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会  議  経  過  

１．市長挨拶 

 本日は大変お忙しいところ、第 9 回「ごみ処理施設のあり方検討会」にご出席頂き、誠に感

謝申し上げるとともに、前回まで真摯にご審議頂いたこと、御礼を申し上げる。 

今部長から報告を受けたが、中国の蘇州市と当市は友好交流都市締結をしており、東京２０

２０オリンピック・パラリンピック競技大会に向けてスポーツ交流をしようということで、昨

年暮れに中国の蘇州市に訪問した。その後話が進み、先週の２６日、２７日の２日間にわた

り、蘇州市の少年サッカー交流代表団、２５名と、２６日に久米川東小学校で東村山市の小学

生とサッカー交流した。また、今回、外務省の外郭団体の日中友好会館の事業として防災施設

とかごみ処理施設の見学が含まれており、２７日午前中は蘇州の小学生と引率者の方々が秋水

園を見学し、非常に興味深くご覧いただいたとのことである。特にとんぼ工房の木工品に中国

の子供たちは非常に関心を持ち、多く購入していただいた。 

本日は前回に引き続き、新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」についてのまとめ、施

設整備用地に関する検討のほか、ごみ処理施設整備スケジュールの検討ということで、盛りだ

くさんな内容であるが、効率的に密度の濃いご審議をしていただいて、実り多い検討会として

いただけるようお願い申し上げて、簡単ではあるが、冒頭、市長としての挨拶にかえさせてい

ただく。 

 

２．開  会 

 

・公開非公開について 

 

○会長 まず、最初に、本会議の公開非公開について確認を行う。本日の議事内容は前回検討

会での意見の整理と議題が１から３となっている。その内、議題３（２）法人所有地の一次

検討については、東村山市情報公開条例に規定する非公開情報に該当するため非公開とし、

その他の議事は公開することについてお諮りする。いかがか。 

○委員一同 異議なし。 

〇会長 異議なしということであるため、議題３（２）法人所有地の 1 次検討の議題のみ非公

開として取り扱うこととする。 
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３．確認事項 

 

・第 8 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したということで、報告を了承したい。 

 

４．議 事 

 

議題１ 新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」についてのまとめ 

 

○事務局  資料２について説明 

 

○会長 抽出されたキーワードの分析を行うことで、「目指すべき方向性のコンセプト

（案）」は、「ごみを適正かつ安全に処理し安心を得るとともに、市民が誇れる「ごみ処理

施設」をつくる」とし、また、「目指すべき方向性（案）」は、「常にごみを安全かつ安定

的に処理する施設をつくる」「循環型社会の形成に資する施設をつくる」「地域社会に貢献

できる施設をつくる」「低炭素社会の資する施設をつくる」「経済性に優れた施設をつく

る」としてまとめられた。「市民が誇れる」という言葉はとても良いと思う。このまとめに

対して、御意見、御質問を伺いたい。 

○委員 市民が誇れるというキーワードが、「目指すべき方向性」のコンセプトに記載された

ことで、前向きに施設を作っていく印象が出て、非常に良いことと思う。細かい指摘だが、

項目③の「地域社会に貢献できる施設」は、表現方法が上から目線となっているため、「市

民が参加する」や「市民協働の施設とする」などの表現とできるか、再度検討願いたい。 

また、項目④「低炭素社会に資する施設をつくる」を掲げること自体は非常に良いことであ

り、ごみ発電によって大きなＣＯ2 削減になることはよいことであると思う。合わせて、ご

み発電も含めた再生可能エネルギーの活用も考慮し、「エネルギーを自分たちでつくる」、
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「低炭素社会・エネルギー自治に資する施設をつくる」、また「エネルギー自治」という言

