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１． 市民説明会の開催概要 
 

市では、安全で安定したごみ処理を継続していくため、今後のごみ処理施設の基本方針策

定を進めており、今後のごみ処理施設においては、新たな建替えを検討している。 

本説明会では、平成30年度に実施した市民意見交換会後の市の検討内容と、基本方針の骨

格（素案）である「実施主体」や「施設整備用地」、「処理方式及び施設の機能」、「施設

の処理能力」などについて説明を行った。 

市民説明会は、東村山市内の各地域の公共施設等にて令和元年8月23日から9月14日に計7回

開催された。参加人数は合計265名となった（内253名よりアンケート回収）。 

参加者を町別でみると、秋津町からの参加が71名と最も多く、次いで萩山町が35名、富士

見町が26名、本町が20名であった。なお、市民説明会は秋津町で2回開催している。 

 
表 1-1 各回の参加者人数と町別の内訳 

日時 場所 
本

町 

久

米

川 

町 

秋

津 

町 

青

葉

町 

恩

多

町 

萩

山

町 

栄

町 

富

士

見

町 

美

住

町 

廻

田

町 

多

摩

湖

町 

諏

訪

町 

野

口

町 

市

外 

参

加

人

数

計 

ア
ン
ケ
ー
ト
回
収
数 

 

８月２３日

（金） 

秋津公民館 

  3 17 2 2             1   2 27 27 

８月２５日

（日） 

萩山公民館 

    3 1 1 32 3 1 1     1   1 44 44 

８月３０日

（金） 

廻田公民館 

    2 1           6 5     1 15 15 

８月３１日

（土） 

秋水園リサイク

ルセンター 
2 1 40 3 1       1 1   2     51 51 

９月７日 

（土） 

市民センター 

11 2 3 5 6 1 3 2 5 1 3 1 7 1 51 51 

９月８日 

（日） 

富士見公民館 

1 1 2     1 1 22 8 1   1 1 1 40 27 

９月１４日

（土） 

中央公民館 

6 2 4 2 4 1 2 1 3 1 3 3 4 1 37 44 

 合計 20 9 71 14 14 35 9 26 18 10 11 9 12 7 265 253 
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２． 市民説明会・アンケート要旨 

 

  市民説明会の参加状況については、参加人数は同一人物の複数回参加を含め、合計で延べ 265 

名となっており、内 253名よりアンケートを回収した。 

 参加者の属性としては、アンケート集計より以下のとおりである。 

 性別・・・・「男性」 51.0%、「女性」 41.9% 

 年齢別・・・50 代以上が約 9 割を占め、その中でも「70 代以上」が 52.6%と最も多く、 

40代以下は 1割程度であった。 

 職業・・・「専業主婦・主夫」が 30.0%と最も多く、次いで「パート・派遣社員・内職・ 

アルバイト」、「自営業」などの方が参加された。 

 居住地域別・・・秋津町で 2回開催したこともあり、「秋津町」が 24.9%で最も多く、次 

いで「萩山町」、「富士見町」の順であった。 

 家族構成・・・「夫婦のみ世帯」が 41.6%と最も多く、次いで「親子 2世代」、「単身世 

帯」となった。 

 

  周知方法については、平成 30 年度に実施した市民意見交換会同様、市報、市ホームページ、 

ごみ分別アプリ、フェイスブックでの発信や公用施設における掲示、各自治会への開催案内の 

配布等の他、周辺地域の若い子育て世代の方々にお越しいただけるよう、秋水園ふれあいセン 

ターで開催されたイベントにおいてもチラシの配布を行ってきた。 

 結果、多くの若い世代の方々の参加には至らなかったが、前回の「現時点における市の考え 

方」についての市民意見交換会時に比べて、今回は基本方針素案の説明会ということで幅広く 

関心を持たれたことが、人数の伸びた要因と捉えている。 

 

 説明会場において直接ご意見をいただいた中には、周辺には長年お住いの方々などにより、 

「実施主体」や「施設整備用地」、「処理方式及び施設の機能」への否定的なご意見も複数挙が 

る一方、他の地域の方々からは「周辺住民の方の意見をもっと聞いてほしい」、「地域還元施 

設の検討を」など、周辺住民への配慮を求める声が多かった。また、建替え後の分別方法や収 

集形態、発電機能などの災害時における取組みなどの質問も頂いた。 

 

なお、説明内容については、以下のとおりである。 

 「大変分かりやすかった」、「分かりやすかった」・・・54.2% 

 「あまり分からなかった」・・・・・・・・・・・・・・17.0% 

 「全く分からなかった」・・・・・・・・・・・・・・・ 4.3% 

 「無回答」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24.5% 

 

「あまり分からなかった」の理由については、基本方針素案に記載している語句について、 

聞きなれない言葉が多いなどが挙げられた。「全く分からなかった」の理由については、基本

方針素案ついて「なぜ秋津町に建設するのか」、「なぜ焼却施設にするのか」といった、内容に

納得できないといった趣旨の意見が挙げられた。 
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３． 市民説明会 

 （１）市民説明会（全 7回）での主な意見 

市民説明会中にて、参加者よりご発言いただいた主な意見は以下のとおりである。 
※ 同じ趣旨の発言につきましては、まとめさせて頂いております。詳細につきましては、

要録をご覧ください。 
 
○実施主体に関すること 

・ 小平・村山・大和衛生組合との広域化は検討したのか 
・ 今後、ごみ処理量が減少傾向にあるのであれば、新施設が稼働する令和 10 年頃なら柳泉園組

合との広域化はできるのではないか 
 

○施設整備用地に関すること 
・ 秋水園ありきの検討である 
・ ハザードマップで浸水区域に建設することに反対である 
・ 公園に建てられない理由が不明である 
・ 行政がその気になれば、どこにだって施設は建てられる 
・ 周辺住民の意見を聞いてほしい 
・ 地域還元施設を検討してほしい 
・ 安全な施設を建設してほしい 

 
○処理方式及び施設の機能 

・ 秋水園再生計画の推進プラン 98 との整合性は 
・ エコセメント事業を継続するため、ごみ焼却量を増やしているのか 
・ プラスチックごみなどを焼却する予定はあるのか（分別区分の変更はあるのか） 
・ 他の処理方式を検討したのか 

 
○防災への取組み 

・ 台風によって千葉県のようにごみ収集等ができなくなった場合の対策はあるのか 
・ ごみ発電設備を設置すると、コストがその分かかるのではないか 
・ ごみ発電設備を設置すると、発電することが目的になりごみの焼却量が増加するのでは 

 
○環境への取組み 

・ 秋津町周辺は喘息にかかっている子どもが多い 
・ バグフィルターで全ての有害物の除去はできない 

 
○施設の処理能力 

・ 1 日当たりの処理 100～110 トンでは過小ではないのか 
・ これまで 150 トン規模のものが 100 トン規模になるのか 
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○その他 
・ 国への交付金の申請はいつするのか 
・ ごみ処理施設のあり方検討会における議論のプロセスがおかしいのではないか 
・ 現状のごみ減量施策の進捗状況は 
・ 現在の施設を安全にすることや周辺の対応（道路整備など）をする方が先ではないか 
・ もっと市民意見を聞くべきである 
・ 発電機などを設置することで騒音などの心配はないのか 
・ 建設費用の捻出はどのように考えているのか 
・ 若い方がほとんど参加されていないので、全世代の意見を聞いてほしい 
・ 説明会の場に市長はなぜいないのか 
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市民説明会 第 1回要録 

開 催 日 時 令和元年８月２３日（金）午後７時３０分～午後９時２５分 

開 催 場 所 東村山市 秋津公民館 第２・３集会室 

参 加 者 数 ２７名 

説明会 記録 

20 時 10 分 質疑応答開始 
質疑応答１ 
〇発言者（秋津町：住民１） 
 秋水園以外には候補地となり得るところがなかったということですが、それだったらもう最初

から決まっていることで、これは茶番ではないでしょうか。 
〇東村山市 
 今回、現在のごみ焼却施設を老朽化しているので建て替えるに当たりまして、まず市内で秋水

園以外の候補地があるかどうかということにつきましてはゼロベースで面積や法令などを確認し

たところでございます。先ほど説明させていただきました久米川第 13 住宅跡地は現在更地とな

っており、そちらならば建てられるのではないかというところを含め、建物の高さ制限やコスト

の面などから検討し、最終的に秋水園が最適であると判断したところでございます。 
 
質疑応答２ 
〇発言者（久米川町：住民２） 
 久米川町は秋水園の近くですが、秋津町の皆さんにごみ処理について多大な御迷惑や、いろい

ろな御負担をおかけしていると思います。基本方針（素案）には「周辺への環境負荷を低減する」

と記載がありますが、当然のことだと思いますので、市として基本計画の中で相当な部分を割い

てやっていただければと思います。 
 また、「未来をつくる、地球にやさしい施設」ということで、子供たちに説明していくことに

なるかと思います。ごみの減量ということについても十分配慮した内容の授業などの実施をお願

いしたいです。 
 既存のごみ処理施設は 75 トン 2 炉で 150 トンであり、新しいごみ処理施設は 108.7 トンとの

ことですが、この量で今後賄えるのか少し疑問があります。一回造ってしまった施設で賄えなく

なった場合に、賄えない分をどのように処理するのか問題となってしまうため、その辺は十分配

慮してほしいです。 
〇東村山市 
 108.7 トンで大丈夫なのかということについて回答させていただきますと、こちらの数値は現

在の一般廃棄物処理基本計画の数値をもとに計算しており、令和 2 年度までの数値となります。

今後建設していくごみ処理施設は令和 10 年度から稼働していきます。現在、新しい一般廃棄物処

理基本計画を策定しており、そちらの計画には、これまでのごみの減量など施策状況も含めて新

しく数値を算定し、過剰、過小とならない適切な施設を造っていきますので、よろしくお願いい

たします。 
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質疑応答３ 
〇発言者（秋津町：住民３） 
 施設の処理能力を 1 日 108 トンということで可能だというお話をされましたが、現況施設の燃

やせるごみの処理量をお聞かせください。 
〇東村山市 
 現在、1 日平均約 70 トンの処理を行っております。 
 
質疑応答４ 
〇発言者（秋津町：住民４） 
 「近年大規模な自然災害が全国各地で発生しています。この東村山市においても地震や災害な

どの災害がいつ発生してもおかしくありません」という言葉で始まっている防災ガイドマップが

出されていますが、今まで何回かこのことについて市長にお聞きしましたら、「今までなかった

から、一定の対策をとれば大丈夫」という御回答をいただいています。それでは、このハザード

マップを作った理由は何なのでしょうか。秋水園のある場所は東村山市の中で一番水害予測値の

高い 5m です。秋津町の住民からすれば、既存の施設ですら不安がありすぐにどこかに移しても

らいたいと思っています。なぜこの場所を選んだのか伺いたいです。他にないからという理由だ

けでは私たち秋津町の住民としては納得できません。 
 ランプウェイ方式で炉を高くするといっても、炉だけ高くなり、ごみを運搬するための道路が

水没してしまう状態でどのようにしてこの問題を解決するのでしょうか。対策を立てるというこ

とは、炉だけではなく、秋津町 4 丁目の水没する地帯の全てについて対策し、その上で炉を建て

るのでしょうか。そうすると莫大な費用がかかると思いますが、そういう点まで含めて検討され

たのかどうかお答えいただきたいです。 
〇東村山市 
 平成 30 年度に実施した市民意見交換会でも同じ回答をさせていただいたと思いますが、秋津

地域については、大雨が降り浸水被害にあった場合、常に水が残っている地域ではないと考えて

おり、収集については水が引けば問題なく行われると考えております。 
 水害対策のランプウェイ方式は一例であり、ハザードマップで示されている内容を基に、今後

の基本計画の中では、かさ上げや、ごみピットや重要な電気設備について浸水被害を受けない位

置に配置することなどの具体的な浸水対策について検討していきたいと考えています。 
〇発言者（秋津町：住民４） 
 納得できません。 
 
質疑応答５ 
〇発言者（秋津町：住民５） 
 今御説明があった中で、処理トン数については現状の一般廃棄物処理基本計画を基に決めた数

値なので、令和 2 年度末までに新しい一般廃棄物処理基本計画が策定したら、処理トン数が決ま

るという説明がありました。昨年の意見交換会のときにも全く同じことをおっしゃっていました。

今後、環境省かは分かりませんが、交付金の申請に行くのでしょうか。処理トン数が決まってい

ないのに、それはおかしいのではないでしょうか。令和 2 年の 3 月に処理トン数が決まるという
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ことでしたら、そのときに説明会をやったらどうでしょうか。 
 以前の意見交換会の際、部長に水害対策をお伺いしたところ、「大丈夫です。それは高くやる

んですから」とのことでしたが、高くやるといったって、どのくらい高くするのでしょうか。こ

の前のタウンミーティングでも他の方が聞いていたのですが、秋水園周辺が一番低いのに、その

途中の道は何も対策をしないで、秋水園だけを何 m か高くするのでしょうか。 
〇東村山市 
 秋水園の水害対策について、具体的にどのようなものをしていくかというところは基本計画の

ところで検討してまいりますので、ランプウェイ方式ということで決定しているわけではありま

せん。その点は今後も検討していきますので、よろしくお願いします。 
〇東村山市 
 ランプウェイ方式については、デパートなどの駐車場で車が斜路を通って上階へ上がっていく

ように、収集車を上階に上げていくような方式となります。パッカー車からごみ投入する際の投

入口を高くすることで、浸水しないような対策となります。 
 
質疑応答６ 
〇発言者（諏訪町：住民６） 
 98 プランの件で質問したいと思っていたのですけれども、今の水害の話があまりにもひどいと

思います。ハザードマップで秋水園の地域は 5m 以上の浸水地域になっています。5m 以上とい

うのは 2 階の窓際ぐらいの高さとなります。今おっしゃったランプウェイ方式というのは、焼却

炉はかさ上げして高いところにつくるから大丈夫だということですが、水害になったとき、周辺

は 5m の浸水域になります。清掃工場というのは、災害の際、災害ごみを受け入れる量を計算し

ています。つまり、災害があったときにそこは災害対策地域になるということですが、そこまで

どのように運ぶのでしょうか。今まで水害がなかったということですが、このハザードマップは、

ベースになる計算は東京都が行い、東村山市が市民の方々に配布しているものです。浸水が 5m
以上になる原因は、流域面積の広い柳瀬川が清瀬の先で狭まっていて逆流が起こり、柳瀬川のか

さが増して浸水することになります。そのような場所に、公共施設を建てるというのはどういう

ことなのでしょうか。 
 また、先日の市長のタウンミーティングのときにも質問したのですが、私たちは今から 20 年前

に、東村山はごみを燃やさない、埋め立てないということを宣言して 98 プランというものを策定

しました。全国の 2,000 の自治体から見学に来られて東村山市はすばらしいことをしているとい

う評価をいただきました。その 98 プランを作成するのに、市民の代表が 15 人、市の職員の方、

労働組合の方も入り、先進的な取り組みをしているところ約 30 カ所を確認し、その委員になった

皆さん方が 80 回議論を重ねて 3 年がかりでつくられました。市役所と市民が協働ですばらしい

案をつくったということで全国の自治体からお褒めをいただいたのです。そして、東村山市はご

みを燃やさない、焼却炉を建てない、生ごみは 100％資源リサイクルしていくということを 98 プ

ランの中で掲げました。その後の一般廃棄物処理基本計画においても、そのことについて謳って

います。20 年経過したら、そのようなことはなかったことにするのですか。東村山市が全国の皆

さんに約束したことですが、なぜそういう約束を切りかえることになったのか、事情を聞かせて

ください。 
〇東村山市 
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 環境省の通達では浸水地域での廃棄物処理施設の建設を禁止しておらず、十分な浸水対策を行

えば稼働できる施設を整備できると考えています。具体的な水害対策については、ただいま申し

上げたとおり、今後の計画の中で改めて検討していくというところであり、現状はランプウェイ

方式といった一例を御紹介したにとどまっております。 
〇東村山市 
 98 プランの燃やさない、埋め立てない、そういった理念につきましては、現在の一般廃棄物処

理基本計画のできるだけ焼却や埋め立てによらない資源循環のまちを目指すということで継承さ

れていると考えております。東村山市におきましては、これまでも資源循環の社会を目指すため

に埋め立てゼロを目指すこと、また資源の有効利用ということで、減量施策やエネルギー資源の

リサイクルに取り組んでまいりましたので、今後につきましてもこのような取り組みを継続して

いきたいと考えております。 
 
質疑応答７ 
〇発言者（秋津町：住民１） 
 先ほど秋水園の場所しかないと言っていましたけれども、候補に挙がっている中央公園や運動

公園はなぜだめになったのでしょうか。 
〇東村山市 
 中央公園や狭山公園、運動公園などの 5 つの公有地については、都市公園などの指定がなされ

ており、用途地域においてもそのような工場などを建てるのになかなか適さない地域であり、搬

入道路の道路幅が 7m 以上の道路であり収集車が通れるスペースが確保できるかなどの条件を鑑

みまして、総合的な観点からそれらの場所については難しいと判断したところでございます。 
〇発言者（秋津町：住民１） 
 では、道路をつくればいいということでしょうか。 
〇東村山市 
 搬入道路というのは検討条件の 1 つでございまして、先ほど申し上げました用途地域だとか、

