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会  議  経  過  

1．市長挨拶 

年度末の 3 月に入りお忙しい時節柄、また本日は春の嵐のような天気になり、足元の悪い

中、第 13 回ごみ処理施設のあり方検討会に委員の皆様には御出席を賜りまして深く御礼申し

上げる。 

昨年度から開始したごみ処理施設のあり方検討会も、本日で終了ということになる。2 年間

にわたり、熱心な御討議を賜りましたことに感謝を申し上げつつ、本日で最終報告書の取りま

とめをさせていただきたいと考えている。よろしく御審議いただきますようお願いし申し上げ

て、御挨拶にかえさせていただく。 

 

２．開  会 

 

３．確認事項 

 

・第 12 回あり方検討会での意見等の整理 

 

○事務局  資料１について説明 

 

○会長 前回の議論を踏まえて整理されており、報告を了承する。 

 

４．議 事 

 

議題１ 今後の施設計画検討のまとめ 

 

○事務局  資料 2 について説明 

 

○会長 前回議論をふまえた今後の施設計画検討のまとめとして、これを最終報告書に載せて

いく方向であるが、これについて御意見を伺いたい。 

○委員 かなり丁寧にまとめており、内容はよろしいが、若干説明不足な点について発言させ



 2 

ていただく。14 ページの下、「導入実績の最も多い焼却方式（ストーカ式）は、低炭素社会や

循環型社会の推進等に伴う社会動向への対応面や不具合等への対策といった」と記載されてい

るが、「社会動向への対応」「不具合等への対策」とは具体的に何を指すのか。補足内容の追

記を検討いただきたい。もう一点、焼却方式は、ストーカ式だけではなく、流動床式とキルン

式があり、流動床式は東京都の実績があるが、キルン式はない状況である。資料 2 の記載内容

は、ストーカ式に絞っているが、他の方式に関する記述も追記が必要だと思う。 

○会長 「社会動向への対応」や「不具合等への対策」の具体的な内容と焼却方式のストーカ

式以外の方式についての記述追加についての御指摘である。事務局の意見を伺いたい。 

○事務局 社会動向への対応面については、エネルギー利用において新しい技術等が開発され

た場合や将来の人口減少によるごみ量の変更が起こった場合、ストーカ式などの実績の多い処

理方式は対応力があると前回御議論いただいた。それらの議論がわかるような形で記載させて

いただきたい。また、キルン式、流動床式については、御意見を踏まえ、それらの導入実績等

も含めて記載させていただきたい。 

○委員 実績があるから対応できるのか、対応できるから実績があるのか、堂々巡りの話をし

ている印象を受ける。要するに、ストーカ式はごみ量が減ったとしても燃やしやすいが、ガス

化溶融方式はある程度のごみ量を確保しないと安定的に燃やすことができない面があることに

ついて整理する必要がある。ごみの減量に伴い柔軟に対応できる、あるいは、ごみ発電におい

てもより柔軟に対応しやすいと言えるのかどうかかと思う。 

○会長 ストーカ式の場合、燃焼が安定しており、蒸気発生量も安定しているという特徴があ

る。ガス化溶融方式の場合は燃料を使うため、燃料に依存して蒸気発生量が変動するという点

がある。エネルギー回収に関しては、蒸気発生量が安定したほうが有利であるため、地球温暖

化対策や資源循環という側面において、ストーカ式は非常に対応性の高い方式であると言える

と思う。 

○委員 補足すると、焼却方式の場合は技術の進歩もあって、比較的小規模な施設でも発電が

できるようになってきている。また、処理施設において使用するエネルギー消費を下げるとい

うこともかなり大事であり、その 2 点について、ストーカ式に関しては実績があり、省エネ化

も図りやすい。一方、ガス化溶融方式に関しては、装置の関係でなかなか難しい。人口減少や

ごみ量減少の将来動向に対しては、ストーカ式が適応性は高いということだと思う。 

○会長 ガス化溶融方式は、ごみ処理 1t 当たりの必要電気エネルギーは 200kw 程度である



 3 

が、ストーカ式は、現状で 100kw 程度である。ストーカ式は、消費電力の削減が図りやすい方

式であると言える。 

○委員 ガス化溶融方式は、コストが高いため、過剰投資になりやすいことがあると思うが、

その点も記載してもよいと思う。貴重な財源を使っての投資になるのだから、費用対効果につ

いて考慮する必要はあると思う。 

○会長 標準的に、ガス化溶融方式は高いということが言えるので、経済性という点で自治体

にとっては優位な方式であることも触れてよいと思う。御指摘の点については書き加えるとい

うことで資料 2 の内容について了承したいと思うが、いかがか。 

（異議なし） 

○会長 それでは、事務局の提案について、足りない点を書き足すという条件をつけて了承す

る。 

 

