広がるっていうふうに思います。 

○司会 新井次長 

  今の意見でいいんですか。 

○委員 

  意見ですけども、それに対してどうでしょう。 

○司会 新井次長 

  分かりました。部長から答えます。 

○西川部長 

  今、委員がおっしゃったのはごもっともなお話でですね、当然事業者側に回れば

秋水園に入ってきた搬入量も減ってきますし、あるいは固定におけるですね、回収

が進めば先ほど言いました秋水園に入ってくる搬入量も減ってくると思いますの

で、それが今ここでデメリットというふうに書いておりますけれども、鼻からです

ね、それは全然やりませんとか対象としていませんっていうつもりはございません。

ここに書いたのは、あくまで今現在のっていうことで書かせていただきましたので、

これからについては今委員がおっしゃった内容というのは、十分やってゆく作業の

中に加えるべきだというふうに考えております。何故なら、やはり秋水園としては

ですね、今ある現在のごみ量がいいとは考えておりません。当然、従来からの、あ

るいはこれからもごみの減量というのは、絶対ならなければいけない作業ですので、

そこについては十分どのように進めてゆくか今後検討してですね、作業の方は進め

てゆきたい、着実にと言いますかね、に進めてゆくことを考えてゆきたいというふ

うに思います。よろしいですか。 

○司会 新井次長 

  他の方で、委員。 

○委員 

  今、部長のほうから１のデメリットの中で周辺住民の同意を得るのが困難である

というお話がありましたが、新しい所に設けるのはそれだけ困難だってことありま

すよね、ということはそれだけ秋津町住民に５０年近くの迷惑を掛け続けてきてい

るということは事実ですよね、それに対して秋水園の在り方にも書いてありますよ

うに一極集中を既定のものとしないために民間委託の可能性を含めて検討すること

が必要であるというふうに謳われているのであれば、もう少しこのリサイクルセン

ターを建設するにあたっては、数値に対してもう少し厳しく当たるのが当然ではな

かったかなと思うんですが、今までのこの検討会の中でも減量ということに対して

非常に前向きな姿勢とは取れなかったんですが、如何でしょう。 

○司会 新井次長 

  数値というのはごみ減量の目標値ですか。 

○委員 

  最初に表示されましたよね、３２年度までの数値 

○司会 新井次長 

  ごみ量の推計、部長からお答えします。 

○西川部長 

  先ず、分散化の問題についてのお話ですが、あり方の検討会と言いましたっけ、

先ほど委員の・・ 

○委員 

  あり方に書いてありますね、秋水園の・・ 

○西川部長 
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  市ではですね、平成１９年１月から容リプラ、容器包装プラスチック類について

は、加藤商事のほうに委託を開始しております。ですので、今お話なったように全

然やってないということではなくて、可能性が出てきたものについては積極的にや

っているつもりでございます。で、それに合わせてですね、分別の仕方そのものを

変えてまでやってきた訳ですね。従来であれば、平成１９年１月からスタートして

ますから、その前年まではですね、不燃物として収集した物を１９年１月からプラ

類を完全に分別収集してスタートしております。当然それはですね、切り替えると

いう作業と同時に皆さんのご理解ご協力によってですね、分別１項目挙げて且つ現

在はＤランクからＡランクに品質を上げてとか、そういう改善をしてきております。

ですので、先ほどのお話のやってないということであれば、市のほうでは可能性の

あるものについては全てやってきてると考えております。それともう一つですね、

数字のお話をされてますが、委員のおっしゃっている数字というのはですね、予測

これから今現在のごみ量がこういうふうに推移してゆくだろうという予測の数字

と、もう一つには減量をこれだけ進めてゆこうという目標数値の問題があると思い

ます。で、目標数値で仮にですね、施設を検討した場合には、目標数値を達成しな

いときには当然その施設は小さくなってしまう訳ですよね。ですので、あくまでも

推計値は推計値、目標値は目標値というふうに分けてゆくべきというふうに考えて

おります。ですから、推計値はそのまま今お出しした数字で推計値を出してゆくと

いうことをさせていただきました。以上です。 

○司会 新井次長 

  はい、委員、関連ですか。 

○委員 

  確かに容リプラは、外に加藤商事に収集していただいていますが、このリサイク

ルセンターの中に今処理しようと思っている中で、例えば外に持ってゆけそうなも

のというのは何か具体的に挙がってますか。 

○司会 新井次長 

  今の関連、部長から話します。 

○西川部長 

  少なくとも、先ほど言いました４つのパターンで、秋水園外で処理をするってい

うことが今までの皆さんの議論の中でも、この４点については違いが無いのかなっ

ていうふうに考えております。で、その中でほぼ具体的にそれぞれの例えば、びん

がどこどこに行くとか、ペットボトルがどこどこに行くという事業者が、加藤商事

の場合ですね、偶然恩多町という所に工場を設置してもらった関係から、搬送する

距離等が変わりませんので、確かに分別のですね、分別の種類を変えたがために、

それなりの費用が掛かっておりますけれども、秋水園に新たに分別品目を増やして

秋水園に持ってくる費用と大差無く分別することが可能になりました。そういう意

味では、先ほどの委員のご質問にあります具体的にというお話であれば、今現在具

体的にですね、加藤商事と同じような方法で分別するという方法については、未だ

見つかっておりません。以上です。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  このメリット・デメリットでね、今、田中さんはそのデメリットというのは問題

点、いや、そういうね形で書けばいいんですよ。それをね、こんな形で書くからね、

非常に誤解を生むような理解出来ないような中身ね、これ公の公文書でしょ、少な
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くとも市が作っている、田中個人が書かれたものじゃないですよね。そうしたらも

うちょっと慎重な中身をね出してほしい。例えばですね、この２番目の民間事業者

が市内の敷地で処理する分散でね、その施設の設置などによる投資がかかる、こん

なの民間企業が受ける場合に当たり前の話じゃないですか。損してね事業なんてや

る訳ないですよ、慈善事業じゃないんだから。それがね、何でデメリットなんです

かと、事業者にとってそういう事業をやることが、メリットが無いんだということ

であれば、それは事業者にとってのデメリットかもしれない。だけど、そういうも

のが将来的に見たときに、やはり事業家としてみればそういう新しい業務を拡大し

てくのが、必要だと思ったら事業者やるんですよ。だから、その辺を我々はここに

留めて置かないでもっと民間に出しなさいよという提案をしている訳ですよね。だ

から、事業者が尻込みをするようなものだったら、それは提案してもだめなんです。

で、我々もねその辺を全く無視して、いろんな事を提案しているつもり無いんです。

だからね、事業者が市内にもいらっしゃるし、周辺の所にも事業やっている方はい

らっしゃる、そういう方々がこういうものを募集かけたときに、全く無反応なのか

どうなのかなんですよ。だからね、そういうことを果敢に出すにはそういうことも

やってみようというね、やるかやらないかってゆうことなんですよ。私に言わせる

とどうもやらない理由ばっかり一生懸命見出そうとしててね。やろうという前提で

物事組立てようと全然この８回目まで感じて無いんです。ですから、このあと説明

しますけれど、その再三言われてきた、その今も部長おっしゃったけど、やはりね、

もうちょっと計画の中に将来の含みをね、市民に対してどう展開してゆくのかとい

うそういう展望が見えないんです、このやり方は。だから、私は最後にあたって、

時間をいただければこのまま引継いでやりますけれど・・ 

○司会 新井次長 

  ちょっとそれはまた別の場所で・・ 

○委員 

  ・・そこで説明させていただく。ですからね、このメリット・デメリット後ろの

面を見ても、この１枚目も見てもですね、今、委員おっしゃってられる周辺住民の

同意を得るのが困難である、困難な課題であるぐらいのこと言いなさいよ。困難と

いうのは出来ないってゆってるんじゃないですか。ね、それは大変です新しく所に

迷惑施設持ってこうというのは、それは大変なことです。それは我々も理解するん

だから、困難というのは出来ないということを謳ってる訳でしょう。やっぱり行政

の文書だったらもうちょっと文ある普通、文書書くでしょう。素直なのはいいです

よ。だけどね我々これ見てちょっと呆れちゃって、ほんとに。だからその辺がね、

いろんな面であり一つ一つ言うと時間がもったいないですからこれ以上言いません

けれど、他の方どうぞおっしゃってください。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  ほんと、ここんとこに書いてあるデメリットなんですけど、先ず最初１の市内の

デメリット、これ市の人がやる気が無いから、それでやる気の無いような言い訳を

一生懸命書いたのがこれで、２番目民間業者の立場に立って書いたのが２番目のこ

とです。３番目店頭回収によるごみの分散、これはお店の人の立場に立って考えた

のがこれです。４番目市外の業者に分散する、これも全く同じように自分たちがや

らない言い訳がいっぱい書いてある。出来ない言い訳は、店の人だとかね、例えば、

ここんとこに書いてあること、僕なんか頭にきちゃう、３店頭回収によるごみの分
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散その中のデメリットの回収出来る店舗と出来ない店舗間の公平性の問題がある。

何これ書いてんの。秋津町と秋津町以外の公平の問題が、もっと大きな問題がある

のにそういうところを全然考えないで公平性の問題がある、こうゆうこと書くもん

じゃないですよ、恥ずかしい。そういうことです。 

○司会 新井次長 

  今日のレジメの中では４つのですね、分散化に関する方法ですとか手法ですとか、

市内市外に分けて出しましたけれども、分散化、今日は４つのカテゴリーですけれ

ども、それ以外の方法、手法があればお願いしたいと思います。はい、委員。 

○委員 

  他にあるかってんじゃなくて、このデメリットだとかそういうものをこれから何

年掛けてもいいですから、分散化だとかね、そういうことを今から考えないと、リ

サイクルセンターを何年後に造るから、もうやらなければいけないんですけれど、

これじゃ間に合いっこないんですよ。分散化のことをずーっと考えてて行政のほう

で動いてなければ、そんなの出来っこないじゃないですか。はっきり言いまして、

このメリット・デメリット出してもらっただけで、何も検討されて無いっていうの

が僕の感覚です。出せって前回僕が強い声で言いましたから、出してもらったんだ

ろう思うんですけど、こんなの秋津町とこにリサイクルセンター造るんだからいい

わ、という考え方で作ったような答案ですよね、これね。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  このメリット・デメリットきちっと作ってくれっていうのは、私の言い出っしぺ

なんですけれども、文書のですね良し悪しは色々問題ありますけれども西川部長が

おっしゃいましたようにですね、容器包装プラスチックについてもですね、国の法

律が制定されたとか、市民の分別のね意思も段々強くなってきたとか、そういう意

味の時代背景とともにですね、段々にそういった機運が高まってきて、それでそれ

も東村山も対応出来たってことなんですね。ですから、市のほうでもこれからこう

いうアンテナを張ってですね、前向きに取り組む、捉えてゆくと言っておりますの

で、そういうことをベースにしてですね、これから実際、リサイクルセンターの実

施設計も始まる訳ですから、こういうものと合わせて実施設計のほうにもきちっと

反映させてゆくということが大事なことじゃないかと、そういうふうに思っていま

す。 

○司会 新井次長 

  他の方で、この分散化につきましてご意見を。 

○委員 

  一つだけ解釈が違ってるから、敢えて指摘しておきます。３のですね店頭回収に

よるごみの分散の中で、これどうも拠点回収というね、昔東村山やってたものを止

めているそういった歴史があるんですけれど、それと混同されてるんじゃないです

か。あくまでも店頭回収というのはそれぞれの店が自主的にやるものです。ですか

ら、市に還流される秋水園にもってくるなんて前提考えてない訳です。これは今ま

で私たびたびこの記録読んでも書いてあるんですけれども、決して店がサービスで

やるんじゃないんですよ。あくまでも、例えばイトーヨーカ堂にしてもですね、大

変なお金をいわゆる再商品化のためにお金・・している訳なんですよ。その中から

自主回収した部分を差っ引けるという仕組みがある訳です。だから、イトーヨーカ

堂だって店の前にですね回収ボックスを置く訳ですよ。あれ置いててですね、どこ
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か業者に頼んでどこかで燃やしてくださいなんてやってる訳じゃないんです。そう

