
第１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１回 東村山市ごみ処理施設のあり方検討会 

日 時：2016年７月２７日（水）13:30～15:00 

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、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、浦田秀人委員、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／上坂裕美委員 

【議事】 

議題１：ごみ処理施設のあり方検討会について 

議題２：東村山市のごみ処理の現状と周辺自治体の動向 

議題３：市民アンケート等の実施方針（案）について 

議題４：その他 
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第１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：ごみ処理施設のあり方検討会について 

意見 

検討会開催日程について 

（委員）あり方検討会の開催日程について、第 3回以降土日の開催についても検討頂きた

い。 

議論 
（事務局）検討させて頂く。 

意見 

施設用地について 

（委員）単独処理の場合の施設用地として、秋水園ありきなのか、あるいは他の可能性もあ

るのかということも含めて検討するという考え方でよいか。 

議論 

（事務局）この検討会で方向性を決定して頂くというわけではなく、頂いた意見について

は、最終的に市が策定する基本方針に反映していきたいと考えている。 

意見 

単独処理・広域処理について 

（委員）広域処理と単独処理ということを早い段階で決めずに、最後まで検討課題に残して

いくということなのかと思っているが、その場合、広域処理とした際の廃棄物処理量の

予測や、処理システム、処理方式なども検討していくことになると思うが、そういう考

え方でいいのか。要するに、広域と単独の場合で常に比較しながら全てのことを検討し

ていくということを最後までやるという考えなのか、確認したい。 

議論 

（事務局）そういった考え方で丁寧に進めていきたいと考えている。 

（委員）広域と単独について、それぞれ問題点があるため、当面は二本立てで進め、例えば

広域の場合どのような問題があるかということを踏まえながら、単独の場合、施設を他

の地区に建設する際、住民がどうなるのかということ等を踏まえながら、各議題におい

て詳細に議論してもいいのではないか。 

（副会長）広域の場合、収支が大きく変わるため、この範囲でやればこのような経済性がと

れるとか、議論すべき事項は多々ある。そのため、連携する自治体が決まらなくても、

一般的な議論を積み上げていって、方向性を決めればいいと考える。連携する自治体と

の協議も必要であるため、１年で検討するというのは難しいのではないか。もし課題が

残れば、残した形でというのはあっていい。結論を出す必要はないと考える。中間報告

の後、最終報告をまとめる期間があるため、そこでさらに議論してもいい。 

（会長）本年度が中間の取りまとめ、来年度が最終のまとめということで、本年度中には少

なくとも課題の整理をやっていきたい。ただ、方向性を早く決める必要もあるため、少

なくとも来年度に方向性を決定するということでよいか。 

（委員）いいのではないか。 
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議題２：東村山市のごみ処理の現状と周辺自治体の動向 

意見 

施設規模の算定について 

（委員）最新の一般廃棄物処理基本計画においては、目標年次が２０２０年となっている

が、今回整備する施設は２０５０年頃まで使う。２０５０年頃までの廃棄物の発生量の

予測なりや目標設定をしていかなければいけないと思うが、定量的な話だけではなく、

循環型社会というものをどのように作っていくかという定性的な議論の徹底が必要だと

思うが、どのようにお考えか。いつ頃まで予測するのかという部分と定性的な目標設定

の議論はどのようにされるのか、もう一度確認したい。 

議論 

（会長）循環型社会づくりという観点からすると、リサイクル率、資源化率を上げていくと

いう方策をとっていく。それを反映した施設計画を立てていくことになると思う。 

（委員）大幅に減らすという目標もあり得ると思う。人口の減少もあるため、かなり減ると

いう状況を予測してということになるのだと思う。おそらく２０４０年ぐらいを予測す

るのだと思うが、そういうことでよいか。 

（事務局）人口が減少傾向になっているため、施設の建設年が最も人口が多いという推計に

なる。そのため、建設時の人口が一番多くなることを見越して推計をつくる必要がある

と考えている。 

（委員）お願いになるが、人口に対して掛け算する１人１日当たりの発生量については同じ

値で推計しようとされている。目標としては、物理的に可能な削減量を設定し、それも

含めて予測されるといいと思う。検討頂きたい。 

議題３：市民アンケート等の実施方針（案）について 

意見 

市民アンケートについて 

（委員）市民アンケートは非常に重要だと思うが、長期的な話であるため、次世代の人たち

の意見を明確に把握する必要があると考える。市民アンケートをすると、若い世代の回

収率が低いため、若い世代を中心にデータ集めるようなことも配慮して調査されるとい

いと考える。市民の意見交換は年代や性別等の属性を区別し、それぞれの属性の意見を

はっきりさせることが重要。そうでなければ、特定の人たちの意見を聞いたということ

になりがちであるため、留意頂きたい。 

議論 

（事務局）アンケートについては、意見を参考にし、有効なアンケート結果となるように取

りまとめたい。 
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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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第 4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4回 東村山市ごみ処理施設のあり方検討会 

日 時：2016年11月26日（土）15:00～17:00 

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、 

肥沼和幸委員、諸星伊久男委員、浦田秀人委員、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、市川忠文委員、齋藤隆委員 

【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

・社会的側面の検討

・実現可能性の検討

--------------------------------------------------------------------------- 
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第 4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