土地の形状だとか、都市公園の指定といった条件全てを加味して判断をしたところですので、一

概にその 1 つの条件をクリアしたからできるといったことではないと判断したところでございま

す。 
〇発言者（秋津町：住民１） 
 意味がわかりません。回答になっていないと思います。道路だったらつくれるし、公園だった

ら指定を変えればいいと思います。絶対にできないという条件がどこかであったのではないので

すか。 
〇東村山市 
 先ほど申しましたとおり、それぞれの条件を照らし合わせて、それらを複合的に判断したとい

うところは間違いないことでございます。また、都市公園の指定については市の他の施策との関

係性もあり、それらを総合的に判断した結果、秋水園という格好にさせていただいたところでご

ざいます。 
 
質疑応答８ 
〇発言者（諏訪町：住民６） 
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 清掃工場を建てるときには、用途地域、都市公園、道路のいずれの課題に対しても、もし本当

に造ろうと思ったら、計画を立てそれに合わせるように、用途地域などを変更すればいいだけの

話です。例えば、鎌倉の山の上に焼却炉をつくるという計画を鎌倉市が出したことがあるのです

が、相談を受けて、そのような場所に焼却炉を造るのはとんでもないということで話をしに行っ

たことがあります。つまり、どこでもやってやればできるということです。 
 全国の事例を見ると、10 カ所とか 20 カ所候補地を挙げて消去法で精査するといいながら、実

は従来のところに最初からするとか、そのようなことをどこもやっているのです。市がやってい

るのではなく、市が委託したコンサルタントがやっています。コンサルタントは全国同じような

ことをやっています。 
 
〇東村山市 
 用地の件につきまして補足説明させていただきます。市内で、例えば北山公園ですと、当初の

施策としては菖蒲園とかをつくっていって自然公園としての位置づけをさせていただいていま

す。まず所管といたしましては、焼却炉用地として 1 万平米以上の土地を抽出しましたけれども、

例えば、運動公園については市のスポーツ施設としての位置づけもございます。おっしゃられた

とおり、都市計画決定は確かに無理をすれば変えることができますが、その他の市の施策等との

整合性を図った際に、土地はありますけれども、現時点では秋水園、現存している土地につきま

しては費用的なことも含めてこれが一番実現的であると市のほうでは判断させていただいており

ます。秋津町の方につきましては、この間、長きにわたり秋水園がある町ということでいろいろ

御苦労と御迷惑をかけていると思います。しかし、市といたしましても、消去法でいろいろ検討

した結果、この秋津町しかないという判断をさせていただきましたので、そこにつきましてはさ

まざま御意見があると思いますが、御理解と御協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
質疑応答９ 
〇発言者（青葉町：住民７） 
 先ほどから出ていますハザードマップについて、素案の 21 ページに、「一定程度の浸水に対し

ても施設稼働に影響が出ないよう」と記載がありますが、これは浸水の想定がありきということ

です。今後具体化とおっしゃっていますが、具体化の内容についてここで説明いただかないと皆

さんは安心できないと思います。平成２８年によもぎ橋で浸水被害があった際の秋水園の状況を

お聞かせください。 
〇東村山市 
 浸水対策の具体的な対策について何も決まっていないというところで、きちんと決めないと先

に進めないという御趣旨だと思いますが、先ほどから申し上げているとおり、基本計画を立てる

前の立ち位置として、ここで施設を計画するに当たっての基本的事項、いわゆる土台となる部分

を固めるものでございまして、ここで何をどのような対策を具体的に行い、どのような建て方で

どのようなものを建てるということではなく、あくまでこの基本方針に沿って対策等を含めて具

体的な検討をしていく施設整備基本計画へ移行していくものだと考えています。基本方針がない

と具体的な検討に入れませんので、現段階の基本方針ではあくまで大枠を決め、その柱となる足

元を固めるという内容になっていますので、御理解のほどお願いいたします。 
 よもぎ橋の浸水の際、秋水園が水没したのかという質問がありましたけれども、秋水園は水没
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しておらず、問題なく稼働していました。 
〇東村山市 

ハザードマップの件について、決して市のほうでも軽く見ているわけではございません。ただ、

先ほどからこの方針をつくるに当たりましては、現状、焼却施設が 38 年稼働して、もう残り 10
年ぐらい、本来であれば、ここまで稼働している施設は全国にも数少ない状況であります。市内

の全市民の方々の排出状況について停滞なくこれから安定的に運営してごみ処理をどうしていこ

うかという立場から考えたときに、ここで 10 年というところが計画的にはやはり建てるまで 10
年かかりますので、さまざまな土地の問題もありましたし、ハザードマップの関係もありました。

ただ、ここでごみの収集を停滞するわけにはいかないので、どうしたらいいかというところで、

先ほど来お話がありましたように、ゼロベースからさまざまな角度から検討をさせていただいた

ところでございます。 
 一点一点申し上げますと、それぞれ課題はやはり出てくるとは思いますけれども、施設を実際

建てるときには、施設の稼働において支障のないような形でこれから計画していくということで、

現状、洪水の関係もありましたけれども、一番ハザードマップでこういう浸水地域と指定されて

いるというのは、やはり住んでいらっしゃる住民の方々の被害をできるだけ少なくするというと

ころを踏まえて事前に備えていただくという形もあります。よもぎ橋の浸水の際も、秋水園ふれ

あいセンターが避難場所になっておりますし、実際の施設稼働に関して問題はございませんでし

た。これからもそういった形で支障のないような形で建てていくというところで考えております

ので、さまざまな角度から本当に今後 15 万人市民の皆様に影響が出ないような形で、最善な計画

はどこかというところで今回方針として出させていただきましたので、御理解のほどよろしくお

願いいたします。 
 
質疑応答 10 
〇発言者（秋津町：住民４） 
 行政の考え方ってとても変な考え方だと思います。ここに決めましたからお願いしますという

一方で、具体的な対策は何かと伺うと、基本方針が決まらなければ対策は立てられないとおっし

ゃる。それは地元住民をばかにしていませんか。この焼却炉がだめになるということも何年も前

から分かっているはずですよね。そうしたら、用途地域変更に時間がかかるとしたら、もう 20 年

前から 98 プランがあったときから、それではどうしようかということを考えられたはずです。そ

れは資源循環部の仕事ですよね。何をやってきたのですか。減量もするといっても大した減量に

もなっていないし、考え方が逆だと思います。 
 施設整備用地を決めるときには、もう秋津町に 50 年以上もお世話になっていて、あと 10 年で

67 年になるのだから秋津町を外して考えるのが当然ではないですか。これは秋津町をあまりにも

ばかにしていると思います。職員の皆様は、秋津町に本当に住んでみたいと思いますか。住んで

いらっしゃる方もいらっしゃいますが、ここは住みたいと思うまちでしょうか。 
〇東村山市 
 住んでいる方にとってはかなり御負担をおかけしているところではございますが、やはり市と

してはここしかないというところでお願いするしかありません。 
 「秋津町に住んでみたいですか」というお話がありましたけれども、平成２６年に竣工したリ

サイクルセンターにもそういったお話はありました。例えば、昭和 37 年設置当初であるとか、あ
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とは高度成長期であるとかというときに、臭気や騒音などで本当に周辺の方々に御迷惑をかけた

時代もありましたけれども、さきのリサイクルセンターであるとか、98 プランを初めとしまして、

現行の一般廃棄物処理基本計画など、市民の方々の御理解と御協力の中で減量施策を推進し、ご

みが減ってきています。全国で排出量の少なさであるとか、資源化率の高さでここ数年はベスト

テンに入っているという状況もあります。施設についても、処理の分散化というところで民間施

設の活用などの取り組みや、それまで半屋外作業による騒音であるとか臭気などの対策としてリ

サイクルセンターを設置するなど、それら課題を解決してきていると思っております。今後にお

きましてもきちんとその辺は対応できるように努めてまいりますので、御理解のほう、よろしく

お願いしたいと思っております。 
 
質疑応答 11 
〇発言者（青葉町：住民８） 
 これまでの意見交換会やあり方検討会など、かなり市民参加ということを意識した計画のつく

り方をしていらっしゃると思います。いろいろな方がおっしゃったように、全員の市民が参加で

きるわけでもないし、意見をしたから必ず通るというわけでもなく、行政のほうの時間的な問題

もあれば、都合もあったりとかということで、なかなか難しいところはあると思います。平成 28
年度のあり方検討会の中で用地選定についてはかなり検討して、傍聴や参加された方の中には納

得できなかった方もいらっしゃると思いますが、その答申があって今の方針があると思います。

そのようにひとつずつ進まなくてはいけないと思いますが、やはり最初のところで意見が反映さ

れないと、なかなか後から言っても手遅れとなることが多いと思います。そのため、今後もでき

るだけ市民参加の機会や意見を交換できる機会というのはずっと維持していただけたらなと思い

ます。今後、基本計画ができるまでの間の市民参加の場というのは検討されているのでしょうか。 
〇東村山市 
 基本計画の策定段階におきましても、これまでどおり検討会や意見交換会などを開催いたしま

して、市民の皆様と考えていくということを基本にやっていきたいと考えております。 
〇東村山市 
 先ほど担当のほうから 4 つのコンセプトと 7 つの基本方針という話がありましたけれども、そ

の中では、例えば防災への取り組みであるとか環境学習への取り組み、またサーマルリサイクル

等を掲げさせていただいています。これらを実現していくにあたりましては、当然、施設周辺の

皆様の御意見等が必要になってきますので、こちらの基本計画策定の際にも、現在正式な形は決

まっていませんけれども、市民意見交換会やワークショップ等を開催し、市民の皆様、近隣の皆

様の御意見を賜りながら計画を策定してまいる所存でございます。 
 
質疑応答 12 
〇発言者（秋津町：住民５） 
 先ほど聞いたことに答えていただいていないのですが、今回の説明会が終わった後、すぐ交付

金の申請に行くのでしょうか。 
 秋津町の周辺環境について、最近相続でどんどん緑がなくなってしまって、道は昔どおりくね

くね曲がっていてしようがないとしても、この暑いときに移動するのに日陰が全くなくて本当に

大変です。また、高齢者にとって非常に道が危ないです。10 年後に新しく施設建つとして、これ
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からまた 40 年、100 年同じ場所でごみ処理施設があるのであれば、道に分離帯をつくることや緑

を増やすなどの何らかの還元があるべきだと思います。意見交換会の前段でやっていたあり方検

討会において、秋津で造るのであればどうするべきかということが、なぜ全く出なかったのか、

秋水園に造って当たり前、それは結局 800 世帯とか 900 世帯ある自治会長さんたちがオーケーを

出しているから、もう何も怖くないという感じがします。それでは、本日来ている住民は何なの

ですか。説明会をやりました、本日 30 人来ましたといって、どういう報告をされるのでしょう

か。本日、市議会議員さんも来ていらっしゃるので、本日のまとめをどのように市長さんに報告

されるか、それについてもお聞きしたいです。 
〇東村山市 
 交付金の申請につきましては、この基本方針ができ上がった後には出していかなければいけな

いというところはありますけれども、先ほど施設が決まっていない中で申請ができるかというお

話でございましたが、交付金の種類としては、計画の支援に係る部分と具体的な施設整備に関わ

る部分で分けて出すこともできます。現状決まっていない中で申請するのはおかしいのではない

かという御趣旨だと思うのですが、基本方針ができた段階で交付申請ができる範囲のところでは

やっていきたいと考えております。 
 周辺対策につきましては、基本計画の中できちんと皆さんの御意見を伺いながらやっていきた

いと考えておりまして、そのあたりは決してないがしろにすることなくきちんと対応してまいり

たいと考えておりますので、御理解のほう、よろしくお願いしたいと思います。 
〇東村山市 
 過去においても 10 回意見交換会、出張意見交換会、また各イベントでのアンケート等をやらせ

ていただきまして、さまざまな市民の皆様の意見をこの間承ってまいりました。平成３０年度に

市の考え方を御説明した後に、皆様からいただいた意見の中で、再度検証する部分は可能性があ

るものにつきましては検証させていただいて、どういう形がいいかという形で今回まとまったも

のが素案ということで本日の説明会に至った経過でございます。また、本日いただいた御意見に

つきましては、当然会議の記録もとっていますので、皆様の発言等も含めて、報告させていただ

きたいと思っております。 
 
質疑応答 13 
〇発言者（秋津町：住民１） 
 先ほどからいろいろ話しているが、全然納得できないです。なぜ、期限が迫ってから検討をす

るのですか。このような話は 10 年ぐらい前からやっていたって構わないと思います。だから、そ

ういうのをぎりぎりになってからいろいろもうだめだからやるというのが、結局もう皆さんが納

得しようがしまいがやりますよという意思表示ではないのですか。また、香川県のトンネルコン

ポスト方式については、市の方で検討していると思いますが、そういう話も全然出てこないので、

何かやっつけでこういうのをやられているような感じがします。 
〇東村山市 
 今回のごみ処理施設のあり方については平成 28 年度から検討させていただきましたというこ

とを先ほどもお答えいたしました。今後また約 10 年間かけてそういったものをつくり上げてい

くということになります。 
〇東村山市 
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 トンネルコンポスト方式につきましてそういった処理方式があるということは存じておりま

す。ただ、東村山市といたしましては安定した資源の循環ということを最重視しているというこ

とでストーカ炉を採用し、焼却灰をエコセメント化するということを選択しています。 
 
質疑応答 14 
〇発言者（住所不明：住民９） 
 5 ページにごみ発電と記載がありますが、これは交付要件の問題に絡んでくるので、ここの説

明をもう少し詳しくお伺いしたい。 
〇東村山市 
 ごみ発電、交付要件の部分についてまずお答えさせていただきますと、こちらのほうはエネル

ギー回収率が何％以上であれば 2 分の 1、これ以下であれば 3 分の 1 という形になっていまして、

現段階で出ている最新のものですと、我々が使おうと考えている交付金としては循環型社会形成

推進交付金というもので、そちらのほうにつきましては、施設規模が 100 トン以下の場合、熱の

回収率が 17％以上であれば、該当する部分について 2 分の 1 の交付金を受けることができます。

それから 100 トンを超えて 150 トン以下ですと熱の回収率は 18％が条件となります。現段階で

は 100 トンから 110 トンという施設規模としておりますので、こちらの条件に適合するような形

で推進できていければということで考えて進めていければと思っております。 
〇東村山市 
 ごみの発電によるエネルギー回収率、あるいは今「ごみ発電等」と書いてありますけれども、

決してごみ発電だけを余熱の利用とは捉えおらず、ごみ発電やその他の熱利用を含めエネルギー

回収ができる施設を目指してやっていくということになります。先ほど来申し上げているとおり、

この基本方針というのは今後計画していく施設の具体的なものを検討するための指標となるもの

ですから、ここではそういった形で記載させていただいております。 
〇東村山市 
 今御質問になったのは分かりにくいというお話だったと思うのですが、当然ごみを焼却した際

には熱で燃やします。その熱を使って、例えばお湯を沸かしてタービンを回して発電をするだと

か、そういったリサイクルをすると、その発電や熱エネルギーを使ったことによって、建設費の

一部を交付金として市が国から補助金でもらえるという制度がございます。先ほど担当が御説明

したのが、そのごみの発電の率によって市が建設するコストの例えば 3 分の 1 とか 2 分の 1 を国

の補助で賄えることを想定していますということの御説明をさせていただいたところでございま

す。 
 
質疑応答 15 
〇発言者（秋津町：住民１） 
 私の質問に 1 つ答えていないのですが、トンネルコンポストはなぜだめになったのかをお伺い

したい。また、なぜ期限が迫ってから、こういうことをやっているのか。平成 28 年から検討して

いるとのことだが、もうだめになってからやっているのではないか。もっと前からやっていてい

いのはないか。その 2 つを答えてください。 
〇東村山市 
 平成 22、23 年度に現在のごみ焼却施設の延命化及び耐震改修工事というのを実際に施工いた
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しました。そこで、平成 33 年度までの延命化及び施設の耐震改修ということで補強をいたしまし

た。その後、施設の検討の前に事前調査という形でいろいろな施設を見学し、検討を重ねて、平

成 28 年度から市民参加による検討を開始させていただきました。 
 
〇発言者（秋津町：住民１） 
 それは短くないですか。 
〇東村山市 
 平成 22 年、23 年に今の既存の施設の延命化改修工事、耐震化という中で、その後、やはりそ

ういったことで検討が必要になるということで、他の自治体の焼却施設であるとか新技術である

とかということを視察し、近隣他市の整備計画の状況は逐次把握に努めてきたところでございま

す。そうようなところを踏まえまして、平成 28 年度に検討を始めたというところで、決して計画

をするに当たっては遅く始まったということではなく、十分時間がとれるという中でさせていた

だいております。通常基本方針というのは、市民との意見交換であるとか、一般的なところでは

2 年ぐらいでつくっているところも自治体としては結構ありますが、当市の場合はより丁寧に進

めてきたところがありまして、そういったところを踏まえても十分な時間をとってやってきたと

思っております。 
 トンネルコンポストの件については、いわゆるバイオ系の検討についてもさせていただきまし

たが、平成 28 年度のあり方検討会の中で、いわゆる処理に係る生ごみの部分についても検証して

いただき、回収物であるとか、あと地域特性であるとかということで難しさがあるとの御意見を

いただいておりまして、最終的には市としては、15 万市民のごみ処理という生活に密着したとこ

ろで困らないというところの中で焼却施設を決定させていただいたところでございます。 
〇発言者（秋津町：住民１） 
 意味がわからないです。 
〇東村山市 
 過去の経緯を申し上げますと、平成 7 年度ぐらいに、燃やさない、埋め立てないという基本理