いう回収の仕組みが今、世の中着々と出来てる訳です。だから、市内の中小の小売

店に対してね、これを具体的に押し付けがましくやるんだったらね、それはまさし

く行政も感じてるように、それは中小の業者困っちゃいます。だから、容リ法の負

担だって市が負担してる訳でしょう。そういうところまで、いきなり拡大しなさい

なんて私どもも考えてるつもりはありません。だから、その辺をね正しく容リ法っ

てどういう法律なのか認識して掛かってですね、こういうことを考えていただかな

いと、何かね店頭回収ってのは店の前でやるだけみたいな仕組みでね、あと業者困

ってんだと、だからスペース無いようなところに無理やりそんなこと頼める訳ない

んですよ。スペース作りなさいたって無理なんですから。そういうことを正しく認

識してほしい。それだけ付け加えておきます。 

○司会 新井次長 

  今の補足でいいですよね、はい。 

○委員 

  店頭回収の件ですね、スーパーに色々皆さん分けて持ってくんですけど、裏にい

くとみんな車で一緒に持ってちゃう、そういう業者もあるんです。それは、私だけ

じゃなく有名な芸能人も指摘してたですね。ですから、その辺のところはね、東村

山市は燃さないけれど、他の市に行って燃やしてるってことになっちゃうと。です

からその辺のところはね、ちょっと問題があるんじゃないかと思うんですね。店頭

回収ね、只お店に出せばいいというもんじゃなくね、その辺の行き先というのをや

っぱりね調べないと何所へ持っててゆくか分からないとね、ちょっと一概には言え

ないと思います。 

○司会 新井次長 

  委員、先ほど手を挙げていました。どうぞ。 

○委員 

  このメリットですけれども、皆さん今まで話し合われてきた結果のメリットです

よね。そしてデメリットと書かれているところは、市がこれは出来ないと書かれて

いるのかもしれませんけれども、私は皆さんが話し合われたメリットというのは、

行政施策に活かしてほしいということで、皆さんが話しに出していることなのでし

て、こういう駄目なことを予期して、こういうことは出来ませんよということで片

付ける訳じゃないですよね。ですから、これが施策に活かされるように指導してい

ただきたいというのが、私の思うところです。 

○司会 新井次長 

  今のご意見につきまして、西川部長から説明します。 

○西川部長 

  先ほど、今現在のということでご説明させていただきまして、委員のときにもお

話しましたけれども、全てを市は否定している訳ではなくて、あるいはやりません

というつもりもございません。先ほど、委員にもお話しましたように市は減量施策

を絶対やらなければいけないというのは十分承知しております。で、それに対して

どういうことをしてゆくかってことも、してゆかなければいけないかということも

今回の皆さんのお話の中で新たに変わったところもある訳ですよね。で、その中で

先ほどの２番あるいは３番については、やらないよって言うことではなくて、先ほ

ど委員にも進めてゆくべき内容というふうには理解していますというふうにお答え

させていただきましたよね。ですから、十分やってゆくというつもりでおりますの

で、ただ問題はそれをですね、数年後に例えば５０％減までもってゆきましょうと
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か、あるいは６０％減までもってゆきましょうとか、果たして施設整備に加えるべ

きかどうかという話だと思うんです。で、施策はそのまま必要だということで作業

はしてゆきますが、一方で施設整備に絡めてしまいますと、委員のところでもお答

えさせていただきましたけれども、結果として施設が過小になってしまうというこ

とも起こり得ることに、十分ご理解いただいた中での議論をしてゆく必要があると

いうふうに思います。以上です。 

○司会 新井次長 

  デメリットを出来るだけメリットに転化してゆくそういう姿勢ですとか、環境設

定をどのようにしてゆくのかという質問だと思いますけれども、・・・ 

○委員 

  委員のお話に対してですね、それは市内の例えばイトーヨーカー堂だ、目ぼしい

ところをゆうと西友だ、あるいはいなげやだ、そういう店が今委員がおっしゃって

いるようなことをやってるっていったら、それは大変社会的に大きな問題になりま

す。だけど、中小の例えばコンビニみたいな非常に零細な企業がですね、集めてん

だけどその処理については、一緒くたにしてというのが現実にそれは起こり得てる

と思います。だけど、それは今の制度の仕組みの中では、行政が直接関わり合いを

持つ問題じゃないんですよ、地方自治体が。本来は容器包装リサイクル法の中でそ

うやって個別に収集してんですから、こういう業者がいますということを容リ協会

なりに指摘をしてですね、こういうことを改善させるような方向性を見いだしてゆ

けばいいんです。そうしませんとですね、やっぱり地方自治体がどういう問題を抱

えてるかというと、やっぱり地方自治体がごみを全部背負い込まされてるっていう

ね、この仕組みの中からどれだけ外に出せるのかっていうことを、今一生懸命我々

考えてる訳です。だから、業者委託も結局秋水園に持ち込まない業者に任せましょ

うというやり方を、現に加藤商事では容リプラでやっている訳じゃないですか。そ

ういうやり方を他でも試しましょう、そういうことを私たち言いたい訳ですよ。 

○司会 新井次長 

  今、委員の意見は、委員の言ったことに対する意見ということでよろしいですよ

ね。あと他の方、はい、委員。 

○委員 

  例えば１番のデメリットについてなんですけれども、２番の都市計画マスタープ

ランの変更やどうのと書いてありますよね、これ別に都市計画マスタープランを変

えればいいことじゃないんですか、時間が掛かろうが何だろうが。で、これについ

ては、この前から言っているように９８プランのときからこういう結論を出してた

訳ですよね、だから今、委員がこれからやっていけばいいと勿論そのとおりなんで

すけれども、じゃあ今まで何をなさって来たのかってことを伺いたいですね。今ま

で何もされて来なかったってことですね。今回あの、例えば９８プランの後２００

０年にこういうところ当たってみたけれどこうだったとか、そういう具体的な例が

一切出てないですよね。ですから、先ほど何方かがおっしゃったように、何もやら

なかったというふうに取ってよろしいですか。あれだけお金を掛けてきた９８プラ

ンの結果を、棚に上げてきたということですね、結論は。ということは、無駄使い

をしたんですよね。９，３５５万ぐらい掛かってますよね、細かく見ると。そうい

うことでよろしいですか。人件費を別にしてね、それだけ掛かってるんですよ、コ

ンサルも使ってたし。 

○司会 新井次長 

  今、委員の意見は、分散化について、９８プランでは分散化が明記されている訳
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ですけれども、その後どのように検証をしたのかという質問ということでよろしい

でしょうか。 

○委員 

  はい。 

○司会 新井次長 

  はい、部長。 

○西川部長 

  大変非常に申し訳ないんですけれど、ちょっとその当時の話はっきりお答えする

ことが出来ないんですが、ただ言えることはですね、用途の変更とゆうよりも用途

地域を何故設定するかという話が先ず前提としてあるんですね、それは住環境を含

めてですね、その環境を良くしてゆくという前提で全て用途地域が決定されていま

す。ですので、住宅地が増えるあるいはよく逆線引きというんですけれども、市街

化調整区域が増えるとかですね、公園を増やすとかそうゆう話で言うならば、用途

地域の変更というのはありうる訳です。ただ皆さんのですね、中で秋水園という処

理施設を問題視しているということはですね、その施設に類似したものが用途地域

を変更してまで出来るかって考えた場合、用途地域そのものの変更に反する動きに

なってしまうんですね。ですので、そうゆう考え方から言うと、用途地域を変更し

てまで一般廃棄物の中間処理施設を造るってゆうことは、不可能とゆうふうに判断

している訳です。よろしいでしょうか。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  あのね、これについてね、町内でも他のところに行って相談してみるとね、確か

に難しいと都市計画のマスタープランから変えなくちゃいけないし、用途地域の変

更は都計審のほうへ出さなくちゃいけないし、難しいけれどもどうして変えなくち

ゃいけないのかの理由を逆にね、ここに委員の入っていられる住宅が出来ましたよ

ね、所沢にも川一つ隔てて僅か数メートルのところであれだけの迷惑を掛けてると、

ゆうことで、どうしても市内に他所の市にも迷惑を掛けないように、他所の市にも

迷惑を掛けない、造りたいな例えばですよ、ストーリーを作ってね、持っていって、

それが市長さん筆頭にして所管もそれから近隣住民の同意を得てぶつかれば出来な

いことはないと言っている課もあるんですよ。でね、何てゆわれたかと言うとね、

東村山市内に沖縄の普天間基地と同じ問題があると初めて知りましたと、初めてと

いうことは聞いていないんですかと聞いたら、何も知らないとおっしゃるんですね。

当然、こうゆうことやろうとしたら通さなければいけない課のところが何も聞いて

ないということで、あ、やっぱり何も動いて無いんだなということで、驚いたとい

うか呆れ返っちゃたんですけれども、ほんとに今日来てるけれど私たちやってるこ

とは何だったんだろうと思ったんですけれどもね。だから、別の考えをすればね、

そうやって音だとか臭いが新しい住宅が出来てきて心配だというんだったら、もう

少し違うところに持ってゆくことも出来るんではないでしょうか、という提案をし

ています。 

○司会 新井次長 

  では、部長から再度説明します。 

○西川部長 

  今の委員のお話につきましては、自分のほうから、おそらく都市計画課のほうで

すよね、 
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○委員 

そうです。 

○西川部長 

そちらの方には厳重に注意しておきます。正しい情報を提供してこそ担当課とい

うことになりますので、情報の正しい出し方という話はさせていただきます。但し、

その担当がどういうことで話をさせていただいたのかはっきりしませんが、我々は

ですね、お答えしなければいけないことは、事実に基づいたことを事実としてお伝

えすることが絶対であって、仮定とかですね、こうであったらとか言う曖昧な中で

お答えするときに、こうゆう問題を起こしてしまうんですね。ですから、その辺に

つきましては、今、先ほど自分がお話したように用途地域の設置目的とそれと用途

地域の変更するときの可能性という話の中では、皆さんが委員を含めて秋水園をど

のように考えているかということから導き出すと、用途地域の変更は限り無く難し

いと、言うお答えをすることが今現在一番正しいと思います。以上です。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  確かに、それはあるのかも知れないけれども、じゃあねもう一度言いますけども、

９８プランで自治会長さんが忙しい中４，０００世帯をですね、アンケートを取っ

てくだすって纏めたこの整備プロジェクトは何だったのかなってことになるんです

よ。あのときも部長さんと課長さんが全員入って１６０回の会議に出てきてそれで

決めたんですよ、これは。そうすると、あれは何だったんでしょうか。そんな無駄

なことをやってるんだったらね、出来ないことやるんだったら、あの時間それこそ

ごみ減量にでもね、市内中走り回ってくだされば良かったじゃないですか。膨大な

時間注ぎ込んでこれ作ったんですよ、本当に、周辺対策協議会の方たちも一緒にな

ってやってくだすって。 

○司会 新井次長 

  はい、部長から。 

○西川部長 

  今のお話、委員が当時ご参加なさってたということだと思うんですけれども、そ

ういうことだとすれば、お詫びを申し上げざるを得ないのかなって思います。但し、

９８プランは９８プランの役割はしたとゆうふうに考えております。それは分別の

種類等の増加については、明らかに９８プランから一般廃棄物処理基本計画、市の

計画に刷り直して以降分別が増え、今現在がある訳ですよね。それと同時に、ここ

の検討会でも資料として出させていただきましたが、今、東村山市は多摩地域にお

いても少なくとも絶えず１人当たりごみ量は少ない方の上位に顔出ししておりま

す。それは、９８プランを作った当時からの市民の方々の活動と市のですね、減量

に対する施策、その結果として今があるのかなって考えております。で、部分的に

ですね、９８プランを分別出来たのか出来ないのかあるいは生ごみの堆肥化が出来

たのか出来なかったのかというお話になると、それぞれご不満がある点もあると思

いますけれども、トータルとしての役割は十分果して来てるのかなっていうふうに

は、今現在考えております。以上です。 

○司会 新井次長 

  あと他の方で、はい、委員。 

○委員 

  もう５５分ぐらい過ぎましたので進めてほしいんですが、分散化についてはこれ
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はね、秋津の住民としては、これはかなり切実な希望なんですよ。それを十分行政