意見 

トータルコストについて

（委員）トータルの費用を検討する必要があるが、その評価はしないのか。広域処理のほうが安

くなると思われるが、整理して明確にしてほしい。 

議論 
（事務局）次回までに整理させて頂く。 

・社会的側面の検討

意見 

災害時の対応について 

（委員） 柳泉園組合や小平・村山・大和衛生組合の資料はないのか。身近な組合の資料が見た

い。それは取れないのか。 

議論 

（事務局）情報を入手でるものとできないものがある。また、今後に向けた検討を行っていくと

いう点では、直近に整備された施設ではどういった対策がなされている等、新しい施設で比較

しなければならないため、そういった構成になっている。ただ、調べて分かるものは提示して

いきたい。  

（委員）情報が入手しにくいということであれば、仕方がないということでよい。 

まとめ 

東日本大震災以降に計画された焼却施設は、災害ごみ対策や避難施設等としての機能を取り

入れた計画としている施設が多いが、震災以前に計画された焼却施設は、近隣の組合を含め、

ほとんどの施設において、災害ごみ対策や避難施設等としての機能は整備されていない。 

意見 

分別収集区分について 

（委員）広域化に伴って分別・収集の細分化・簡素化が求められる可能性があるということだ

が、簡素化するということはまずあり得ないと考える。 

 排出量が少ない自治体、若しくはより施策が強い自治体に合わせていくことになると考え

る。そうすると、具体的に東村山がどこと組む場合はより細分化しなければならない等の話に

なると考える。その辺、具体的に提示して頂いた方が良い。 

議論 

（事務局）実際に広域処理を行う流れになれば、分別区分については全体で協議する事項になる

ため、あまり明確にはできない。細分化・簡素化の両面の可能性があるため、このような記載

内容としている。 

（会長）課題を指摘したという段階にとどめてあるということで、実際に協働するに当たって

は、当然もっと詳細に検討しなければいけない。 
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意見 

防災機能の整備について 

（委員）広域処理かつ市外に焼却施設を整備する場合を考えると、既存施設の跡地利用について

も併せて議論する必要があると考える。仮に跡地を広域処理の関連で使うことがあるとすれ

ば、一概に防災機能がないということにもならない。 

議論 

（市長）跡地利用は白紙である。可燃ごみ系を広域化したとしても、不燃ごみ・資源ごみは当市

単独で既存の施設で行っていく必要がある。その時に必要な施設については考えていく必要は

あるが、現在では可燃ごみの方向性が決まらなければ、踏み込んだ議論はできない。 

（委員）跡地の有効利用という可能性があり得るということも。それによってプラスの面もある

と考える。 

（市長）現在、市の考え方として「公共施設の再生」というのが大きなテーマになっており、施

設、インフラを含めて今後３０年間で年間 50 億円程度の巨額な費用がかかる。現在、当市が

インフラを含めて施設整備等に充てられている金額が毎年２５億円程度だが、既に持っている

施設・インフラを今の状況のまま維持・管理していくというのは、かなり厳しいということが

見えてきており、どう再生整備をしていくのかというのが大きな課題になっている。 

基本的にはこれから学校施設等の建替えに合わせ、周辺施設の機能を集約することによって

公共施設の総床面積を減らしていくという方向性は出している。 

そういう中で、仮に秋水園の焼却施設がなくなって跡地があったとしても、大規模な施設を

ここに集約するということは施設再生の考え方からすると難しい。 

（委員）土地を求めている施設があるのであれば、跡地を利用するという考え方もあるかという

意味で伺ったため、そういう事情があるわけではないということで理解した。 

・実現可能性の検討

意見 

広域処理の実現性について 

（委員）昨日の新聞に、多摩の９首長が連携サミットを来年の１月３１日に開催するという記事

があった。広域行政圏のような方法が実現するか分からないが、新しい仕組み等がもし芽生え

るのであればまた話が変わってくる。その辺の情報について、何かつかんでいれば教えて頂き

たい。 

議論 
（事務局）今の焼却施設に関しては詳細把握していないが、今後も注視していきたい。 

（会長）情報を十分に収集すること。 
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意見 

広域処理の実現性について 

（委員）実現可能性について、調査内容としてはこれで良いと思うが、様々な可能性をという意

味で、もう少し意見交換があってもいいのではという意味で申し上げたい。 

 まず柳泉園の方で、運用していく中でごみの焼却量が減っていき、東村山市分の受け入れが

できる等の可能性もあるのではないか。そうすると、既存施設の延命をしながら、受け入れ可

能な状況の中で渡していくということは全くあり得ないことなのか。 

 あるいは、小平・村山・大和衛生組合も、既に３市合意しているかもしれないが、まだ設計

しているわけではないため、仲間に入れてもらうこともあり得ないわけではないと考える。周

辺の地域を見ると、東村山市のみが単独処理になってしまっている状況が、あまり良い状況で

はないと思ったため、ほかの施設と組んでいく可能性がないと言い切ってしまっていいことな

のか、もう少し議論があったほうがいいと感じたため、提起させて頂く。 

議論 

（委員）東村山市は柳泉園との広域化を検討した経過がある。その際に、一部は秋水園で処理す

るよう、柳泉園組合から要求があった。そうすると、秋水園で稼働した上で、柳泉園に負担金

を出すことになる。そして、震災があった場合、交通渋滞によってごみを運搬できないおそれ

もある。単独処理とした方が良いと自分は考えている。 

（市長）柳泉園の方もごみ量が減っているが、３１５トン炉で４市全て受け入れられるかという

のはまだ微妙なところだと考える。ただ、柳泉園の処理量がどういう傾向で推移しているのか

ということについては、提示できると考える。ただ、具体的には交渉が必要となり、数字だけ

の話ではなく、難しい問題もあることから、明確には言えない。 

 また、小平・村山・大和衛生組合もスケジュール上は当市に一番近いが、こちらも実は小平

市が焼却施設、武蔵村山市が３市のし尿処理、東大和市が３市の資源ごみ処理を行うというこ

とを前提として焼却施設の更新を目指しているため、新規で東村山が加わる場合、何をやるの

かということになると非常に難しい交渉にならざるを得ないと感じている。 

（委員）ごみ処理に限らず広域連携を求められる時代になっていくのだと思う。その中でごみ処

理のあり方も変わっていく可能性もあるため、今後そういう議論の中での判断もあると考え

た。現状の調査としてはこのようなまとめで良い。 

まとめ 

小平・村山・大和衛生組合においては、不燃・粗大ごみ、資源ごみ、し尿等も含めた広域処

理計画の中に焼却施設が組み込まれ、計画されている事から、現段階から東村山市が参加する

ことは非常に難しい状況となっている。 

また、柳泉園組合での可燃ごみ受入の可能性については調査を行い、結果については、第 5

回あり方検討会にて議論する。 
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意見 

単独処理と広域処理の比較について 

（委員）市内の方と話していたときに、煙突は一度撤去すると二度と建てられないという話を伺

った。私はどちらかといえば広域処理を行った方が費用も安く、良いと思っていたが、そうい

う話を伺って、先日から悩んでいる。 

他市の焼却施設でごみ処理を行うということは、予算的な面や、越境してごみを持っていく

ことで、様々な抵抗も予想され、難しいと察する。ただ、もし単独処理とする場合に、電気等

のエネルギー供給や、環境的なイメージ等、そこに付加価値が生まれ、より良い施設になるの

であればやりがいがあるだろうし、そうするためには費用も要る。単純には比較できないとた

め、市の理念や計画等について、もう少し明確に提示して頂きたい。 

議論 

（会長）最近では周辺住民に対して役に立つ施設が求められる。 

（事務局）市民アンケートの調査の結果も含め、検討できればと思う。 

（市長）おっしゃる通り、現段階では単純な比較はできない部分がある。経済性の面で言えば広

域処理の方がコスト的に低減されるのは間違いない。ただ、実現可能性の面になるとハードル

が高いと言わざるを得ない。 

 新たな焼却施設についても、最初から秋水園ありきで考えているというわけではない。市内

の別の土地となれば当然費用も必要となり、その周辺住民の理解を得られるのかなど、さまざ

まな課題もあるのも事実。 

市としては、できるだけ迷惑施設でない形にしたいと考え、搬入台数については、劇的にと

言っても過言ではないくらい減ってきたと考えている。また、リサイクルセンターを建てかえ

ざるを得ないという判断をしたのは、かつてのリサイクル作業所は開放型の施設であり、周辺

に対して騒音と臭気が出るということを踏まえ、建てかえを行い、今は音や臭気はないものと

考えている。 

 議論の結果、この秋水園で引き続きごみ処理をするとすれば、地域へのエネルギー還元や防

災機能の強化等は当然付加していく必要があるとは考えているが、単独処理・広域処理の議論

や、今後の具体的な処理方法に関する議論を経ないと、明確な方針を提示することは難しい。 

まとめ 

具体的な整備方針については、単独処理・広域処理の方向性を決定した上で、市内に焼却施

設を整備する方針となった場合は、地域へのエネルギー還元や防災機能について、施設整備基

本計画の段階において検討していく。 
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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 

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

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 2 万 5000 坪全域

を買収することとなった。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。 
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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、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、むしろそちらに動くほうが多

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、安心して住めるまちづくりに資する施設という考え方、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検

討を始めている。今後それが公表されれば、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。 

－ 添付資料 4 - 22 －



第６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６回 東村山市ごみ処理施設のあり方検討会 

日 時：2017年３月１３日（月）14:30～15:30 

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、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／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のまとめ 

議題 ：今後の検討課題 

議題３：中間報告書のとりまとめ  

--------------------------------------------------------------------------- 
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第６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のまとめ 

議論 

会長より、「資料２：単独処理及び広域処理に関する検討のまとめ」については、前回いろいろ

議論した中で取りまとめた内容であり、了解されたということで取り扱いたい旨の確認があり、

出席の全委員に了承された。 

議題２：今後の検討課題 

議論 

（会長）平成２８年度のあり方検討会を踏まえた平成２９年度検討する内容として、１点目は施

設整備用地について、市内に処理施設適地が存在するかどうかについて検討を行う。２点目は

新しいごみ処理施設の目指すべき方向性についての検討。３点目は単独処理をした場合のごみ

処理施設の計画フローについての検討を行う。そして、それらを取りまとめて、中間報告書と

合わせて、最終報告書を作成する。このような内容を来年度の検討事項とすることについて確

認したい。 

（委員）今後の検討内容としては、基本的には記載の内容でよろしいと思う。 

また、課題の一つとなっている目指すべき方向性の検討については、先ほどのまとめに記載

されていた配慮すべき事項の 4 点（安心して住めるまちづくりに資する施設とする、地域に貢

献できる施設とする、経済性についても十分に考慮した施設とする、災害に強い施設とする）

すべてを記載したほうがよいと考える。 

まとめ 

（会長）平成２９年度の検討課題のひとつとなっている目指すべき方向性について、配慮すべき

事項の４点についてすべて記載することとする。 

来年度のあり方検討会の検討事項としては、施設整備用地について、新しいごみ処理施設の

目指すべき方向性、ごみ処理施設の計画フローの３点の検討と最終報告書を作成することとす

る。 

議題３：中間報告書のとりまとめ 

議論 

施設の利用状況等の整理について 

（委員）来年度に向けての課題ということでは、秋水園の利用状況や、どのようなイベントを開

催し、来場者数は何人か、どういう市民が来ていてどういう利用をしているのか、そこにおけ

る課題は何か等、そういった現状分析もあった方が、来年度に地域への貢献のあり方を検討す

る際によいと考える。 

（委員）美住町のリサイクルショップでもリサイクル関係のイベント等を開催しているため、そ

の利用状況の資料も併せて提示して検討すると将来的に役に立つかと思う。 

まとめ 
（会長）今の施設の利用状況、リサイクル施設の利用状況等についても整理をしたものを、来年

度提示して検討することとしたい。 
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議論 

ごみ処理施設の周辺環境について 

（委員）現状秋津町に施設があるということに対し、地域に対する配慮が足りていないと感じて

いる。中間報告書のまとめに含める必要はないが、今後の検討に地域に対する安心への配慮と

いう項目を入れていただきたい。環境配慮・居住性という観点からも、周辺住民に対する配慮

は考えるべきである。 

（市長）来年度の検討課題の中で、秋水園の他にも市内に場所があるかということは一度討議を

頂きたいと考えている。いずれにしても、施設を整備する場合には、当然周辺住民の理解を最

大限頂くべき努力をしなければならないと考えており、来年度の検討課題の中で、どこにつく

るか、そしてそれに対して、どのように全市民及び周辺住民の理解を得ていくのかということ

についても、議論の１つの要素として討議頂ければありがたい。 

（委員）地域住民の安心というものを、もう少し今後のあり方に入れていきたい。 

また、周辺環境については、全体の環境問題も含め、美観その他居住性、あらゆる要素を入れ

ていくべきと考える。 

まとめ 
会長）来年度の検討の中に、施設整備用地という内容もあるので、その検討とも合わせて安心

して住めるまちづくりに資する施設とするとか、地域に貢献できる施設にするといった、ごみ処

理施設の目指すべき方向性について、改めてきちんと整理していくこととする。 

議論 

中間報告書のとりまとめ 

（会長）中間報告書について検討会で議論した内容を整理して報告書の形にまとめるということ

について確認したい。 

（委員）報告書はこれまで議論してきたことをとじるこの形でよいと思う。 

（会長）報告書に含まれる「今後の検討課題」の内容では、議題２の議論のとおり配慮すべき事

項の 4 点をすべて記載するように修正することとする。また、本議題であったご議論につい

て、中間報告書に盛り込むか、来年度の委員会の中に提示するかについては、事務局と私で調

整して決めてお知らせをしたいと考える。 

（委員）異議なし。 

まとめ 

報告書に含まれる「今後の検討課題」の内容では、議題２の議論のとおり配慮すべき事項の 4

点をすべて記載するように修正することとする。 

また、施設の利用状況等については、平成２９年度のごみ処理施設の目指すべき方向性につい

ての検討の中で整理していくこととする。 
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第７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7回 東村山市ごみ処理施設のあり方検討会 

