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第 3 回東村山市ごみ処理施設のあり方検討会でのご意見等の整理 

 

議 題：第3回 東村山市ごみ処理施設のあり方検討会 

日 時：2016年10月13日（木）14:30～16:30 

場 所：東村山市秋水園 リサイクルセンター ３階 研修室 

出席者：委員／荒井喜久雄会長、安田憲二副会長、上坂裕美委員、久野稔晃委員、佐々木洋子委員、 

五野井暎委員、市川忠文委員、肥沼和幸委員、諸星伊久男委員、齋藤隆委員、 

志賀敏和委員、白井信雄委員 

理事者／渡部尚市長 

事務局／間野資源循環部長、戸水資源循環部次長、内野ごみ減量推進課長、武田施設課長、 

濱田施設課長補佐、渡邉計画調査係長、森施設係長、岡計画係長、浦主任 

 

欠席者／浦田秀人委員 

   

 

 

 
【議事】 
 
 
議題１：ごみ量の予測・施設規模について 

 

 
議題２：処理システムの他事例比較と検討課題の整理 

 

 
議題３：単独処理及び広域処理に関する検討 

 

 
議題４：市民アンケート等の実施について 

 

 
議題５：その他 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 
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第 3 回東村山市ごみ処理施設のあり方検討会でのご意見等の整理 

 

議題１：ごみ量の予測・施設規模について 

 

 

意見 

施設規模について 

（委員）クリーンプラザふじみは平成２５年竣工で、既に７，０００ｔ／年の余裕があるという

ことだった。その余裕分は広域的支援に使えるという説明だったが、なぜ余裕があるような

状況になってしまったかということも確認しておく必要があると考える。今回検討する施設

も、完成したときに既に余裕があるものになってしまったというわけにはいかないため、慎

重に議論する余地があると考える。規模を仮に設定することは良いが、こういった観点でさ

らに検討が必要である等の留意事項を記載しておく必要がある。 

議論 

（事務局）注釈があったほうが分かりやすいということであれば対処していきたい。 

（委員）将来、ごみの排出量が大幅に削減される事や、他の条件が変わる可能性も想定されるた

め、様々な不確実性がある。そうしたときに無駄にならない施設やうまく使える施設なども

設計の条件にしておかなければいけないと考える。 

（会長）今後、施設整備基本計画を策定する段階で、今意見のあった将来のごみの排出量の状況

なども十分勘案していくことになる。実際の建設に当たっては精査するといった、注意書き

を入れておいてはどうか。 

まとめ 
 

「施設整備基本計画の策定段階において、その時点のごみ排出量予測に応じた検討を行

う。」という旨の注意書きを追記することとした。 

意見 

計画目標年次の設定について 

（委員）環境省の通知から、「施設予定年度の７年度を超えない範囲で」という内容を根拠にさ

れている。これはいつの通知なのかということと、恐らく今後見直す可能性がある通知だと

考える。見直しの方向性を把握して根拠にしなければならないと考える。また、なぜ７年後

かという説明もしなければならないと考える。 

議論 

（会長）私のほうから説明すると、国の交付金が影響している。国としては、過大な規模の施設

を作られると国の支出が多くなってしまうため、適正規模を作らせたいという思いがある。

従来は、ごみ排出量は年々増えるため、大きい施設を作ろうとした。しかし最近は年々減少

する傾向が強い。稼働開始年度から７年後まで見ればある程度トレンドが分かる。 

  今、環境省はこの内容を改正しようとしている。ただ、まだ公表されていないため、現行の

平成１５年の通知を根拠とせざるを得ない。 

（委員）その注意書きがないと、環境省がこう言っているからいいのだという話になってしまう

ため、状況も常に見ていかなければいけない。 

（会長）注意書きは必要と考える。実際に施設を整備する段階になれば、当然、費用や施設規模

の問題をもう一度精査するということになる。 

まとめ 
 

「施設整備基本計画の策定段階においては、その時点の国都の方針や法令等を踏まえるもの

とする。」という旨の注意書きを追記することとした。 
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意見 

人口構成について 

（委員）人口の年齢別構成によってごみの排出量が違ってくると思う。それを市はどのように想

定しているかという点も確認して頂きたい。 

議論 
（会長）その点も含めてごみ量については慎重に取り扱っていくということにしたい。 

 

 