議題２ 最終報告書のまとめ 

 

○事務局  資料 3 について説明 

 

○会長 最終報告書（案）については、目次があって、１の「はじめに」から続いて、最後が

「おわりに」という構成である。8 章「今後の施設計画検討」については先ほど議論していた

だいた点を入れて整理するということである。そして、最後の「おわりに」で決意表明をして

いるという形である。この報告書は、検討会としての報告書であるため、最後記載には、「あ

り方検討会が、市民とともにつくるごみ処理施設検討の第一歩となり、今後も広く市民参加の

機会を設けて計画が進められることを望みます。」として、検討会として望むというまとめに

なっている。来年度、市が基本方針の検討を行い、その内容をこの検討会に報告する予定とし

ていることも、ここで記載されていると理解できる。これについて御意見、御質問があれば伺

いたい。 

○委員 私の意見を全て直さなければいけないということではないが、できればということで

発言させていただく。報告書を通して、データを積み上げて考察し、結論を出すといった構成

であり、何を検討して、どのような結論になったのかという要旨が多少見えにくい面があると

思う。そのため、できれば報告書の概要があるといいと思う。また、検討会の検討フローなど
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もあればわかりやすいと思う。この報告書をつくるためのフローと、今後の全体計画の流れの

中で、検討会で検討した分野の内容と報告書の位置づけが見えるような形でのフローがあると

よいと思う。 

また、目次はタイトルをみて報告書の内容がわかるような記述にしてほしい。 

つぎに、81 ページに住民アンケートが参考で添付されているが、こちらも目次立ての中には

記載がなく、住民アンケートを実施し検討材料としたことが分かりづらい部分があり、住民ア

ンケート自体を添付資料とするなどの工夫が必要と考える。その際に、アンケートの調査対

象、方法、実施日等の概要を記載する必要があると思う。 

最後に、用語集をつけられたのは非常によいと思うが、説明が必要な用語でも用語集に含ま

れていないものがあるように思う。例えば、サーマルリサイクル、マテリアルリサイクル、

3R、エコタウン、コミュニティビジネス、焼却灰、飛灰、スラグ、溶融飛灰、バイオガス、発

酵残さ、RDF、ダイオキシンなどがある。これらは、検討会で共有できている用語であるが、

用語集に含めるべきと思う。一般の方が読んだときに分かりやすいように、テクニカルな用語

だけでなく、もう少し政策用語的なものも入れてもいいと思う。 

○会長 1 つは報告書の概要作成について、それとあわせて検討のフローや報告書の位置づけ

がわかるようにしたらいかがかということ。2 つめは、目次で中身がわかるようなタイトルと

すること。3 つめは、住民アンケートを後ろに添付する等の工夫をするとともに、調査概要や

調査対象なども本文中に示した上で整理すること。4 つめは、用語集に含める用語を見直し、

追加すること。いずれも、この報告書を分かりやすくするための工夫だと思うので、ぜひ取り

組んでいただきたいと思う。事務局いかがですか。 

○事務局 この報告書は、御議論いただいた内容を概ね全て載せているものだが、中間報告書

と同様、概要版の作成を考えており、できるだけ分かりやすいものを作りたいと思う。 

○委員 一般向けには概要版のほうでお見せするということか。 

○事務局 報告書については、ホームページで全編と概要版の両方を見られる形にさせていた

だきたいと思う。2 つめの目次については、目次タイトルで内容が分かるよう記載を修正した

いと思う。3 つめのアンケートに関しては、添付資料に整理するなど検討させていただくと共

に、本文中との関連箇所がわかりにくい点があるためその箇所を明記し、調査概要についても

修正させていただきたい。4 つめの用語集についても、報告書の中で説明が必要な用語を改め

て確認し、整理させていただきたいと思う。 
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○会長 基本的には御指摘の部分について、市としてきちんと対応することでよろしいか。 

