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第 5 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5回 東村山市ごみ処理施設のあり方検討会 

日 時：2017年1月27日（金）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、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、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／佐々木洋子委員、齋藤隆委員、浦田秀人委員 

   

 

 

 
【議事】 
 
 
議題１：単独処理及び広域処理に関する検討  

 

・経済的側面の検討 

 

・環境的側面の検討 

 

・社会的側面の検討 

 

・実現可能性の検討 

 

・単独処理及び広域処理に関する検討のまとめ 

 
議題 2：中間報告書のとりまとめ  

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

資料 1 
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第 5 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：単独処理及び広域処理に関する検討 

 

・経済的側面の検討 

議論 

トータルコストについて 

（会長）焼却施設が 30 年間稼働した場合の施設整備費、維持管理・運転費、収集運搬費を合計

したトータルコストについて、提示された試算で全体的な傾向は掴めると考える。あくまでコ

ストの一例ということだが、施設整備費について、単独処理及び広域処理の間で、過去１２年

間の傾向で考えると４０億円ないし５０億円、過去３年間の傾向で考えると２０億円ないし３

０億円という費用の差が想定されるということ。これで読み取ればよいと考える。 

 

 

・環境的側面の検討 

意見 

CO2削減量について 

（委員） 東村山市全体の CO2排出量は何トン程度か。それに対してどの程度の削減できるの

か。 

議論 

（事務局）エコオフィスプランでは、事業者としての東村山市役所の H26 年度実績は 14,104

（t-CO2/年）となっている。 

（会長）発電については、環境省の交付金の要件では 100ｔ以下の場合は 12％以上、300ｔ

の場合は 15.5％の発電効率を確保することとなっている。一方、実績としては小さいところ

で横手市が 95ｔだが、19.1％の発電効率になっている。そのため、施設規模が小さくても、

大規模な施設の発電効率に近づいてきているということが言える。 

  CO2排出量の面では、単独処理でも広域処理でも現状から大幅に削減することができるとま

とめられる。 

 

まとめ 
 

平成 28 年 3 月版 オール東京 62 市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェク

ト」では、東村山市における温室効果ガス排出量の平成 25 年実績は 51.2（万 t-CO2/年）と

なっている。 

  よって、東村山市全体の排出量から 1%程度の削減効果が想定される。 
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・社会的側面の検討 

意見 

市民アンケートの活用について 

（委員）アンケートについて上手く分析されており、良かったと思っている。ただ、社会的側面

だけでなく、機能を具体化していく施設計画の検討段階においてもアンケートの分析結果を活

用するという理解でよいか。 

議論 

（事務局）今後様々な角度から分析を行い、精査した上で公表させて頂きたいと考えている。 

（会長）こういったアンケートの事例は全国的にもほとんどなく、非常に良いアンケートだと考

える。 

（委員）サンプルも十分に確保できている。 

（市長）これからの重要項目について、安全・安定、資源化・エネルギー化など、今後の議論で

方向性が定まれば、この意見を最大限尊重して、施設整備を考えたいと捉えている。   

 

 

意見 

市民アンケートについて 

（委員）１ｋｍ圏とか２ｋｍ圏など、それぞれのサンプル数をグラフ中でも明示して頂きたい。 

 また、印象度や優先度等順位をつける項目については、例えば１位であれば３点、２位であれ

ば２点、３位であれば１点など、得点化を行い、重みづけをした集計としてもいいと考える。 

 

議論 
（会長）最終的なまとめにおいて整理すること。 

 

まとめ 
 

回答数（全 702 件）のうち、距離別の内訳は以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７および問８において、得点化を行い集計したものを参考に示す。（資料１ 別紙） 