日 時：2017年5月24日（水）14:30～15:30 

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、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、肥沼資源循環部次長、田口ごみ減量推進課長、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／齋藤隆委員、浦田秀人委員 

【議事】 

議題１： 新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」の検討 

議題 2：施設整備用地に関する検討 

--------------------------------------------------------------------------- 
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第７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：新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」の検討 

意見 

検討の進め方について 

（委員）検討の進め方は非常にわかりやすくていいと思っている。東村山市の上位計画の計画ス

パンは１０年くらいであるが、ごみ処理施設は１０年以上使うものである。よって、上位の計画

の枠組みの中で検討するという位置づけをしてしまうと、長期の話が抜けてきてしまうことを危

惧する。 

議論 

（事務局）現状では昨年度検討会にて議論がなされた配慮事項、当市の「上位計画、アンケート

等を基にした市民意見よりキーワードを抽出しているが、今後の議論を踏まえてキーワードを追

加していきたいと考えている。 

（委員）国の循環型社会の３０年ビジョンでは、循環型社会における豊かなライフスタイルとか

３Ｒなど、ここで書いていない長期的な視点のキーワードもあると思われる。 

（会長）国の考え方、国の長期のスパンの計画についても配慮して、キーワードとして取り上げ

ていけば、より充実したものになるのではという指摘である。 

まとめ 
国や都の上位計画（長期の計画）にも配慮し、検討を進める。 

意見 

アンケート集計について

（委員）性別、年齢別のクロス集計を行い、地域以外の属性の状況を整理する必要があるのでは

ないか。また、回答の選択肢には含まれていない市民意見もアンケート以外から抽出する必要が

あるのではないか。 

議論 

（会長）アンケート結果より地域以外の属性別分析を行い、「その他」の回答より得られた意見

について選択肢には含まれない内容を整理する。また、今後委員会の中で意見のあった部分につ

いては、キーワード等に反映していくことにする。

まとめ アンケートの年齢別、属性別のクロス集計をしたもの、及び、アンケートの「その他」の項

目の意見を示す。（資料１ 別紙） 

意見 

キーワード「安心」について

（委員）キーワードの中に、「安全・安心」という言葉が多く出てくるが、「安全」というのは

ある程度科学的に証明できると思うが、「安心」のほうは、どういうふうな形で定義するのか、

市としての考えを教えてもらいたい。 
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議論 

（事務局）「安心」というのは、いわゆる信頼感であるとか、そういったことにつながると考え

ている。また、技術的な面も含めた考えが含まれている。 

（事務局）ソフト面とハード面で、日々のごみ処理を適切に行えるということも安心につながる

と思っている。 

（委員）「安心」というのは、適切に管理運営しているのだから安心ですよと、市に言い切って

もらいたい。 

（会長）情報提供や施設の公開等、住民の皆様とのいろいろなやりとりの中で信頼感を得ていく

ことが一番重要と考えている。 

（市長）市としては、基本的には国の定めたいろいろな基準をクリアすることが大前提となる。

今後、ぜひ皆様に御議論いただきたいのは、例えば国で定められていないようなものについても

市として独自の何らかの基準を設け、それを定期的に測定し、市民に公開することで、より安心

感を得ていただく等の方法もあると思っている。少なくとも客観的なデータ、さまざまな環境基

準等をクリアしているというデータを常に市民の皆さんに提供することで安心感を得ていくとい

うことが、市としては非常に重要なことだと思っている。 

議題２：施設整備用地に関する検討 

意見 

検討の進め方について 

（委員）一次検討で、公共の用地に縛ってしまわないほうがいいのではないか。一次検討では、

公共だけではなく法人の用地も含め検討し、二次検討で絞っていけばいいのではないか。 

（委員）国と都の所有用地について、借地する可能性はないか。 

議論 

(委員）当初から施設整備用地の検討については秋水園ありきではないとしている以上、ほかの

土地をきちんとオープンにして検討をしないと、秋津町の住民は納得できないと思う。 

（会長）土地の所有者を公共と法人とし、検討の範囲を広げるという意見について事務局はどの

ように考えるか。 

（事務局）法人の土地を検討会で提示できるどうか検討し、提示できるようであれば提示してい

きたいと考える。 

（事務局）必須条件により抽出された用地一覧を所有者がわかるような形で提示する。その一覧

をもとに、どのような形で対応できるかというところを含めて議論いただく。 

（会長）単に用地だけを出すのではなくて、所有関係を明らかにし、対応を検討する。 

まとめ 
用地に関する検討の進め方、必須条件と比較項目について再整理を行う。 
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第８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８回 東村山市ごみ処理施設のあり方検討会 

日 時：2017年６月2１日（水）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、志賀敏和委員、 

白井信雄委員、齋藤隆委員 

理事者／渡部尚市長 

事務局／間野資源循環部長、肥沼資源循環部次長、田口ごみ減量推進課長、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： 新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」の検討 

議題 2：施設整備用地に関する検討 

--------------------------------------------------------------------------- 
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第８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：新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」の検討 