は踏まえていただいて、今後具体的にどう出来るのか出来そうなところは店頭回収

だとか幾つか部長の方から言われてましたよね、それを政策として具体的に出して

ください。そういうことでこの議論は、私は終わりにしたいと思います。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。関連でよろしいですか。 

○委員 

  関連だし確認だしね、今おっしゃったとおりだと思うんですけれども。だからこ

そね、デメリットなんて言葉をね、分散化で使っていただきたくないと、これは行

政から出て正式な文書ですから、やはり先ほど田中課長は問題点、課題ですかねと

おっしゃったけど、だったらきちんとこれね、もう無い訳ですけれどね、公文書と

して残るということであるならば、きちんとこれはね、書き直していただきたい。

やっぱりね、そのそこにデメリットなんですよ、皆さんの案の中でそうじゃないと

いうことでね、デメリットじゃないんだということではね、お願いしたいです。 

○司会 新井次長 

  今日の資料につきましては、分かり易さを追求してメリット・デメリットと対比

しましたけれど、この資料の精査も含めてやってゆきたいと思っております。それ

で今日５時までですけれども、これから意見のまとめとか含めてありますので、そ

したらですね、分散化につきまして今、委員がおっしゃったことを踏まえてですね、

出来るだけ我々も秋津町の人が分散化を望んでいるということは、痛いほど承知し

ている訳ですし、現実的に可能なのか否かという検証も必要ですけれども、常にそ

のことに向けてですね、今後の施策に継承してゆきたいと思います。委員からとゆ

うか検討会委員のメンバー６人ですか、提案が出されていますので、先ずこれから

やっていただいてレジメの議題に入ってゆきたいと思います。委員から概略の説明

をお願いしたいと思います。 

○委員 

  非常に時間が惜しいですから、今日は提案書という形で今日何か回答をいただく

なんて前提で考えておりません。で、今、委員もおっしゃってたようにどう分散化

図れるのかと、それの具体的なプランニングを立てましてそれで提案します。です

から、これは単なる机上のどうにでも変わる案ではなくて、出来る案として私も考

えてますので、そういう形で受け止めていただきたいです。で、今日はですね、実

は検討会委員として６人名前連ねてますが、実は他の委員の方々には昨日今日とい

う感じでこのフローチャートお渡した関係で、こういうものに賛同いただけるかど

うなのかというところまで全員の確認取れてません。で、今、委員と委員は同意い

ただけているようなので８人の方が表示的に、このあと席に出す時点ではもっとも

っとの方の理解をいただきたいと思っています。で、先ずですね、今まで私ども７

回を通じてこの減量化、減量化という言葉を使ってたんですが、実はごみの絶対量

を減らすという意味合いと、それからもう一つは秋水園に搬入するごみの減量化と

いうですね、大きく分けると問題２つあった訳です。で、それをどうもごちゃ混ぜ

にしながら議論してきましたんで、それを明確に分けて整理かけるとこのフローチ

ャートのようになりました。で、先ずその家庭ごみ減量化としてはですね、施策目

標値の設定、これを作れってのは前々からゆってきましたし、さっき西川さんは施

策目標値で施設を造る訳いかないんだとお話されましたけれど、ということの必要

性は認識なさってるようです。で、私どもは少なくとも平成２７年今２０年度の数

値は見えてますから、その２０年度を基に考えた場合にですね、２７年度ぐらいを
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想定する、２７年は一般計画のほうの２３年から２７年という５年サイクルで対応

されるということですから、それの一応新しい施策を考慮しながらですね、２７年

度にごみ絶対量を３０％減らせることが出来るんじゃないか。こうゆう目標値を設

定して市民を含めて行政と一緒になってですね、努力する必要があるんじゃないか。

で、その中にはですね、やっぱりａ・ｂ・ｃ・ｄ並べてありますけれど、排出抑制

何といっても特にこの中で可燃ごみが下の表見ていただくと分かりますように、２

７，０００ｔからの膨大なごみが可燃ごみなんですよ。ですから、そのごみを如何

に減らすかが、この目標値に到達する課題だなと思います。で、この生ごみの自家

処理の推進、ここでは１０倍増と書いてあります。１０倍というとびっくりします

けれど、現在非常に僅かな量しか出来てません。これは先日の予算委員会聞いてて

もですね、ほとんど上向きになってないと、ほとんど横の並びになってると、それ

を何とかですね、７年掛けて大きく伸ばす努力を市民と一緒になってやろうよって

いう意味合いです。それから分別の徹底、排出ルールの徹底、これは分別の徹底は

市のルールありますから、それを排出するルールというのは、例えば中の汚いもの

はどうするのとかですね、基本的な決まりを徹底すということです。それから、店

頭回収等の推進、これはごみの絶対量とは若干意味合い異なるんですけれども、地

方自治体として出来ることは、やはり行政が受けないような形をどう組み立てるか、

それも減量化ではないのかというふうに考えます。それで②のですね、秋水園への

搬入量の減量化ですが、これは搬入出車両の減少策、まさに地元が一番課題として

頭を悩ましてる部分です。この辺を何とか減らす策、それから施設計画機能規模の

縮小、今まさに検討やってますリサイクルセンターのですね、こんな大きな規模は

要らないという多くの意見ありますように、縮小化することによって建物もちっち

ゃく出来るはずだと、それにはですね、品目別搬入減量策の推進が何といっても必

要です。で、これは出ているように集団回収・店頭回収・業者処理の拡大のこの３

つが最大の課題かなと思っております。で、特に集団回収は紙類・古着類これにつ

いては今よりも２０％増やそうと集団回収増やそうと、で、これによってですね、

過去の実績値を若干上回る、最大では２０％ぐらい減っている実績がありますから、

これを元に戻せるはずだと。それから品目の追加としてですね、缶と金属類をこれ

の推進を図る、それでびんも生びんは集団回収で集めること出来るはずだと。それ

から店頭回収として、今現在も行われていますトレー・ペットボトル・びん・缶・

紙パックなど、それから新たにですね電気屋さんを中心に電池の回収やっている自

治体もありますし、これは電池を買うときにちょっと持ってけば引き取ってもらえ

るシステムあるようですから、是非こういう形で危険物の搬入量減らすという目的

ですね、それから業者委託処理の拡大、これは現在容リプラで加藤商事に全部お願

いしているようにですね、ペットボトルもこれと同じような形態に持ってゆけるは

ずだと。で、私どもこの確信を持ちたいと思いまして、直接業者さんにも当たりま

した。これはあくまでも加藤商事に持ってゆくという前提じゃありませんけれど、

加藤商事は今容リプラ、東村山以外には３つの自治体、東村山入れて４つの自治体

の回収なさっています。で、そこにですね、こうゆう容リプラということが加藤商

事として一体どうなのっていう端的な聞き方をしたのですが、十分検討に値すると

いう回答いただきました。ですから、それは細かいいろんな行政と業者との遣り取

りってのはあると思いますが、私ども市民としてもそういう可能性があるところが

ですね、明確にしないと入ります。これは、ここからも分散化という形でですね、

是非具体化のための検討をいただきたいということです。それから、缶、アルミ・

スチール金属類の行政回収処理の一切を紙類と同時扱いの外部委託に変えると、こ
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れも今は紙と布だけになってますけど、そこに缶と金属類、今不燃ごみになってま