念のもと、98 プランという秋水園再生計画というものがあった中で、できるだけ燃やさないとい

うところで堆肥化など生ごみに関してどう処理するかという議論がありました。一般廃棄物処理

基本計画の中にもそこを反映させて、生ごみに関しても燃やさないようにどうしていこうかとい

う形で、基本計画の中でも 10 年間、生ごみ処理機だとか自動の生ごみ処理機、あるいはいろいろ

な自治体に大きな処理機を置きながら、生ごみに関して 100％燃やさないでいけるかというとこ

ろも 10 年間検証してきた経過もあります。そういった中で基本計画も 10 年に 1 度、あるいは中

間で見直すという形もその中に図ってまいりました。そこで、堆肥化に関しましてはやはり 100％
堆肥化というのは難しいだろうということで、一般廃棄物処理基本計画の中でも、燃やさない、

埋め立てないという理念は踏襲しながら、なるべくごみを出さないという計画に切りかわってき

たところでございます。 
 そういった中で、当然秋水園の施設に関しても老朽化が当時から進んでまいりましたので、今

後、建てかえなのか、それとも改修して耐震診断をするのかという点について、平成 18 年度、市

民の方々が参加した協議会の中で議論になっています。東村山市に秋水園に入ってくるごみをよ

り少なくする一方、施設をどうしようかというところの話し合いの中で、リサイクルセンターを

建設し、今の施設が耐震診断を行って延命措置を図りました。その中で機能診断も図り、あと 10
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年は支障なく運転できるだろうという判断に至っております。平成 28 年度から急に動き出した

わけではなくて、当然その中で施設も含めた中、あるいは東村山市のごみを減量化していくとい

う中でさんざん議論をしてきた中で、その都度周辺の方々、あるいは市民の方々に周知をしなが

ら図ってきたところでございます。一番のところは、今現存の秋水園の施設に関しましては、こ

れまで悪臭等の問題がございましたけれども、問題なく今稼働している事実と、当然広域とかそ

ういう話もありましたので、そういったところもその都度どういう形が一番いいかというのは動

いてきたつもりでございます。 
 そこで、やはり基本方針として、これから東村山市としてどういう方向性でいくのかというも

のをつくらなければ、例えば広域化の話に関しましてもきちんとした交渉はなかなか難しいだろ

うと考えています。あと、市内の中でも都市公園だとかいろいろな用途の関係で当然時間がかか

るわけですので、そこが平成 28 年度、期限が迫ってから動いたら遅いだろうというところの御指

摘があるのは承知しておるところでございますけれども、決して思いつきで動いたわけではなく

て、これまでの流れの経過の中、行ってきて、今、安全で実績がある秋水園でもありますし、そ

こで今回改めてゼロベースではありますけれども、再度検証した中でこれが一番現実的だろうと

いう判断のもと、今回市のほうで判断させていただきましたので、御理解いただきたいと思いま

す。 
〇発言者（秋津町：住民１） 
 トンネルコンポストというのは実際香川県で採用されています。それが間違いだとおっしゃっ

ているのですか。それともそれはだめなデータが出ているということですか。もう一つ、伊豆で

のごみ焼却場の問題がありますが、あれは大きくないと補助が出ないということですが、そうい

う問題を東村山市は考えてはいないでしょうね。 
〇東村山市 
 まず 2 点目の大きくしなければ補助金がもらえないということは考えてございません。 
〇東村山市 
 トンネルコンポストというのは可燃ごみをそのまま固形燃料にする施設になります。この可燃

ごみを高密度で圧縮して燃料化するという技術と思いますけれども、そういったもの……。 
〇発言者（秋津町：住民１） 
 肥料のほうを言っています。生ごみを肥料にするほうです。 
〇東村山市 
 トンネルコンポストのお話ではないでしょうか。 
〇発言者（秋津町：住民１） 
 そうです。 
〇東村山市 
 そういたしますと、メタン発酵という施設になりますが、可燃ごみの中の生ごみの処理施設に

なりますけれども、東村山市のごみの組成をお答えいたしますと、30％が生ごみ、厨芥類という

ことになっております。そのほかの 70％の木くずだとか紙だとか、そういったごみを処理する必

要がございます。そうしますと、そういったバイオの施設と一緒にそれ以外のごみを処理する施

設を併設しなければいけないということがございます。また、生ごみをバイオ化したときに発生

するガスについては確かに発電などに有効利用できますが、残った発酵した汚泥とかそういった

ものが出てきますが、そのリサイクルについては、それをまた燃料化したり、そういったものの
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利用先を探したりする必要がございますので、先ほどから申し上げているように、東村山市では

循環型社会を重要視しているということで回収物がエコセメント化できるストーカ炉を選択した

ということでございます。 
〇発言者（秋津町：住民１） 
 紙なんかを分別していますよね。生ごみと紙は別ですよ。私なんかごみを出していますけれど

も。 
〇東村山市 
 燃やせるごみの中の組成を今お話ししておりまして、その燃やせるごみを減らそうということ

でいろいろな施策で、紙は紙として分別をお願いしています。ただ、そういったさまざまな分別

や減量施策をやっている中でも、今、東村山市のごみの組成としては 20％から 30％が生ごみ、

それ以外のごみが発生しているということでございます。 
〇発言者（秋津町：住民１） 
 そうすると、30％は減量できるということですね。 
〇東村山市 
 根本的な話で、今、青い袋で燃やせるごみを回収させていただいているのですが、いわゆる燃

やせるごみとして回収しているものの 30％ぐらいが生ごみで、あとはそのほかの可燃ごみになっ

ています。今おっしゃられたバイオ系の生ごみの処理になると、今の可燃ごみの収集を生ごみの

収集とその他の燃やせるごみという収集にもう 1 種類分けて収集する必要が、もしくは今可燃ご

みとして出されたものを収集した後に生ごみとその他の燃やせるごみということで分ける作業と

いうことが必要となってきます。当市の人口規模だとか現在の収集方法等を考えると、そこにつ

いて、新たな例えばごみの分別で市民に御負担をかけるとか、そういったことを考えると、現時

点でやっている燃やせるごみとしての処理のほうが当市としては実現的かなということで、先ほ

ど御提案がありましたバイオなど、そういったものの実現性は低いということで判断させていた

だいたところでございます。 
 
質疑応答 16 
〇発言者（恩多町：住民１０） 
 私はごみのことを考えていきたいと思っています。そして、今お話を聞いていますと、結論を

出すのが早過ぎたと思っています。一度白紙に戻していただけないと思います。その上で私たち

市民一人一人がごみについて、本当に秋水園しかないのかどうか、100 トン余りの焼却施設をつ

くるしかないのかどうかをもう一度、あと 10 年あるということですから、もう一回それを考える

機会、時間をつくったほうが私はいいと思っています。 
 
質疑応答 17 
〇発言者（諏訪町：住民６） 
 先ほど 98 プランのことで質問したのですが、98 プランの考え方はできるだけ資源化するとい

うことで、今回の計画の中でも生かしていますという御返事だったのですが、頭のところが全然

違います。ごみを燃やさない、秋水園で処理をしないということだったのです。普通に考えて、

秋水園でやらないとしたら、東村山市のどこで燃やすのかと皆さんお考えになりますよね。当然

98 プランの議論の中でそのことは議論してきたのです。焼却をするということでほかに押しつけ
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たときに、どこの地域だってみんな反対するだろうと。当然かと思います。だから、燃やさない

やり方はないのかということを 3 年間議論したのです。生ごみは 100％資源化するということま

できちんと書いています。それについて、どこに実施されているのですか。あり方検討会をやる

のでしたら、東村山の場合は 98 プランがあるので、98 プランをベースにして考えてください。

ごみを燃やさないやり方については、豊橋市は 100％生ごみをメタン発電に利用しています。秩

父市はディスポーザーで生ごみを粉砕して、これを好気発酵で消去するというやり方で、下水に

流しながら消去するというやり方をとっています。これはアメリカでずっと実施されてきた方式

です。 
 まずは、東村山市がごみを燃やさないやり方をどれだけ検討してきたのか、ということを説明

する必要があると思います。先ほどのお話を伺うと、簡単にストーカ方式でごみを燃やすのが一

番いいと聞こえますが違うのではないでしょうか。98 プランで 3 年間かけて、全国から称賛され

た方式と違うのではないでしょうか。きちんと議論していれば、用地面積は 1 万平米必要なく、

もっと他の用地でできる可能性があると思います。焼却方式を前提にしているから 1 万平米の広

さが必要で、どこでやるにしてもいろいろ問題が出てくると思います。全国で今問題になってい

ますが、同じところでは焼却しないというのはほとんどのところが約束しています。約束を守ろ

うとしたら他に移す必要があるので、焼却方式ではなく燃やさない方法にしましょうという議論

になっています。98 プランから 20 年たって新しい処理方式が数多く出てきています。それをど

のように検討したのかということを、やはり説明する必要があると思います。 
〇東村山市 
 98 プラン、再生計画の推進プランに関して、基本理念 1 は、脱焼却、脱埋め立てによる資源循

環型のまちを目指すとあります。基本理念 2 として秋水園を生まれ変わらせる。基本理念 3 とし

て 2 つの市民協議会の参加の経験とエネルギーを継続、発展させるということで、プロジェクト

として幾つかの秋水園整備プロジェクトも含めた 6 つのプロジェクトがありました。1 つは 98 プ

ランの中身で、生ごみ 100％堆肥化すれば燃やさなくて済むというお話でしたが、堆肥化以外の

施設でプラント X（エックス）という焼却の施設もこの 98 プランの中に含まれておりますので、

先ほどからありましたが、生ごみだけではなくて、木くずやそのほかの燃えるごみ等が含まれて

おりますので、100％全ての燃やせるごみが、燃やさないで施設もなしでいくという形のものでは

ないということは改めて説明させていただきます。 
 しかしながら、このプランを受けまして、一般廃棄物処理基本計画の中でもこの崇高なプラン

を念頭に置いて計画を立てなさいということで、10 年間堆肥化 100％を目指して計画づくりをし

てきた経過がございます。先ほども申しましたが、生ごみ堆肥化に向けては、各市民の皆様の協

力を得て、堆肥化の生ごみ処理機やコンポストなど、並行して検証してまいりました。 
 そういう経過があった中、平成 18 年度の一般廃棄物処理基本計画に切りかわったときに、そう

いった検証の経過を見て、100％の堆肥化がやはり困難であることが廃棄物減量等推進審議会の

中でも議論され、100％の堆肥化は難しいですが、やはりこの推進プランの基本理念はすばらしい

ものですので、できるだけごみの減量化に努めるような施策をしていきましょうという計画に切

りかわった経過があり、現基本計画につながっているところでございます。ですから、この考え

方に関しましては、今後もできるだけゼロに近づけたいというのは当然私どももありますし、市

民の皆様にこれまで御協力いただいたおかげで、全国でも、まだまだですけれども、上位にいる

というところもありますので、今後ともごみの減量化にはさらに努めてまいりたい、このように
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考えておりますので御理解いただきたいと考えております。 
 
21 時 25 分 説明会終了 
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市民説明会 第 2回要録 

開 催 日 時 令和元年８月２５日（日）午後１時３０分～午後３時００分 

開 催 場 所 東村山市 萩山公民館 第１集会室 

参 加 者 数 ４４名 

説明会 記録 

14 時 10 分 質疑応答開始 
 
質疑応答１ 
〇発言者（秋津町：住民１） 
 焼却炉を建てた場合に、煙突から出てくるものは、最新の技術的な検討していくとのことです

が、ダイオキシン類の排出量を極力少なくすると資料に記載があります。極力というのはどの程

度のことでしょうか。バグフィルターで大きなごみなど全体の 99.9％は除去されますが、残り

0.1％というのは外に出てしまうと理解しています。周辺に出ていったものが健康に影響するので

はないかという懸念があり、秋津町に住んでいて、周りにぜんそくを持っている方が非常に多く、

資料によると秋津小や秋津東小学校では、非常にぜんそくの罹患率がほかの地域に比べると高い。

横浜市でも、焼却炉を廃止したらぜんそくの罹患率が大幅に減ったといった事例がありますので、

その点をもう少し詳しく説明をお願いしたいと思います。 
〇東村山市 
 ダイオキシン類の基準値については、現在の施設では、５ナノグラムということで排ガスの基

準値を設定しております。今後の施設についてはそれよりさらに低い数値となります。近隣の施

設では 1 や 0.1、そういった基準値が出ておりますので、我々もその辺を参考にしながら検討し

ていきたいと考えております。 
〇発言者（秋津町：住民１） 
 煙突から出てくるのはダイオキシン類だけではないですよね。 
〇東村山市 
 ダイオキシン類以外の窒素酸化物など、他の排ガスの基準値につきましても自主基準値という

ものを定めてやっていきますので、現状のものよりかなり低い数字、近隣の最新の施設の自主基

準値も参考にしながら設定していきたいと考えております。 
〇東村山市 
 補足をさせていただきますと、先ほど説明の中にもございましたように、当然ながら、排出す

るものの排出基準については法に基づいて遵守します。その先の上乗せ基準、についても、当然

この先の施設を整備するに当たっての基本計画の中では検討させていただきたいと考えており、

そういうことも配慮していければと考えております。 
 また、ぜんそくの罹患率の件で、秋津東小学校が高いというご指摘がありましたが、総じて市

内全域の小学校の数値を調査した結果、秋津地域以外の小学校が高いときもございますので、清

掃工場との因果関係については確認ができておりません。 
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質疑応答２ 
〇発言者（萩山町：住民２） 
 私は何年か前に都外から引っ越してまいりましたが、南風が吹きますと、ブリヂストンからの

ものすごく泥臭いにおいがしていたのを非常に感じました。最近、ブリヂストンが工場を閉鎖し

てだいぶにおいはしなくなったと思いますが、当時は、ベランダのアルミサッシに真っ黒なすす

が積もっていました。これが無害なわけがないと思い、何度かブリヂストンに電話をしたことも

ありますが、安全基準の範囲内ですというコメントをいただいて終わってしまいました。東村山

市全体のことですので、排ガスについては環境面では万全を尽くしていく必要があると思います。 
〇東村山市 
 貴重な御意見ありがとうございます。 
 
質疑応答３ 
〇発言者（秋津町：住民３） 
 今まで私が何回か質問した中で、ごみ減量はどのくらい進んだのでしょうかという質問に対し

て、容器包装プラスチックは加藤商事で処理してもらっているので車の台数はかなり減ったとい

うお話がありましたが、燃やせるごみの減量はどのくらい進んだのでしょうか。随分前から 1 日

75 トン炉でほとんど賄っているとおっしゃっていたのですが、本来ならばそれからごみ減量がど

んどん進まなければならないのに、新しい施設は約 50 トンが 2 基となっているということは、

ほとんど減量が進んでいないということでしょうか。これは日の出町のエコセメントの関係があ

ってごみを減らせないということなのでしょうか。 
 また、先日の秋津町で行った説明会の中で、生ごみは 20～30％、あと剪定枝や紙ごみが 70％
ということですが、本来ならば雑紙も全て分別すればもう少し減らせるはずですが、それも助燃

剤として必要だから紙ごみをわざと燃やすような形になっているのでしょうか。 
〇東村山市 
 まず可燃ごみ、燃やせるごみがどれぐらいの量が減っているのかという御質問について、平成

25 年度の燃やせるごみの量につきましては 2 万 4,876 トン、平成 29 年度は 2 万 3,633 トンとな

っており、約 5 年間で 1,200 トン前後、市民の皆様の協力で燃やせるごみは減量していただいて

いると思っております。また、環境省が毎年度実施しております、10 万人以上 50 万人未満の都

市におきまして 1 人 1 日当たりのごみの排出量がどれぐらいか、またリサイクル率はどれくらい

かといった調査をしており、東村山市は毎年、こちらはどちらも 10 位以内という結果になってお

ります。市報の 6 月 15 日号にも東村山市が今回もまた燃やせるごみやリサイクル率は 10 位以内

に入っているということで掲載がされていますので、ごみ減量につきましては、もちろんまだ不

十分なところもあるという御意見をいただいておりますが、市民の皆様からの御協力で少しずつ

でも進んでいると我々は考えているところでございます。 
 また、紙ごみについて助燃剤として使用しているのではないかという御質問については、当初

の一般廃棄物処理基本計画の中では分別収集としていますけれども、基本的にそれを助燃剤とし

て燃やすために集めているということではなく、できるだけごみ減量という視点においては、市

民の皆様に、雑紙であるとか、そういったものについては古紙の回収のときに出していただくよ

う啓発しており、その中でもいわゆる燃やせるごみとして出されるものの中に混ざっているとい

う認識でおります。 



 

21  

〇発言者（秋津町：住民３） 
 エコセメントにしなければならないからという質問に対してはどうでしょうか。 
〇東村山市 
 エコセメントにするために燃やしているということではなく、市民の皆様が可燃ごみとして