議論 

秋水園関連施設の利用状況についての確認 

（委員）各施設の利用状況については、よくまとまっている。この利用状況の中で市として認識

している現状の課題を伺いたい。また、施設の建て替えをしたときに、場所に応じた関連施設

への影響について考察が必要かと思う。 

（事務局）課題について具体的に検討を行っていないが、例えば活動室の利用割合が一定程度考

えられるため、今後、より利用していただくための方策を考える必要があるがまだ精査されて

いないため、今後も検討を継続していければと考えている。 

（委員）ふれあいセンターの管理運営は全てボランティアによるものだが、そのボランティアス

タッフの高齢化が進み、今後の運営委員の確保・ケアが課題だと考える。

（会長）今、施設更新に向け用地の選定からどのような施設を作るかという今後の方向性の話を

している。今後、このような経営の視点についても目配りをしていく必要がある。 

（委員）ボランティアの定年制など年齢制限はないのか。 

（事務局）ボランティアとしてやっていただいているということもある。どの程度実際に活動で

きるかも含めて検討させていただきたい。 

（会長）今後、何かの機会に検討していただき、今回は市の方で受け止めるという範囲にとどめ

ておきたいと思う。 

（委員）衣料や陶器の引き取り件数など、美住リサイクルショップの活動や目的について情報提

供していただけると、運営にもつながってくる。 

（事務局）ごみ見聞録等を利用して、詳細を掲載するような形で広く周知していきたいと考えて

いる。 

市民意見分析 

（会長）市民アンケートと来場者に対する意見徴収のクロス集計結果はほとんど変わらなかっ

た。ただ、来場者が憩える施設という印象を持っているというのは、皆さんに喜ばれている証

拠かという気もする。 

（委員）分析については、よくまとまっている。分析も丁寧であり、サンプル数も十分である。

結果的に、年齢差による意見の差異がないことが確認できてよかった。ただ、基本計画時には

若い世代の意見や、年代別のワークショップ等を行うなど工夫が必要になるかと思う。 

（事務局）新しいごみ処理施設の周辺整備や関連施設については、今後、市民及び周辺地域の皆

さんにご意見をいただきながら検討することになる。 

（会長）今後の施設整備等については市民の意向、印象を聞くというところにあったから、なか

なかその辺が出てこなかったところがあると思う、今後の課題として受けとめていただければ

と思う。 

（委員）私たちが今の施設の安全性や高度技術を第 2 回検討会の勉強会で知ったように、市民に

もっと安全・安心ということを情報提供してほしい。 

（事務局）信頼感ということもあり、情報提供についてはきちんと行っていきたいと思う。 

（会長）先ほども情報提供というご指摘があり、信頼感を作るためには、情報提供が不可欠であ

るという指摘だと思うのでよろしくお願いする。 
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議論 

目指すべき方向性の検討 

＜キーワード抽出について＞ 

（委員）大分、進んだこともあるなと思うが、キーワードの抽出が少し恣意的な感じもしている。

国都の計画はより未来志向の話なので尊重したい。循環型社会形成推進基本計画第 2 章第２節

の「３Ｒ型ライフスタイル」を抽出しているが、具体的なキーワードとして「「足るを知る」意

識」とか「リデュース、リユース製品の定着」が挙げられる。同様に「モノの「共有」」という

キーワードは、単に物の循環だけではなくて、人と人との循環を示す新たな価値観についての重

要なキーワードと考えられる。また「３Ｒ活動」については、「高齢化社会・単身世帯化に対応

した」というところをキーワードで抽出した方がよいと思う。これは同様に、東京都資源循環・

廃棄物処理計画第 2 章１.（２）良好な都市環境の次世代への継承において、「超高齢化社会に

あっても人々が参加しやすい適切な廃棄物処理サービス」とあるため、「高齢化」の視点は重要

だと思う。 

（事務局）単語だけではなく、具体的な意味を拾うということの御指摘だったと思う。今後の検討

できるかも含め検討していきたい。 

（会長）施設のハードの面と人間の生き方に関連するソフト面の話をどのように結合させるかとい

う非常に大変な作業だと思うが、もし整理できるようだったら整理してみること。 

＜今後の検討について＞ 

（委員）周辺の関連施設と一体的に整備するということを前提としたキーワードなのか、単にごみ

焼却施設だけのキーワードなのか考える必要がある。一体的に整備することで、東村山市の３Ｒ

における拠点施設として位置づけて、キーワードを抽出した方が良いと考える。であれば、キー

ワードの括り方の順番は安定的なごみ処理という最低限の配慮事項が一番目となっているが、む

しろ一番目を循環型のライフスタイルと３Ｒの推進等にするべきではないかと思う。さらに、2

番目を市民とか事業者の共同にするべきではないかと思う。あとは最低限守るものとして、安

全・安心、低炭素化や経済性という順序がよいのではないかと思う。 

（会長）廃掃法では地域の衛生環境を保全するとしており、施設がきちんと稼働することによって

地域の環境が守られるという考え方となっている。廃掃法の考え方と、最近出てきた循環型社会

づくりという話を整理することは非常に難しい。 

（委員）今議論しているは、３R からさらに 5R まで話が拡散しており、例えばリフューズ、リペ

アまで組み込んで考えると、町全体のごみ処理の方向性まで議論することになってしまう。重要

なのは、本当にどこまで考えるか、議論の範囲に線引きや方向性を持たせないと、どんどん話が

大きくなって収拾がつかないのではないかと考える。 

（会長）環境省による３Ｒでは、リデュース、リユース、リサイクルとなるが、リデュース、リユ

ースを第一優先に行い、それでも排出されるごみを適正処理するとされている。また、その過程

で得られたリサイクルできるものについてはリサイクルし、資源循環にのせていくというのが基

本的な考え方である。その適正処理という部分を、このあり方検討会において検討しているとい

うのが今までの認識だった。そこから踏み越えた形で、処理施設のあり方というよりも、ライフ

スタイルであるとか、あるいはごみ処理そのものの考え方の変更を迫っているという議論である

が、そこまで市としてこの検討会に期待しているのか。 

（委員）そこまで議論するとなると、構築に数年はかかると考えられる。 

（市長）検討会の前提として、循環型社会形成、３Ｒの実現、ごみ排出抑制等の検討が密接不可分

ではあるが、市としては現状施設が非常に老朽化していて、今後、安定的、継続的にどのように

安全にごみ処理をしていくかが課題であり、原点としては、差し迫った課題として、その部分に
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ついて議論を深めていただく必要があると考える。 

（会長）そういう意味では、市民意見からのキーワードがあるが、安全なごみ処理、安定的なごみ

処理、ごみの資源化、エネルギーの有効利用、環境負荷低減、これらが代表される、施設のあり

方として代表される考え方である。そのなかで、周辺といい関係をつくっていくなどのために、

熱利用、リサイクル、地元還元をしていくというのが今までの考え方である。 

（委員）老朽化して施設を建替える上で、最低限のものではなく、よりよきものを目指すべきであ

ると考える。安心・安全は最優先かつ最低限のものであり、３R のライフスタイル、地域貢献や

環境学習はよりよき施設を目指すうえでさらに重要なものであると考える。 

（会長）今のごみ処理施設は環境問題、エネルギー問題にも対応している。それを整理して、市民

の皆さんに発信していくことによって、安全・安心を確保していくのだというスタンスになると

考えられる。 

（委員）施設を作ることと、国の抽象的な長期計画を合わせて議論することはかなり難しい。長期

計画については、環境白書にもうすこし具体的な内容が書かれているため参考になると思う。施

設を作ることが前提であり、検討の中心としてすべきであることを共通認識として持つ必要があ

ると思う。 

（委員）循環型社会はこれからごく当たり前のキーワードになると考えられる。新しい施設におい

ては、いままでの「迷惑施設」ということだけではなく、安全・安心を提に、ごみを通して自然

科学などを学べ、次の社会を作っていけるような発展的な施設を作ってほしいと思う。 

（会長）環境学習の拠点として新しいごみ処理施設を位置づけ、循環型社会形成の情報を発信して

いる事例は多い。また、循環型社会におけるごみ処理について環境省が一番考えているのはパリ

協定をどのように守ろうかという部分である。熱回収や炭酸ガスの排出抑制などを続ければ循環

型社会づくりなどと結びつけることができる。ただ作る立場においては、大きい概念で作るのは

できないので、ある程度集中的な部分を今回検討していこうということだと理解している。 

（委員）そのとおりであり、最終的に議論すべき事項はそこである。理念は理念として掲げ、施設

計画はきちんと行うと。今回は区別した議論をあえてしたいと考えている。地域にとって誇りが

持てる、意欲的な施設というふうに思える理念を掲げてほしいと考える。 

（市長）今後、超高齢化社会になるなかで、資源循環型の社会を形成していくためには、単純に安

全に稼働できる施設を作ればいいということだけ、我々も考えているわけではない。今後、３０

年ぐらいの間に地域社会でどういうことが起きてくるのかということを予測しながら、今後のご

み処理のあり方というのはぜひ御検討を深めていただく必要があると考えている。当市では、収

集コストは上がるが、資源循環の促進のため、戸別収集に踏み込んだ経緯もある。焼却灰はエコ

セメントとして再利用されており一定のリサイクルが行われているが、今後排出を抑制資してい

くような視点は常に持ちながら、現状できていない熱やエネルギーに関してどのように循環型社

会を形成していくかが大きな視点ではないかと思う。 

（会長）全国的に、こういう施設の作り方として総合評価方式というのが始まっており、市として

どういう施設をつくりたいということを前面に出した施設づくりが始まっているので、同じよう

に循環型社会づくりを目指すだとか、３Ｒをきちんとやるだとかいうことを前面に押し出して、

それで細かいハードな話に入っていくというのが一般的だと思う。ですから、大きな概念のちょ

っと下あたりをねらった概念をここでつくって、それを実際のリサイクルに役立てていくという

のが役割かなという気がしている。 

（委員）高齢化の問題は実際に悩ましい。いろいろなリスクを踏まえて議論ができれば、かなりい

いものが出来上がると思う。 

（市長）当市においては、非常に多い都営住宅の立地やエレベータなどの設備の状況や、収集コス
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トなど様々な側面がある。そういう中でどのように３Ｒ、循環型社会を本当の意味で形成してい

くのかというのは、少し射程に入れつつ議論を深めていただくようにしていただければありがた

いと思う。 

（委員）設計要件で、ごみの処理量を設定することとなるがごみ減量はまだできると考える。直近

５年のごみは処理できないと困るが、将来のごみがすごく減った際にうまく処理できるというよ

うなことは設計要件にしておくべきであると感じている。高齢化社会が進んだときにどういうこ

とを考えるべきかについては答えを持ち合わせていないが、将来のいろいろな変動に備えられる

ような設計要件が必要と考える。 

（会長）そういう意味では、大きな概念と、それを実際に実現するための設備としての仕様と結び

つけるようなテーマをつくってもらうことにしていきたいと思う。 

議題２：施設整備用地に関する検討 

意見 

法人所有地の検討の進め方について 

（事務局）法人所有地の検討の進め方について、相手方の法人が必ずしも本検討をすることにつ

いて了解を得られない中で用地を抽出するため、非公開で開催することを提案する。 

議論 （会長）法人所有地の検討の進め方については異議なしのため、次回非公開で行う。 

まとめ 
次回、法人所有地の 1 次検討を非公開で行う。 

意見 

公有地の１次検討について 

（委員）公有地の１次検討については、必須条件Ⅰにより現実的に用地として検討することので

きない学校等の建物が立地している場所を除外しており、必須条件Ⅱから議論とならざるを得

ないと思う。 

議論 

(会長）公有地については、５８カ所から７カ所に抽出したことについては了解し、７箇所につ

いて２次検討を行うものとし、次回 2 次検討における評価結果を出してほしいということで

よろしいか。 

（委員）異議なし。 

（会長）みなさんいかがか。 

（委員）異議なし。 

まとめ 一カ所に絞れるかどうかは別として次回、2 次検討における比較項目（案）に基づき７カ所の

公有地について検討をする。 
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第９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９回 東村山市ごみ処理施設のあり方検討会 

日 時：2017年8月１日（火）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、白井信雄委員、齋藤隆委員 

理事者／渡部尚市長 

事務局／間野資源循環部長、肥沼資源循環部次長、田口ごみ減量推進課長、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、志賀敏和委員、浦田秀人委員 

【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 

議題 2：ごみ処理施設整備スケジュールの検討 

議題３：施設整備用地に関する検討 

--------------------------------------------------------------------------- 
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第 9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：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 

意見 

「目指すべき方向性のコンセプト」について 

（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、非常に良いことである。 

議論 

（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。 

まとめ 検討会において、「目指すべき方向性のコンセプト」の内容が了承された。 

意見 

項目③「地域社会に貢献できる施設」について 

（委員）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。 

議論 
（事務局）項目③の「地域社会に貢献できる施設」について、キーワード内の「協働」やキーワ

ード分析を踏まえ、記載方法を検討する。 

まとめ 検討会の意見を集約し、「目指すべき方向性」項目③を再整理する。 

意見 

項目③ 環境学習施設について 

（委員）項目③の「地域社会に貢献できる施設」において、環境学習施設を新しいごみ処理施設

に付帯させることは検討するか。 

議論 

（市長）資源循環部では電力消費量の低減に資する様々な啓発事業を行っているので、そのよう

な事業をより進める拠点にする必要があると考えている。 

（委員）循環型社会について学べる環境学習施設をつくり、そこで学んだ子供達が、将来、環境

の専門家を志すきっかけを作れるようにしてほしい。 

（会長）「目指すべき方向性」として、付帯の環境施設について、より具体的に記載するかどう

かは、今回の議論を踏まえ、次回再度整理する。 

まとめ 検討会の意見を集約し、「目指すべき方向性」項目③を再整理する。 
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意見 