すけど、その不燃ごみから市民に分別してもらってその金属を缶と一緒に集める。

これについては色々議論あるところです。しかし、これによって不燃ごみが相当量

減らせるはずです。で、これは結果的には搬入量が減るということですから、出来

るものが一体どこにあるのかってことを想定してですね、私たちはここにあります

ようにペットボトル・缶・金属類これを秋水園に持ち込むことを止めようとこれに

よって、秋水園の絵にもありますように可燃ごみ、これはいろんな施策入れて可燃

ごみの分別を徹底すれば燃えるごみ以外のですね、資源ごみが相当混ざってますか

ら、分別の徹底によって相当減らせるはずです。それから不燃ごみもですね、金属

を中心にして減らす努力が確実に出来るはずです。それから粗大ごみもですね、将

来ビジョンはこれは凄く増やすという、増えるという見込み立てていらっしゃいま

すが、これもやはり時代の背景から見ればどうやったら減らせるのか、私はリサイ

クル店の直売方式、市民に対してもっとそういう方向性を仕向けるようなね、こう

ゆう方策も必要ではないか。こうゆうことでですね、具体的に提案をさせていただ

きます。これは行政に提案すると同時に、今議会でも特別委員会立ち上がっていま

すし、審議会もあるようですからそうゆうところに含めて、我々も出来るだけ広い

検討会メンバーの意見としてですね、提案させていただきたいと思います。以上で

す。 

○司会 新井次長 

  今、委員から提案いただきました内容につきまして、共同提案ということですの

で、他の委員の方で今の内容で補足ありましたらお願いします。 

○委員 

 大変立派なフローチャートを作って頂いておりまして、結構なんですけれども、

私の意見とひとつ違う点があります。２、３回前になりますが集団回収の件で、委

員と少し意見の食い違いがありましたが、はっきりさせておりませんでしたが、私

は、集団回収は無くていいと思っています。何故かというと、これをやることによ

って、集めてる自治会なりにそういうところにお金が入って来ますけれども、行政

としては、税金を余分に使っているんです。従って、集団回収を拡大するという考

え方は、私は行政と考え方が違うかもしれませんが、あまり賛成できません。それ

だけは、はっきり言っておきます。 

○委員 

私は分析して、決して集団回収は高くならないですよと言っているのですが。 

○委員 

それは、ものの考え方としてはおかしい。私は、このように思っていますと言っ

ているだけです。 

○司会 新井次長 

  ちょっと待ってください。共同提案ということで、他の方、補足等ないでしょう

か？ 

○委員 

この考え方は、私は非常に良いと思っています。ただ現状を見ましてね、集団回

収というものは、お年寄りが増えたとか、若いお母さん方で働く方が増えたとか、

そういうことをきちっと見ながら、進めていかなければならない。リサイクルセン

ターの建設というのは、目の前にあるわけですから、こういうものを考えながら、

中身を良くしていこうということにポイントを置いて、進めていくべきであると思

う。中身としては非常に良い中身だと私は思う。 
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○委員 

  これは、非常にすばらしい案だと思う。しかし、現実問題と致しまして、これを

実行できるようにしなければならないのでしょうが、あるいは、市民１５万人が分

別を的確にやってくださいと言っても果たして可能なんだろうかというのが、まず 1

点あります。それで１５万人の人たちがやらなければならない、この辺は非常に難

しい問題だと思う、難しいからやらなくていいことではないですが。実際にこうい

うことを目標にあげてやって頂くのは結構だと思いますけれども、実際に、ごみ減

量推進課としては、継続してやっていかなければならない問題ですので、これは、

これで立派なことだと思いますけれども、以上の問題があるのではないかと思いま

す。 

○委員 

 今の問題、この中には、いい事が沢山書いてあると思います。たとえば、生ごみ

についてですけれども、生ごみについては、新しいリサイクルセンターを作ったら、

その中に実験施設というものを設ましてね、今までの生ごみというものは、調理後

の生ごみも含んでいましたから、調理前の野菜くずとか、いわゆる添加物が入って

いない状態で、生ごみとすることができるかどうか、そのような実験をする施設を

リサイクルセンターの中に設けるとか、本来燃やさないでごみとして出すべきもの

が減っていくのであれば、分別の徹底とか、そういうことを市と市民が協力すれば、

可燃ごみもだんだん減ってくると思う。そういうことを地道に進めていく必要があ

ると思います。そのために市がリーダーシップを採って貰わないと困る、というこ

とだと思います。 

○司会 新井次長 

 家庭ごみの減量化と秋水園に搬入されるごみ量についての減量化ということで、

大きく２種類の減量施策の方法とフローチャートということですけれども。 

○委員 

 確かにこれは、難しい問題かもしれませんけれども、出来ない、出来ないと言っ

ていたら、何も前に進まないと思うんです。一般廃棄物処理基本計画の中にも、ご

み減量リサイクルのための推進委員会の設置っていう項目があります。まだ２２年

度もあるのですから、すぐにやるべきじゃないかと思うんです。前進しなければ、

何も出来ない、出来ないっていうのだと、何も進まないと思いますよ。 

○委員 

 今、フローチャート見まして、分別しているものがほとんどで、不燃ごみの金属

類の分別だけがしていない。あと全部は、既に皆さんやっていることですよね、難

しいとおっしゃいましたけども、ほとんどの人たちは、みんなこれをやっているこ

とですし、もっと市の方が推進の方針を出してくださらないと、難しい、難しいと

今、ここの場でさえ、そんな雰囲気になっている気がしますが、減量ということが、

第１にあるべきなのに、何か尻込みをしてらっしゃるような気がしてしょうがない

のですが。 

○司会 新井次長 

  只今のご質問につきましては、今後の検討項目ということで提案と説明をさせて

頂きます。あと、この共同提案の内容で質問とか意見ありましたらお願い致します。

この検討会の意見の扱いなんですけれども、特別委員会、審議会そういうところに

も出して欲しいという話がありましたが。 

○委員 

 この委員会の意見をどういうふうに反映するのか、再三聞いているのですけれど、
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いまだはっきり伝わっていません。ですから私たちの意思表示をどういう形で具体

的にやるのと、これだけ５ヶ月間８回に渡ってやってきた事が、たしかにこの記録

をとってくれたことは、すごいことをやってくれました。これが無かったら、今我々、

藁をもつかむような状況でした。そういう意味でね、これは私たちが、今まで聞い

ていると、具体的な数字を全然出さない、出さないって、だからこういうことを行

政が、どういうのか待ってたんですよ。前回、他の委員がお宅の例を出しておっし

ゃったんですけれども、何が減量できるのとおっしゃって頂いた。こうゆうことな

んじゃないですか。まず行政は受け止めないと。今まで３０％減量を図るとか４０％

減量図るとか、残念ながら一般廃棄物処理基本計画には書いてないんですよ。そう

いう目標値を掲げて、４年間でどこまで到達できたのかというのが大事だと思うん

だけど。これから、そういうやり方をしましょうよ。 

○司会 新井次長 

それでは、共同提案ということで、確認させていただきます。そしたらですね、

今日は、先ほど資料の説明がありましたけれども、今日は最終回で残り時間に限り

がありますけれども、分散化について説明して、それから意見については再度付け

加えて、意見を整理していきたいと思います。これは、最初要領の中で、報告作成

等ということで説明した訳なんですけれども、最初の整理メモについては、こうい

うような内容で、目次から始まって資料までありますけれども、検討会それから、

これからの意見がありますけれども検討会で行なってきた検討テーマと分けてごみ

処理量の推計とごみの減量施策の展開について、それから３番目リサイクルセンタ

ー施設の整備内容と施設規模について、これは２回づつ行ってきたと思います。こ

れについて説明と、それから意見について整理させて頂いたのが、計画の主な意見

ということで、委員意見と、資源循環部の説明と回答という形で二段書きにさせて

いただき、分かりやすくさせて頂きました。特にごみ処理量の推計についてはです

ね、ごみの減量化についてかなり意見がありましたので、それにつきましては、減

量施策の展開等とさせていただいております。 

ごみ減量施策の展開については、２ページ目から５ページ目になりますが、これ

は減量施策について、分別だとか、現状のかたまりがありますから、これは１番か

らアットランダムに抜き出してありますので、これについてはまとめ方を工夫させ

て頂きたいと思います。それで、こんな形で、意見については、委員意見と資源循

環部の説明と回答という形で、３つほど検討テーマになりますので、こういう形で

意見については、整理をしていきたいと思っています。これは素案で、粗々の案な

んですけれども、報告書の作成の仕方、方法について何かありましたらお願い致し

ます。  

○委員 

 この中で、いくつか訂正して欲しいところがあるんですが、６ページの３番目、

私が意見した内容なんですが、車両通行帯が真ん中では、一般持込車両など作業の

妨げとなり危険ですというようなことに対しての回答がですね、安全を確保するた

め、交通整理員を配置したいということになっております。それで２月２７日の私

の質問に対する回答は、西川部長の回答はこうゆうふうになっております。逆に車

両通行帯のプラットホームを受入ヤード側にずらしてしまうことを今後検討しま

す。受入ヤードの形状と位置の変更ということが載っております。このような検討

項目が載っているにもかかわらず、交通整理員を置くことだけが書いてありますの

で、これは、本末転倒であって、レイアウトの変更を検討するというふうに訂正し

ておいて欲しいと思います。 
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 それから、これは確認なんですけれども、各処理施設を１フロアに収めることで

コンパクトにできると、私こういう意見を申し上げたんですけれども、回答として

は、上下の高さを利用することで、建物の長さを９３ｍに短縮していますとなって

います。これは、これでいいんですけれども、私が、この前言ったのは９３ｍに短

縮しても、その中で、さらに１フロアでラインをレイアウトすれば収まってしまう、

ですから２階に物を持っていく必要が無いということを、そういうようなことで、

私の意見として言っておりますので、もう一度１フロアで収めることができないか、

実際の設計の前に検討していただければと思います。 

○司会 新井次長 

 資料を見ていただいて、その上で、ご意見、違いがあれば指摘して頂きたと思い

ます。こういうまとめ方を考えているんですが、形式的にはいかがでしょうか。 

○委員 

 この中の主な意見ね、主な意見で、何で資源循環部が説明と回答しているんです

か。こんなものは、要らないんじゃないか。それから、質問、意見が全部ごっちゃ

になっている。びんを割ってカレットにする必要があるんですかと、僕は聞いたん

です、質問ですよこれは、それは意見じゃありません。こんなの全然書く必要ない、

とんぼ工房が何をやっているのか分からない、僕が質問したんです、質問したんで

すけど、それは意見じゃないじゃないんです、そんなの載せたって全然意味がない

訳です。それから、意見として載せたのが出ていない。何でこういう意見が出たの

かという背景が全然わからない。綺麗にまとめて、我々が言ったのは 市議会に答

申するだとか、市長に答申するというの全部抜かしちゃっている訳。何でこれが必

要だってのが無い、質問であるものは全部切っちゃったほうがいい。それから資源

循環部の説明と回答、こんなの要らない。あなた方に全部にこうやって答申してい

る訳ではありません。これは要りません。それから、この中の委員の意見、何故、

どうしてこういうことが出たのかという、そういうのが全然出ていない、こういう

理由から、こういう物が要らないんじゃないか、そういうことを書いてもらわない

と、全然、こういうものは何やっているのかが分からない。 

○委員 

 まったくその通りだと思います。だから、たとえばね、７ページに前施設と比較

してランニングコストの違いを教えてください。確か、そう言いました最初は、実

施設計の段階で確定します。これで終わってないんですよ、ランニングコストを何

故聞かせて欲しいかというと、ランニングコストも考えないで、たとえば各家でも

家を建てますかってことだったでしょ、だから、これはランニングコストをすぐ出

せということだったんですよ。だけどこれはすぐ出せないでしょ。だから、これは

すぐ出すべきだとか、委員のおっしゃったことが、沢山あるんですね。私たちは、

たとえばね、戸別化するというところがあったと思うんけれども、びん・缶の戸別

化をしたいってところがあったんですけれども、これについては責任がはっきりす

るからいいっていうようなところが、どこかにあったと思うんですけれどもね。あ

りました、ペットボトル・缶の個別収集で、どれだけ減量化できるか。これで指導

しやすくなるからいいんだって。そういうやりとりはありましたけど、個別化して

欲しいということではないですね。この辺はね、私なんかが心配なのは、あの時知

らなかったけれども、この個別化することで有料化していきませんかと、必ず有料

化にいくんじゃないかと、その一つの心配も答えられていないし、それから、今や

っていることが、やはり市民サービスしなければいけないって、全部自分の前でこ

う出せれば、それが市民サービスになるのか、やっぱり今やっているあの形でいっ



 20 

ていけばいいんじゃないかというそういう考えもあるわけですよ。これで終わっち

ゃうと、なんか質問しただけで終わっちゃっているのかなあっていうのが、あちら

こちらに見かけますので、これで検討会はもっともっと色々な提案をしていると思

います、あちらこちらに。むしろ、その提案を沢山載せて頂きたいと思います。 

○司会 新井次長 

ちょっと待ってください。一回整理させてください。今、委員からはこういう形

で出していきたいという素案なんですけれども、委員の方から編纂の仕方で、委員

の意見だけでいいのではないかという、資源循環部の説明と回答が要らないんじゃ

ないかという指摘ですけれども、形式は如何でしょうか。 

○委員 

 私たちは、この今日の８回目を受けて、市民だけで集まって集約を図ろうよとい 

うそういう検討を始めてるんです。ですから、委員の任期は、３月末でおしまいで

すけど、少なくとも４月の半ばくらいに市長に宛て、我々のまとめた考え方、それ

を含めてですね、次回の検討委員会にも出すし、ですからね、今も色々意見が出て

いるように、行政が、こういう我々の意見を行政的に捉えてやると色々な弊害が起

きる訳ですよ。これが今までのやり方なんですよ。我々こうやって集められといて、

最後は行政の思うような形でまとめようとしている訳ですよ。だから、我々が変え

るには、わたしたち市民が、この後も若干時間を費やしてですね、やらなきゃだめ

なんですよ。 

○司会 新井次長 

  今の委員の意見について、西川部長より説明します。 

○西川部長 

 今のお話っていうのは、委員がどのように自分たち自身の意思を出したいかって

ことであって、その前段のここの委員会の報告の仕方としてはこれでいいですかと

いうことで、議論の的が違うように思うんですけどね。 

 ですから、先ほど委員が言ったように、この出し方として、市の説明も意見もい

らないよっていうお話をされている訳ですよね。逆に委員の意見だけに絞って、質

問は削れって言ってる訳ですよ。 

○委員 

自分のテーブルの下でもう一度読み直して作り直しましょうかという提案だった

んですが、だけど行政だけがこうやって勝手にまとめるやり方は、私は賛成出来な

い。 

○司会 新井次長 

勝手にまとめたのではなくて、会議録からこういう意見があったという内容を、

アットランダムに抜き出したものです。 

○委員 

 まとめてくれたのは、ありがたいんですけど、重要性が全然出ていない。何故か

っていうと、何故必要なのか、こういうことをやって欲しいのかっていうのが全然

出ていなくて、結論だけが出ているんです。そういうのってのは、インパクトが全

然違います。 

○西川部長 

 いわば、こういう整理をするときの整理の仕方の話ですよね、それはまた、もし

ここを直せ、ここを直せということでしたら、そこは十分直していきますし、そう

いう対応をしようと思っているんですけれども、一方で、他の委員はこういうもの

自体がおかしいとおっしゃっている訳ですよね、こういうもののまとめ方自体が。
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ですから、それを議論し出しちゃうと、またどういう報告をするかという議論にな