日々収集のときに出していただいているごみを市のごみ減量計画をつくるために成分調査をさせ

ていただいたところ、御家庭から排出されるごみのうちの約 3 割が生ごみ、約 7 割がその他の可

燃系のごみということが分析でわかっております。これらを踏まえて、市のほうでも皆様のほう

に「ごみ見聞録」や市報等で、ごみの資源化として、雑紙類は資源物の日に出してくださいなど

のお願いをしています。結果として燃やした残渣、燃やした灰というのが、現在、日の出町にあ

る、灰を最終的に処分しなくてはいけないので、これは 26 市で運営している、各市のごみのとこ

ろから出た最終の焼却灰を埋め立てるのではなくて、エコセメントということで、道路の縁石な

どによく使われている素材としてリサイクルをしております。エコセメント化のためにごみを燃

やしているということではなく、結果論としてごみを焼却した際に最終的に残る灰のリサイクル

をエコセメント事業で行っているということで御理解いただければと思います。 
〇発言者（秋津町：住民３） 
 エコセメントの灰というのはリサイクル率の中に入るのですか。 
〇東村山市 
 現状では、国のほうではエコセメントの部分についてはリサイクル率の中には算入しておりま

せん。ただ、いわゆる減量化や脱埋立てなどの取り組みの中で、東京都の多摩地域におきまして

はエコセメント化事業によって焼却により発生した灰についてもリサイクルしているという状況

でございます。 
 
質疑応答４ 
〇発言者（秋津町：住民４） 
 秋水園に行くための車が通る道路に接して暮らして 30 数年になります。こんなに秋水園の車

が通ると思わず大失敗したと思っています。第 1 回目に秋津での説明会では、お一人の方を除い

て全員反対でした。お一人の方というのは秋津に住んでいない方です。なおかつ元市の職員の方

でした。全員反対です。なぜかといいますと、昭和 37 年からもう既に秋水園で 4 回炉が新しく

建てかえ続けられているのです。みんなが嫌がるものを同じ場所で 4 回建てかえていて、今度 5
回目もまた同じ場所で建替えようとしています。非常に不公平だと思います。 
 それから、用途地域が問題であるとのことですが、市がやる気になれば用途地域も変えられる

と思います。 
 また、敷地が柔軟に対応できず、一部地下化が必要とのことですが、秋水園と、秋津 3 丁目か

ら 4 丁目の広範な地域、秋津幼稚園があるその寸前まで、浸水 5m という浸水区域に指定してい

るのです。都営第 13 住宅跡地だと地下化が問題としていますが、秋水園は大変な盛り土をしなけ

ればならないのです。盛土をしないと、全て水没してしまうのです。災害で発生した瓦れきが、

秋水園周辺が水没していて持ち込めない状況にあることが反対の理由であり、先日の説明会でも

意見として挙がりました。市側は幾つか理由を回答していましたが、誰も納得しませんでした。 
 用地取得が必要とのことですが、これは東京都から用地取得すればよいと思います。 
 秋水園にある粗大ごみやし尿処理の投入施設の行き来が大変という話ですが、そもそも秋水園
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は萩山町や富士見町から遠いです。市の中心のこの第 13 住宅跡地というのは市役所の目の前で

すが、そこに新しい施設を設置したら市内のごみを収集する際にちょうどよいと考えています。 
水害対策については秋水園も第 13 号住宅跡地が必要とのことですが、秋水園はランプウェイ方

式を採用すると説明がありましたが、秋津で高くするほうがお金はかかると思います。 
 あと、コンサルタントの方が来ているので御質問したいのですが、例えば中央公園や北山公園

を施設整備用地した場合に緑がなくなるので、候補用地として採用できないということですが、

そのような偏った資料しかコンサルタントが出さなかったのですが、それでは秋津はどうなので

しょうか。秋津は緑がなくて秋水園だけあればいいということでやったのでしょうか。 
 それから、秋水園一帯が水没地域になるということについて、自治会長さん 6 人と何人かの市

民を集めて行ったあり方検討会でコンサルタントが作成した資料には全くなかったです。水没す

る地域に指定されていること、秋津町に緑がどんどんなくなっていること、道が悪く狭いこと、

秋水園西の信号から進入してくる日の出町などに向かう 10 トン車による振動のことなどについ

て、コンサルタントは資料を出しませんでした。非常に不公平です。市の職員の方が資料を作っ

たのではく、市民の皆さんの税金をコンサルタントに何千万も払ってそういう資料を作成させて

いるのです。ですから、非常に秋津町民としては不満です。 
〇東村山市 
 秋津には焼却施設を建ててほしくないといった御趣旨だと思います。おっしゃるとおり、昭和

37 年から秋水園は操業を開始しまして、その当時、確かに臭気や騒音で御迷惑をおかけしていた

時代もございました。ただ、そういった中では、これまでもこの周辺にお住まいの方々といろい

ろ協議させていただく中で、例えば、平成 26 年度にリサイクルセンターができまして、騒音や振

動や臭気については当時に比べて格段によくなったという周辺からのお声もいただいているとこ

ろでございます。 
 用途地域の変更はできるとのお話でございますが、大変申しわけないところではあるのですが、

検討の中で、例えば公園であるとか緑地であるとか、そういったところについては、市のほかの

施策、緑を守るとか農地を守るとか、そういった施策と整合がとれないといったことから、断念

せざるを得ないというところでございます。 
 また、久米川第 13 住宅跡地は確かに市の中心ではございます。ごみの持ち込みの利便性のよい

ところだとは思いますが、基本的に市民の方が持ち込める廃棄物は、現在、粗大ごみのみとなっ

ておりますので、仮に焼却施設が久米川第 13 住宅跡地にあったとしても、皆様には、粗大ごみ処

理棟がある秋水園に持ち込んでいただかなくてはならず、そこで発生する可燃ごみについてはや

はり運搬が必要になってくるということになります。 
 説明の中では詳しく解説できませんでしたが、久米川第 13 住宅跡地が一部地下化しなければ

ならないという点についても、秋水園は浸水地域になっているということですから、先ほどおっ

しゃっていた盛り土という話もありますが、その盛り土はあくまで 1 つの手法でございまして、

盛り土以外の浸水対策ということも今後検討していくことになります。その中で、例えば立体駐

車場に設置されていうような斜路を用いるランプウェイ方式により水の進入の恐れのある開口部

を高い位置に設けることで浸水対策がとれるということを、一例として紹介しています。 
 コンサルタントの件について、コンサルタントは偏った資料を作っているのではなく、検討会

で議論いただくときにフラットな立ち位置で検討できるような資料の作成を依頼しております。

決して先ほど御質問のあったような形で資料を作成していません。 
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 また、先ほどからおっしゃっている水害で 5m の浸水地域というお話でございますけれど、こ

ちらは浸水予測ですが、平成 12 年の 9 月に発生した東海豪雨、このときの総雨量が 589 ミリ、

時間最大雨量が 114 ミリというところで、これと同規模の集中豪雨があったときに発生するとい

う想定でございまして、秋水園が現在においてこういった集中豪雨の被害を受けたという事実も

ございません。今後、整備するに当たっては、先ほどから申し上げているとおり、きちっとした

水害対策を講じて建設をしていきたいと考えておりますので、御理解のほう、よろしくお願いし

たいと思います。 
質疑応答５ 
〇発言者（萩山町：住民５） 
 秋水園から遠いものですから、ごみ処理場のことに関してはのほほんとしておりましたが、先

ほどから秋水園近辺に住んでおられる方々の声を聞いていますと、かなり深刻な問題があると思

います。確かにいろいろ市のほうの計画が合理性を持ってなさっているとは思いますけれども、

ずっと住んでおられる方々はその被害に対して耐え忍ばなきゃならないのかという思いもあるの

は心情としては大変よくわかります。ですので、周辺の住民の声によく耳を傾けて建設に当たっ

ていただきたいと心から願っておりますので、よろしくお願いいたします。 
〇東村山市 
 今後計画するに当たって場所をどこにしようかとか、どういう方式でやるか、まずここの基礎

を決めないと計画が進められませんので、今年度はこの基本方針をつくるよう進めております。

この後、基本方針に周辺環境を守るため、また防災拠点などについても掲げておりますので、こ

ちらの詳細の内容につきましては、周辺の住民の皆様、また市民の皆様の意見交換等を賜りなが

ら、今御指摘いただきましたように、周辺の御意見を賜りながら進めてまいりたいと考えている

ところでございます。 
 
質疑応答６ 
〇発言者（萩山町：住民６） 
 資料 16 ページに小平・村山・大和衛生組合について 3 市が合意して共同でこれを運営すると

ありますが、これに東村山は参入することはできなかったのでしょうか 
 もう一つ、確かに建設予定地の周辺の方々のことを考えますと非常に悩ましい問題かと思いま

す。発電とか発熱などのいわゆる循環的なエネルギーについて、その周辺の地域に対して、例え

ば熱供給や給湯などの形で還元することを計画していないのでしょうか。 
〇東村山市 
 本市の既存の焼却炉が、まず平成 22 年、23 年度に延命化と耐震補強工事をやっています。そ

の後、将来にわたって可燃ごみの処理を継続して安定してやっていくために今後どうしていくか

ということで、平成 24 年 3 月にごみ焼却施設の整備基礎調査業務を行いまして、ごみ焼却施設

の発電のことなど基礎的な調査を行ってきております。その後、平成 25 年から 27 年にかけては

先進市などの事例などの調査、視察などを行って検討してきております。平成 28 年度から 29 年

度の間で今回の今後のごみ処理施設のあり方について、周辺住民の皆様と公募市民の皆様、また

学識経験者の方々と検討を行いまして今回の方針について策定させていただいております。 
 発電や発熱の周辺での利用について、今後の新たな施設においては、発電というのは当然施設

を建てるにあたり国から補助をもらう要件になってまいりますので、当然やっていくことになり



 

24  

ます。具体的な活用方法については、今後の基本計画の中で検討してまいりますので、そのとき

は周辺の皆様のお声を聞きながら検討を進めて計画をつくってまいりたいと思っております。 
〇東村山市 
 補足ですが、小平・村山・大和衛生組合との広域化については当然検討の視野には入れてまい

りました。ただ、そういった中においても、ごみを運ぶときの時間など考えたときには、小平・

村山・大和衛生組合というよりは柳泉園というところがございます。それと、小平・村山・大和

衛生組合は小平市と武蔵村山市、東大和市の合同の組合でございまして、そちらはごみ焼却施設

の建設の計画に伴いまして、いわゆる容器包装プラスチックなどの資源物のための施設について

東大和市のほうで請け負う計画になっております。広域化というのは、ただ単に本市がやってい

るものをどこかにお願いするということではなく、広域カップリングするにあたり、それでは東

村山市で何を行うのかという話になります。過去には、平成 6 年ころに、柳泉園組合との広域化

の話もありましたけれども、その当時もし尿の処理については秋水園にお願いしたい、かつ第 2
工場という話もございました。建替え計画等について、小平・村山・大和衛生組合は令和 7 年度

に稼働するという計画になっており、こちらについても当市との整合性がとれないというところ

もございまして、小平・村山・大和衛生組合との広域化は難しいと判断したところでございます。 
 発電などの焼却による熱の利活用についての具体的な中身は、この基本方針が定まった後に基

本計画の中で具体的に検討いたしますが、そういった熱の利活用による地域への還元などについ

てもあわせて検討していくものと考えておりますので、よろしく御理解のほどお願いしたいと思

っております。 
 
 
 
質疑応答７ 
〇発言者（秋津町：住民１） 
 今回は設備建設に当たっての基本計画、施設整備基本計画の素案になっていますけれども、こ

れの前に東村山市ごみ処理施設のあり方検討会というものがしばらくの間実施されていたと思い

ます。今の説明の中でも、周辺住民、主に周辺対策協議会、それから地元の自治会長さんが入っ

てやっていましたが、そこで出された意見が我々周辺住民に全くおりてきませんでした。我々一

般市民からすると、一部の利害に関係ある人だけで勝手に決めていたようなところがあるという

感想があります。 
 それと、あり方検討会の議事録を読ませてもらいましたが、先ほど萩山のお住いの方が地域の

問題として秋津町の周辺は大変であるといった御意見がありましたけれども、あり方検討会の中

で一つもこの周辺環境、周辺住民に対する迷惑に対して何かをやらなくてはいけないということ

は全く書かれていなかったと思います。それがないままこの基本計画ができて、じゃ、秋水園に

建てましょう、建てた折には周辺にも考慮したことを考えなくてはいけませんよねというのは話

が逆ではないかという気がするのですがいかがでしょうか。 
〇東村山市 
 あり方検討会のことで御質問をいただきましたが、まず補足をさせていただきます。秋水園の

周辺に隣接している自治会の方々と周辺対策協議会を組んでおります。平成 28 年、29 年に行い

ましたあり方検討会の中では、学識経験者のほかにその周辺自治会の中から御推薦いただいた方
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を委員としてこの間協議を進めてまいりました。一方でご意見いただいたとおり、自治会が窓口

だと、なかなかその周辺の声が上がらないという御意見もいただいているのは事実でございます

ので、今後基本計画をつくる際にはその辺も配慮しながら意見をどのように反映するか、そうい

ったものも考えてまいりたいと思います。それと、あり方検討会の中の最終的なものについては、

今後の計画をつくるに当たっては周辺に十分配慮して計画をつくってもらいたい、そのようなも

のが最終報告に御意見として記されております。 
 また、話の順番が逆ではないかというお話でしたが、市といたしましては、例えば今焼却炉と

いうことで進めていますけれども、焼却方式になれば、余熱利用のごみ発電だとかそういったも

のもございますので、施設の場所、概要が決まらないことには周辺対策の概要も決められません。

まず市といたしましては、基本方針で、先ほど御説明した場所、規模やごみ処理方式を確定させ

ていただいて、その後、基本計画の中でどのような内容で施設つくるか、どのような周辺対策を

行うかなどの詳細は決めてまいる予定で考えております。  
 
質疑応答８ 
〇発言者（住所不明：住民７） 
 基本方針でとにかく場所だけ決めさせてくれと、その後のことは後で考えるということですが、

それは非常に秋津をばかにしていることではないですか。私たちはやはり水没地帯ということを

第一に考えて怖い、上から降ってくる有害ガスが怖い、それを常に頭に置きながら生活している

のに、場所だけ決めさせてくれ、あとは後で決めるといい、地元に納得できるようなお答えを出

していただかないでなぜ場所だけ決めるのですか。それは非常に不公平です。 
〇東村山市 
 先ほど来、代替用地の方の話を含めまして市ではこの間さまざまな検討をしてきました。一部

一部をとれば、この部分がだめだとかいうこともありますけれども、市といたしましても、費用

対効果なども考慮して、市民の皆様の 15 万市民の方々が日々排出されるごみを毎日処理してい

かなくてはいけない。また、ごみを燃やしても、先ほど話題に上っていましたけれども、灰だと

か最終的な残渣物も残っていて、それについては現在東京都内の 26 市においては日の出町のほ

うの最終処分場でエコセメント処理をさせていただいているところでございます。このような流

れを全て総合的に勘案させていただいた結果、大変地元の方には長い間御迷惑をかけている事実

は私どもも理解しておりますけれども、結果として最善の方法として現在の案を示させていただ

いているところですので、なかなか御理解がいただけない部分はあろうかと思いますけれども、

市といたしましても、今後の計画を進めるに当たりましても、そこの部分も含めまして丁寧に進

めてまいる所存でございますので、御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします。 
 
質疑応答９ 
〇発言者（諏訪町：住民８） 
 ８月２３日金曜日の秋津公民館での説明会にも参加しましたが、答弁がすごく正確性を欠いて

いると感じました。例えば、東村山市はごみの減量化に取り組んできて、三多摩の 10 市の中に数

えられるようなごみの減量化を進めてきているということを先ほど御説明されていたのですが、

私が 20 年前からこの問題に取り組んできたときから、東村山市と小金井市と西東京市は三多摩

のごみ資源化の御三家だとされていました。一番ごみの減量化を進めてきているところだったの
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です。先ほどどれだけごみの減量化を進めてきたのかという質問に対して 1,200 トンごみを減ら

しましたと言いましたが、2 万 4,000 の 1,200 トンというのは 5％です。5 年も 10 年もかかって

5％しか減らしていないということです。 
 振り返って、ごみの問題で一番課題になってきたのは生ごみを焼却炉で燃やすということです。

皆さんは、生ごみも今可燃ごみにしているから当然の話じゃないかと思われるかもしれませんが、

生ごみの 90％は水です。少なくとも生ごみは燃やさないようにしましょうということで、1998 年

に東村山で市が呼びかけて市民の代表の方も 15 名参加して協議をした結果、98 プランというの

をまとめてきたのです。98 プランは、ごみは燃やさない、埋め立てない、それを理念にして、秋

水園には清掃工場は建てない、生ごみは 100％資源化しましょうということを謳ったのです。市

と市民が参加して 3 年がかりでそのプランをつくり全国に発表したら、全国の 2,000 の自治体か

ら見学者が来て、東村山市はすばらしいことをやろうとしているということで称賛されました。

それがいつ実施されるかということを待っていたら、20 年が経過しそんなことを忘れたかのよう

に清掃工場を建てるという計画を今説明しているのです。 
 ８月２３日金曜日の説明会の時に、98 プランで、地元の人たちはもちろんのこと、東村山市、

三多摩のエリア、全国の皆さんに清掃工場は秋水園に建てないという、秋水園は快適環境施設に

変えていくという約束をいつ変えたのか、変えたことに対してきちんと説明してくださいという

話をしました。そのことについて、先日は、自分たちは 98 プランの精神を受けとめて、ごみをで

きるだけ資源化するように努力していますという一般論で流されたのですけれども、清掃工場は

建てないという約束をどのように守るのかということをお聞きしたいと思います。 
〇東村山市 
 98 プランについて、正確な名前としては東村山市秋水園再生計画推進プラン 98 というもので