項目④「低炭素社会に資する施設をつくる」について 

（委員）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る

と思う。低炭素社会を目指すという意味では、ごみ発電も含めた再生可能エネルギーの活用も

考慮し、エネルギーの自治という考え方も追加した方がよいと考える。 

議論 

（委員）ごみ発電も含めた様々な再生可能エネルギーの活用には賛成だが、エネルギー自治と掲

げ、再生可能エネルギーのみで施設の必要エネルギーを自立することは技術的に困難である。 

（委員）再生可能エネルギーのみで施設のエネルギーをまかなうということではなく、ごみ発電

も再生可能エネルギーの１つであることを受けて、ごみ発電を確実行い、それを活用すること

が重要だという意味合いである。 

（会長）「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。 

（委員）30 年先を見据えると、エネルギーの有効利用の手法もさまざまであり、具体的な記載

は現段階で控えた方がよいのではないか。例えば、ごみを含めたエネルギーの有効利用という

文言で記載すれば、将来的に様々なエネルギーの有効利用を図れる施設とできると思う。 

（事務局）いただいた議論を踏まえ、目指すべき方向性の記載について再整理する。 

（委員）エネルギーの有効利用については、どの再生可能エネルギーを活用するかや、再生可能

エネルギーとしてごみ発電を利用する場合に蓄電池を設置するかなどの詳細な議論が、今後の

施設計画において必要となる。 

（会長）エネルギーの有効利用については、具体的な方法の記載は避け、将来的な視点も考慮し

た内容で次回再整理することとする。また、今後の施設計画において、低炭素社会に資する施

設として、項目③でまとめられた方向性を具体的にどのような仕様で行うかの検討が必要とな

る。 

まとめ 検討会の意見を集約し、「目指すべき方向性」項目④を再整理する。 

意見 

今後の市民参加について 

（委員）今後の計画進め方において、市民参加が重要となる。市民が施設計画に積極的に参加で

きれば、完成した施設を誇れる施設として認識すると思う。 

 

（市長）施設計画策定おいて、まちづくり条例に基づく市民参加が基本となる。今年度は、本検

討会の最終報告書に基づき、市として基本方針（案）を策定し、パブリックコメントを行い、

基本方針に反映させる予定である。市民の意見は真摯に受けながら、計画を進めていきたい。 

（会長）多摩地域は、住民参加の行政について日本でも進んでいる地域だと思う。間違いなく、

住民の意見を聞きながら計画を進めていると思っている。 

まとめ 今後の施設計画策定において、まちづくり条例に基づき、市民参加を行う。 

議題２：ごみ処理施設整備スケジュールの検討 
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意見 

図１焼却施設における廃止時の供用年数について 

（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。 

議論 

（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。 

（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。 

（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。 

（委員）図１資料後半の 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。 

まとめ 時系列で、供用年数の傾向を把握できる資料を検討し、次回お示しする。 

意見 

ごみ処理施設の計画フローについて 

（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。 

議論 

（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ことは示せると思うので検討する。 

（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。 

まとめ 市民参加の方向性として、市民参加や市民周知により、市民意見を聞いて計画を進めていくこ

とを示していく。 
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議題３：施設整備用地に関する検討 

意見 

用途地域について 

（委員）運動公園の用途地域には、第一種低層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域が含ま

れるが、用途地域の変更については可能か。 

議論 

（事務局）用途地域の変更は、可能である。ただし、長期計画や、都市マスタープランへの位置

づけた上で、住民合意を図ることなどが必要と考えられる。また、ごみ処理施設の設置にあた

っては、都市計画決定を経る必要があるため、そのハードルは高いものと考えられる。

まとめ 
（会長）整備用地の 2 次検討については、用途地域の項目も含め、次回のとりまとめで一覧表と

して整理し、もう一度議論することにしたい。 

議論 

法人所有地について 

・会議の公開・非公開にかかる議論において、公開の会議で検討を行うことは、所有者である法人

の同意を得ずに名称等の情報を公開する結果となり、それは情報公開条例に規定する非公開情報

の公開に該当することから、全会一致により非公開会議での検討を行うこととなった。 

・必須条件Ⅰ及びⅡに基づき市内の１万㎡以上の法人所有地を抽出し、用地の状況を整理した上

で１次検討を行った。 

・１次検討で抽出された法人所有地を２次検討に進める場合は、２次検討における比較条件に基

づいた所有地に関する詳細な検討に及ぶため、所有者である法人への意思確認の必要性について

確認された。 

・法人に了承を得る際には、その際の法人との折衝や意思確認にかかる期間等についても確認さ

れた。 

・法人への意思確認は、現時点で市として購入を前提とした話はできないため、不確定な状態での

打診になること、また、非公開での検討が前提であっても、先方への確認を行う過程で万が一情報

が漏れる等の事象が起きた場合、先方へ多大な迷惑をかけると同時に市の信用問題にもなること、

また、法人の意思確認にかかる期間についての議論では、法人が意思決定を下すためには、取締役

会などを経る必要があるなど、決定までに長期の期間を要すことが想定されることから、今後の検

討スケジュールに支障をきたす恐れがあることが確認された。 

・法人所有地の検討は、その現実性や法人への影響や懸念事項等議論がなされ、施設整備用地とす

ることは困難であるという結論に至った。 

・法人所有地の検討では、法人への影響や懸念事項等についても深い議論がなされた結果、実際に

法人所有地を施設整備用地して検討していくことは、現実的でないとの結論に至った。 

まとめ 法人所有地については、２次検討の対象としないことで集約された。 
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第１０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 10 回 東村山市ごみ処理施設のあり方検討会 

日 時：2017 年 9 月 9 日（土）10:00～11:30 

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、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、肥沼資源循環部次長、田口ごみ減量推進課長、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／齋藤隆委員、浦田秀人委員 

【議事】 

議題１： 新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」検討のまとめ 

議題 2：ごみ処理施設整備スケジュールの検討のまとめ 

議題３：施設整備用地に関する検討のまとめ 

--------------------------------------------------------------------------- 
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第 10 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：新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」検討のまとめ 

 

意見 

項目②「循環型社会形成に資する施設」について 

（委員）項目②「循環型社会形成に資する施設」の内容に、「循環資源の有効利用に寄与する施

設」とあり、リサイクルまたはリユースを意味していると思うが、循環型社会形成という意味

においては３R（リデュース、リユース、リサイクル）を実現することが重要である。 

 

議論 

 

（会長）項目②「循環型社会形成に資する施設」が３Ｒを意味しているとすると、項目②の内容

はリサイクルやリユースだけの話になっているという意見であり、その点を整理した方がよい

ということである。 

（委員）注記などで、用語の意味を明確に示すといった対応も考えられる。 

（会長）循環型社会の定義をし、循環型社会というのを目指すために、この施設もできることか

らきちんと行うというスタンスとすればよいと思う。廃棄物の抑制（リデュース）は、収集・

運搬の過程を含めて考えていかなければいけない話であるので、御意見いただいた通り、どこ

かに注記を追記すればよいと思う。 

 

まとめ 検討会の意見を集約し、「目指すべき方向性」の表記方法を再整理する。 

 

意見 

項目④「低炭素社会に資する施設」について 

（委員）項目④「低炭素社会に資する施設」について、温暖化などのわかりやすい内容で説明し

た方がよいと思う。 

 

議論 

 

（会長）分かりづらい表現となっているため、なるべく専門用語を使わず、分かりやすい表現と

した方よいと思う。 

（事務局）難しい表現については、注記の追加などを含め、表現方法を検討する。 

 

まとめ 検討会の意見を集約し、「目指すべき方向性」の表記方法を再整理する。 
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議題２：ごみ処理施設整備スケジュールの検討のまとめ 

意見 

市民参加について 

（委員）市民が誇りを持てる施設ということを考えると、積極的に市民が施設計画に参加できる

市民参加の方法を検討した方がよいと考える。 

 

議論 

 