○事務局 はい。 

○委員 用語集について、特にごみ処理方式の内容では、日常会話で使用しない言葉が多く出

ている。報告書末尾に用語集をつけるだけではなくて、ページ下部に文章内の用語をキーワー

ドとして載せれば、後で用語集を見ることができる。そのような皆さんが読みやすい工夫をし

ていただけたらと思う。 

○事務局 御指摘の点を考慮して、わかりやすいものにしたいと思う。 

○会長 清掃施設の用語は、一般の方にわからないことが多いので、なるべくわかりやすく用

語集をつくり、キーワードを記載する等、読みやすい工夫をしていただきたい。 

○事務局 はい。 

○会長 よろしくお願いします。せっかくいい検討をしたのだから、誰もが読んでわかるよう

な体裁にしてくださいという御指摘だと思う。それでは、御指摘の部分を修正することを条件

として、事務局の提案を了承したいと思うが、いかがか。 

（異議なし） 

○会長 それでは、最終報告書については、御指摘の部分の修正を条件にとりまとめることと

したいと思う。報告書の製本に当たりいろいろ御指摘の点を修正する必要があるが、本年度は

今回が最終回となるので、中身の言い回しや記載の最終調整は事務局と私と副会長に一任して

いただけたらと思うが、いかがか。 

（異議なし） 

〇会長 それでは、一任とさせていただく。 

〇会長 来年度は本検討会の議論を参考に、市にて基本方針の検討を進めていくことになる。

市はその進捗を検討会に報告することとしている、その内容について事務局より説明を願う。 

〇事務局 第 11、12 回の検討会でも触れたが、平成 30 年度からは検討会の最終報告書を参考

に、市が基本方針の策定に向けて取り組む予定である。その過程において素案や市民説明会等

の進捗状況を御報告するとともに、御意見等があれば頂戴したい。皆様の御負担にならない範

囲で年 2 回程度検討会を開催したいと考えている。お忙しいとは存じますが、委員として引き

続き御協力をお願いしたい。 

〇会長 来年、市でいろいろ検討するが、年 2 回程度この検討会を開き、市での検討内容につ

いて御報告、御意見を頂戴したいということで、検討会を続けるとのことである。引き続きよ
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ろしくお願いする。 

 

各委員の感想 

議事の最後に、各委員より本検討会を通じて感想をいただいた。 

 

〇会長  

 皆様のご協力に感謝申し上げる。 

 以上で本日の議事を終了とする。 

 

・その他 

 

○事務局 今後、検討会の最終報告書を参考に、市が基本方針の策定に向けて取り組んでい

く。平成 30 年度以降も引き続き御協力をお願いしたい。 

また、委員の皆様には平成 28 年度からこれまで 2 年間にわたり、さまざまな視点から御議

論をいただき、最終報告書を取りまとめることができた。改めて、会長を初め委員の皆様には

深く感謝申し上げる。 

最終報告書の構成等についは、会長、副会長、事務局に御一任いただくということで御了承

をいただいた。製本については、今月 29 日に会長、副会長を通じて市長に御提出される予定

である。なお、委員の皆様のお手元にも、その後、改めて配付させていただく。 

 

５．市長挨拶 

平成 28 年 7 月にスタートした本検討会は、13 回にわたり開催された。地元自治会長の皆

様、公募市民の委員にはいろいろな点で御指摘をいただき、学識経験者の委員には専門的な知

見から御指導をいただいて、新たなごみ中間処理施設を検討する上で踏まえなければならない

内容は網羅的に議論ができたのではないかと考えている。委員の皆様には 2 年の長きにわた

り、熱心に御討議いただいたことに、改めて市長として感謝を申し上げる。 

今回の検討会において、目指す方向性としてどんな施設を計画すればよいのかを検討し、処

理方式についても御議論され、大筋の方向づけをしていただいたと思う。これを踏まえて、市

として方針の素案をつくり、今度は広く市民の皆様の御意見をいただきながら確定していきた
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いと考えている。また、委員の皆様には来年度もしかるべき時期に、御意見をいただく予定で

ある。 

いずれにしても、この問題は市民の皆様、特に施設周辺の市民の皆様との信頼関係を抜きに

は前に進むことはできないため、技術的なことを一般の市民の方にわかりやすく御理解いただ

く努力を我々はこれからも続けていかなければならないと考えている。 

平成 30 年度には、東村山市として新たなごみ処理施設のあり方についての方向づけを進め

てまいりたいと考えており、引き続き皆様には御指導、御協力をいただきたく、よろしくお願

い申し上げる。 

最後に、改めて委員各位に感謝を申し上げるとともに、委員の皆様の今後ますますの御健勝

と御活躍をお祈りして、お礼の御挨拶にかえさせていただく。 

 

６．閉  会 

 

 