得点化した集計結果を含め、検討に使用するアンケート集計及びとりまとめについては、最終報

告書にて整理を行う。 

距離 町名 回答数 割合 

1km 圏 秋津町 57 件 8.1% 

2km 圏 諏訪町、久米川町、青葉町 164 件 23.4% 

3km 圏 本町、野口町、恩多町 173 件 24.6% 

4km 圏 栄町、萩山町、美住町、廻田町、 

多摩湖町 
250 件 35.6% 

5km 圏 富士見町 55 件 7.8% 

居住地回答なし ３件 0.4% 
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・実現可能性の検討 

意見 

柳泉園組合でのごみの受入について 

（会長）柳泉園組合の施設を使って処理ができるかという点において、実績値と推計値ともに処

理ができないという状況であることから、東村山市の燃やせるごみを全量受け入れることは難

しいという結論になるがいかがか。 

議論 

（委員）東久留米市では H29 年度中にごみ袋の有料化が進むと思うが、それは柳泉園組合の将

来推計値に反映半映されているのか。 

（事務局）柳泉園組合の一般廃棄物基本処理計画では H24 年時点の推計であり、直近の状況を

反映したものではないと考えられる。 

（会長）反対に計画よりも減量が進んでいないという状況があり、有料化によりごみが減量され

目標値を達成したとしても東村山市のごみを処理する余裕はないということか。 

（事務局）平成２７年度を例にあげると、推計値より４，０００ｔほど実績値が多く、その分ず

れが生じているという状況となっている。 

（会長）最近、三多摩地域において施設の更新が進んでいる状況にある。１２月に町田市が新た

な施設の契約を締結し、小金井市が入っている浅川清流組合も１１月に契約したばかりであ

る。武蔵野市はこの３月に新たな施設が完成する予定であり、立川市は１月新平成 29 年度

から事業者選定委員会を動かし始めるため、相乗りということが難しいという状況はあるか

と思う。 

（委員）東村山市の処理量を柳泉園組合で受け入れることは難しい状況という結論になっている

が、その点をもう少し強調して頂きたい。柳泉園組合では、絶対的な数量として余裕がな

い。そのような状況を知らず、経済的・社会的な側面からいろいろなことを考えて広域のほ

うがいいのではないかという人が多い。 

（市長）現実的には当市の処理量全てを柳泉園で受けることは不可能というのは、委員の発言の

通りであり、仮に柳泉園組合との広域化を行うとしても、東村山市内にも小規模の焼却施設

を整備せざるを得ないということになると非常に非効率的であるため、基本的に現段階で柳

泉園組合との広域化というのはあり得ないと言わざるを得ないと考えている。 

（委員）柳泉園組合での広域的な受け入れは難しいということで異論はない。ただ、別の見方を

すると、柳泉園組合では将来的に年間２万ｔの余裕ができる。こんなに余裕ができることが

そもそもいいのかという話がある。東村山市も将来ごみが減るという前提の中で、災害廃棄

物は場合によっては柳泉園組合の方に引き取ってもらえば良いため、こちらで過剰な規模を

設定する必要もないのではないか。そういう議論も必要と考える。 

 

まとめ 

  

柳泉園でのごみの受入については、実績値と推計値ともに処理ができないという状況である

ことから、東村山市の燃やせるごみを全量受け入れることは困難である。なお、施設規模等を

検討する際には、施設規模と合わせ災害廃棄物の処理などについて検討及び議論が必要であ

る。 
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意見 

柳泉園組合の敷地について 

（委員）柳泉園組合は、現在の敷地の一部が東村山市に含まれているが、どういう経緯なのか、

教えて頂きたい。 

議論 

 

（市長）柳泉園組合の敷地の経緯については、説明するだけの材料を現在持ち合わせていないた

め、本日は回答を保留させて頂きたい。次回までに事務局で調査し、報告をさせて頂きたい。 

 

まとめ 

 

（事務局）昭和 40 年当時、北部三町衛生組合にて計画した、し尿処理場建設を北多摩郡久留米

にある焼却場敷地内に設置する際に、当初、用地については処理場周辺 1 万坪を買収し、その

外側 50m 範囲の 1 万 5000 坪は保障地域とする予定であったが、その１万５０００坪の保

障地域についても買収するようにという地元からの要望があり、合わせてをいれて 2 万

5000 坪全域を買収することとなったり、。その際に、東村山市の土地所有者も含まれていた

とのことである。[-1] 
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・単独処理及び広域処理に関する検討のまとめ 

意見 

単独処理及び広域処理に関する検討のまとめ 

（会長）環境的側面については単独処理及び広域処理を同評価とし、経済的側面は広域処理に優

位性があり、社会的側面は単独処理に優位性がある。実現可能性については広域処理について

は課題があるのではないかと整理しているが、単独処理及び広域処理に関する検討のまとめと

して、どのような方向性が良いか。 

 

議論 

（委員）この資料を見ると広域処理は難しい。やはり単独処理のほうがいいのではないか。 

 

（委員）まとめにあたっては、将来に向けて広域処理に関する何らかの研究はしておく必要はあ

るが、現状では実現できないという内容にしたほうがいいと考える。 

（委員）私も賛同する。 

 

（委員）コストの優位性から広域処理とする時代ではないという印象を受けているが、これから

重要になるのは、震災以降ということを踏まえ、臨機応変に動ける単独処理という流れではな

いかと感じている。それを市民にも理解を深めてもらう必要性を感じる。 

（会長）災害廃棄物の処理になると、自区内の市民を優先することになり、広域処理では自由が

きかない可能性もあるという考え。そういう視点も入れるべきであると考える。 

（委員）安心して住めるまちづくりに資するという考え方を前面に出した施設とするべきなのか

も知れない。 

 

（委員）去年、武蔵野クリーンセンターとクリーンプラザふじみを見学させて頂いた。すごくき

れいな施設で良かったが、それ以前に「クリーンセンター」という名称が、よいと感じた。そ

ういうイメージ戦略も含めて、これから考えていかなければならない。どこに整備するにして

も、その地域に貢献できるような施設をつくっていって頂きたい。 

 

（副会長）神奈川県では神奈川県では、平成１０年の広域化計画策定後、広域化を進めるという

ことがあったが、単独で整備ができ、まちづくりに生かせるなどの場合では単独で整備可能で

あり、まちづくりにも生かせるということであれば、むしろそちらに動くほうが事例としてが

多かった。もちろん、将来的には広域化の議論が必要と考えるが、自分の経験も踏まえ、現状

から考えると単独処理が一番妥当という印象を持っている。 

 