（事務局）現時点で、市民参加についてはスケジュールに具体的に記載することは難しいため、

いただいた御意見を文章内でどのように整理を行うか検討する。 

（会長）資料本文に、各工程を通して東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例の趣旨に則り

とあるが、条例ではなく趣旨に則りと記載されている。条例の趣旨を明確にし、その趣旨によ

っていろいろな市民参加の選択肢があることを整理してはどうか。 

（委員）説明会やパブリックコメントなどという言い方も考えた方がよいと思う。パブリックコ

メントでは意見は出にくく、情報公開した場合と同程度の効果しかないと考えられ、みんなが

参加して考えたという話にならないと思う。 

（委員）市民の皆さんにとっては、生活環境影響調査や、安全性という内容が一番重要だと思う

ため、それを検討する際に、市が何をもって安全とするのかを説明し、また、ゼロでないと安

全ではないと言う人に対しても安全のレベルをきちんと説明して、施設の周辺地域はもちろ

ん、市全体でも説明する機会を作ってほしい。それを学ぶ機会が大事だと思う。 

（事務局）情報の共有、市民参加方法については、周知や報告、ご意見を伺うなど様々な手法が

あると思うが、計画段階毎に、適する方法の検討を行い、市民の意見を伺いながら進めていき

たいと考えている。また、特に周辺の方々へ安全性について、分かりやすく説明するために、

どのような手法を採っていくかは非常に重要であり、基本計画を検討する際に、その手法につ

いても十分検討していく必要があると考える。 

（委員）スケジュール内の計画段階（計画検討、事業者選定）と施工段階（設計・建設工事、解

体等工事）のそれぞれの段階によって、市民参加の仕方が違うのではないか。特に計画段階で

の市民参加について、最初からスケジュールに入れた方が市民に伝わりやすいと思う。 

（会長）計画段階では、まだ決定していない内容について取り扱うため、丁寧に説明していくこ

とが重要である。工事段階では、工事見学会のような形で市民にお見せし、実際にきちんと施

設をつくっているところを確認してもらうということが重要となる。前者と後者では市民参加

の内容が異なり、考え方の整理が必要となる。 

（委員）アーンスタインの「参加の梯子」という８段階の市民参加があるという考え方がある。

１段目というのは世論調査など、２段目は不満をそらす操作や懐柔であり市民参加と言いつつ

操っているようなもの、３段目は一方的な情報提供、或いは形式的な意見聴取等で形式的な参

加機会といったアリバイ工作のようなもの、これらのような形式的な参加は避けなければなら

ない。この中で、６段目は協働作業、７段目は部分的にお預けしますといった権限移譲、最終

的な 8 段目は住民主導であり、住民が設計して住民が運営していくなどという内容であり、そ

こまで行えるのが理想ではある。その中でも、８段階のうち協働レベルである６段階以上の市

民参加を行うことを、明確に意識して進める必要があると思う。 

（会長）そのような市民参加に対する新しい考え方も踏まえ、できること及びできないことにつ

いて整理し、市の市民参加の考え方をまとめていただきたい。 

（事務局）施工段階になってからでは意見反映が難しくなってしまうため、計画段階でできるだ

け丁寧に市民意見を伺うことが必要だと考えている。 

（委員）市民から意見を一方的に伺うだけでなく、市の考え方や方針をしっかり整理して示し、
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その考え方を崩さず進める必要もあると思う。 

（委員）意見を聞くことは重要だと思うが、すべてを聞くだけでは、先に進まないこともあるた

め、細かいことまで聞きすぎるのは、よくない場合もあると思う。 

（委員）ごみ処理施設の周辺地域の方によく意見を伺う必要があると考えている。市内でもごみ

処理施設から、離れた地区の方は、アンケートでも、施設自体の関心は低い傾向であったた

め、離れた町に意見を伺っても、難しい話ばかりになってしまうのではないかと思う。 

（委員）ごみ処理施設から、離れた地区の方は、アンケートでも、施設自体の関心は低い傾向で

あったため、施設周辺の方々にご意見を聞いて反映したほうがよいと思う。 

（会長）いただいた御意見を踏まえ、今後住民へどのように情報を開示していくかを市として検

討していただきたい。 

  

まとめ 

 

市民参加については、各工程をとおして、東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例の趣旨

に則り、市民参加や市民周知など、市民意見を伺いながら、事業を進めていくことが必要であ

り、スケジュールの計画段階、施工段階のそれぞれの段階によって、適する市民参加の方法が

ことなることから、適する市民参加方法については、十分な検討を行いながら事業を進めてい

くことが必要である。 

また、施設周辺の方々には、十分に意見を伺う必要があること、基本計画を検討する際に、施

設に関する安全性については、市が分かりやすく説明し、市民が学ぶ機会を設けることが必要

である。 
 
 

 

議題３：施設整備用地に関する検討のまとめ 

 

議論 

施設整備用地について 

（委員）用地 6（秋水園）は、対象用地の中で 2 番目に狭い土地で面積 22,000 ㎡であるが、

施設建設用地を確保できるのか。 

（事務局）ごみ量より想定される規模の施設を建設するのであれば、新しい施設の建設後に既存

の施設を取り壊すとしても、22,000 ㎡の面積は十分であると考える。 

（市長）万が一、大災害が発生した場合の災害瓦礫の保管それから処理に必要な面積について、

市内で保管して処理できるスペースが確保できるかというのは、別な議論となるが、通常の処

理については今の秋水園の広さがあれば十分可能であり、現状では平時の処理を基本に考える

ことになる。 

（委員）用地を購入するには莫大な費用がかかる。また、用地６（秋水園）以外の用地は、課題

があることから、率直に言って用地６（秋水園）しか選択肢はないと思われる。この用地で計

画を進めるとしても、計画の内容をよく市民に周知しながら、検討を進める必要があると思

う。 

（委員）用地のスペースや、環境的な問題を考慮すると、用地６（秋水園）がよいと考えられ

る。ほかの市に誇れるような施設をつくることは、市民も施設周辺地域の方も、皆さん同意見

だと思う。秋水園で計画するのならば、他市に自慢できるようなものをつくるという意識を持

って臨んでいただきたい。 

（委員）用地１（久米川第 13 住宅跡地）と用地５（運動公園）については、施設整備用地とし
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ての可能性はわずかに残っているものの、それぞれ整備用地とするには調整が必要な課題があ

り、総合的にみると、そのような課題はみられない用地６（秋水園）が、最も適地であるとい

う結論になる可能性は高いと思う。秋水園を候補地とするとしても、他の用地については、施

設整備用地とすることについて課題等有することを明確に市民に説明していく必要があり、特

に、秋津町の住民への説明を最重視していただき、納得を得ることができるよう丁寧に対応を

頂ければと思う。 

（会長）施設整備用地の検討の結果としては、施設整備用地として、用地６（秋水園）が、適地

であると集約する。ただし、地元に対する説明を丁寧に行い、理解を得ること、また、今後の

計画を進めるにあたっては、十分検討を行い、よい施設をつくることを条件として付け加え

る。 

 

まとめ 

 

本検討会では、各項目における課題や条件等を検討した結果、用地６（秋水園）が施設整備用地

として、最も現実的であり、適地であると集約する。ただし、用地を決定し整備事業を進めるに

あたっての条件として、市は、地元である秋津町の住民への説明を最重視し、理解を得ることが

できるよう丁寧な対応に努めること、また今後の事業を進めるにあたっては、広く市民への周知

を図りながら、よりよい施設とするために高い意識のもと、内容を十分検討していくこと。 
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第 11 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11回 東村山市ごみ処理施設のあり方検討会 

日 時：2017年11月22日（水）14:30～16:00 

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、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、肥沼資源循環部次長、田口ごみ減量推進課長、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／齋藤隆委員、浦田秀人委員 

【議事】 

議題１：今後の施設計画検討について 

議題２：新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」検討のまとめ 

議題３：ごみ処理施設整備スケジュール検討のまとめ 

議題４：施設整備用地に関する検討のまとめ 

議題５：最終報告書について 

--------------------------------------------------------------------------- 
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第 11 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：今後の施設計画検討について 

意見 
エコセメントについて

（会長）エコセメントとはどういうものか。 

議論 

（事務局）エコセメントは、多摩２５市１町で行っているエコセメント事業において、日の出町

の二ツ塚処分場内のエコセメント化工場で、既存炉で燃やした後に出る回収物の焼却灰と飛灰

を加工することによって生成されるセメントである。そのセメントを縁石、Ｌ字型側溝、建築

物、インターロッキングブロックなどに再利用している。 

（会長）ストーカー式などの焼却方式の場合、エコセメント事業を有効活用できるということで

ある。今回のごみ処理方式の整理を踏まえ、次回、詳細を検討することとする。 

議題２：新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」検討のまとめ 

意見 

施設名称について 

（委員）昭和３０年代にできて以降、秋水園は、ごみを捨てるところや焼却するところというイ

メージから、新たにリサイクルセンターができて、臭いも音もなくなってすごくよかったと思

う。そして、社会の動きや技術革新などをふまえた、目指すべき方向性が実現されれば、すご

くいい施設になると思う。検討会で議論した内容あるいは今後いろいろな方が参加して施設を

つくり上げていく過程で、皆さんが持ったイメージを、秋水園という名称に付け加えるなどし

て、施設として目指すものを象徴するような施設名称にするといいと思う。 

施設にいい名前を付けてあげると、皆さんのイメージが変わってくるかなと思うので、どこか

で検討をしてほしい。 

議論 

（事務局）今後検討を進め、御意見を伺う中で、施設名称のご意見等も考慮して対応していきた

い。 

 

（委員）「市民が誇りの持てる」という言葉を目指すべき方向性にいれたことはよかったと思

う。「市民が誇りの持てる」という意味については、お金をかけて、立派な技術を入れて、他

の地域にないから、ということで誇りを持てるということではないと思う。市民自身が参加し

て施設を作り上げることで、愛着もあるから、誇りが持てるということだと思う。そういう意

味では、愛称なども市民自身に考えてもらう機会をつくって、市民自身が関わって作り上げた

という側面からも、市民が誇りを持てるということに繋がればよいと思う。 

（事務局）市民が誇れる施設に関しては、文字どおり市民が誇れるということが重要であるの

で、その内容については、今後基本方針を策定していく中で市民の皆さんの御意見を伺ってい

きたいと考えている。 

まとめ 
コンセプトの「誇りを持てる」という意味については、市民自身が参加して施設を作り上げる

ことで達成されるものである。今後「誇りを持てる」施設にしていくための検討において、積

極的に市民に参加してもらう機会を設けることが望ましい。 
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意見 