議題２：処理システムの他事例比較と検討課題の整理 

意見 

ごみ質の変動及び上位計画について 

（委員）プラスチック含有率の高いごみの処理が可能になる方式についても説明にあったよう

に、ごみ質によって処理できるごみ量が変わる可能性について考慮されているか。 

また、東村山市の都市計画や、東京都全体の都市計画などについても理解し、施設が稼働

開始してから何十年と使用している間に、仮に駅が１つ増えたらどうなるかということも考

えなくてはならない。道路計画もすでに幾つかあるため、そういう情報も確認すべきではな

いか。 

議論 

（事務局）都市計画等については将来的には検討の必要もあるが、少なくとも現段階において

は、一般廃棄物処理基本計画を基に検討していくしかないと考えている。 

（副会長）焼却炉の燃焼温度は８５０℃と決まっているが、そのまま燃えるわけではなく、プラ

スチックも紙も一旦ガス化をする。それが６５０℃程度になると燃焼するということで、燃

え方はそれほど違わないため、変動が多少あったとしても燃焼には影響が出ることはないシ

ステムになっている。全てプラスチックということは恐らくないため、通常の変動の幅であ

ればストーカ炉で十分対応できるような形になっている。 

（委員）生活自体が大きく変化しない限りは、ごみの質はそれほど変化しないという設定のもと

に算出すべきという考え方でよいか。 

（副会長）基本的にはその通り。人口構成でごみが変わるのではないかという話が確かにある

が、実際にはデータが余りない。世帯構成で単身世帯がふえてくると若干ごみが増えるとい

うデータはある。また、子供と高齢者の場合は紙おむつを使ったりするため、ごみ質が変わ

ってくるということはある。   

（委員）不確実な要素について記載しておく必要があると考える 

（会長）「施設整備基本計画段階において改めて精査するものとする。」という表現を工夫する

こと。 

まとめ 

施設整備基本計画の策定段階において、施設規模等に影響を与える可能性がある今後のまち

づくりの方向性や上位計画の状況を踏まえ必要に応じて改めて検討を行うことが望ましい。 
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意見 

HCl・SOx 除去設備について 

（委員）湿式処理の方針とするということだが、乾式を採用している事例は多いにもかかわら

ず、湿式の方向で検討を進めたいというのはどういうことか。建設面積や設備コストが大き

いにもかかわらず、湿式で検討したいという理由が分からない。 

議論 

（事務局）湿式の方が建築面積及び費用が大きくなるため、湿式で算定しておけば自由度が高

い。例えば小さい規模から検討を始めた場合、今後新たに付加するということが難しくな

る。湿式とすることの是非については活発に意見交換をして頂きたい。 

（副会長）日本の場合には乾式が多く湿式が少ないが、ヨーロッパは逆に湿式の方が多い。それ

は乾式の方が電気代がかかるためである。また、湿式は特に重金属を含むような排ガスに関

しては、乾式よりもはるかに除去率が高いというデータが出ている。設備費用もかかるが、

ライフサイクルエネルギーなどもあわせて比較していけばいいと考える。 

（委員）少し方向性がおかしいのではないか。大きく設定し、最終的に小さくすれば、地域住民

も抵抗はないだろうし、世間の通りもいいということで、多めに設定しているのか。これか

ら人口が減少していくのが見えている。そのため、大きいほうにというと、設備のコストが

上がっていくような印象を受ける。 

（会長）現段階で施設の仕様を全部決めてしまうということではない。一旦経済比較をして単独

処理・広域処理に適合ができるかどうかの確認をする。その上で、基本計画の際にはもう一

度、規模や排ガス処理の方法等を決めていくというように、段階を踏んでいくということ。 

（委員）多摩地区では乾式が多い。そういう面では逆の方向であり、すっきりしないという気持

ちがある。 

（委員）ＨＣＬ・ＳＯｘ処理設備については、設備費用や建築面積は必要になるが、現時点では

有毒ガスの除去等に一番優れているため、湿式処理としているのではないのか。 

（会長）ＨＣＬ・ＳＯｘ除去設備については、性能面、価格面も含めて、湿式・乾式両方を比較

できるような形で検討するということでどうか。 

まとめ 

現段階では処理方式による経済性の比較のために「乾式法」「湿式法」両方の特性、価格を

確認しながら検討を行うこととし、今後の施設整備基本計画の策定段階においては、改めてよ

り詳細な要素に基づいて分析・評価を行い、方式を検討することとした。 

 

 