ございます。その中では、基本理念としては燃さない、埋め立てないということが掲げられてお

りますけれども、最終処分地であるとかそのようなところに対する負荷を減らすために、まずは

ごみの減量を行い、ごみの減量をした上で最終的に残ったごみついてどうするかと整理していく

中で、これまでごみや生ごみの減量に対する取り組みを行っており、そのような政策を全て実行

していく中で、市民の皆様の御理解と御協力の中、全国でも上位の資源化率と廃棄物量の少なさ

という結果を出してきたところでございます。 
 先ほどから説明しているように、燃やせるごみの中には生ごみは 30%程度、そのほかのものに

ついては 70％残ってしまうということがございますので、生ごみだけを対象にすればこれでなし

得るというものではございませんので、理念は踏襲しつつも、平成 18 年の一般廃棄物処理基本計

画の中で循環型社会に寄与するということに力点を置きまして、減量に対する取り組み、あるい

はリサイクルに対する取り組みということでこれまで展開してきたところでございます。そうい

った取り組みに伴って今回の計画がございまして、市としてはこの一般廃棄物処理基本計画に即

して今後もやっていきたいと考えているところでございます。 
 また、先ほど 2 万 4,000 トンに対しての減量の話ですけれども、９８プラン策定時の可燃ごみ

は 3 万トンを超えておりまして、そこから比べると相当数が減量しており、皆さんの御協力と御

理解のたまもので減ってきたところでございます。 
〇東村山市 
 今説明の通り、ごみの減量につきましては、市民の皆様のおかげで毎年東村山市は可燃ごみの

量が右下がりで年々継続して下がっております。これにつきましては、例えば生ごみの水切りを
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今市のほうでは PR させていただいていますけれども、ちょっと絞って出していただくだとか、

今度新たな課題として食品ロスということで、例えば食べ残しが多いと当然生ごみが出てきます。

これらについても、市のごみ減量推進課ではごみの減量に対しての啓発、PR 活動を行っておりま

す。 
 いずれにいたしましても、ごみを処理するだけではなく、あわせてごみの減量ということも市

民の皆様のさらなる御協力をいただきながら、市として努めてまいります。現在示しています 100
トンという数値も、当時は 150 トン炉、今実質 7 割、8 割ぐらいの稼働なのですけれども、災害

時にもし水害だとか大震災が起きたときに瓦れき等のごみが出ますので、それらの災害廃棄物を

含めて現在最大日量 110 トンぐらいという計算をさせていただいています。これにつきましても、

今お話ししたごみの減量を進めることありきの数値という形になっておりますので、引き続き市

民の皆様にもごみ減量の取り組み、また分別の徹底等を御協力いただければと思います。よろし

くお願いいたします。 
 
質疑応答 10 
〇発言者（秋津町：住民９） 
 今、燃えるごみが 3 万トンから 2 万 4,000 トンになったと非常に単純におっしゃっていますけ

れども、現在、大変共稼ぎの方が多く、忙しいため料理がつくれなくて、プラスチックに入った

ものを買ってきて、それを全部食べるから余り生ごみが出なくて、どうしてもプラがふえるとい

う傾向にあると考えています。それから、単一世帯やお一人で暮らしている方など、高齢化社会

のためだんだん食べるものも減ってくるなど、そういうことも勘案したときに、本当に 3 万トン

から 2 万 4,000 の変化がそこまで減っているのかという問題があると思います。 
 それから、秋津の人が何回も発言して申しわけないので、一番遠い萩山の方がこんなに大勢来

てくださっているので、時間の都合がと市は言いますが、皆さんが何かごみのことで御意見があ

ったら、全員の方のお声を私は秋津町民としてお聞きしたかったなというのがあります。 
 また先ほどのコンサルタントの方の話になって申しわけないのですが、4 回同じ場所に焼却炉

が建っています。今回 5 回目です。そのことに対して、コンサルタントの方は何にもそういうこ

とを配慮しないで書類を出していいのかと思います。非常に不公正であると思います。もう一回

言いますけれども、ただでやっていただいているわけではないので、秋津町民 1 万 2,000 人いま

すので、やはり少しおかしいと思っています。 
 それから、もう一度申し上げますけれども、前回の第 1 回目の説明会では、他町から来ている

方 1 人を除いては全員反対でした。説明会が終わった後も、外に出ても 1 時間ぐらい市の職員の

方と何でこんなに進んでいるのだというお話で詰め寄るような状態でした。 
 ぜひ皆さん、難しいとは思うのですけれども、私も沖縄の人の気持ちはわからないので偉そう

なことは言いませんけれども、もしここでたくさんある都営住宅が急になくなって東京都が東村

山にその土地をあげますよと言ったときに、もしかしたらの用地の条件を全部満たしてしまって

萩山町に建てますといったとき、皆さんが何にも言わずどうぞとおっしゃるのかどうか。本当に

嫌なことを言うのが来ていると思われるかもしれないけれども、ぜひそのように考えていただき

たいと思います。 
 煙突から出ている排ガスは、バグフィルターというのをつけてなるべく悪いものが出ないよう

にはしていますけれども、細かい PM2.5 は結局出てしまいます。なので、私たちは常に吸わされ
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ているということをお考えいただきたいと思います。 
〇東村山市 
 切実なというところは我々も承知しているところでございます。それで、先ほど秋津の説明会

でほとんどの方が反対ということがございましたけれども、秋津において発言されなかった方、

本日もアンケートの用紙をお配りさせていただいておりますけれども、そちらのほうに御記入い

ただいた中では、完全な集計はしていませんけれども、実は反対の方だけではなくて賛成の方も

多数いらっしゃったということは御報告させていただきます。それとあわせまして、昨年より市

の考え方をずっとこの基本方針の素案に向けて整理した中で、市民意見交換会、出張意見交換会、

パネル展示などのイベント等で同様のアンケートの集計をさせていただいたところ、7 割程度の

方が、市の考え方におおむね御賛同いただいているところでございますので、御理解のほうお願

いいたします。 
 
15 時 00 分 意見交換終了 
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市民説明会 第3回要録 

開 催 日 時 令和元年８月３０日（金）午後７時３０分～午後８時４０分 

開 催 場 所 東村山市 廻田公民館 視聴覚室 

参 加 者 数 １５名 

説明会 記録 

20 時 10分 質疑回答開始 

 
質疑応答１ 

〇発言者（秋津町：住民１） 

 秋水園のすぐ近くに住んでおります。やはり住んでいる者としては、昭和37年から４回同じ場

所で焼却炉が次々と建って、５回目もまた秋水園ありきでやられている。普通ならば、同じ場所

で昭和37年から４回建っていたら５回目は最初から秋水園を外して考えることが当然だと思いま

す。秋水園を含めて市内全体で考えれば、秋水園に決定することは決まっているのではないでし

ょうか。また、昭和37年の田畑しかなかったときと違い、今では秋水園の周りにはたくさん家が

建っていますし、先ほどお話しになっていた水害で５ｍ浸水が想定されている地域にこのような

施設をつくってしまって本当に大丈夫なのでしょうか。 

 私としては、新しい施設をつくるより、明日、何があるか分からないのですから、今の秋水園

の周辺をまず安全にする必要があると思います。５ｍの浸水にならなくても、１ｍや２ｍの浸水

でもやはり大変なことになると思います。ごみのピットから秋津町にごみがあふれ出すわけです

し、すぐに対策をしていただきたいと思います。 

 秋水園に粗大ごみを持ってきたことがある方はお分かりだと思いますが、志木街道から秋水園

に向かって地形が下がっており、一番低いところに焼却施設があります。そのため、何かあった

ときは水が本当にたまると思います。私が33年ぐらい前に引っ越してきたときも、１つの橋で浸

水があり大騒ぎしていましたし、平成２８年にも秋水園のすぐそばの橋のところで水が溢れて向

こう側へ渡ることができませんでした。そのようなことがあるところなので、新しい施設を造る

前に今の場所を安全にしていただきたいです。 

 また、現在の担当職員の方は、あと何年いらっしゃるのでしょうか。市の職員の方は、一定期

間経つと部署がかわるので、１～２年してお話を伺いに行くと、またゼロから話をしなければな

らないような状態で、いや、私は聞いていません、まだ来たばかりですから、なんていう感じで

す。そういうことだとやはり困ります。本当に市民にとって大切だとおっしゃるのでしたら、責

任を持ってやっていただきたいと思います。 

〇東村山市 

 御意見ありがとうございます。先ほどおっしゃられました秋水園ありきではないかということ

でございますけれども、説明をさせていただいたとおり、行政としても必要な面積として１万平

方メートル以上、それから代替施設というところでは、例えば小学校とか建っているような場所

は除外すなど、民有地等々を含めてゼロベースで検討を進めた結果、２１カ所抽出されたところ

でございますので、その点は御理解いただければと思います。 
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〇東村山市 

 浸水地域というところでの御指摘でございますが、説明の中にもあったように、施設を建設す

る際にはきちんと対応していくというところでございます。お話にありましたように、確かに秋

水園は長く操業している中で、地域の方の御理解と御協力なくして操業はできなかったというと

ころでございます。水害の経過につきましては、秋水園の周りに関しては、旧西武グラウンドの

跡で道路冠水などが発生した事例もありましたが、そちらについても、他の部署になりますけれ

ども、雨水対策ということで道路の脇にボックスカルバート（※箱形の雨水管）を設置するなど

して水害に対する備えをしてきました。また、秋水園の隣の住宅地については、そちらのエリア

と秋水園の間は緩衝帯と呼ばれる部分があるのですけれども、そちらの地下の部分に、雨水の貯

留施設を設置し、浸水や溢水に対する対策を市の取り組みとして行っています。 

 繰り返しになりますけれども、施設を建設する際には最大出てくるであろうというところも想

定しつつ、そういった事態が過去にはありませんけれども、仮にあった場合も機能を失わない施

設を建設していきたいと考えております。 

 

 

質疑応答２ 

〇発言者（住所不明：住民２） 

 秋水園の問題は、秋津町には小学校、青葉町に保育園がありますが、そのあたりにはぜんそく

の子供が多いということについて、以前に私の娘より質問させていただきましたが、今回娘が出

られないため代理で出席しています。 

 この説明会の総責任者は市長であると思いますが、この場に市長がおられない理由を私は知り

たいです。膨大なお金をかけて施設をつくるわけですけれども、秋津町に住んでいらっしゃる方々

はもうこの何十年も迷惑を受けてきたわけですから、この地域に住んでいる人たちに対する還元

はどういうことを考えているのかということをお聞きしたいと思います。 

〇東村山市 

 ぜんそくの罹患率につきましては、議会の中でも同様の議論がございまして、平成14年から30

年までの東村山市の小中学校のデータを示ししたところでございます。その中では、秋津地域の

小学校や中学校は確かに高い時期もありますが、ほかの地域でも高い時期があったため、確実に

因果関係があるということは言えないということを考えております。 

 地域還元に関して、先ほど焼却熱で発電をするというお話をさせていただきましたが、そのよ

うな形で発電をすることで施設が自立で運転することができるようになります。災害が起こった

ときにも施設が稼働させることができるので電源が供給でき、地域の避難施設などの機能を持た

せ、災害時の拠点となるような施設を検討していきたいと考えております。また、一例として余

熱利用、発電などを利用した防災拠点を申し上げましたが、それ以外にどのようなものがいいか

ということにつきましては、この後、具体的な施設、設備を検討していく基本計画という段階で

検討していくことになります。ここではまた市民の皆様や周辺の皆様のお声を聞き一緒に考えな

がら今後の検討を行っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇東村山市 

 市長が本日の席に参加していないということでございますが、我々は市長の執行事務者でござ

いまして、この説明については市長が申しているものと同等と考えており、きちんとした説明を
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我々のほうで行ってまいりますので、御理解いただきたいと思います。 

 また、担当から説明がありましたように、基本計画の段階では、市民の皆様の御意見を賜る場

を設けながら丁寧に検討してまいりたいと考えておりますので、そこもあわせて御理解のほどお

願いしたいと思います。 

 また、過去から秋水園地域にお住まいの方々に対する御迷惑というところは確かにありました

が、市としては幾度となく改善を図ってきたところでございます。古くは、現在のごみ焼却施設

においては、平成12年、13年度に行ったダイオキシン類対策工事や延命化改修工事、その後、周

辺にお住まいの方々や公募市民、学識経験者で構成する秋水園整備計画研究調査会という組織が

平成17年に発足し、秋水園のあり方についての検討がなされておりまして、今まで長い歴史の中

でも、秋水園の立ち位置というのは皆さん御議論いただくというところの中で、市としては最大

限市民の方の御意見を反映できるような形で進めております。 

 現在の焼却施設については、２度の延命化改修工事ということでその後も進んできたのですけ

れども、その時もやはり市民の方を交えて御意見等を賜りながら進めているところでございます。

そんな中でまた市民意見交換会、同様にこの先もその計画につきましても市民の方々の御理解が

いただけるよう、また、市民の皆様の御意見ができるだけ反映できるような形で努めてまいりた

いと考えておりますので、御理解のほうをよろしくお願いしたいと思っております。 

 

質疑応答３ 

〇発言者（青葉町：住民３） 

 私の住んでいるマンションの前に青葉小学校があり、ぜんそく罹患者が統計的にも高いという

ことなのですが、もう一つ心配なのは、物を燃やすと、ダイオキシン類などの毒物を排出すると

思います。それを外に出さないよう、通さないようなものを取りつけているとは思うのですが、

さらに細かいものが、よほどしっかり対策しない限り肺の奥の奥まで行ってしまうと思います。

だから、ダイオキシンそのほか、ものすごく細かい物質が出てこないかどうかが非常に心配なの

ですが、燃やせば必ずそういうものが出るわけです。燃やしたごみはセメント化等に活用できる

ことは本日の説明でわかりますが、空気中に排出された細かいちりなどが肺の奥まで入ってしま

うのではないかと思っています。その点が徹底しているのかどうか、お答えください。 

〇東村山市 

 煙突から出ている排ガスのことと思いますが、現在の施設でも、大気汚染防止法に基づく排出

基準というのがございまして、その数値を遵守して操業しております。この基準値といいますの

は、科学的知見で人の健康や環境に影響を与えないものとして定めたものですので、私たちはこ

れを遵守することで安全な運転ができていると考えております。 

 また、先ほど説明の中でも少し触れさせていただきましたが、排出基準値の上乗せ基準値とな

る自主基準値について今後検討していきます。周辺の皆様や市民の皆様に安心という面を感じて

いただくために、そのようなことに関しては一緒に今後検討していきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 

質疑応答４ 

〇発言者（秋津町：住民４） 

 既存の焼却炉がだめになるまで稼働した場合、秋津で秋水園が稼働してから57年経過すること
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になりますけれども、次の新しい施設を秋水園で稼働させた場合、今度は100年以上も秋津に秋水

園があり続けるということになります。秋津に住んでいない方にはおわかりいただけないかと思

いますが、車がたくさん通り危ないことや、空気について、今バグフィルターのお話がありまし

たが、それを通過して出てくるものが安全ということは決してないと思います。それは専門家の

方々のお話を聞いたり本を読んだりすれば本当によくわかります。秋水園の近くには保育園や幼

稚園もあります。 

新しいごみ処理施設をほかの場所に移せないのかということを以前の説明会にて意見したとこ

ろ、そのほかの用地には保育園があるからだめであるといったことを市の方が言われたのですが、

では秋津には保育園や幼稚園があるところなのに秋津にはつくってもいいのですかということも

本当に詰問しました。本当に何十年どころじゃない、100年以上もこんな迷惑施設を１カ所にずっ

とということは多分世界に１カ所もないと思います。もう秋津にはつくらないでいただきたい。

ぜひお願いいたします。 

 空気汚染がないということは決してありません。ぜんそくの人があれだけいますし、犬までぜ

んそくになっておりますから、ぜひそれは御検討いただきたい。本気でほかのところへつくろう

と思えばどうにかなります。 

 市民の方々にも公平に物事を考えていただきたいと思います。秋津ばかりがどうしてこれだけ

の目に遭わなければいけないのか。同じ税金をきちんと納めているし、同じようにみんなそれぞ

れ良心的に生きていると思いますが、なぜ秋津の人たちだけがこれだけ苦しまなきゃいけないの

か。 

 それから、みんなの意見をとよく言われますが、秋津の人たちでこういう詳しいことを知って

いる人はごくわずかです。知らないので言われるとおりにしょうがないと諦めている人たちが大

部分ですので、そこのところもぜひ御理解いただきたいと思います。秋津の人たちが賛成してい

るわけでは決してありません。よろしくお願いいたします。 

〇東村山市 

 貴重な御意見ありがとうございます。ただ、先ほど保育園があるから施設が建設できないとい

うお話がありましたけれども、近隣に保育園が設置されているからといって、ごみ焼却施設が建

設できないといったことはございませんし、これまでの説明会の中でも、あそこは保育園がある

からだめだといった趣旨の説明はしていなかったかなと記憶しておりますので、そこは誤解のな

いようにお願いしたいと思います。 

〇発言者（秋津町：住民４） 

 受付のところでそういう話をしました。 

〇東村山市 

 そこについては確認ができていませんので、我々としては、本日、御説明した内容での検討を

やってきたということで、保育園があるからといって建設ができないといった状況にはないとい

うことだけは御理解いただきたいと思っております。 

 先ほど来何回もお話ししていますけれども、やはり秋津の方にはこれまで非常に御負担をかけ

ているというところがございます。先ほど若干市民の皆さんの御意見を伺いながらこれまで計画

をいろいろやってきたというところはございますけれども、例えば一極集中しないように、処理

施設については民間の施設を活用できるところについては検討していただけないか、あるいは市

としても検討していくというところの中で、現在、燃やせないごみについては、山梨県と茨城県
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にある民間の処理施設にて熱回収を行うということでの分散化、あと、容器包装プラスチックと