「低炭素社会」について 

（委員）「低炭素社会」の注釈説明に違和感がある。意見としては、便利で豊かな暮らしができ

る社会が低炭素社会とは限らないと思う。低炭素社会とは、もしかしたら我慢しなければいけ

ない社会かもしれない。便利であることを重視するために、経済優先といった特定の規範が入

った定義になっている印象がある。 

議論 

（事務局）環境省の子ども環境白書を参考にしているが、ご指摘のとおり、多少限定的な書き方

になっているため、いただいた御意見をもとに修正する。 

（委員）少なくとも出典を書く必要がある。環境のために、我慢して暮らすというのではなく

て、よりよい生き方とか、よりよい社会になる、そこを両立させるということが必要である。

よりよい社会というのは経済面だけではないと思う。 

（会長）今の御指摘は、出典を書くということと、単に経済的な豊かさだけではないという点も

何らかの形で表記してほしいということである。 

まとめ 低炭素社会の注釈説明については、出典を記載し、単に経済的な豊かさのみを目指す社会では

ないことがわかるような説明とする。 

議題３：ごみ処理施設整備スケジュール検討のまとめ 

整理 

市民参加について 

（会長）市民参加についての考え方については、基本的には基本条例、市民参加に関する基本方

針という中にある内容を具体的に実現していくということである。また、計画検討の段階、そ

して事業者選定以降の段階で、それぞれの市民参加の方向性を今回示したということである。

御意見、御質問があれば、伺いたい。 

（異議なし） 

（会長）特に異議がないため、ごみ処理施設整備スケジュール検討のまとめにおける、市民参加

については、記載の内容を了承したこととする。 

議題４：施設整備用地に関する検討のまとめ 

整理 

検討のまとめについて 

（会長）施設整備用地に関する検討のまとめについては、「本検討会としては、各項目における

課題や条件等を検討した結果、用地６（秋水園）が施設整備用地として、最も現実的であり、

適地であると集約します。」とするが、前回委員の皆様より出た意見をまとめる形で、「用地

を決定し整備事業を進めるにあたっての条件として、市は、地元である秋津町の住民への説明

を最重視し、理解を得ることができるような丁寧な対応に努めること、また今後の事業を進め

るにあたっては、広く市民への周知を図りながら、よりよい施設とするために高い意識のも

と、内容を十分検討していくことが必要と考えます。」とまとめています。このまとめについ

て、御意見、ご質問があれば伺いたい。 

（異議なし） 

（会長）特に異議がないため、このまとめを了承することとする。 
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議題５：最終報告書について 

議論 

今後の進め方について 

（会長）今年度のあり方検討会としては、最終報告書をまとめるまでと考えてよろしいか。 

（事務局）今年度、あり方検討会の最終報告書の検討を進めていただき、来年度以降、市は基本

方針をまとめる予定である。基本方針の策定に当たって、検討会のほうでも御意見を伺えれば

と考えている。 

（会長）あり方検討会としては、今年度は最終報告書をまとめ、来年度以降は基本方針を市がま

とめたものについて、意見の聴取を受けるということでよろしいか。また、それが先ほど説明

のあった市民参加という中の具体的な中身だと理解してよろしいか。 

（事務局）はい。 

（委員）基本方針は市が決めるものではないのか。 

（事務局）基本方針は市が決めるものであるが、市が作った案について市民説明会で意見を伺い

ながら作成していく予定である。市民説明会の意見など、その進捗状況について、本検討会に

報告していきたいと考えている。 

（会長）基本方針を決めるのに、いきなり市で決めてしまうのではなく、説明会を行い、その内

容を反映したものをまたこの委員会に見ていただいて、意見をもらった上で最終的に決めてい

くということであり、このあり方検討会はまだ続いていくと考えてよろしいか。 

（事務局）市が基本方針（案）を作成しますので、それに対して市民の意見などを聞きながら進

めていきたいと思います。また、その進捗状況をあり方検討会の皆様にフィードバックをし

て、御意見をいただければと思っております。基本方針（案）作成後の進捗報告は非常に大事

と思っていますので、引き続き御協力いただければありがたい。 

（委員）初めて最終報告書を読む市民は、基本方針の作成主体、市民参加方法、本委員会等の関

わり方について理解できない可能性がある。「1.はじめに」において、きちんと説明しないと

誤解を生むと思う。 

（会長）市民の皆さんにもわかるような形で報告書をまとめるというご意見であるので、よろし

くお願いします。 

まとめ 最終報報告書において、基本方針における市民参加や委員会のかかわり方について、分かりや

すく記載する。 
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第 12 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 12 回 東村山市ごみ処理施設のあり方検討会 

日 時：2018 年 1 月 30 日（火）14:30～16:10 

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、 

浦田秀人委員、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、肥沼資源循環部次長、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／志賀敏和委員 

【議事】 

議題１：今後の施設計画検討について 

議題２：新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」検討のまとめ 

議題３：最終報告書について 
--------------------------------------------------------------------------- 
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第 12 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：今後の施設計画検討について 

議論 

【回収物の利用について】 

（委員）いろいろなごみ処理方式を全部土俵に乗せ、絞っていくということであるが、ある程

度、絞り込む先は見えているような気がする。生ごみや有機物を対象にするメタンガス化方

式、炭化方式、堆肥化方式、飼料化方式に関しては、その再資源化したものの用途は主に農業

系のものであるため、東村山市の地域特性において、農業系用途受け入れ先は確保しにくいと

いうのが前提として言えると思う。それらの処理方式はあらかじめ除外するかもう含め、議論

できればと思う。 

〇メタンガス化方式・堆肥化方式・飼料化方式 

（会長）農業系用途の受け入れ先確保が必要な方式については、東村山市の地域特性を考慮する

と、難しいのではないかという御指摘である。 

（委員）メタンガス化方式に関しては、回収物の受け入れ需要がないと後で困ってしまうという

ところがあるのはよく見ている。地域特性を考えると、東村山市での採用は難しいと思う。 

（委員）高齢化、一人暮らしなどのさまざまな家庭事情を考えると、生ごみを分別する場合、市

民の負担が大きくなることが懸念される。私は、自分の家の生ごみは自分で処理しており、そ

のように個人で興味がある方は、ご自身で取り組めばいいと思うので、市全体としては一般的

にどこの家庭でも分別できるごみ処理方式を選定するのがよいと考える。 

（委員）堆肥化方式などの農業系用途の受け入れ先確保が必要な方式が難しいということだが、

一方で、地域内で多少なりとも農業やガーデニング等を行っており、個人的に堆肥が欲しい方

もいると思う。そういう需要に対して、柔軟な対応できる施設等が補完的にあってもいいと思

う。 

（会長）新しいごみ処理施設に補完的に置き、市民が持ち寄って堆肥化するような設備があって

もいいのではないかという御指摘である。 

（委員）過去、当市でも生ごみの分別、肥料化について検討し、生ごみ処理機による肥料化の取

組みを行ったことがあるが、塩分等が含まれており、肥料として適性でなく、塩分等を取り除

くコストもかかりすぎるといった理由で、中止した経緯がある。肥料化を個人的に行うことは

いいが、東村山市の新しいごみ処理施設のごみ処理方式として採用することは難しいと思う。 

（委員）逗子地域で、自分で発酵装置を設け堆肥化を行い、自治体が補助金を出しているが、臭

いや腐敗等の問題があり、管理が難しく、つくった堆肥を焼却場に運び込む事例が少なくなか

った。需要を調べて、個人による堆肥化への補助等について効果があるかを判断する必要があ

ると思うが、現実的には難しいと思う。 

（委員）堆肥化方式に関して、限定的な取り組みとして美住リサイクルショップで段ボールを用

いた家庭ごみのリサイクルを実施しているが、市で全体的にやる取り組みとしては難しい部分

があると思う。 

（会長）食品加工場から出る調理くずのみを対象とした堆肥化は可能であるが、一般の家庭ごみ

を堆肥化すると、その中に余分なものとして、塩分、化学物質、ビニールで等が入ってしま

い、専業の農家ではなかなか使えないということはよく言われている。 

（委員）専業農家は自らが使用する堆肥に対して品質を求めるので、それに応えることは難しい

と思う。市民農園で使うのであれば、自分たちで出したものを使い、堆肥化するニーズはある

と思う。 

（委員）一般的に、専業農家が扱う堆肥について、農協の堆肥など、品質がしっかり管理された

もの以外は、使わないほうがいいと言われている。市を挙げて堆肥化を行うことは、注意した
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ほうがいいと思う。 