葉を方向性に追加した方がよいのではないか。 

○事務局 項目③「地域社会に貢献できる施設」については、「協働」というキーワードも抽

出されているため、分析を踏まえて、再度検討を行う。 

○会長 「低炭素社会に資する施設つくる」については、東日本大震災以来、エネルギー自立

型の施設ということがよく言及されてようになってきているので、そのような内容を方向性

にも取り入れるということでよろしいか。 

○委員 皆さんの御意見も伺いたい。 

○会長 確実に稼働し、安全な施設であるということは、地域社会において有益であり、一緒

に社会を形成してけるような施設であるという意思が込められていると思う。 

○委員 この通りできるのであれば、これ以上検討の必要はなく、確実に実行してほしい。 

○委員 「エネルギー自治」という言葉は、自立したエネルギー確保ができる施設とする、も

しくは、災害時などに地域のエネルギー源として利用できる施設とするという 2 つの意味が

あり、どちらを採用するかで意味が異なると考える。風力発電とか太陽光発電の採用事例は

多いが、自立したエネルギー確保ができる施設は、実際には存在しない。再生可能エネルギ

ーを活用することは賛成だが、自治と言うことで、エネルギー面で自立した施設とすると捉

えられる可能性がある。 

○委員 再生可能エネルギーというのは、風力や太陽光など自然エネルギーだけではなくて、

ごみ発電も再生可能エネルギーだという位置づけだと思う。第一に、ごみ発電を行うことが

重要であると考える。ごみ発電を行った上で、災害時のエネルギー自給や地域への電力供給

を考慮すると、蓄電池なども検討する必要があるかもしれない。 

○委員 そのような設備に費用をかけると、逆に経済性の問題が出てくる可能性がある。ごみ

発電では、エネルギー面で自立した発電は行えない。自治という言葉にこだわらず、別の表

現にした方がよいと考える。 

○委員 太陽光発電等を採用するより、まずごみ発電を確実行うことが重要であると考える。

その上で、太陽光発電等の採用も検討できればよいと考える。 

○会長 「低炭素社会に資する施設をつくる」の内容にある「ごみ処理にかかわるエネルギー

を有効利用できる施設」を「ごみの持つエネルギーを有効利用できる施設」と変えること

で、広くごみのエネルギーを有効活用できる施設としてわかりやすい表現にしてはどうか。 
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○委員 表現の仕方について、ごみということに余り固執することなく、「ごみを含むエネル

ギーの有効活用」というような表現にしたほうがよいと考える。今後、新たにエネルギー活

用の方法が出てくる２０年、３０年先を見据える施設であれば、あえてエネルギーの活用方

法を曖昧とした方がよいと考える。 

○会長 事務局の意見を伺いたい。 

○事務局 いただいた議論を踏まえ、次回までにキーワード及び全体の言葉の整理を行い、改

めて方向性について提示させていただく。 

○会長 幾つかの点について指摘がありましたので、それらの趣旨を踏まえた形で、もう一度

整理して、次回に最終のまとめを提案することにさせていただきたい。 

○委員 今後、コンセプトに基づき施設の設計要件や仕様につなげていくと思うが、施設の計

画づくりにもっと徹底して市民の意見を聞き、自分の意見が反映された施設となれば、市民

が誇れる施設となることにつながっていくと思う。また、環境学習については、一般的には

見学コースの設置等があげられるが、積極的なところだと、エネルギー環境教育ができる施

設も附帯する例もある。また、エネルギーに関して、太陽光パネルの設置やごみ発電に伴う

蓄電池設置等について論点とあげられる。そのようなことを関連して、今後議論をする必要

があると思う。 

○会長 エネルギーの有効利用については、内容を特定してしまうと将来的に対応ができなく

なるので、内容は特定せず、少しファジーにしておくということで、今の意見も含めて次回

提案していただきたい。 

○市長 計画の策定について、当市では、既に「東村山市みんなで進めるまちづくり基本条

例」があり、基本的には「市民との情報共有」「市民参加」「協働」ということがまちづく

りの 3 原則になっている。２８年度に「東村山市市民参加に関する基本方針（案）」の策定

を進めてり、基本的な条例の制定、改廃、それからこのような大型の公共施設等をつくる場

合には必ず何らかの市民参加の手法をとらなければならないと定めている。この検討会も少

数ではありますけれども、公募の市民の方もお入りいただいており、周辺の自治会の方にも

お入りいただいているということで、１つの市民参加の手法と捉えている。これまでも事務

局から答弁させていただいているが、この検討会でおおよそ話がまとまれば、それを踏まえ

て市としての考え方をもう一度整理して、広く市民の皆さんに説明しながら、また御意見を

承っていく作業をしたいと考えていて、それは当市の基本的なスタンスとして、これだけ大
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きなものをつくることになれば、広く多くの市民の皆さんの御意見を承った上で最終的に進