ペットボトルにつきましても市内の民間事業者のほうに分散するということで、極力秋津のほう

には集中しないような取り組みということで、できる範囲のところで対応させてもらっていると

ころでございます。 

 道路が危ないという点については、収集車が制限速度を守りながら、通学や下校時間帯等にお

いて大型車両は通行しないといった配慮をさせていただいているところでございます。 

 今後に向けましても、そういったところをきちんとケアできるように市民の方の御意見等に耳

を傾けて真摯に取り組んでいきたいと考えておりますので、御理解のほう、よろしくお願いいた

します。 

 

質疑応答５ 

〇発言者（廻田町：住民５） 

今の秋水園については本当に秋津町の皆様には大変な御迷惑をおかけしていると思います。先

ほど発電をやって、それをいざ地震のとき、災害のときの地域の方の避難所、そのような設備が

できるというお話があったのですけれども、先日私は、東久留米市にある柳泉園組合の見学に行

ったのですけれども、あそこはいろいろな住民サービスといいますか、温水プールだとか、住民

や近そのようなことも特にどんな設備が皆さんの役に立つか、いろいろ検討されて、秋津町の皆

さんに対して十分なサービスといいますか、そういうことをできるような設備にしていただきた

いな、そのように感じています。 

〇東村山市 

 貴重な御意見ありがとうございます。 

 

質疑応答６ 

〇発言者（住所不明：住民６） 

 この素案を見ると、秋水園にしますということで決定していますよね。これでは順序が逆だと

思います。いろいろな話を皆さんから聞いた後で秋水園にするということであれば分かりますが、

先にこのように出されると、もうどうしようもないじゃないですか。先に秋水園という結果を出

す前に、皆さんで話し合ったほうがいいのではないかと私は思います。 

〇東村山市 

 御意見ありがとうございます。今お話がありました方針の素案ということですが、平成30年度

に市の考え方をある程度まとめた中で市民の方々に対して意見を伺う場というところでお話をさ

せていただいています。その前に、地域の方を含めて、平成28年、29年のあり方検討かにおいて、

周辺の方々、公募市民、学識経験者等を含めて、市が計画を考える前にゼロから検討をやってい

ただきました。そこでの御意見等を参考にしながら、市としては平成30年度に一定程度の考え方

をまとめた中で昨年10月から12月にかけて意見を伺う場というところで御説明をさせていただき

ながら、ご意見を賜ってきたところでございます。 

 そういったところを踏まえまして、改めて意見を持ち帰って市のほうで検討した結果でござい

ますので、ここについてはなかなか御理解をいただくというのは秋津の方々を含めて難しいとい

う御意見もありますけれども、きちんと皆さんの意見を伺う場を設けて市としても取り組んでき

たところでございますので、御理解いただければなと思っております。 
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市民説明会 第 4回要録 

開 催 日 時 令和元年８月３１日（土）午前１０時３０分～午後０時１０分 

開 催 場 所 東村山市 秋水園リサイクルセンター 研修室 

参 加 者 数 ５１名 

説明会 記録 

11時10分 質疑回答開始 
 
質疑応答１ 

〇発言者（秋津町：住民１） 

 質問を１つということですけれども、事務局に対してではなく、申しわけございませんけれど

も、部長に質問させていただきます。 

 今のお話ですと、焼却炉が建てかえられて、既に今60年近くここで燃やされているわけですけ

れども、新しい焼却炉が建てば、あと30年以上は秋津町で同じように燃やされるという話になり

ますよね。１世紀近くここで焼却されるということに対して、ここできょうお集まりくださった

のは秋津町の方だけじゃないと思うのですけれども、秋津の方が大半だと思っております。ほか

の地区での説明と違って、本日は秋水園の周辺に住んでいらっしゃる方が多分たくさんお集まり

だと思いますので、東村山市の行政を担う中枢にいらっしゃる部長さんとして、周辺の市民に対

してどのような思いを持っていらっしゃるのか、それをぜひともお話しいただきたいです。よろ

しくお願いいたします。 

〇東村山市 

 周辺に対してどう考えているのかということの御質問ですが、冒頭の挨拶でも一部触れさせて

いただきましたけれども、確かに秋津町は長きにわたりごみ処理の中間施設のあるまちというこ

とで、周辺の皆様の御協力あっての秋水園だと我々は考えております。また、周辺の皆様に対し

ましては、この間、過去におきましても適切に、例えばダイオキシンの問題があったときの対

応、それらをさせていただいているところでございます。また、周辺に対しては、当然市内の皆

様が出されたごみを処理する工場があるまちということで、東村山市といたしましても、いわゆ

る周辺対策、例えば本日も開園させていただいております子供向けのプールや少年野球場、ま

た、秋水園ふれあいセンター等、周辺還元もさせていただきながら取り組みをさせていただいて

いるところでございます。あわせまして、周辺の自治会で構成されております周辺対策協議会の

皆様とも定期的に連絡をとり合い、周辺環境の維持、例えば全部に至っているわけではございま

せんけれども道路設備だとか周辺の樹木ということも対応させていただいているところでござい

ます。 

 ただ、周辺の方の御理解だけではこういった事業はできませんので、東村山市全体としてのご

みの量の削減、こちらについてもこの間取り組みをさせていただいているところでございます。

おかげさまをもちまして市民の皆様の御協力がありまして、東村山市は人口10万人以上50万人未

満の全国の自治体の中で一人一人の人口割のごみの排出量、こちらが全国10位以内、また、出さ

れたごみにつきましても、こちらのリサイクル率につきましても全国10位以内ということで、ご
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みの削減、またリサイクル率につきましても高い水準を保たせていただいているところでござい

ます。 

 いずれにいたしましても、周辺環境を保つということは非常に大事なことですので、引き続き

ごみの減量施策を進めてまいるとともに、もし今後基本方針案として計画が進んでまいります

と、秋津町に焼却炉をつくるということになります。そのことにつきましては、今、担当が御説

明したとおり、周辺の皆様の意見を聞きながら、新しい炉になりますと今度は発電機能等を備え

ますので、例えば周辺に対しての還元、電気の発電で還元するのか、また、今あるもののほかに

新たな周辺還元を考えるか、この間もいろいろな御意見をいただいております。そういったもの

も基本計画を定める際に周辺の皆様の意見をお伺いしながら進めてまいりたいと考えているとと

もに、周辺にお住まいの方の理解がなければ進められない事業と考えておりますので、資源循環

部のみならず、市全体としても周辺の皆様の意見に耳を傾けながら今後の計画を進めてまいりた

いと考えているところでございます。 

 

質疑応答２ 

〇発言者（秋津町：住民２） 

 私どもは引っ越してきてからずっとこの秋水園のそばで暮らしています。その間川が３度氾濫

しました。川の氾濫等により、ごみ焼却炉の中が浸水してショートし火事にならないよう安全に

お願いします。それから電気等いろいろ還元を考えていてくださるということですが、その点に

ついては私たちも待っていますのでよろしくお願いします。 

また、音について、例えば秋水園の操業や発電の音などは、大丈夫でしょうか。音がうるさい

と私たちは家にいられませんので、その点よろしくお願いいたします。 

〇東村山市 

 まず水害のことに関しましては、この間何度かほかの会場でも御説明させていただいておりま

すが、焼却炉の次の計画の策定の段階で、この機械をどこに設置し、ごみが入ってくる開口部の

位置をどこにするかというところが具体的に決まってくる段階で、水がどのように入らないよう

にするかなどの具体的な対策を検討いたしていきます。先ほど申しました水害のハザードマップ

における５ｍ浸水ということも念頭に置きながら、その辺の対策を具体的にやってまいります。 

 また、周辺に対する還元については基本計画で検討を行いますが、繰り返しになりますが、新

しいごみ処理施設がどういうものになるのか、どのような還元ができるのかということを、周辺

の皆様と市民の皆様とのお声を聞きながら進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

〇東村山市 

 操業に際しての音について、やはり周辺の皆様には御迷惑をかけられないというところもあり

ますので、操業に際しての音もきちんと配慮した施設にしていきたいと考えております。 

 あと、先ほど説明の中でもありましたけれども、発電機能等を持った自立型の施設にしていく

ということについてはやはり防災というところの中で災害に強い施設としていくことを考えてお

りまして、発電等で自立して操業していれば、皆さんの防災拠点としての役割も担えるかなと考

えております。そういったこともきちんと皆さんと協議しながら計画を進めてまいりたいと考え

ております。 
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質疑応答３ 

〇発言者（秋津町：住民３） 

 先ほど還元するということで部長さんのお話の中で、野球場、プール、それからふれあいセン

ターというお話がありましたけれども、ごみ処理施設の現状というところに秋水園の敷地面積が

２万何がしと出ております。そして下の内訳を見ますと、２万にはほど遠い数値になります。合

計しても２万とは大分離れていますよね。この辺に対して具体的に地域の住民がどこまでを指し

て２万2,000平米という話なのか、あるいは秋津町のここにもう決まっているとだんだん去年か

ら話が来ていますよね。私は賛成したことは一度もなく反対です。それなのに、今の説明会では

秋津町の皆さんでも今の説明ではここにできるのだなと思わされている状態です。そういうやり

口というのは行政の中で多々あることだと理解しております。しかし、口先だけで、野球の施設

があります、プールがあります、秋水園ふれあいセンターがありますというお話ですが、それは

この新しい施設をつくるに当たってちゃんと確保できるということを目安にして今のこの説明会

での御説明と理解してよろしいでしょうか。 

〇東村山市 

 今の２万2,000平米の話ですけれども、敷地の中に入っている還元施設としましては、秋水園

のプールはその２万2,000平米の内側に入っております。あと野球場と秋水園ふれあいセンター

については敷地の外になります。ですので、先ほど説明した中間処理に係る施設とプールは内

側、あとほかの還元施設については秋水園の外側という格好になります。 

〇発言者（秋津町：住民３） 

 住宅のこちらに（※秋の庭自治会周辺の住宅地の東側に）公園ができた部分はどうなっていま

すか。 

〇東村山市 

 あちらの間にある緩衝帯もこの２万2,000平米の中には入っておりません。 

〇東村山市 

 グラウンドやプール、ふれあいセンター等につきましては周辺対策施設として建設させていた

だいた経過がございます。この計画を進めるに当たっては、基本的には周辺対策、先ほど申し上

げたとおり、周辺の方に御迷惑をおかけして御理解を賜らなくてはならない部分があるというこ

とで、引き続きこちらにつきましては周辺対策施設として堅持していく予定でございます。ま

た、さらに追加要望やご意見もあろうかと思いますので、先ほど担当が申し上げたとおり、今後

の基本計画を推進する中で近隣の皆様の御意見を賜りながら、どういう周辺還元がいいのか、意

見を賜りながら進めてまいる予定でございます。 

〇発言者（秋津町：住民３） 

 以前の意見交換会に２回ほど私は出ております。そのときに近辺の歩道もない状態で老人とか

子供の安全が確保されていないので、道路整備の件についてもぜひ具体的に御検討いただきたい

という要望をしております。そのほか暗渠（あんきょ）の樹木撤去について要望を出しました

が、何ら回答を頂けていません。 

 あと、グリーンバスの問題です。あれも他の町ではあまり人通りのないところを迂回して回っ

ている状況をよく見るのですけれども、秋水園のここのふれあいセンターも公的機関としてあり

ますし、周辺に迷惑をかけているということであるならば、市としてそういう総合的にそういう

部分でも配慮できるはずだと私は理解しています。それもこの間の意見交換会に２度ほど申し上
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げました。何も私のほうに伝わるものは見えておりませんので、そういう周りの方に対する配慮

をしてくださるということの中に、既に具体的に申し上げていることも幾らかの進捗状況がある

のかないのか、そういうことも知りたいですよね。ここに決めましたみたいなことで皆さん何と

なく納得させられているような雰囲気になっていますけれども、やはり声を出さないと届きませ

ん。誰が考えても道路の整備状況が今のままではとにかくだめであると思います。そういうこと

を総合的にやっていただきたいとお願いしたのです。 

〇東村山市 

 周辺道路を含めグリーンバス等の御要望をいただいております。こちらのほうも所管としても

聞いております。ただ、道路整備につきましては、市の計画もございます。都市計画道路の計画

もございますけれども、やはり民間のお住まいの方の用地を売っていただく等の課題もありま

す。ですので、秋水園周辺につきましては道路事情、現在秋津新道という正面から新聞屋のほう

を通って所沢街道に抜けるルートが、収集車、また搬出車両、こういった大型車両は全てそこを

通るような形で、町内につきましては戸別収集をしている車以外は通らないようにということで

運営をさせていただいております。しかしながら、周辺道路が狭いという声は、秋津町のみなら

ず市内全体で御要望が出ていることですので、こちらにつきましても、所管としてもまちづくり

部と協議はしておりますけれども、先ほど言った用地の問題もありますので、いかんせんなかな

か進んでいないのはこちらも理解はしております。 

 また、グリーンバスにつきましても、こちらの市内全体のグリーンバス、公共交通の考え方、

こちらに即して進めさせておりまして、今のグリーンバスをちょうど中通りから秋水園まで延伸

してほしいというお話もいただいていることもこちらも理解しておりまして、公共交通の担当部

署とも協議をさせていただいているところでございますが、バスの折り返しの問題だとか、そう

いったもので実現していない部分もございます。私どもは資源循環部という形になりますので、

秋水園敷地、こちらのほうの担当にはなりますけれども、いただいている御意見につきまして

は、関連部署、地域からの要望ということで、まちづくり部や公共交通を管理しています環境安

全部、当然市長のほうの耳にも入れさせていただいておりまして、全てがなかなか進んでいない

部分があるのも重々承知の上ですけれども、こちらにつきましても引き続き周辺環境の整備とい

うことで一体的に進めてまいれればと思います。 

 また、先ほど大雨のときの話がございましたけれども、例えばすぐそこの自治会のところにつ

きましても一時期、道路冠水がひどい時期がございましたけれども、こちらもまちづくり部との

協議の中で雨水対策をさせていただいて一応改善をさせていただいたところもございます。こう

いった形で少しずつ周辺環境についても整備を進めてまいりたいと思いますので、御理解のほど

をよろしくお願いいたします。 

〇発言者（秋津町：住民３） 

 実施項目が多ければ多いだけ誠意を感じ取ることができるということです。実施項目が見えな

いということは誠意を感じられないということです。 

 

質疑応答４ 

〇発言者（諏訪町：住民４） 

 私自身はごみ環境問題にずっとかかわってきまして、この問題を聞きましたときに本当に驚き

です。20年前の1998年に東村山市は15名の市民の参加と市の職員の方、専門家の方を含めて延べ
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約３年間にわたって東村山の今後のごみの処理をどうするかということを検討されて、今後、秋

水園には焼却炉は建てない、秋水園は快適環境施設に切りかえていく、緑の環境施設に切りかえ

ていくということを決めて、すばらしい取り組みだということで全国の2,000の自治体の皆さん

が見学に訪れたのです。秋津町と恩多町で生ごみのリサイクル、そういうことを取り次ぎなが

ら、すばらしい取組みを日本で初めて、今から考えると世界で初めてごみを燃やさない、埋め立

てない、どこにも迷惑をかけないという98プランの宣言をしたのです。 

 ところが、20年たったら忘れたように焼却炉を建設するということでいいのですか。その市民

プラン作成のときにかかわって、実は10年前にも東村山市は焼却炉を建設したいのだということ

を提案して説明会を開きました。そのときに、その市民プラン作成の委員の１人の方が音頭をと

って約束を守れということで撤回したのではないですか。基本方針を東村山市が本日の説明会を

通して決めていきたいということですが、基本方針は20年前に決めたのではないですか。きちん

と98プランをなぜ守らないのかということを説明していただきたいと思います。 

〇東村山市 

 ありがとうございます。ただいまいただきました98プランでございますけれども、平成10年度

に推進プランの作成を行いました。今おっしゃられたとおり、基本精神といたしましては、どこ

の地域へも地球へも迷惑をかけない東村山市を目指すということで、基本理念の１から３という

ことで、１つ目に脱焼却、脱埋め立てによる資源循環型のまちを目指す。２つ目には秋水園を今

おっしゃられたように生まれ変わらせる。３つ目としましては、２つの市民協議会の参加の経験

とエネルギーを継続、発展させるということで、その中に推進プロジェクトが６つありまして、

秋水園の快適化プロジェクトというものが中に入っております。また、家庭内における堆肥化の

目標数値といたしまして20％の世帯で行うことや、ごみの総量の約90％を資源化、残りの約10％

の残渣を、高温溶融炉で処理をするということで、ごみの焼却量がゼロというわけではありませ

ん。 

 そういった形で、最終的には埋立量をゼロとするという大変崇高な理念でありましたこのプラ

ンですが、翌年度の一般廃棄物処理基本計画ではこのプランに基づいて計画を策定しておりま

す。この10年間、生ごみの堆肥化につきましては、各まちの世帯、個々の方々の協力を得なが

ら、生ごみの堆肥化処理機などの施策を個々にお願いいたしまして実施しております。約10年そ

ういった検証をした結果、最終的にはやはり個々の協力で個人的に減らすということは難しいと

いうところがあり、また、平成10年度以降に国からも循環型社会におけるという法改正がござい

まして、中間見直しという形で基本処理計画が改定されております。その中では、プラごみの容

器も戸別収集や施設の維持について今後どうするかといった計画の見直しになっております。そ

の中で環境省における法改正につきましては、今、皆さんにお示ししているとおり３Ｒの取り組

みということで、まずはごみを出さない、そしてごみの再利用という形が優先順位という形で循

環型社会を担っていくというものに準じて行っていこうという考え方でさらなるごみの減量化に

ついての計画となりました。 

 あわせて施設に関しましても今後どうするかというお話で、こちらでもまた新たに市民の参加

をいただき、今後の施設の維持に関してどうするかという話し合いも行われてまいりました。そ

の中では、改修工事、建てかえ、あるいはこのまま耐震化を図って延命するかや、ごみの堆肥化

につきましても、またさらなる技術革新において新たな取り組みの施設があるのではないかとい

うことも含めて検討した中で、最終的にはさらなる10年間の延命化の工事という形で計画がなさ
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れた経過があります。その10年たった平成28年度にあり方検討会において、ごみ処理施設の老朽