（市長）現段階では広域処理は難しいと判断せざるを得ないが、ただ今後、柳泉園組合の更新時

期と当市の更新時期が重なったとき、例えば２０年後、３０年後、あるいはもっと先になる

が、その時点では広域化という方策もあるかも知れない。 

 

（会長）安全・安心あるいは安定という面や、今の柳泉園組合や他自治体等の施設との関係を考

えると、東村山市としては単独でやったほうが有利である。ただ、経済性についても、十分配

慮した施設整備を目指し、将来的には広域化についても十分に検討していくべきである。 

また、身近な施設、まちづくりに役立つような施設という点も総まとめに記載するという方向

でまとめを作成し、次回提示して頂くこととする。 
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まとめ 

総まとめの記載については、東村山市の新たなごみ処理施設は単独処理を基本に検討を進め

るものの、単独処理を進める場合の配慮すべき事項として、災害時に臨機応変に対応できるこ

とや、安心して住める街まちづくりに資するという考え方を前面に出した施設という考え方、

また、地域に貢献できる施設などの本検討会で議論なされた点を中間報告書に記載することと

する。 

 

意見 

更に先の将来における、施設のあり方について 

（委員）今の判断は単独処理の方向性で良いと思うが、その次につくるときは、広域化などの議

論をする必要がある。そのような話は今までしておらず、それぞれ個別に判断するしかなかっ

たため、単独という流れになってきていると考える。 

  もう少し先のこと、例えば３０年後などの将来を考えて、多摩の市町村同士で長期的な計画

づくりなどを検討することも別途必要と考える。 

 

議論 

 

（会長）国が広域化を進めるということで、平成９年に環境省が通知を出しているが、基本的に

３００ｔ規模の施設とし、少なくとも１００ｔ以上としている。ただ、なかなか広域化が進ん

でいないという状況を鑑みて、現在、広域化の平成９年の通知については改正をするための委

員会を立ち上げ検討を始めている。今後それが公表されるためれば、２０年、３０年先は、そ

ういった新しい広域化の方針を踏まえて整備していくことが必要になる。 

（市長）多摩地域の２６市は全て最終処分場の一部組合には加盟しているため、そこでの議論と

いうことはあるが、中間処理については話し合いの土俵すらまだない。委員の発言の通り、超

長期的に考えれば、やはりある程度の規模を有しないと非効率になりかねないため、将来的に

考えていく必要があるとは思っているが、今のところ、まだ市長会レベルでもそういった議論

に至ったことはない。長期的な課題として多摩地域を今後どうするのかということは話し合う

必要があると考える。 

（副会長）環境省の通知については、小規模な焼却炉はダイオキシンが多く発生するため、大規

模にすれば減らせるということで始めている。ところが、最近は規模が小さくてもほとんどダ

イオキシンが出ない施設に変わってきている。また、余熱利用の面で、大規模であれば効率よ

く発電できるということだったが、小規模な施設もさほど変わらない発電ができるようになっ

てきているため、動機が無くなってきている。 

当時と今は状況が変わっているということを認識した上で、どういう議論ができるかという

ことを考えていかざるを得ない。 

（会長）環境省では、平成３０年に予定されている廃棄物処理施設整備計画の改定において、広

域化に関する新しい考え方を盛り込むため、検討を進めているが、東村山市のスケジュールと

は合わない。 

  市長の発言の通り、安定的に処理するということが必要であり、空白期間ができてしまうと

いうことは避けなければいけないため、国の方針の決定を待つというのは難しい状況にあると

いうことは間違いない。 

（委員）分散型が望ましい面もあると思うが、３０年後などの長期を考えると、ごみの発生量そ

のものが半分となることもあり得る。そうすると、そこまで少ないのであればやはり広域化と

いうこともあり得る。その研究があれば望ましい。 

（会長）その点も視野に入れた報告書にして頂きたい。 
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まとめ 

今回計画するごみ処理施設は単独処理を基本に検討を進めるものの、更に先の将来、施設の

あり方を考える際には、その時点での国の方針や本市を含めた周辺自治体等の状況を踏まえ、

改めて単独処理及び広域処理に関する十分な検討を行う必要があるということを中間報告書に

記載することとする。 

 

 

意見 

焼却施設の用地について 

（委員）単独処理とした場合、施設用地はこの秋水園ありきなのか、他の候補も検討するのか。 

 

議論 

 

（市長）白紙から検討を開始しており、まずは単独処理及び広域処理の相互の優位性を比較検討

し、実現性を探って方向性を出して頂く。また、単独処理の場合でも秋水園ありきではなく、

市内でほかの場所で処理できる場所があるのかということをやはり一度検証する必要があると

は考えている。 

用途地域、面積について、適した土地が市内にあるかどうかを調査した上で、議論の材料を

提供したい。 

（委員）施設用地として、秋水園の他にも市内に可能性がある用地があるかどうかを探ってみる

必要があると考える。 

（会長）場所は来年度の検討と考えられる。本年度は単独処理及び広域処理の方向性を導くとこ

ろまでとする。 

 