めることにさせていただきたい。そのように進めなければ、合意形成を図るのが非常に難し

い。リサイクルセンター計画時にも住民投票の直接請求が出されて、いろいろ議論があった

末に議会では住民投票については否決されて至ったという経過がある。我々としては、丁寧

に進めてきたつもりではあるだが、ごみ処理施設の場合はいろいろな考え方があるため、

我々としてはこれからも丁寧に市民の皆さんのさまざまな御意見を十分聞きながら、当然全

てを包含するのはなかなか難しいけれども、そこは十分斟酌しながら進めていきたいと考え

ている。 

○委員 環境学習施設を附帯させるということについて、意見を伺いたい。 

○市長 基本的には環境学習については、「市民の意識の向上に資する施設」という記載であ

るので、先ほど御提案いただいたエネルギーの自治についてはこの施設単独ではとてもでき

ないが、資源循環部でも例えば電力消費の低減に資するようなさまざまな啓発事業も行って

いるので、そういったことをより進める拠点にする必要があると考える。 

○委員 地球温暖化の問題やエネルギーも含めた環境に関して啓発できることを考えている

か。 

○市長 はい。 

○委員 財源との兼ね合いはあるが、それは非常に良いことであると思う。 

○会長 福井県の施設で、８４ｔの規模で１，４００ｋｗ程の発電をする施設の事例もあり、

エネルギーを積極的に利用して地球温暖化に資するという施設にはなっている。今後、この

ようなキーワードをもとに要求水準書や仕様書等を策定し、今議論した点を展開していくこ

とが必要であると思う。 

○委員 今後、施設計画を策定する段階で市民からは賛否の意見はいろいろ出てくることが予

想されるが、人が生活する上ではごみ処理施設は必要な施設であるため、誰もがまずごみ処

理等の基本的な知識を学べるごと重要である。また、いまの小学生の中から、将来、ごみの

専門家や環境の専門家となる生徒が出てくるかもしれないので、そういうところを意識して

環境学習施設をつくっていただきたい。３０年後の社会を想定し、市民が学習できるような

施設を、新しいごみ施設に附帯させてつくっていただきたいと思う。 

○会長 「目指すべき方向性」について、より具体的に書くか、ファジーに書くかというとこ

ろが議論されたが、今の意見も入れ、次回提案していただきたい。私見だが、多摩地域は住
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民参加の行政を進めており、その点では日本でも先進地域だと思うので、住民の意見を聞き

ながら進めていくことは間違いなくやっていると思う。 

 

議題２ ごみ処理施設整備スケジュールの検討 

 

○事務局  資料３について説明 

 

○会長 ごみ処理施設整備のスケジュールについて説明があったが、今回、新しいごみ処理施

設の計画フローを検討し、次回、整備スケジュールの検討をするということである。資料内

の計画フローの整理で、建設工事が始まるまでに行う事項についてまとめられている。今回

のあり方検討会の後、あり方検討会の内容を受けて基本方針を決めることになり、基本方針

が決まった後、基本計画、基礎調査、生活環境影響調査、事業方式検討という段階を経て事

業者選定に入っていくことになる。事業者選定というのは、仕様書とか要求水準書で、市の

求める施設の姿を文書にし、それを事業者に提示して入札に付して事業者を決めるというこ

とになる。事業者選定の初期段階で、実際に市が求める施設の姿が決まることになる。それ

までは基本的な計画であるとか方針を決めていくことになる。また、建設工事は大体３年か

ら３年半かかり、事業者選定だったら１年半ぐらいかかるため、必要な期間はそれぞれ異な

るため、単純に足した数だけ年数がかかるということではないではないが、このような段取

りを踏むことが示されている。今回はフローを提示し、了解してもらい、次回に、実際に具

体的な時間軸の入ったスケジュールをお示しするという順番になるという説明である。御意

見、御質問を伺いたい。 

○委員 図１は平成１７年から１０年間で廃止された施設の供用年数を示しているが、時系列

で供用年数の傾向を把握することができる資料があると、より議論が深まると思う。 

○事務局 次回までに検討する。 

○市長 4 年で供用をやめている施設もあれば、44 年供用されている施設もある。 

○委員 焼却施設は、施設、装置を含め、技術進歩が速い。近年は技術が向上し、供用年数が

伸びていると考えられるので、それが読み取れるような資料があるとよいと思う。 

○会長 ガス化溶融炉が多く採用されていた時期があったが、中には技術力のないプラント会

社もあり、不具合等で３～4 年で廃炉となってしまう事例もある。 
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○委員 図１の後半の 5 年は、ガス化溶融炉は採用されていないと思うので、以降は供用年数