ってしまう。その前にやらなくてはいけないことは、検討会でどういう話が出たか

ということは絶対出すべきですよね。それを、取りまとめて、こういうふうに、ま

とまりましたという案をつくるところですよね。あくまでも、どういうご意見があ

ったかということを、出さなければいけない訳です。その中から、委員が言ったよ

うに説明・回答はいらない、意見だけにしてくれという、その代わりその意見につ

いて背景がわかるようにしてくれというお話は分かりました。他に何か、そのこと

であればお聞かせ願いたいのですが。 

○司会 新井次長 

 報告書の仕方、手法なんですよね。 

○委員 

 秋水園の担当部長としては、市長と審議会、減量審に出さなければいけない、何

かまとめなければいけないんでしょうけれども、一番最初にこの会議で、私が確認

したのは、一つの結論を出す必要はありませんよねということを確認しています。

従って、私の意見はこうです、私の意見はこうですと、例えば、リサイクルセンタ

ー私は作る必要があります、作る必要が無いですという人がいるかもしれません。

そういうことを各人が自分の意見をはっきり出す事が、この検討会の使命だと私は

思っています。 

○司会 新井次長 

 ですから、そういう形で意見をアットランダムに吸い上げて、だから結論という

のは出ていないんです。皆様がすべておっしゃったことに対して、資源循環部、主

に部長ですけれども回答したことを柔軟に載せたんです。こういう形で、出来れば 

まとめて行きたいということで、ある程度イメージというものがないと、これから

の扱いを含めて困るということで、そういう形で作ったものです。 

○委員 

 もう一つ、リサイクルセンターは必要ですと言いましたが、無条件で賛成という

訳ではありません。行政が提案していることを無条件で賛成している訳ではありま

せん。そういうことを付け加えておきます。 

○司会 新井次長 

 まとめの形態なんですけれども、これにつきまして、こんな形でまとめていった

らどうかということで、今回出させて頂いたんですけれども、今日はまだ分散化の

ことは載っていませんよね。これに分散化のことをさらに付記します。 

  最初の時に報告をしなければいけないということで要領にも謳われておりますの

で、これは別に結論を出さなければいけないということではなくて、委員のみなさ

んで、３回に分けた検討テーマについてそれぞれ意見を出して頂いたものを載せて

いく、それに対する部長の回答を載せさせていただく、分かりやすいように対比す

るように、このような形にしたんですけれども、形式については、このような形で

まとめて行きたいと思っているのですが、如何でしょうか。 

○委員 

 私たち市民が、まとめる作業、我々しゃべった事をこうやって書いてくれている

んだから、もう一度第１回から第７回までありますから、もう一度責任もって市民

がまとめたものを出せばいいのであって、行政側があえて親切にやって頂く必要は

ない。それが、我々が参加した意味だと思う。 

○西川部長 

  今の委員がおっしゃっているのは、この会としてまとめる必要はない、それぞれ
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が個人で出せばいいという内容で、非常におかしいと思うんですよね。やはり、当

初のスタートは別の委員がおっしゃったように、みなさんのご意見を聞いて、その

意見を将来作るリサイクルセンターに対して反映できるところは反映していくとい

うお話をさせて頂いたと思うんですが、今、司会の方も進めていますように形式と

しては、一応これを出しています。逆に言えば、はっきりしているのは、こういう

意見が出たというのは事実なんですよね。それで、後はそこに、表ベースで各項目

があっているか、あっていないのか、あるいはそこはそういう意味ではないとか、

こういうことも加えてもらいたいとかあったとしても、こういう形式には、基本的

にはこれで行きたいと思っております。ただし、先ほど委員の方からも意見が出た

ように、説明と回答は正直言って入れなくてもいいのかなという気もしています。

なぜかというと、みなさんからどういう意見が出たかということが重要であって、

この会の中で、行政側がどのように回答したかということはそんなに大きな問題で

はありませんので、外すか外さないかというのは、選択したとしても、この委員の

意見という欄に、むしろ、こういうものを載せてくれ、こういうものは外しちゃっ

ていいよということがあれば、整理が付くのかなという気はします。行政の説明と

回答を外して、先ほど委員から意見が出たように、今後の検討項目の方を説明させ

ていただいた方が、その辺は、はっきり整理が付くのかなと思います。 

○司会 新井次長 

  今、部長も提案させて頂きましたけれども、左側の委員意見のみでいかがでしょ

か。 

○委員 

  意見だけじゃなく、質問してから言ってるんですけれども。質問は、要らないと

思うんですよ。提案があるんですよ。だからたとえばね、一般廃棄物処理基本計画

の中のごみ減量推進市民行動計画作成委員会の設置はされていませんが、どうなっ

ていますかって言ったら、もう出来ていると考えております。そうじゃない、出来

ていないから、作ってよっていうね、これも提案になっちゃう、さっきも出てきた

みたいに提案されているわけです。だけどこれだと、もう出来ていると考えている。

はい、これで終わりみたいな。これじゃまずいと思うんですよね。 

○司会 新井次長 

  今の扱いにつきまして、もう一度部長から。 

○西川部長 

  そうしましたら、みなさん毎回議事録の方をご覧になって頂いていると思います。

この議事録は、今回かなり丁寧に作っておりまして、全部テープ起こししてですね、

ネットの方にも全部載せております。なおかつ、毎回みなさんに内容について了解

を取っておりますので、そういう意味では、みなさんが認めたという議事録になっ

ておりますので、申し訳ないのですが、今回、この主な意見等の要旨については、

出さないということにさせていただいて宜しいですか。その代わり、議事録を正式

な報告書ということで、みなさんの意見がどういうふうに出されたかということの

議事録をもって終了するという形を採らせて頂きたいと思います。そうしませんと、

今の意見でもバラバラな状況になってしまいますので、先ほどの委員のおっしゃっ

た前後の意図等もすべて議事録の中には載っていますし、他の委員のおっしゃった

意見というものもすべて載っておりますので、議事録をもって報告ということで如

何でしょうか。 

○委員 

 これだけの量を誰が読むんですか。こんなの読みっこないじゃないですか。 
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○司会 新井次長 

 ちょっと待ってください、もう一度整理します。 

○西川部長 

 皆さんが自分のご意見を言ったところを、１週間以内にこれを載せてくれという

ことで、お出しいただけるのであれば、我々は、みなさんの納得いくような文書そ

のものを載せることは出来ます。それを行政側がやるべきだ、或いは、そういう問

題はやってないよと言われますと、また、減量をどうやって、やっていくんだとい

うお話と共通の話になってしまうんですね。ですから、どちらかに決めていただき

たい。もしこれがいいというのであれば、文書については我々がもう一度自分の方

で、こういう内容の見直しを致します。ただしそれは、自分なら自分に一任してい

ただかないと、最後、その良し悪しという形で、やり出しますと、永遠にこの話終

わらなくなってしまいます。ですので、二者選択、形式については、この形式で私

に任せていただくか、議事録をもって報告とするかどちらかでいかないと、結論で

ないのではないですか。 

○司会 新井次長 

 今、二つの提案があったのですが、如何でしょか。 

○委員 

 基本的には、資源循環部でまとめるよりしょうがないと思うんですね。というの

は、この会議体は資源循環部が招集して、市民から集ったものですから、最終的に

は、資源循環部が市長にこういう意見になりましたよと答申するというものですか

ら、これは、資源循環部にやってもらうしか仕方がない。但し、こういう報告書を

出しましたよということは、各委員には必ず出して、承知を取ってください。 

○司会 新井次長 

 今部長の方から二つの提案があって、まとめ方ですが、会議録もって報告する方

法、会議録では読むのに時間が掛かってしまうので、このような形式で作る、まと

め方については、資源循環部に一任していただくという二つの提案があって、皆さ

んにどちらかを選択して頂きたのですが。 

○委員 

 どうして、二者択一にしなきゃいけないの。私は、さっきから資源循環部に投げ

かけなければいけないのか。我々市民は、市民として読み直して、整理かけようよ

という言い方をしている訳で、私個人で出すのではないですよ。 

○西川部長 

 では、申し訳ありません、検討会を主催させて頂いておりますので、自分の方の

決定とさせて頂きます。内容としては、再度議事録を自分の方でチェックし、その

中から項目として挙げます。その代わり、挙げた項目については、全委員の方に配

布させていただきまして、内容の方を確認して頂くという方法で、最終的な取りま

とめをさせて頂きたいと思いますので、それで決定とさせてください。宜しくお願

い致します。 

○司会 新井次長 

 よろしいでしょうか。では申し訳ありませんが、検討会のまとめとしてはそうい

う形にさせて頂きます。 

○委員 

 聞いてはだめだってことは、どういうこと、それ。何のために我々はこういうこ

とを今までやって来たの。意見を聞いちゃだめだってことは、今までの環境部と同

じようなことを始めたよね。 
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○司会 新井次長 

 誤解があるようなので、ちょっと待ってください。 

○西川部長 

 自分が言ったのは、みなさんの中で意見が統一されないんですよ。自分がこうし

たいというのではなくて、統一されない中で、少なくとも、委員の言ったまとめる

べきだというお話と、他の委員の言った市民がやるべきで、市がやるべきではない

というお話をされている訳ですね、それとまた別の委員は、市が責任をもってやる

べきで、そのかわり確認を取らせてくれという三つのご意見がある訳ですね。 

○委員 

 三つの意見を出せば、いいじゃないですか。 

○西川部長 

 どういう形で出せばいいですか。 

○委員 

 だから、他の委員の言った意見と・・・。ここは、一つに絞るとするならば、市

のほうに任せてくれってことは物凄い危険なことだと思う。それは絶対やりたくな

い、もしそういうのをやるんだったら、その中の意見で、これについては全部反対

しましたということを入れてください。 

○西川部長 

  反対していましたというのは。 

○委員 

  反対していましたという文書を入れて頂きたいということです。 

○西川部長 

 何の文書ですか。 

○委員 

 市が勝手にやりました。資源循環部でそれを作って出すのですから、そういうや

り方については皆反対していました。皆じゃないけど。賛成している人もいるけど。 

○司会 新井次長 

 意見の進め方の手法についてですね。 

○委員 

 そうです。僕は意見について背景を入れてくださいと言いましたけど、だけどこ

うゆうやり方、部長のやり方だったら、僕は資源循環部のやり方には反対します。

信頼が出来ない。今言った言葉はね、我々に自由にさせてくださいということを言

っているのですよ。８回も検討してきたものついては、その文書については我々に

任せてくださいという、あと配布しますって、後でこれ変更してくださいって言っ

たって、そんなの出来っこないじゃない。 

○西川部長 

 先ほど言いましたように、文書の抽出をし直す訳ですよ。それで、それをみなさ

んに確認をせずに出しちゃうなんでことは一言も言っていません。抽出し直して、

ひとつの形にまとめて、最後、皆さんのところにお送りして確認を取って頂きます

というお話をしています。そこで修正があれば、掛けて頂ければいいのではないの

ですか。 

○委員 

 修正について、二項目の修正があった場合はどうするんですか。 

○西川部長 

 その場合には、併記するか何かする以外ないでしょうね。そこまで行くと、すべ
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ての可能性を話されている訳ですから、完全な１００点を採る方法はないんじゃな