化に関して、今後10年で竣工後50年近く迎えることより、改めてゼロベースでこの施設をどうす

るかという形で市民の皆様、学識経験者の方を交えて方向性について検討をされた経過でござい

ます。そういったこれまでの経過がありますので、できるだけごみを出さない、焼却に頼らない

ということで理念は継続しつつ、今現在の形となっております。 

 先ほどエコセメント化事業のお話もありましたけれども、多摩地域におきましては25市１町で

今最終処分場の二ツ塚でごみを搬入していますが、燃やせるごみの残渣につきましてはエコセメ

ント化で完全資源化、そして多摩地域の皆様の各地域の取り組みもありまして、不燃ごみの残渣

につきましても現在埋立量はゼロという形で多摩地域はなっておりまして、全国的にこれはすば

らしい取り組みだということになっておりますので、その中でも東村山市の取り組みはなるべ

く、本当にごみゼロに近づけるという気持ちはありますが、さらなるごみの減量化に取り組んで

まいることで、本当に全市民の方々の協力を得ながら今取り組んでいるところでございます。 

 経過としてはこのような形になっております。 

 

質疑応答５ 

〇発言者（秋津町：住民５） 

 11年前に建て売りを買いましたものです。ここから家が見えるぐらいの場所です。意見が出て

いるとおり、秋水園で建てかえるということありきで進めている感じは持ちます。私は初めて参

加したのですが、このようなことが起こっているということを知りませんでした。多分私の近所

の人も知らないと思います。先ほどから、住民の意見について「判断しました」「決定しまし

た」という言葉が出てくるのですが、そんなことが起こっていることも周辺住民は知りません。

もっと住民の意見を聞かないといけないと思います。おそらく、市報やホームページに載せてい

るとおっしゃるかもしれませんけれども、それはいわゆる発信主義というやつで、受信者側のこ

とは考慮していません。出したから見ているはずですよねと、そうことではないです。ちゃんと

周知をして意見などを確認してもらいたいです。 

 本日、気になるのは、ここに御参加の皆さんは大変失礼ながら高齢、壮年の方が多いです。し

かし、こういう話は長期的な話ですあり、若い方々の意見を広くとらないと意味がないと思うの

です。だから、例えば、半径１ｋｍなのか３ｋｍなのかわかりませんけれども、その世帯の全員

からちゃんと住民投票なんかを行って意見を拝聴するということなどの努力はすべきではないか

と思います。 

 また、17ページの柳泉園について、表があり、Ｂ－Ａというところがあり、これだけ足りませ

んといった数字が出ていますが、よく見ると、平成29年までは実績値を記載しています。例えば

東村山市の可燃ごみ合計Ａ、これが23633＋215になっています。最初のところにありますけれど

も、平成30年以降は実績がないから23772＋670ということになっているわけです。これで疑問が

あるのは、平成30年度ですから３月の終わりだと思うのですが、５カ月たっていますけれども、

まだ実績を記載できないのでしょうか？ 

さらに、一番この表で傾向値としてはトレンドとして見ると、どんどん低減しています。さき

の御説明の中で令和10年というお話があったのですが、令和10年になったら一番右下のマイナス

7223という数値がこのトレンドでいけば確実にゼロになるので、柳泉園でできるのではと思うの

ですがいかがでしょうか。 
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また、ごみの焼却ですから、いろいろな基準値はクリアしているとは思いますが、ごみを燃や

して害がないわけないです。基準というのは人間が決めたことですから、それをクリアしたっ

て、そこに煙混じりの水蒸気をビニール袋に詰めて毎日吸えますかという話です。今、世の中の

ムーブメントとしてごみを分別して減らしているといういい流れになっていますから、環境が大

事、温暖化も含めて気持ちが高まっていますから、どんどんモデル地区として進めていってごみ

自体を減らしていけば、別に無理にここに建てかえる必要はないと思います。柳泉園との比較で

は、恐らく経済力、経済条件、お金の話が出てくると思のですが、経済条件よりも皆さんの快適

な暮らし、健康が優先となるべきではないでしょうか。 

 一番言いたいことは、きちんと全世代の意見を聞くということと、そんな拙速に事を進めてや

る必要はないのではないかということです。トレンドを見てごみが減っていくわけですから、そ

れをよく注意すべきじゃないですか。 

 もう１つ大事なことは、所沢の意見は聞かないのですか。川の向こう側の人は以前大分反対し

ていました。 

〇東村山市 

 では、私のほうから、先ほど柳泉園組合の17ページの表の数字の説明をさせていただきたいと

思います。最初の御質問は30年度の実績はもう出ているのではないのかということですけれど

も、こちらのほうは、決算のほうが終了してからという形ですので、こちらのほうではまだ掲載

をしていませんが、この基本方針の素案から正式な方針が策定されるところではこちらの数値は

出せる形になると思いますので、その点は御了承いただければと思います。 

 それから、おっしゃられるように、令和２年度のところで少しずつどこの自治体もごみ減量と

いうところは進めておりますので、余力状況は少しずつ差が少なくなっていくという予想はして

おりますが、今回こちらのほうの部分につきましては、災害廃棄物処理量、実際に近年災害が起

こっている中で発生するその処理量についてはこちらの計算の中には含まれていない形となって

おります。したがいまして、今現在わかっている数字上だけで見ると、少しずつ差はなくなって

いるものの、現実的にそういった事態を想定しますと、令和10年、また今後のところでも現段階

ではなかなか難しいところと市のほうでは判断をしているところでございます。 

〇東村山市 

 広域化についてはやはり相手方があることですので、加入するとなると先方の計画に合わせる

必要があるのですが、今回我々の進めている中では、相手方の計画についての整合性が図れない

ということに加えまして、今、処理量については担当のほうから説明がありましたけれども、昨

今災害発生に対する災害廃棄物の処理への迅速な対応なども必要とされておりまして、市民生活

への影響が懸念されるなど、こういったことなども総合的に判断した結果、本計画においては自

区内での単独としたところでございます。 

 また、広域の最近の傾向といたしましては、構成する自治体間で、Ａ自治体はごみ焼却施設

を、Ｂ自治体は容器包装プラスチックなどの資源化施設というように処理施設を分担する形で計

画が進められているというところもありまして、この部分についての合意形成についても課題と

されているところでございまして、市といたしましては、繰り返しになりますけれども、市民生

活に影響が出ないようごみの処理を行う責務がございますので、そういったことを総合的に判断

して今回は単独でやらせていただきたいということでございます。 

 それと、御存じなかったということでございまして、市のほうとしても、情報を発信するだけ
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ではなく、なるだけ大勢の方にいらしていただきたいというところで、市のホームページ、市報

だけに限らず、説明会の開催が近づいてきたら、少し至らないところはあったかもしれません

が、スーパーの店頭でチラシを配って周知を図り、昨年度につきましてはこういった計画で考え

ていますよということで、リサイクルフェアや市民産業まつりなどのイベント等においてお声か

けさせていただき、アンケートのほうも収集させていただいております。そういったところでは

おおむね７割ぐらいの方にその時点での本市の考え方については御賛同いただいているところで

ございます。先ほど若い世代の方にということでは、ここ直近では夕涼み会等がありまして、お

子さんたちがいらっしゃるイベントで等においても説明会開催や市の取り組みなどについてお知

らせはしているところでございます。 

 先ほど冒頭の説明に入る前にもありましたように、この説明会はいきなり始まったものではな

く、先ほどより部長も次長も申し上げているように、市のごみ処理の計画については過去から市

民の方々と一緒に減量施策や施設のことを考えて進めてきたところでございまして、いきなりと

いうことではございませんので、確かに至らないところはあると思いますけれども、御理解をお

願いしたいと思います。 

 あと、秋水園に隣接する所沢の話ですが、そちらにつきましても、市のほうとしては、こうい

う計画がありますということで御意見を賜るとともに、あと平成28年、29年に実施したあり方検

討会におきましては委員として参加いただいて御意見等を賜っているところでございます。 

 

質疑応答６ 

〇発言者（秋津町：住民６） 

 いずれにしても決めると思うのですが、決め方が問題で、もっと民主的にやっていただきた

い。先ほどそちらの前面の方がおっしゃいましたように、例えば秋津町でも、結局これは参加し

た人の意見になっていると思います。先ほど言われたように、若者、単身の者とか、子育てのお

母さん、お父さんだとか、いろいろな層があるわけです。そういう人たちの意見を多方面から、

ただ参加した人の意見を聞いて、はい、これで決まりみたいな、そういうことはやるべきではな

く、多くの人の意見を聞いてほしいと思います。例えばプラごみが今社会的に問題になっていま

すけれども、プラごみの発生源で抑える、そういう考え方も今進んできているわけです。その辺

を東村山市ではどう考えているのかということで、ぜひ多くの人の意見を聞いて決めていただき

たい。 

〇東村山市 

 ありがとうございました。今御指摘がありましたとおり、この間も市民アンケート、イベント

等でもアンケート調査をさせていただきまして多くの皆様の声をいただいております。引き続き

市民の皆様の声に耳を傾けるように、また、多くの市民の皆様に計画等の概要が伝わるように今

後とも工夫してまいりたいと考えております。 

質疑応答７ 

〇発言者（秋津町：住民７） 

 費用の捻出について教えていただきたいのですが、建設費用として大体100億前後必要なわけ

ですが、これはどのようにして捻出するのか。 

〇東村山市 

 建設の費用ということでございますけれども、この施設の建設に当たりましては、国の交付
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金、補助金になりますが、対象がどの機械になるかというのはわかりませんが、そういった対象

の中の２分の１から３分の１の経費を負担するという国の交付金というものがございます。その

ほかの部分につきましては起債など、借金になってしまいますが、市の負担ということで、建設

が決まりましてからそのような算段をしていくような形になります。 

 

質疑応答８ 

〇発言者（秋津町：住民８） 

 １つ質問は、秋水園に決定したプロセス、建前上は決定していないのでしょうけれども、決定

するプロセスにちょっと問題があるのではないかと感じます。資料のつくり方としても、ほかの

場所と秋水園を比べて資料づくりをしているのですが、秋水園がいい資料になるのは決まってい

るとおもいます。他のところには、例えば富士見中央公園なんかに持っていこうと思ったら、当

然土地の取得だとかいろいろな経費がかかるので、当然秋水園と比べるときは秋水園がよくなる

に決まっています。 

 この資料の７ページに新しい可燃ごみ処理施設の整備用地は秋水園用地内としますという資料

の下段の図で、土地の形状だとか都市計画だとかいろいろな表現がありますけれども、周辺住民

への配慮ということが全くありません。秋水園は既に50年ぐらいここにあるのですけれども、そ

の間にここで燃やし続けて健康被害があるかもしれないです。現実にはぜんそくの罹患率が非常

に高い地域があり、そういう迷惑がかかっています。 

 周辺住民への迷惑がなるべくかからないように考えていますということであれば、そういう健

康被害だとか車の交通だとか、そういう迷惑がかからないようにするにはほかに移してくださ

い。それからごみを減量化するためには、東村山市民の多くが減量化するための意識を持たない

といけないと思います。意識の高い人はたくさんいますが、意識の低い人は自分のうちの前から

ごみがなくなれば、もうごみ問題はないのです。秋水園はそういうごみが全部集まってきて、家

の前をパッカー車が通り、当然排ガスもあるでしょうし、燃焼したガスが出てくる。ここの環境

部の人たちが、先ほど言ったように、水蒸気と何だかわからない燃焼ガスをビニール袋に入れ

て、その中で生活できるかというと、当然できないですよね。煙突があるというのは、当然そう

いうのをなるべく多くの気流で拡散が必要なので煙突は立っているのです。必要がなければ煙突

なんか建てないと思いますけれども、それがもし風がなければどこに行くかというと、この周辺

にみんな落ちていく。周辺に落ちてきたものはバグフィルターでとり切れない細かいちりなんか

が落ちてくる可能性は非常に高い。細かいちりというのは肺胞の一番奥まで入っていってぜんそ

くなんかを引き起こす可能性があるのです。我々はそういうことを迷惑だと思っています。そう

いうことを改善するためには方法としてはほかの場所に移すことしかないと思います。例えば富

士見中央公園に行けば敷地のうちの５分の１で済むのです。富士見中央公園を選ばない理由は市

民の憩いの場だから。秋津町は憩いの場は要らないのでしょうか。もう一回ゼロから用地選びを

やり直してもらいたい。 

〇東村山市 

 用地に関して、秋水園ではなくほかのところでというお話でしたが、検討プロセスとしては、

やはり市全域からということで、先ほど担当からも説明がありましたように、やってきておりま

す。最終的に検討プロセスの中で絞り込んだ中で、本町都営住宅の跡地と比較検討するというこ

とで、秋水園ありきではなく、全体を見てきたと市としては考えております。 
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 あと、先ほど周辺のことを考えた上での施設整備用地ではないかという話もありましたけれど

も、今回基本方針の５として環境への取組みというところがありますけれども、こちらについて

は、当然環境基準を遵守するとともに、上乗せ基準をきちんと検討していこうよという話になっ

ておりますし、あと、周辺環境に配慮し、地球環境に配慮した施設となるようにしていこうとい

うことも記載しております。あわせて環境学習であるとか情報発信ができるような施設にしてい

きたいと考えておりますので、何とぞ御理解のほう、お願いいたします。 

 

質疑応答９ 

〇発言者（秋津町：住民９） 

ここ数日間の佐賀県の水害についてテレビで報道されていますけれども、それは佐賀県だけの

問題ではなく、いつどこで起きてもおかしくない今の気象状況だと思います。特に秋水園はすぐ

後ろに柳瀬川が流れています。清瀬あたりのところでせきとめられたら公共施設は完全に５ｍ以

上に水没しますよね。そういうところに公共施設として災害時に役立てるための施設を建てるこ

とは、一般常識では考えられないと思うのですが、市では水害対策についてはそれなりの対策を

するという言葉を濁した言い方でごまかしていますが、では、どういう方式ですかというと、ラ

ンプウェイ方式で高くするといった回答だけで済まされていますが、あとはこれから考えて、い

いものにするから、とにかく場所だけ決めたい、そうしないとこれから進めていけないからと言

われますが、地元にとっていいものとは何なのか、具体的なことを説明してもらいたいです。具

体的なことを説明もなしでここにつくらせてくださいというのはすごくおかしな話で、本末転倒

です。ほかの地域では水害対策をやっているところがかなりありますが、では、秋水園のところ

に地下貯留槽というのをつくっていただいて、まず秋津町がこの辺の周辺が水浸しにならない対

策を先にやってから考えてください。どうでしょうか。 

〇東村山市 

 今の水害に対してなんですけれども、施設側としては、先ほど来所管のほうで説明しているよ

うに、ランプウェイ方式などで開口部を上に上げていく。ランプウェイ方式というのはなかなか

なじみのない方もいらっしゃると思いますけれども、デパートであるとかの立体駐車場によう

に、車両を上に上げていって、いわゆるごみを落とす口の開口部を上に上げる。あるいは電気室

などの主要な設備については水害の浸水水位よりも高い位置に設置するだとかということは考え

られます。ただ、水害対策とはいいましても、あくまでランプウェイは一例でございす。今後、

方針が定まった中で基本計画をする中でどういった方式で水害対策をやっていくかということに

ついても具体的な検討をしていくということでのお話でございます。 

 あと、周辺に対する冠水の話ですけれども、先ほど冒頭ありましたけれども、まちづくりのほ

うで雨水対策をしてきたということがあります。古くは西武の研修所の南側において水が出たと

いうことはありましたが、道路の横にボックスカルバート（※箱形の雨水管）を設置し雨水がき

ちんと流れるような対策をしています。あと、秋水園と隣の西武グラウンド跡地の間について

は、地下に貯留槽を設けるなどして水害対策に備えるようにしており、また過去においても秋水

園は溢水等でそういう影響が出たこともございません。しかし、そういった懸念は払拭できない

ので、次に施設を建設する際はそういったこともあわせて対策をしていくということでございま

すので、御理解をよろしくお願いいたします。 

12時10分 説明会終了 
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市民説明会 第5回要録 

開 催 日 時 令和元年９月７日（土）午後１時３０分～午後３時００分 

開 催 場 所 東村山市 市民センター 第１・２・３会議室 

参 加 者 数 ５１名 

説明会 記録 

14時10分 質疑回答開始 

 
質疑応答１ 

〇発言者（青葉町：住民１） 

 新しい施設の処理能力は１日100ｔから110ｔと資料の基本方針（素案）10ページに書いてあり、

今までの処理能力が１日150ｔと３ページに書いてあるのですが、これは150ｔが100ｔに変えられ

るということですか。 

〇東村山市 

 現状、東村山市で１日どれぐらいの燃やせるごみを処理しているかと申しますと、約70ｔ処理

を行っております。新しい施設の処理能力は令和２年度の燃やせるごみの推計値、粗大ごみの可

燃分、災害廃棄物処理量の数値と環境省に示されている計算式からおおむね100ｔから110ｔとさ

せていただいております。ただ、暫定的というところでありますので、今後ごみ減量なども進ん

でいく中でごみ排出量を見ながら適切な処理施設になるよう検討していきたいと思います。 

〇東村山市 

 少し補足をさせていただきます。今使っているごみ焼却施設は昭和56年に建設されたもので、

その当時から東村山市は減量に向けた取組みを進めてまいりました。現行の一般廃棄物処理基本

計画にもごみの減量と資源化というところで取組みをしておりまして、市民の皆様の御理解と御

協力のもと進めてきた結果、全国の同規模の自治体の中でも１人当たりのごみの排出量が少ない

というところの中では全国10位以内、資源化についても全国でも同様に10位以内ということで、

当時に比べて排出量が減っているところでございます。ですので、その計画量に合わせてやって

いくことで100ｔから110ｔということで当時よりも処理能力としては少なくなったものでござい

ます。 

 