意見 

ごみ処理方式について 

（委員）メタンガス化施設の記述で残渣処理のための焼却炉を併設する必要があると記載されて

いるが、焼却せず液肥として再利用している場合もあるため、少し丁寧な書き方が必要。 

まとめ 

メタンガス化施設については、発酵残渣の処理を堆肥・液肥等に再利用できる場合があるこ

とがわかるよう記載することとした。 
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意見 

ごみ処理方式について 

（委員）売電をするということは焼却炉を２つ持つことが前提という理解でよいか。 

 

議論 

 

（会長）経済比較という点では、５０ｔ／日×２炉ということで比較していかなければならない

と考える。広域処理と考えたとき１炉という選択肢はあるが、現実的ではない。 

全国的な事例でいえば、７０ｔ／日で発電している例があるため、１００ｔ／日であれば

十分対応可能だと考える。２炉にすれば、もし１炉故障してもごみ処理ができる。 

（委員）単独処理、広域処理について方向性がはっきりしていない段階でそこまで詰めるのか。

単独だということになれば、２炉にしようという形になるのだろうが、方向性がどちらに傾

くかわからない段階では進められないのではないか。 

（会長）経済比較をするために必要な条件だけを決めたということで御理解頂きたい。 

 

まとめ 

維持補修面を考慮すると 2 炉作るケースが妥当であるが、本検討会においては、単独処理・

広域処理の検討にあたり、施設整備費等について経済比較をするための設定としたい。 

今後、実施主体の方向性が決まり、施設整備基本計画の策定段階で、必要に応じて改めて検

討を行うことが望ましい。 

 

 

議題３：単独処理及び広域処理に関する検討 

意見 

施設規模について 

（委員）国や都の方針と整合がとれているかという点の確認だが、先ほどの説明では、売電をす

ると５０ｔ／日×２なので、そこは整合がとれてないという話になると思う。国は合計で１

００ｔ／日と言っているのではなくて１炉当たり１００ｔ／日以上と言っていると思うが、

その点はどうか。 

議論 

（会長）国の指針は合計で１００ｔ／日ということを指している。例えば島しょ部では、１０ｔ

／日程度のバッチ炉というものが使用されているが、そういったものは立ち上げや立ち下げ

の際にダイオキシン類が発生しやすくなるため、いわゆる全連続炉、２４時間稼働する焼却

炉であれば遜色がないということになっている。 

（副会長）能力からすれば６０ｔ／日でも全連続炉であればほとんどダイオキシンが出ないとい

うのは分かっているため、心配しなくてもよいと考える。 

（会長）１００ｔ以下でも問題なく対応できるということは、何らかの形で注意書きに入れてお

いてほしい。 

まとめ 

国や都の方針との整合性の確認の末尾に、「なお、今後の施設検討において、施設規模が

100t/日を下回ったとしても、全連続炉であれば、ダイオキシン類の削減対策としては十分で

あり、効率的な余熱利用についても確保できるため、上位計画の趣旨に適合しているといえ

る。よって今後は全連続炉を前提として、検討を進めることとする。」と追記することとし

た。 
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意見 

二酸化炭素排出量について 

（委員）処理システムによって二酸化炭素の排出量が違うということがある。また、収集過程で

もエネルギーを使うため、広域処理の場合、より二酸化炭素が出るかもしれない。収集運搬

も含めて二酸化炭素排出量を評価の項目にすることも必要。それは地域の問題ではなく、地

球の問題であるが、それが地域にもより求められてくる状況であるため、未来を見通したと

きに評価項目に入れておくべきではないかと考える。 

議論 
（会長）環境項目の中に①～⑤まであるが、温室効果ガスについても評価をするということにし

たい。 

まとめ 
 

単独処理及び広域処理それぞれの、ごみ焼却及び収集運搬において発生する二酸化炭素排出

量について比較し、評価することとした。 

 

 

議題４：市民アンケート等の実施について 

意見 

秋水園への訪問に関する設問について 

（委員）東村山の場合は、秋水園にリサイクルセンターができる前後の印象が全然違うと思う。

リサイクルセンターを作る際も、秋水園に来たこともないのに反対している方もいた。アン

ケートの中で来たときの印象を聞く項目があるが、できれば最終的にいつ頃来たのかという

項目が必要と考える。 

議論 
（委員）訪問頻度という要素もある。頻度によっての違いということも見えると考える。 

 