いかと思いますよ。なぜなら、ここの中でも、皆さんご意見が違っているわけです

から。 

○委員 

 これで、まとめてくださったのを、こちらに確認の・・・、それぞれが、何かか

んか皆思って、いちいち個人的に、という訳ですか。それとも、ここをもう一回検

討するという場を設けてくださるのですか。 

○西川部長 

 一緒に送りたいと思っています。それで併記するものがあれば、併記します。 

○委員 

 資源循環部で色々まとめてくれました。それについて、フィードバックして、お

かしいところがあったら直してください。それについて、ある委員さんのグループ

がこれをこうゆうふうに全部直しちゃってもいい訳ですよね。 

○司会 新井次長 

 直すっていっても、それは検討会の積み重ねですから、勝手には直せないんです

よ。 

○委員 

 これについて、こういう意見を言いましたって言って、こういう意味でと言って

直しちゃってもいい訳ですよね。 

○西川部長 

 よろしいでしょうか。あくまでも議事録の編集ですから、中身が変わるものにつ

いては改ざんですよ。自分が言っているのは、あくまで議事録の抽出という作業で

あって、それをですね、委員のお話は、その内容をやや意図が違うからこういうふ

うに直してくれと言ってるのですよ。 

○委員 

 部長が言っているのは、議事録の中をじっくり確認して、まとめて出しましょう

と言っている訳ですよ。だから、他の意見を、その他の意見を出すのではなくて、

議事録の中からすべて抽出して出しますよと言っている訳ですから、いいんじゃな

いですか。別に変化を加える訳ではないですから。 

○委員 

 今、いろんな意見が出ていますけれども、私は部長が言われましたように、なか

なか方法がないですから、もう一回、この議事録の中から、自分がこれが重要だと

思われるものを書き出しましてね、それを基に市の方で、きっちりまとめられるの

が一番いい方法だと思います。またこれと別にですね、我々、市民が集まってやる

時には、それはちょっと意に反しますから、ですからもう一回冷静に、家に帰って

議事録を読み直して、これだと思うことを書き出して、市は忠実にきちんと書いて

いただくと、そして市の考え方、意見というものをきちんと書いていただく。 

○委員 

 市の意見は書かない方がいいという意見がありましたが。 

○委員 

 市の意見を入れるかどうかは、ちょっと。 

○委員 

 まとめ方の手法で、やはり非常に大事な話なんです、やっぱり市がね、こうやっ

て市民を集めたっていうのは、今までのやり方とは、非常に違うやり方を求め始め

た訳ですよ。そのまとめのところでね、もとのやり方に戻ろうとしているんですよ。
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それはね、市長が市民参画だとか、市民をどうやって、いろんなこういう課題ごと

の知恵を借りようかという発想をされているからこそ、こうやって市民を集めてい

るわけですよ。そのやり方がまた元に戻ろうとしているんですよ。だから、そのや

り方がこうやって市が一方的に作ってね、今現に言われている訳でしょ、この部分

はおかしいだとか。それはちょとまずいんじゃない。そのまとめ方についてはね・・・。 

○司会 新井次長 

 一方的にまとめているんじゃないですよ、今まで検討会で出た内容を抽出してる

んですから。 

○委員 

 先ほど委員が言ったようにね、みなさんに配っていただいてですね、話を終わら

せてですね、現状の検討項目のところへ進みたいと思うんですが如何でしょうか。 

○委員 

 賛成。 

○委員 

 賛成 

○司会 新井次長 

 先ほど、西川部長が提案した方法で確認させて頂きます。 

○委員 

 賛成って言って、今何人が賛成したか分かってますか。  

○渡部市長 

  編集の仕方が皆さん違っていますので・・・ 

○司会 新井次長 

 今、渡部市長から編集の仕方そのもので皆さんの意見違っているという話があり

ましたが、一番シンプルなのは議事録の内容が集大成していますので、議事録の内

容そのものを報告としたいと思います。分厚くなってしまいますけれども会議録と

して代えて整理させて頂きたいということです。これにつきましては、取り下げで

す。会議録のみとしたいと思います。 

○委員 

 会議録を出してね、誰が読みますか。 

○司会 新井次長 

  ですから編集の仕方を委ねたんですけれども・・・ 

○委員 

  議事録をもう一回精査して、背景と意見を出してもらって、それをみんなに渡し

て、それで、自分が言った事で本意と違うところは直してもらって、それで回収し

て直すそれでいいんじゃないですか。 

○司会 新井次長 

それは、先ほど委員がおっしゃった意見ですよね。 

○委員 

 我々市民が、委員として意見書みたいな形のものを提出しますよ。それでいいじ

ゃないですか。逆に意見書出しちゃいけないということはないんだから。 

○委員 

これは違うんですか？ 

○委員 

これも意見書みたいなものですが、これをもう少しちゃんと練って、なにもこれ

に固定する必要ないのですから。もう少し内容変わるかもしれませんよ。それを最
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終的に出します。 

○司会 新井次長 

  今の委員の意見を含めて、部長の方から話をします。 

○西川部長 

 いくつもの意見が出て、収拾つかなかったというのがある。それで議事録を報告

書としますよという話と、それか、再度もう一回抽出し直して、それを皆さんに確

認で送って、それから戻して頂いてという意見。但し、あくまで議事録の趣旨が違

うからこう直して欲しいというのはいけないんですよ、なぜなら議事録だから。で

すから、その方法でやるというご意見ですね。委員の意見はそうじゃない、市民が

集まったんだから集約したものを出したいんだという内容でした。お出し頂くかど

うかを我々が止めるものではないから、もし、お出し頂くのであればいいと思うん

です。但し、報告書としては、やはり、皆さんと皆さんの居る中で、一緒に話をし

て、そこで、この議事録が問題無いよと、毎回毎回確認を取って良しとしている訳

ですから、当然たとえば５人６人の方が、これがこの委員の中の意見書だといって

も、それはそういう取り扱いは出来ませんよ。そこだけは確認しておいてください。

何故なら、委員間の調整がされていませんから。されているのはこの議事録だけで

す。だから、この議事録から忠実に引き抜きます。忠実に引き抜いた内容を皆さん

にお送りいたします。それで、その議事録と皆さんが照合して頂いて、いいんじゃ

ないということであれば、戻して頂く。いや、この議事録と書いてある事が違うよ

というならば、それは訂正してください。あくまでこの議事録を短くするというこ

とでやるということが、一番公平なんじゃないかと思うんですよ。   

○委員 

 そして、さっき出してもいいよと言いましたけど。但し、資源循環部で握り潰し

ちゃうんじゃないですか。 

○司会 新井次長 

  それはないですよ。 

○西川部長 

 先ほど言ったじゃないですか、何人かの方でまとめた意見は、何人かの方の意見

ですよ。その方々の意見を、全員がこれで行こうということになるには、この議事

録の中に載っていなきゃおかしいんですよ。それは、握り潰す、握り潰さないって

話ではないと思うんですよ。もし、それを握り潰すっていうのであれば、皆さんが

そうだ、そうだ、そうだと言った内容を作って出したということであれば握り潰し

たということになるかもしれないけれど、そうではないですから、そこは、ご理解

頂かないと、皆さんと集まって議論したそのものが成立しなくなってしまう。とい

うふうに考えますから、もし先ほど言った自分が責任をもって議事録から抽出し直

して、皆さんにお送りして、皆さんは議事録と確認して頂いて、少なくともご本人

ですよね。他の方が発言した内容は、責任を持てない訳ですから、少なくとも自分

の言った項目と合ってる、合ってないということを確認して頂いて、それを戻して

ください。そしたら、それをまとめたものを報告という形で出させて頂くというこ

とにしたいと思います。よろしいでしょうか。 

○委員 

 出し方の問題なんですけど、今そうやって、おっしゃっている内容の通りだと思

って期待していますから。それで、１回目、２回目、８回目と分けてください。今、

部長が説明したのを。そうすると、自分で確認できるでしょ。１回目と６回目と同

じようなことを言っている時ある訳ですよ。それを一緒に混ぜちゃうと。例えば、
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なんで委員会を立ち上げないのかと２回か３回か言っていますよ。 

○司会 新井次長 

 委員のご意見は、今日のまとめ方は検討テーマごとに意見についてまとめた訳で

すが、時間軸でまとめるということですか。 

○委員 

 そうそう。そういうことですので、ぜひお願いします。 

○司会 新井次長 

 それでは、先ほど提案させていただいた内容としますのでご確認をお願いします。 

○委員 

  我々の方の確認の時間については、十分取って頂きたい。 

○司会 新井次長 

  最後にですね、時間が大分詰まってきましたけれども、今日お配りした今後の検

討項目について、このペーパーＡ４の表裏になるんですが、これを部長から説明さ

せていただきます。 

○西川部長 

 今日を含めて８回、検討会をさせて頂きました。それで先ほど委員からも話があ

りましたように、皆さんからどういう意見を頂くかということで、その頂いた内容

を、今後、市はどのように進めて行くかという整理の仕方をこの一枚にまとめさせ

て頂きました。このまとめに対して、それぞれのご意見があるかもしれません。た

だ、それは、個々の項目という意味合いでは、確かにご意見といえるかもしれませ

んが、大きなくくりという捕らえ方で、検討項目３点を捉えております。本当に大

きい部分では、ごみの減量施策ということと、それと建物に対してということ。２

つに大きく分けております。それで、ごみの減量施策については、３つの捉え方す

ればいいのかなというふうに考えております。まず 1 つ目は集団資源回収の拡大と

いうお話が再三されておりました。併せて、店頭回収の促進というお話もされてい

たと思います。分別の徹底ということでお話もされていました。敢えてここに入れ

るとすると分散化ということで、先ほど、具体的なお話が委員の方からでましたが、

加藤商事なりサンエー等に委託すればいいのではないかという話がありますが、そ

れについては、これから作業を、この中で出来ることについてはやっていきますの

で、そういう方向でですね。まず、ごみの減量施策については集団回収事業、従来

説明の中にもありましたけれども、やはり９８プランから始まってですね、集団資

源回収を楽しく進める会というものが現在あります。それは９８プランを含めて、

美住リサイクルショップ運営委員だとか、花と野菜の会とか、そういう形で進んで

きてるんですね。ですので、基本ベースは、今現在は集団資源回収を楽しく進める

会と連携を取りながら、参加団体を増やして行きたいというふうに考えております。

合わせて自治会に集団回収のＰＲを積極的に行なっていくという考え方でいるんで

すが、一方で、委員意見にもありました、集団資源回収は税金そのものをそのまま

吐き出すようなものだということですよね。委員としては本来歓迎しないというお

話になるかと思うのですけれども、ただ、ここはコスト論の話で、収集の委託をし

て、かつ処理をしてというコストと、集団資源回収かかるコスト、トータルでどっ

ちが損か得かという視点は行政の進め方としては必要だと思いますので、その辺を

含めてですね、検討していきたいとは思います。ただ、集団資源回収を従来からＰ

Ｒしてきましたので、これをもっと積極的にやっていこうかなと考えております。

それと、びん・缶の品目の関係がお話に出てきたと思います。それで、これは結果

的に委託の話につながるんですけれども、少なくとも集団資源回収、びん・缶が品
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目に加える事が出来なければ、その業者は委託は受けられません。ですので、そこ