（委員）飼料化方式や堆肥化方式の場合、プラスチックや紙などを除かないと飼料とできないこ

とや、肥料を畑に使った場合の作物への影響等を考えると、それらの方式の採用は難しいと考

える。 

〇ガス化溶融方式 

（委員）ガス化溶融方式については、ダイオキシンの関係で環境省が補助金を多く出した時期が

あり、補助金利用のためにガス化溶融方式を採用した事例が結構あったが、建設費、運転費が

高く、回収物のスラグをさばけない事例が多かった。スラグの利用状況について全国調査をし

たことがあるが、メーカーがスラグを引き取るか、そのまま埋め立て処分に持っていくケース

が大半を占めるため、なかなか有効に使うのは難しい。京都市では施設はつくったが、一度も

使わないでやめたなど、さまざまな問題が起こり、今ではガス化溶融方式を採用するケースが

ほとんどない。流動床式を採用する例は時々あるが、通常は採用が難しいというのが定評にな

るので、事例が少なくなっている。 

〇固形燃料化方式 

（会長）固形燃料の三重県事例について、県を中心に中小の市町村に RDF 施設をつくり、三重

県がつくった RDF を焼却して発電する施設に持ち込むという事業スキームに取り組んでいた

が、平成１５年に RDF を貯蔵していたサイロが爆発し、２人の方がお亡くなりになった事例

から固形燃料に対する反省が出てきている。また、もともとごみの発熱量が少ないのにかかわ

らず、生ごみを使うと乾燥させる際にたくさんのエネルギーを投入して、固形燃料をつくって

もエネルギーの無駄ではないかという議論がある。そのような状況から、現在では三重県の

RDF 発電所も近いうちに撤退するという計画で動いている。 

〇焼却方式について 

（会長）ストーカ式を採用した場合、セメント化というのが資源化のために有効な手段で、エコ

セメントをつくるということで資源循環をするという考え方である。ただし、セメントの施設

が近くになく、他県に持ち込む場合、受け入れ拒否の可能性があり、将来的な事業の安定性と

いう点で評価が低い自治体もあると聞いている。エコセメントの将来性はどう考えているか。

受け入れは安定的にできると考えているか。事務局にお尋ねしたい。 

（事務局）現状としては、２５市１町共同でエコセメント化事業を行っており、何十年後という

話では不明な点もあるとは思うが、東村山市という立地においては、日の出町の施設を利用

し、エコセメント化事業を活用していることより、現時点では有効性はあると思う。将来につ

いては、そのときの状況を見て適切なごみ処理を行うために、また再度検討していくことが大

事であると思う。 

（市長）現状は担当が申し上げたとおりである。いずれ施設を更新する際、東京たま広域資源循

環組合と地元の日の出町と協議する必要がある。現状の受け入れ先ではあるが、未来永劫にわ

たり、確保できるとは言えない部分は当然ある。ただし、多摩地域はほぼ４００万人規模の市

民の日々排出されるごみを一次処理したものをエコセメント化しているので、これがなくなっ

てしまうと、最終処分場のキャパシティの問題もあるため、今後、東京たま広域資源循環組合

２５市１町では、何らかの形でエコセメント化事業を継続していくことについては、揺るぎが

ないと考えている。 

（会長）全国的にみると、石灰石の産地、いわばセメントの産地において、安定した処理ができ

ている。そうした産地においては、地場の産業と結びついてセメント施設をつくり、エコセメ

ントをつくっているが、奥多摩は石灰石の産地であるため、そういう面では安定した事業であ

ると思う。 

（委員）エコセメントについては、普通セメントとのコスト差はどのようなものか。 

議論 

－ 添付資料 4 - 50 －



（委員）施設の建設コストがかかるため、普通セメントよりも高いと言われている。 

（委員）エコセメントのコストが抑えることができれば、将来的な受け入れに対する不安もなく

なるのではないか。 

（会長）石灰石のかわりに焼却灰を使うというのがエコセメントでありそのような意味では原料

が転換していくだけである。エコセメントの需要は十分にあるため、需要については急になく

なるといった心配の必要はないと言われている。 

（委員）焼却方式でごみを燃やした場合に、塩分や放射能は濃縮されるか。濃縮された場合、除

去されているのか。 

（委員）塩分は焼却してもなかなか分解されず焼却灰や飛灰に濃縮されるが、除去装置がついて

おり最近ではかなり除去率が上がっているようである。また、エコセメント化工場でも、塩分

を除去している。 

（委員）放射能についてはどうか。 

（委員）放射能についても焼却することで濃縮されるが、国の基準によって処理方法が管理され

ている。 

（事務局）エコセメント化工場に搬入する灰についても、国の基準を遵守する必要がある。現

在、当市でも焼却灰の分析をかけており、その基準を超過していないので、問題はないと考え

ている。 

【導入実績について】 

（委員）「目指すべき方向性」の中で「常にごみを安全かつ安定的に処理できる施設」、「循環

型社会形成に資する施設」など、これまで議論してきたが、その観点で見ると、実績的かつ運

転の中身からすると焼却方式が適しているという印象はある。さらに、焼却方式の中でストー

カ式、流動床式、キルン式があるが、これまでの研究の中で見ていくと、長く安定的に使う場

合、実績も含め、ストーカ式が一番適していると思う。個人的な意見ではあるが、余りお金を

かけないで済むと思う。既存の施設の数が多いので、省エネの分野でも結構改良されてきてい

るという学会発表もあり、かなり優位性はあるという印象である。 

（委員）新しい技術が開発されていく中で、いろいろな形のエネルギーの再利用の可能性はまだ

見えない部分がある。エネルギーの再利用に関する技術はこの街だけで開発することはできな

いが、多く採用されているごみ処理方式を選択しておけば、将来的に二次利用でプラスになる

ものが出てくる可能性が高いといえるため、焼却方式、ストーカ式という選択がよいと考え

る。 

（委員）ごみ処理方式は、焼却方式以外考えられないと思う。ガス化溶融方式やメタンガス化方

式は、実態に合わないと考える。エコセメント化事業が 100 年先でも継続できるかわからな

いが、現時点でエコセメントの有効利用が最もよいと考える。 

（委員）焼却方式について議論されているが、東京都で実績が一番多いストーカ式を採用した場

合、将来的に何か問題が発生したとしても、その対策を考えやすいと思う。 

（委員）7 種類の処理方式について説明を聞いたが、実績が最も多いという点で、焼却方式のス

トーカ式がよいと思う。

（委員）多くの自治体で採用されているということは、それだけ、今までいろいろな議論を重ね

て選ばれたのだと思うので、一番多く採用されている方式がよいと考えている。 

【処理方式検討の集約】 

（会長）皆さんの意見は、ストーカ式の意見が多いようですので、検討会の結論としては、スト

ーカ式としてよろしいでしょうか。 

議論 
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（異議なし） 

（会長）いろいろ議論はあったが、ほかのシステムは一長一短があるということで、発電とエコ

セメント化より、資源循環が図れるシステムであるということで、本検討会の結論としてはス

トーカ式とする。

（委員）近隣自治体の住民の立場としてお願いすることは、環境面の担保と、あとは臭い、振動

がない施設であることです。詳細については、東村山市の方々、市長さんを含めて決めていた

だければいいことですので、そこだけ押さえさせていただければと考えている。 

まとめ 

今後の施設計画において採用されるごみ処理方式としては、地域性を踏まえた回収物の需要状況

に適し、信頼性が高く将来的に柔軟な対応が可能であると考えられる導入実績の多いごみ処理方

式が妥当であると集約された。

焼却方式のストーカ式は、多摩地域でのエコセメント化事業を利用することで回収物を有効利用

することができ、東京都及び全国でも最も導入実績の多いごみ処理方式であり、現状と同様に燃

やせるごみ全量を処理することができるため、東村山市が採用するごみ処理方式として望ましい

と考える。 

議論 
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議題２：新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」検討のまとめ 

整理 

検討のまとめについて 

（委員）前回の低炭素社会の定義が、「低炭素経済」という言葉の定義をそのまま使ったような

印象を持っているが、今回修正の注釈文は、生活の豊かさの実感というのは経済も含めて、そ

れ以外も重要であるという意味が含まれているので良いと考える。 

（会長）議題１のごみ処理方式検討の際にも、常にごみを安全、安定的に処理できること、循環

型社会形成に資すること、環境負荷を低減できること、あるいは経済性にすぐれていることが

議論された。環境教育については議論されなかったが、これは処理方式には関係なくできるこ

とである。以上のようなコンセプトのもとに今後、東村山市の次期ごみ処理施設は整備してい

くという方向でよろしいか。 

（異議なし） 

（会長）新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」の検討のまとめについては、記載の内容で

集約することとする。 

議題３：最終報告書について 

整理 

最終報告書について 

（会長）最終報告書（案）１ページに、「あり方検討会では、市が作成する基本方針の前段として、

ごみ処理施設の実施主体の検討、施設整備用地に関する検討、新しいごみ処理施設の目指すべき方

向性などの検討を行いました。」と今回のあり方検討会の成果の記載があり、次に、「市は基本方

針の策定にあたっては、あり方検討会の検討内容を踏まえて方針（案）を作成し、内容について市

民の方々にわかりやすく説明、周知し、市民とともに基本方針をつくっていく必要があります。」

と、方針（案）は市でつくり、それを市民に説明し市民とともにつくっていくということがここで

宣言されている。また、全体を通して、１２回にわたって検討してきて取りまとめてきた内容が、

何度か皆さんの意見を反映して修正してきた部分も含め、網羅されていると思うが、記載内容につ

いて御意見を伺いたい。 

（異議なし） 

（会長）最終報告書（案）の記載内容で集約することとする。 

－ 添付資料 4 - 53 －



 

 

第 13 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 13 回 東村山市ごみ処理施設のあり方検討会 

日 時：2018 年 3 月 8 日（木）14:30～16:00 

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、 

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、田口ごみ減量推進課長、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、浦田秀人委員、齋藤隆委員 

 

 

 
【議事】 
 
 

議題１：今後の施設計画検討のまとめ 
 
議題２：最終報告書のまとめ 

--------------------------------------------------------------------------- 
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第 1３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：今後の施設計画検討のまとめ 

議論 

今後の施設計画検討のまとめ 

（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。 
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まとめ 

 

議論の整理に焼却方式のストーカ式以外のキルン式と流動床式について導入実績を記載する。 

議論の整理に「社会動向への対応」などについて具体的な内容の説明を記載する。 

 

議題２：最終報告書のまとめ 

議論 

最終報告書のまとめ 

（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、
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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。 

（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） 

（会長）それでは、一任とさせていただく。 

 

まとめ 

 

本文中の専門用語をわかりやすく記載する等の修正を行うことする。 

修正後の最終的なとりまとめは、会長、副会長、事務局に一任された。 

 

確認 

来年度以降について 

（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。 

（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。 

（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。引き続きよろし

くお願いする。 
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