まとめ 
 

問５において、最後に秋水園を訪れたのはいつかということと、訪問頻度について、設問に

加えることとした。 

 

 

意見 

秋水園の認識に関する設問について 

（委員）問４に、秋水園の場所を知っていたという欄があるが、戸別収集になってからは、秋水

園が秋津にあるということを知らない人が多い。そのため、３番については秋津という場所

を入れてもらうわけにはいかないか。 

議論 

（委員）問４の冒頭に、東村山市秋津町にある秋水園を知っていますかという形で入れてもらえ

れば分かりやすい。 

（会長）「東村山市は、秋津町の東村山市秋水園（市のごみ処理施設）でごみ焼却及びリサイク

ル処理等を行っています。」と、前へ出す形にしてはどうか。 

 

まとめ 
 

問４の冒頭に、「東村山市は、ごみの焼却及びリサイクル処理等を秋津町にある東村山市秋

水園（市のごみ処理施設）でおこなっています」と追記することとした。 
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◆ごみ処理施設の計画フロー 

 

ごみ処理施設を計画する場合は、一般的に基本方針に基づき基本計画を策定し、事業者選定後、基本設計・

実施設計を行い工事実施となる。また、広域処理を行う場合は、基本計画策定以降の工程を構成自治体とと

もに実施することになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域処理 

①東村山市ごみ処理施設の 

あり方検討会 

②基本方針策定 

 

③構成市との協議 

（ごみ処理広域化実施計画） 

工事 

 

単独処理 

① 将来にわたる安定したごみ処理のために、処理方

式やごみ処理施設の実施主体の検討など、今後のご

み処理施設のあり方の検討を行います。 

② 基本方針は、今後のごみ処理施設の整備方針を示

すため、あり方検討会での議論を踏まえて市が策定

します。 

⑥ 市あるいは広域組合が選定した事業者により、要

求水準書に基づいた施設の設計が行われます。 

④ 基本計画は、市あるいは広域組合が、基本方針に基

づき、目指すべき将来に向けたごみ処理施設の具体

化を図るために作成します。 

 

⑤ 事業者選定は、基本計画に基づくごみ処理施設建

設等に向けて、市あるいは広域組合が定めた要求水

準書に基づき、事業者の選定を行います。 

 

③ 広域組合を形成する場合、構成自治体において、今

後のごみ処理の連携に向けた協議をします。 

④基本計画 

 

⑤事業者選定 

 

⑥基本設計・実施設計 
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単独処理・広域処理についての検討項目一覧 

 

 

 

検証項目 検証内容 

環境的側面に

係る項目（上位

計画との整合） 

① ダイオキシン類削減対策 ダイオキシン類の排出の少ない全連続炉を採用できるか。 

② 焼却残渣の高度処理対策 焼却残渣の排出量削減、再利用に寄与するか。 

③ マテリアルリサイクルの

推進 
一定の資源物量の確保、流通過程での合理化を図ることができるか。 

④ サーマルリサイクルの推

進 
ごみ発電等の余熱利用を効率的に行えるか。 

⑤ 最終処分場の確保対策 広域的な最終処分が行えるか。 

⑥ CO2排出量 （第５回検討会にて検討予定） 

経済的側面に

係る評価 ① 施設整備費 ・ 施設整備費（イニシャルコスト）の低減を図ることができるか。 

 

② 施設の維持管理・運転費 ・ 施設の維持管理・運転費（ランニングコスト）の低減を図ることができるか。 

 

③ 収集運搬費 ・ 各集積所からごみ処理施設までの収集運搬費の低減を図ることができるか。 

社会的側面に

係る評価 

① ごみの分別・収集・運搬に

係る市民生活への影響 

・ ごみの分別・収集の方法等の変更により、市民生活への影響があるか。 

・ ごみ処理施設までの距離の変化などにより、市民生活への影響があるか。 

 

 

② 市民意識への影響 
・ ごみ処理施設の設置場所が市内か他地域かにより、ごみ排出削減に対する市

民意識への影響があるか。（第５回で検討予定） 

 

③ 災害時等における市民生

活への影響 

・ 災害時等における廃棄物の処理において、市民生活への影響があるか。 

 

実現可能性に

係る評価 
① 周辺自治体の状況からみ

た実現可能性 

・ 隣接する周辺自治体の状況及び単独処理・広域処理における課題を把握した

上で、実現可能性が高いかどうか。 
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