については、今現在、東資協が集団資源回収を受けている訳ですけれども、そこと

の協議を行なって参ります。次に店頭回収でございますけれども、店頭回収は、大

きく分けて大型スーパーと小型の小売店、やはり分けて考えざるを得ないと考えお

ります。大手スーパーについては、回収品目の増加について可能かどうか各店舗に

あたっていきたいと思います。ただこれはですね、恐らくその店舗だけでは判断出

来ずに本社なり本部なりに協議をした結果としてどうなのかという話になってくる

のかなと思います。それと、個店についてはですね、先ほど話しにもありましたよ

うに やはり個々、個人の方のお店にスペースが有る無い、或いは、店に集まった

けれども生産している業者がですね、まあ業者が直接回収することは無いんですね、

卸売りなりなんなりというところが品物、そのものを回収してくれなければ、結果

的にはその個人店がお金を負担してどこかに捨てるということになりますので、そ

れも商工会等に具体的に出来るかどうかという協議から開始していきたいなとは思

っております。それと分別徹底については、ここは一番ご意見があるのかなと思う

んですけれども、分別をもっとちゃんと出来るようにという話になると思うんです

が、従来どおり出前講座等をやっていきたい。スーパー等の店頭回収も、ペット説

明会も今後積極的に進めていきたいと。それと、一昨年から始めた集合住宅での排

出確認、現地での破袋をしてでの中身の確認この辺も進めていきたい。或いはホー

ムページ等の掲載も進めていきたいと思います。ただですね、この１、２、３三点

共通して言える事は、過剰な目標設定はできません。やはり、我々が一番困るのは、

確実にそのごみ処理をしなければいけない責務を背負っております。ですから、過

大に期待をしてですね、それが行かなかった時の設備が結果的に小さくて対応して

ないということが一番困る訳です。ですから、そこは今後２３年からスタートする

一般廃棄物処理基本計画の中の目標値として、どのように設定するかということを

考えていきたいと思います。一方これだけは、確認しておかなければならないと思

いますのは、現在の一般廃棄物処理基本計画或いは９８プランを引き継いで作られ

た一般廃棄物処理基本計画、こちらを受けて色々な団体さんが活動して頂いており

ます。或いは集団回収もやっております。その結果としてですね、ご意見ある方は、

ごみの減量は進んでいないというふうにおっしゃるかも知れません。但し、再三言

っているように東村山市は決して、ごみの量は多くありません。たえず、少ないほ

うから２番目３番目という結果を残しております。目標数値がないというお話も、

現在、一般廃棄物処理基本計画の減量目標を毎年１％、少なくとも２年から３年前

倒しで達成しております。そういう作業を続けて行く中で、これら３点の施策につ

いて、早急に検討していきたいと考えております。次に、施設の設計にかかる検討

項目ということで、これはこの検討会が始まる時にご提示させて頂いた施設につい

ては確定したものではないよということでご説明させて頂いております。当然、今

回の検討会の中で出た意見について反映できるものは実施設計する段階で反映をさ

せて頂きたいと考えております。その中で出てきた意見としては、大きくは４つか

ら５つというふうに捉えております。１点目がエリアで言うと一般の車両が、或い

はパッカー車が入ってくる受入エリア、それと受入ヤードの部分だと思います。こ

れは先ほど委員からも話があって、交通誘導員をという回答はおかしいということ

で、自分もピットの位置と通路の位置を検討することも検討しましょうと、併せて、

受入ヤードについては、受入ヤードをフラットな状態でなくて掘り下げて、そこか

らベルコン等で引っ張る方法も検討を加えますよと。そうすれば位置を変更しても、

ホイルローダーを使わずに距離が出来るので、高さの方も解決できる可能性があり
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ますから、それについては検討しますとお答えしております。ですから、そういう

ことで、受入ヤードの形状変更（受入ホッパー側への移動）と位置の変更（受入ヤ

ードのピット化）ということで書かせていただきました。それと、天井高の低減に

つきましては、このピット化をすることで、ホイルローダーを使わずに、せっかく

変える訳ですから、ホイルローダーを使わずに処理が出来るように検討していきた

いなというふうに考えております。そのことを謳わせていただきました。次に処理

ラインの問題でございますけれども、処理ラインについては不燃物の部分を、有価

物の引き抜きをやめてしまえば、不燃物を現在と同じように処理が出来るからライ

ンを無くすことができますと説明を自分はさせて頂いております。だから不燃物処

理ラインを廃止する。但し、これについては、今現在の運んできた車がパッカー車

が降ろして、それをアームロールというトラックの荷台に積む作業が必要になりま

す。そうしたら、ここにはラインを配置する代わりに積替え保管の場所を作る必要

があるということで表示をさせて頂きました。次にベルトコンベヤの関係でござい

ますけれども、委員の方から出たびん・缶の２回３回という問題が一番絡んでくる

んですね。びん・缶については、破袋をしてから、最初に鉄を外して、次にアルミ

とペットを分けてという作業があるんです。そのために、図面を見るとですね、３

階まで上げて、２階に降ろしてもう一回戻しているんです。それは、その３つの工

程をるすためにどうしても必要だということなんですが、実際にはびん・缶に限ら

ず、全てのラインにおいて、図面上に落ちているベルトコンベヤ長さが適正かどう

かという問題があるんですね。ですので、ここでは共通して各ラインのベルトコン

ベヤの長さをもっと検討しますと。実際に作業ができる最短の距離にすればいいの

かなということで書かせて頂きました。実は、二層三層にするのをやめるやめない

っていう話しはですね、正直言って、今の段階では、こうやったら解決出来るだろ

うという案が出ていません。自分の中に。ですので、今お約束してしまうことが出

来ないものですから、それについては、ちょっと外させて頂きました。ただ、２階

３階を前提としてという考え方を取るつもりはありません。当然ワンフロアの中に

収まるのであれば、それはそれで、そういう方向に変えるし、どうしても上下にす

る必要があれば、それは３階なら２階へ、或いは高さも最小限で収まるように検討

していきたいと思います。それと、びん・カレットの関係が出てきたと思いますが、

自然落下で割りたいというお話でさせて頂きました。そのために２階に上げるとい

うことだったんですが、これは恐らく、他の施設を見ても今は、ほとんど自然落下

でやっております。今現在５色のびんに分けております。それを３色のびんの分け

に変えようと思います。３色に分ける理由としては、びんも容器包装リサイクル協

会を通じて持ち込んでいるんですけれども、容リ協の指定は３色なんですよ。過去

の分別と生びんという考え方から、３色以上５色に分けていた経過があるようです。

ですので、そこについてはカレット状態が再生できればいいということで、容リ協

の３色という指定に合わせて、２色分のスペースを取ってしまう。かつ、そこにつ

いては、恐らくホイルローダーで入れませんとトラックに積めませんから、そのホ

イールローダーが作業できる最小スペースに落とせばいいのかなということで、こ

れを書かせて頂きました。それが処理ラインの部分の検討項目というふうに考えら

れます。次に配置エリア、これは処理をしたものを配置する部分ですけれども、こ

れについては大型のトラックが１１ｔロングが入ってくるわけですけれども、１１

ｔロングが入って、ホイールローダーがそこに載せる訳ですが、載せられるスペー

スをどこまで絞れるかという検討をさせていただきます。それで排出通路の適正化

ということで書かせて頂きました。それと貯留ヤードというのがちょうど図面で言
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うと右側の上のほうにあるんですけれども、これは小物家電とかそういうのを入れ

ているスペースなんですけれども、そこの部分をそれぞれに区分けを小さくするこ

とによって、全体を小さく出来るかとかそういう検討を加えていきます。それで 貯

留ヤードの適正化ということを書かせて頂きました。それと、貯留ヤードとストッ

クヤードの使い分けの検討ということなんですけれども、図面を良く見て頂くと分

かりますけれども、建屋の右側にストックヤードという建屋を考えております。こ

のストックヤードをなぜ作っているかというとですね、やはりものによっては表皮

で置かなければならないものとかがありまして、それを露天で出してしまいますと、

また、積込み積降しの際にですね、音が出てしまうということで、このストックヤ

ードを設けております。ストックヤードについては工場棟とは違って構造をかなり

軽くすることが出来るので、工場棟の中に入れるより安く出来るだろうということ

でストックヤード棟を造っております。その関係から、貯留ヤードに入れなくて済

むものはストックヤードに移して、それで、工場棟の方を安く出来るかどうかの検

討をしていきたいというふうに考えます。それと４番目がですね会議室の縮小とい

うことで、大会議室が必要なのか、或いは、見学施設が必要なのかというようなお

話がありましたが、やはりＰＲ施設と啓発施設を兼ねますので、大会議室までの大

きさが必要かどうかはともかく、小学校の１クラス程度が入れる場所が入れる場所

が必要だと思います。ですので、最大でも４０人学級ですので、４０人規模ぐらい

の子供が入れる会議室を１棟、それと、もし必要であれば、簡単な会議が出来るス

ペースを会議室という形で設けるか、エリアという形で設けるか、その辺を含めて

大会議室と会議室１，２の統合ということを出させて頂きます。それと、リサイク

ル工房の適正化、委員からお話がありまして、必要性がよく分からないとか、或い

は家具は止めちゃえばいいじゃないかと言ったお話もあったんですけど、ここはや

はり大変申し訳ないのですが、やはりそこで活動している団体さんもあって、その

団体さんの思いというものもあります。ですので、完全に止めちゃうというのは、

やはり適切ではないかなと考えます。後は、どれだけの規模、どれだけの内容をや

るかということを、再度、実施計画に向けて検討してですね、構想を設けるように

していくかということを考えていきたいと思います。併せて、今のとんぼ工房をそ

のまま移設しちゃえばいいじゃないかというご意見もありましたので、それはそれ

として検討の中でしていきたいと思います。それと、その他として出たのが、太陽

光パネルが非常に小さいというお話がありましたので、正直言って、太陽光パネル

を一般財源としてやるには、１ｋｗで換算すると、５０万から７０万くらい掛かる

と思うんですよね。それを全額、市の税金でやるというのはどうかと思いますので、

これについては補助事業と全体の事業費のバランスを考えながら、どこまで拡大出

来るかを検討していくべきかなというふうに考えています。それと、焼却炉の温水

利用ということで 中の作業は埃等がありますので、入浴施設まで必要かはともか

く、少なくともシャワー類は必要だろうと考えますので、その辺は、そこで熱を使

って、すでに焼却炉のお湯は出ますので、その辺は使っていきたいなと。以上簡単

ですが、今現在、皆さんにこういうことを、皆さんとこの８回検討させて頂いて議

論させて頂いて、少なくとも、今はっきり見えていることは、この段階で、ご提示

する必要があるだろうということで、この項目を出させて頂きました。この項目に

もですね、それぞれの方が、それぞれ異論があるかも知れません。ただ異論がある

としても、それは、ここにプラスアルファとして、上乗せをするということであっ

て、少なくとも行政としては、この項目について、今現在、お約束して作業をして

やっていきたいと考えております。以上、検討項目ということで、説明させて頂き
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ました。    