の傾向が変わってきているかもしれない。 

○会長 このような計画フローを通し、最終的にごみ処理施設を建設するということになる

が、今後も皆さんの意見をお聞きする機会はあり、そういう意味で参加型の行政ということ

で、皆さんの意見を反映しながら方針を決めていくことになるかと思う。 

○委員 ごみ処理施設の計画スケジュールの検討において、市民参加、市民説明、意見交換、

ワークショップ等のフローも記載した方がよいと考える。例えば、あり方検討会が今年の 9

月で終了後、年度の後半にはまた意見を聞く機会は設けるのであれば、そのような内容を記

載した方がよいと考える。また、基本方針や施設計画の策定の中で、ごみ処理施設の運営の

計画に対して市民が意見することは難しいかもしれないが、環境学習的な部分の運営等につ

いては、市民参加の方式と取り入れることもあり得ると思う。 

○事務局 パブリックコメント、ワークショップや説明会等の細かい時期についてはお示しで

きないが、市民参加や市民周知をして意見を聞いていくということは示せると思う。 

○会長 具体的な部分までは記載できないが、市民参加の方向性については、記載することを

検討していくこととする。 それでは、この整備スケジュールの検討のうち、新しいごみ処

理施設の計画フローについては了承したいと思う。 

 

議題３ 施設整備用地に関する検討 

 

・公有地の 2 次検討 

 

○事務局  資料４について説明 

 

○会長  資料４に基づいて公有地の 7 箇所の２次検討について説明があったが、御意見、御

質問を伺いたい。事務局に質問だが、本検討会では比較項目ごとに評価したが、最終的な評

価は、次回以降に行うということでよろしいか。 

○事務局 本日御議論いただいた内容を含めて整理させていただき、次回、一覧でわかるよう

な形でとりまとめを提示させていいただく。 

○会長 今回は、比較項目ごとに比較検討してどの用地が優位であるかを整理し、次回は、本
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日の議論も踏まえ、最終的に一覧表にしてお示しするという内容であある。 

○委員 2 次検討された用地の中で、施設整備用地として可能性があるのは、運動公園と秋水

園が、ある程度は可能性があると思うが、運動公園を施設整備用地とした場合、第一種低層

住居専用地域、第二種中高層住居専用地域の用途地域の変更は可能なのか。 

○事務局 用途地域の変更は可能ではあるが、長期計画や、都市マスタープランへの位置づけ

た上で、住民説明やさまざまな住民合意を行う必要があり、実際に行うことはなかなか難し

い。また、ごみ処理施設を設置する場合は建築基準法第５１条における都市計画決定を行う

必要があり審議会の議を経てという過程を経ることになるため、その点でもハードルは高い

ものと考えられる。 

○委員 周辺関連施設と一体的に考えた場合、現況の秋水園の跡地が一番適切であることは一

目瞭然だが、１つ１つ検討を行い、最終的な用地を選定するということになろうかと思う。 

○会長 次回提示予定の一覧表を基に、それぞれの用地のどこが弱点で、どこがいいのかとい

う議論ができると思う。 

○会長 次回、もう一度議論するということで、一覧表を整理していただくこととする。 

 

○会長 以上を持って、本日の公開する議事は終了となる。以降は非公開の議事を取り扱うた

め、傍聴者は退室をお願いする。 

 

・法人所有地の１次検討 

 

議題３「施設整備用地に関する検討」の「（２）法人所有地の１次検討」については東村山市

情報公開条例に規定する非公開情報に該当するため非公開で行った。 

 

・その他 

 

○事務局 第１０回あり方検討会については、９月９日の開催を予定しているので、調整をお

願いしたい。 

 

○事務局  閉会挨拶 
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５．閉  会 

 