○委員 

今、部長ほうから検討項目の話がありました。検討項目のフォーマット・・・リ

サイクルセンターを造って頂く。しかし、リサイクルセンターが出来ましても、秋

津町の皆さんには、かなりの負担を強いなければいけない、環境面で。そこで一番

当初より話のありました秋津町の皆さんにどうゆうメリットが訪れるんだろうとい

うところがあると思うんですね、市民税をまけろ、固定資産税をまけろと言っても

不可能に近い。そこで、どうすればいいのかなと思いまして、今リサイクルセンタ

ーで働いているシルバーから来ている人たちが、概ね６０名～７０名ぐらいの方が

いらっしゃるのかなと思う。その中で、秋津町の皆さんで健康で働く意欲がある人

は、リサイクルセンターが出来た暁には、秋津町を住まいにしている人に優先的に

職場提供していただく、そういったメリットを落とすことが可能かどうかという提

案させて頂きたい。 

○司会 新井次長 

 リサイクルセンターが出来た際、処理をする人たちを秋津町の人達を出来るだけ

有効活用して頂きたいということですね。 

○委員 

 今、全町から来ていますので、秋津町の人達を優先的にそこで働くような職場を 

作って頂きたい。 

○司会 新井次長 

 その関係、提案ですけど、改めて部長からお願いします。 

○西川部長 

 今回の施設はですね、今までも、みなさんにもご説明しましたように、特殊な施

設は入れておりません。ですので、破砕機が入るとかそういうのはない状態で作っ

ております。それは何故かというと、今現在、シルバーの方たちに働いて頂いてお

りますので、専門家がいないと動かせないような設備は極力外したいという考え方

でおります。ですので、秋津町にお住まいの方でということで、作業上可能性とし

ては十分可能かなとは思います。そこから先というのは、自分では、なかなかお答

えしづらいので、それでお約束ということはならないですが。      

○委員 

 秋津町の自治会の立場からすると、今後の検討項目の中に、秋津町に何を還元し

てくれるの、それを検討してくれと。それを具体的に出して欲しい。それをお願い

しておきたい。大きな項目で３つ目になりますけど、秋津町に何が還元できるのと。

それを具体的にお願いしたい。 

○委員 

 一つね、もれてて、回答、第４回の時に質問していることが、またとっても多い

んだから。この集団回収を楽しく進める会、ちょうど課長が休みのとき、牧野さん

が代わりに出てきた第４回なんですよ。その５ページに、資源回収を楽しく進める

会というのはどういう団体で、いつ立ち上がったんでしょうか。これ質問したんで

す。新井さんは、それに対して回答を明確にできないから次回の宿題ということで

回答くれてないんですよ。そこで、また集団回収を楽しくすすめる会。これ当時 ど

んなことを聞いたかといいますとね、９８プランで秋水園のリサイクル運営委員会

も花と野菜の会も９８プランで立ち上がっているんですよ。だけど集団回収を楽し

くすすめる会というのは、そういう手続きがあってやっているのか、或いはＮＰＯ

という団体であればね、そういう位置づけというのは分かるけど、どういう団体な
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のかってことが分からない、聞いたんですけれども。 

○司会 新井次長 

 それは、宿題にして次の検討会の時の前半で答えたと思うんですけど。 

○委員 

  いや、お答えになってないから今聞いてるんだけど。 

○西川部長 

  今、委員の方からお話された個々の問題につきましては、委員の方に直接ご連絡

を入れるように致します。それで宜しいですか。 

○委員 

  今ですね、シルバーの方々にですね、今のような作業条件でなくて・・ご意見が

ありましたが、シルバーの方だけでなくて、若い人にも新しいリサイクルセンター

で働きたいというような、リサイクルセンターを是非目指して頂きたい。今、なか

なか若い人も就職難ですから。リサイクルセンターというのは音も静かだし臭いも

しないし非常にいいところだよと。従来のリサイクルセンターのイメージを払拭す

るようなことでやって頂きたい。 

○司会 新井次長 

  今の意見、要望について、部長からお願いします。 

○西川部長 

  実は、この仕事を初めて、結構色々なリサイクルセンターに行ってですね、新し

い施設で驚くことがいくつかありまして、そのなかで一番驚くのはですね、若い方

が以外と多いんです。それと、おそらく仕事の種類のせいかもしれませんが、札幌

のリサイクルセンターは、ほとんどが女性でした。それも２０代とか３０代の女性

がすごく多いんですよ。それで、聞いたところですね、元々札幌という土地柄、そ

こで働くと飲食店が多いそうですね。しかし、そこから外れると業種が少ないので、

働いている方が多いのですが、嫌がっていない、むしろ安定してるからというお話

をされてましたね。 

○司会 新井次長 

  それでは、時間超過してしまいましたけれども、最後に。 

○委員 

  ご説明頂いたように、報告書を見ますとごみ減量施策一番大事であって、具体的

な目標を掲げるということが・・・説明されたように、そういった形でいつまでに

やるのかということを明確にしていだければ良いと思う。 

○司会 新井次長 

  いつまでにということ、趣旨は分かります。 

○委員 

  自治会を代表して出てきているということで、最後に一言いわせて頂きたいのは、

秋津町の立地条件を考えると、車の出入口は一つしかないということを考えて頂き

まして、出来るだけ車のごみ量を減らして頂きたい。先ほど働く場所をという話も

ありましたが、そうしたら、ごみの量増えてもいいのかなと私は皮肉にも取れるん

ですけれども、そうでなくて、さっき私たちが提案いたしましたペットボトルなど

がどこかがやってくれるんではないかと、品目を一つづつ減らさない限りは、施設

規模は小さくならないことは、この間から言われているんです。そのことは、是非

宜しくお願いしたいということと、あと、建て替えるとプールを全部潰していくと

いうのがありましたよね。そのことは、今まで一切話されていなかったと思うです

けれども、どのように考えているんでしょうか。あと、びんをカレットにするのを
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５色から３色にということなんですけど、これを収集段階から色別に分けたら、も

う少しラインが少なくなるということはないんですか。 

○司会 新井次長 

  それでは、プールの話と５色から３色というカレットの話、今日出た２点につい

て、西川部長から話します。 

○西川部長 

  まず、プールにつきましては、今のある場所から動かす必要があるというふうに

計画書を出しています。それとプールを動かす際には、どうしても管理者の立場か

らするとですね、あそこ幼児用プールなんですよ。委員は、現地をご覧になったこ

とはございますか。そうすると小学校３、４年生ぐらいからだったらいいんです。

ところが、あそこ利用しているのは幼稚園とか保育園も来てるんですね。そのくせ

に一番深いところは１．５ｍもあるんですよ。そこの区分けが全然ないんです。そ

れで、正直言って、管理者からすると、そのプール、怖くてしょうがないんです。

尚且つ、変形したプールですから一人の監視が全体を見れないんですよね。そうい

うことで、今のプールそのものが非常に危険だと考えております。仮に、作り変え

るとするならば、あそこの場所から他の場所に移して、そこに何らかの施設を造り

たいと考えています。     

○委員 

  何らかの施設というのはプールという意味ですか。 

○西川部長 

  それは、一概にはプールとは言い切れません。少なくとも子供たちが遊ぶ場所に

ついては考えたいというふうには思っています。 

  それと次に色分けの問題ですが、色分けを含めて、分別ということは、我々が分

別を考える時には一個の分別で一個のルートを作る。必ず９かかりますよと。です

ので、皆さんの意見が市民の方が全員同意して税金はごみに関してはいくらでもか

けていいよという話になるのであれば、それはそれでいいかもしれません。但し、

行政が回収する際に、色の分別を分けてやればというなら、それはかかります。 

○委員 

 そうではなくて、箱に出す時の色、一番最初に収集始めた頃、白いびんとか緑色

のびんとかって分けましたよね。そういうやり方でやって回収してきた時に台に載

せる時に、箱ごとこれは白いびんだとか、たしかに少しは混じっているびんがある

でしょうけれど、白いびんを上げたら、そんなに分ける人が要らないじゃないです

か。そういう意味でラインの縮小が出来るのかとか思うのですが。      

○西川部長 

 今のは、収集形態を全然変えずに、市民が分別する段階で色分けをして、その色

分けをしたまま、コンテナで運んできて入れればいいということですね。今、一番 

びん・缶については、すごく悩んでいるところが１点あります。それは何かという

とコンテナボックスを置いてある場所はですね、歩道か車道なんですよ。東村山市

というのは、ご存知のように決して道路が良くありません。そこにコンテナボック

スは、今の状態で危険を感じているんですよね。ですので、将来は、出来ればコン

テナボックスを無くす方法で、なんとか出来ないだろうかと考えています。その時

には、逆に、今の委員がおっしゃった提案は不可能なんですね。ですから、コンテ

ナボックスを増やして、何々をするということは、これから先は、選択はしたくな

いということです。 

○委員 
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 今日で最後なので、ちょっと言わせて頂きたいのですが、例えばですね、リサイ

クルセンターの検討会は秋津でやっていますよね。ですけど、多岐に渡って 話し

たもの分別のことなどは、１３町の問題ですよね。ですから、例えばですよ、富士

見町１町とか、新たな町でも秋津で反対されたからリサイクルセンターを作ります

というくらいのことを言って、同じような検討会をやったらどうでしょうね。後の

１２町を全部回ちゃって。そうすると分別のこととか色々話が出ると思いますけど。

その位しないと減らないと思いますよ、ごみ。それから土曜日にプラスチックのボ

トルとチューブを燃やす実験の結果がこうだったと、あれについても理不尽な感じ

ですよね。結局、何で秋津でだけやったかと言うと、ここら辺に色々なものが降る

から秋津でやったんですよね、よその町には飛んでいかないだろうと、秋津の人達

に吸ってもらいましたが、大丈夫でしたという結果を色々な問題が出ましたけれど

も、ご説明された訳で、ほんとは、後の１２町からプラス秋津町、で１３町の分が、

分別がひどかったり、洗ってない人達の分を燃やしている訳ですから。あれも他の

町でもやって欲しいですよね、本当に。秋津町だけが問題なんですかという感じを

私はものすごく受けました今回、やっぱり、これでは減らないと思います。 

○司会 新井次長 

  それでは、ご意見として。最後のご意見を委員お願いします。 

○委員 

  先ほど秋津町に何かということがあったんですけど、ここのところのふれあいセ

ンターっていうのは迷惑施設ってことで無料になっていますけれども、特にお願い

したいのが、この道路の沿いですね。ここのところに毎日４００台の車が入ってい

る訳ですから、一番最初に言ってたように、道路の周りの人に何か還元してもらい

たいということを強くお願いしたい。それで秋津町全体といいますとそういう効力

というのはバラバラなっちゃいますけれど、特に迷惑をかけているところっていう

のは、道路の５０ｍ、２００ｍくらい入ると僕んとこに入るんですけど、それまで

は要りませんから、５０ｍとかそういうところの人に何とか税金を安くするだとか、

市民税安くするだとか、そういうことを考えて頂きたいと思います。    

○司会 新井次長 

  それでは、まもなく５時半になります。今日で８回の検討会、最終日であります

けれども、今までトータルでですね、市長お忙しい中出ていただきましたけれど、

最後をですね、括る意味で渡部市長から閉会の挨拶をお願いしたいと思います。 

○渡部市長 

  長時間に亘りましてですね、様々な角度からご意見いただきまして、誠にありが

とうございました。昨年から始めさせていただいて、８回目を迎えさせていただい

て、私も途中、今日も遅れたりしましたけれども、都合７回、１回は副市長に交代

させていただいて、出席させていただき、リサイクルセンターを建設するにあたっ

て、どのようなお考えを皆さんがお持ちなのかということについては、それなりに

肌で感じさせていただいたつもりでございます。これまで出た意見についてですね、

一応踏まえて、ただいま西川部長の方からお答えさせていただいたような方向でで

すね、ごみ減量施策それから施設設計について更に検討加えて参りたい、というふ

うに思っています。ただ、確かに周辺住民の皆さんに対しての還元ということにつ

いては、あまりこの場で議論が深まらなかったところがありますので、それらにつ

いて今後、我々としてもどうゆうことが出来るのか、取り組んでゆきたいというふ

うに思っています。ご案内のとおり、議会の方でも特別委員会を設置されまして、

これまで２度に亘って議論されております。議会のご意向も踏まえながらですね、
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確かに秋津町の皆様には大変ご迷惑をお掛けしてるので、出来るだけそこを軽減出

来るような形で、今後リサイクルセンターのより良い計画作りを進めて参りたいと

いうふうに考えておりますので、是非ご理解の程よろしくお願い申し上げます。い

ずれにしましても、８回という長期に亘りまして、しかも無報酬でですね、本当に

真剣にご議論いただいたことに心から、市をお預かりしている立場として、心から

敬意と感謝を申し上げさせていただいて、ご挨拶とさせていただきます。本当にあ

りがとうございました。 

○司会 新井次長 

  それでは、８回の検討会、今日で終わってゆきたいと思います。どうも長い間あ

りがとうございました。 

 

 

 