質疑応答２ 

〇発言者（萩山町：住民２） 

 今日の説明会はこういう形で市民の声を聞くということで開いていただいているわけですが、

先ほど最後にも行政の方がおっしゃっていたように、今後も市民の声を反映させていくというこ

とは大事だと思います。そういう市民の意見がどのように反映されているのか。どういう意見が

出て今回の資料がつくられたということ自体がわからないのです。私は萩山町に住んでおり、秋

水園のそばの住民ではありません。ですから、当然秋水園の近くに住んでいる方はまた違った意

見とか賛成、反対を含めていろいろな意見があったと思います。例えば今回このような質問をし

ても、どのように反映されるかというのは全くわからないわけです。その辺、御説明いただけれ
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ばと思います。 

〇東村山市 

 平成30年に実施した意見交換会でどのような意見があったかにつきましてはホームページで議

事録を掲載しております。その意見をどのように活かしてきたかということですけれども、その

意見交換会終了後に庁内の検討部会、各部の部長で組織する推進本部というものを開催いたしま

して、横断的な視点からこの計画をどうやっていくのかということを再度検討しております。そ

の中でも皆様からいただいた意見にはこういったものがありました、ということを報告しながら

検討をさせていただき、皆様の声を活かさせていただいております。 

〇発言者（萩山町：住民２） 

 パソコンが見られない人はどうすれば良いのでしょうか。 

〇東村山市 

 ホームページ等についてご覧になれない方もいらっしゃるかと思いますので、紙ベースでも見

られるような工夫はしていきたいと思います。また、昨年度行いました市民意見交換会では、例

えば施設整備用地については秋水園ではなく、洪水ハザードマップのエリアでもあるため、秋水

園ではないところを改めて検討してはどうかということでの御意見をいただいております。庁内

に設置した推進本部において検討した中では、例えば先ほど説明の中にもありましたように、本

町にある久米川第13住宅跡地との詳細な検討を行って、コスト面の課題などを整理して秋水園に

したいと判断しました。 

 次に、健康被害の御懸念がございましたが、平成30年度の意見交換会では、基本方針の中には

明記しておりませんでしたが、今回御説明した素案では、環境への取組みとして基本方針に据え、

当然排ガス等の基準は遵守していくというのはありますけれども、上乗せ基準についても今後は

検討していく必要があると明記したところでございます。 

 そして、防災への取組みについても、地域に対する還元などで何かないのかという御意見もご

ざいましたので、自立型の施設、災害時にも発電機能を備えていれば、有事の際にも施設を活用

できるといった防災の取組みを基本方針とし、平成30年度の意見交換会で説明できていなかった

部分を改めて検討してこの素案のほうに反映しているところでございます。 

 さらに、処理方式についてもわかりづらいという御意見がありましたので、ページでいうと23

ページ、各処理方式について、焼却方式だけでなく検討してきまして、それぞれ処理施設につい

ての解説等でわかるように示しているところでございます。 

 最後に、ハザードマップにつきまして、21ページに記載のとおり、水害対策としては、秋水園

では一定程度の浸水に対する浸水対策を必要とします。一例としてランプウェイ方式といった立

体駐車場についているような傾斜路を設置し、車両が傾斜路を自走し一定の高さの階まで到達で

きるような方式を記載しており、久米川第13住宅跡地については、日影の関係により高さを抑え

る必要があるといった配慮が必要になりますので、建物を一部地下化する必要があり、そちらに

対しても何らかの水害対策が必要になってくるといったことを検討しております。 

 

質疑応答３ 

〇発言者（美住町：住民３） 

 今のお話をお聞きしていても、私はしっくりいかないのはかつてのあの98プランです。98プラ

ンができたときには本当に喜びました。すばらしいプランだなと。そして実際に半年ぐらい、市
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営住宅で実地をやってみたけれども、とてもよかった。しかし、そういったことが全く総括せず、

触れられていません。100ｔから110ｔという処理能力について、98プランをもっとやれば、さら

に抑えられていたと私は思います。御近所の方々への迷惑も少なかったと思います。それらの総

括やここから学んだ新しいことが全然見えません。 

〇東村山市 

 98プランからどのようにつながってきているかというところですけれども、ごみを燃やさない、

埋め立てない、そういった大きな理念が確かにございました。それ以降市のほうでは、東村山市

のごみをどうやって処理していくかという計画、一般廃棄物処理基本計画というものを策定して

まいりました。その計画ではごみを燃やさない、埋め立てないという理念を継承してきていると

私たちは考えております。その中でさまざまな減量施策をとってきてはございますが、先ほど申

し上げた生ごみの堆肥化の施設や生ごみを各家庭から回収して委託で処理するといった実験をや

ってきております。その検証後、どういった方向でごみを減らせるかということで、生ごみの処

理については現在も生ごみ集団回収事業というものをやっております。ただ、生ごみの堆肥化と

いう事業につきましては、回収物の安定的な需要先の確保の課題がありまして、なかなか伸び悩

んでいるところでございます。 

 当時の燃やせるごみの組成は約50％が生ごみで、それをどうにか減らそうと考え、そういった

ことが始まりましたが、現在の生ごみは燃やせるごみの中の大体20～30％、いろいろなライフス

タイルの変化がある中で、今、東村山市でやっている生ごみの水切りを皆さんにお願いしたり、

分別の徹底をお願いしたり、いろいろな形で皆さんの御協力をいただきながら減量を進めており

ます。そういった部分でできるだけ燃やさない、埋め立てないというものは継承してきていると

考えております。 

 当時、燃やさない施設はどういったものがあるかということで検討された経過がございました

が、結局は固形燃料にすることなど、燃やすものが残ってしまうという課題がございました。そ

の資源を循環させる処理をどうすればいいかということで、燃やした後の灰をリサイクルできる

エコセメント化施設に持ち込める処理方式として焼却方式のストーカ式を選んでおります。そう

いったことからその当時検討した、燃やさない、埋め立てない、他の地域に迷惑をかけないとい

うものにつきましても長年の検討の中で継承されてきていると考えております。 

〇発言者（美住町：住民３） 

 98プランの総括が全くないということと、98プランということが１つもないというのはどうし

てということにお答えください。 

〇東村山市 

 98プランは崇高な理念のもと発足されたのは私どもも認識しているところでございます。98プ

ランと並行して私どもの一般廃棄物処理基本計画と連動しておりますので、当然98プランができ

上がった当時も一般廃棄物処理基本計画の中に組み込んで、どうすれば堆肥化し、生ごみが出な

いようにできるかということを基本計画にも入れてまいりました。その間10年ほど、先ほどもお

話がありましたけれども、各自治会の方々や市民の方々の生ごみ処理機の御利用に関しての御協

力をいただいたところでございます。その後、次の一般廃棄物処理基本計画が見直されたときに

も、法的に循環型社会の形成ということで、これからは発生抑制、排出抑制、今の３Rで取り組ん

でおりますけれども、リデュース、リユース、リサイクルという形の方法で転換されました。 

 98プランの総括ということでありましたけれども、平成18年度に見直しされております一般廃



 

48  

棄物処理基本計画の中におきまして、市民の方を交えました整備計画の研究調査会というものを

発足させ、今後どうしていこうかという計画をその都度市民の方を交えながら検討してまいった

経過がございます。 

 現在、循環型社会で地球環境にも優しいというさまざまな課題も出ておりますので、燃やさな

い、埋め立てないという理念は先ほどもお話がありましたように継承しつつ、できるだけごみを

出さないということで市民の方々の御協力のもと、現在、全国でも高い順位におりますので、今

後ともこのような形で進めさせていただきたいと考えております。 

 

質疑応答４ 

〇発言者（富士見町：住民４） 

 基本的に脱焼却、脱埋め立てといった98プランがあった中で、素案では焼却で建てかえという

ことと思うのですが、23ページの「処理方式の特徴と回収物」表９について、エコセメントに向

いているか向いていないかという評価になっているが、各方式で環境への影響はどうなっている

のか教えていただきたい。また、これは都内の導入実績になるのですが、全国的な割合を教えて

いただきたい。エコセメントの評価と都内だけの評価なので、ほかの処理方式は実際に今どうな

のかといった部分をもう少し広げて見ていただいたほうがいいのではないか。そうでなければ初

めから建てかえ、焼却であるのかと気になってしまうので、全国的な実績と環境への影響も見て

やっていただいたほうがありがたいなと思います。 

〇東村山市 

 まず全国的な実績についてお答えさせていただきますが、全国での導入実績についても焼却方

式のストーカ式が一番多くなっております。2017年時点での具体的な数値でございますけれども、

焼却方式のストーカ式につきましては全国で49という数値となっておりまして、その下に焼却方

式の流動床式や、ガス化溶融方式など、全ての方式合わせて16という数値となっております。細

かな具体的な数値はこちらのほうになりますけれども、全国でもストーカ式が最も使われており、

信頼性なども一番高く、実績がかなり大きくなっているところでございます。 

 また、環境への評価という点で、ほかの処理方式についてはどうなのかということですが、例

えば堆肥化方式、メタンガス化方式などといった、表9.1においてエコセメントの項目で△のマー

クがついている方式につきましては、先ほど申し上げた生ごみなどについては堆肥化することが

できるのですが、どうしても堆肥化できない残渣分というものが生まれてしまいます。そういっ

たものを処理するためには、やはり一般的には焼却、ガス化溶融などといった焼却の過程が必要

となり、単純に焼却していないから環境にいいというわけではございません。焼却方式その他の

設備につきまして、自主規制値などを設定し、我々の健康などに配慮した数値の検討なども具体

的に行われていまして、より排出ガスの濃度などを抑えられるような設備をつけるようになって

おります。したがいまして、ほかの処理方式につきましても、ここのところでは掲載不十分なと

ころがありますけれども、環境への配慮という点では、焼却方式が環境面で著しく劣っていると

いったところはないと我々のほうでも判断しております。 

〇東村山市 

 補足をさせていただきます。先ほど冒頭御挨拶の中で申し上げた東村山市ごみ処理施設のあり

方検討会は市で具体的な検討に入る前に、市民の方々、周辺住民の方々、あるいは学識経験者で

構成する検討会でございまして、最終報告書というものをまとめていただいています。その中で
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は、表9.1にあるように、全ての処理方式について、環境的な負荷などトータル的に考え、あるい

は今説明の中にもあったように、回収物についての課題なども検討していただいておりまして、

市で改めて検討したときもそういったことを踏まえると、東村山市の地域では焼却方式のストー

カ式がより適しているという判断のもとでこういった見解になっております。 

 

質疑応答５ 

〇発言者（住所不明：住民５） 

 前回質問させていただいたことが今回の基本方針素案に反映されているかどうかよくわかりま

せん。発電施設について前回私は重要な質問をしたと思います。今進めている発電所つきの焼却

施設には補助金が出るということがあります。そのようなことに対して前回、発電施設をつくっ

た場合のコストとつくらなかった場合のコストはどう違うのかという質問をさせていただきまし

た。それについてはここで見る限り、どうも反映されていないのではないかと思います。改めて

この発電施設について再検討していただきたいと思います。発電施設をつくるということは、前

提としてごみをずっと燃やさなければならないことになります。例えばお隣の東久留米に柳泉園

の発電施設があるわけですけれども、そこはごみがなくなって大変だったということも聞いてい

ます。つまりなぜごみを燃やさなければならないかというと、発電施設をつくるためにかかる高

いコストを回収しなければならいないからということがあります。しかし、売電も今御存じのよ

うに買い取りが拒否されたり、価格が非常に低くなったりしているということがあります。 

 １つ基本的に確認したいのですが、「余熱利用やごみ発電などの有効活用による自立型」と９

ページに書かれているのですけれども、この発電施設を付属させてどういうことをやるのか、そ

こがよくわからないので、まず説明していただけますか。 

〇東村山市 

 まず発電施設ということですが、発電機能を持つ設備をつけるという形になります。コストに

ついては、具体的にどのような設備をつけるかというところなので、ここでの回答は若干概算的

なところもありますが、一般的に建設費の６％ぐらいということを伺っております。ですので、

例えば100億円の施設をつくるとしたら、おおむね発電機能をつけた設備というところでは５億円

から６億円程度になるだろうというところでの概算となります。 

〇発言者（住所不明：氏名不明） 

 ありがとうございます。発電所をつくった場合、当然コストがかかるが、行政が管理するので

はなく、企業のほうで委託という形で入るわけです。その場合に、平成３０年の意見交換会では、

この発電施設をつくると30年間で300億ぐらいかかるとのことでしたよね。ともかく発電施設をつ

くるということは、いろいろな指摘がされていて、例えば本来ごみを燃やさないためには発生抑

制が大事だということは言われているわけです。それから、発電施設をつくるには企業の今の不

況の中での延命の指摘もされていますね。ですから、発電施設に関してはいろいろな問題がある

ようなのです。その辺が本当に検討されているのかどうか、そこがよくわかりません。一度つく

ってしまえば、ある意味でごみがなくてももう永久に燃やさなければいけないわけです。ですか

ら、そこを改めて、今いろいろな指摘がされていると思いますので、コストや問題点を十分検討

して、それで改めて発電施設が必要なのかどうか、方針を見ますと既定路線みたいになっていま

すけれども、そこをぜひとも再検討していただきたいと思います。 

〇東村山市 
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 ありがとうございました。少し補足をさせていただきます。ごみを燃やすと余熱が出ます。市

のほうで考えた発電機能というのは、発電を目的にするためにごみを燃やすということではなく

て、現状ではごみを燃やしてしまうと熱が出てただそれだけという形になっておりますが、その

余熱を有効利用するために発電機能をつけるという考え方でございます。そのため、今御質問が

あったように発電を主にするために、例えば何かに電気を使用するために常にごみを燃やし続け

なければならないということではなく、市内の皆さんのごみを処理したときに出てくる熱の有効

利用という形で発電をさせていただくということが基本的な考え方でございます。 

 先ほど補助金のお話も出ましたけれども、周辺環境への負荷や地球温暖化防止、CO２削減の観点

からも、現在焼却施設をつくり、発電機能を設けた場合、これは基本計画のときに詳細は決まる

のですけれども、その規模に応じて建設費の２分の１、もしくは３分の１に国が補助を出す形が

ございます。ですので、まず１点目は、発電を目的にするためにごみを燃やすということではな

くて、現状燃やして処理をしているごみの中の余熱を利用して電気を発電して売却する、もしく

はその周辺の施設に有効利用するといった目的で考えておりまして、発電が主ではないというこ

とを御理解いただければと思います。 

〇発言者（住所不明：住民５） 

 10ページに「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱」と小さく載っていると思うのですが、

これを読むと、建てかえの際に発電機能をつくるということが条件になる。そういう条件、また、

国が発電機能をつくれば補助金を出しますという形で今国は進めている。だから、そういったこ

とをぜひとも検討してください。 

〇東村山市 

 御意見として承ります。 

 

質疑応答６ 

〇発言者（秋津町：住民６） 

 秋津では23日と31日に秋津公民館と秋水園内のリサイクルセンターで２回ありましたけれど

も、２回ともどちらも反対です。それは当たり前だと思うのです。昭和37年から４回もずっと同

じ場所で焼却炉が建って、パッカー車やし尿処理の車だけではなく、10ｔ車が毎日のようにあの

狭い道を通っているわけです。そういうことについてよそのまちの方には少しお考えいただきた

いと思います。発電だとか、150ｔ炉を100ｔにしていいのかとか、そういう議論も大変に結構で

すが、それ以外に秋津の緑の減少、子供たちが毎日そういう中を危ない道を通っていること、今

まで大切に使われていた秋津町の子供たちが避難路として使っていたところも閉鎖されたままで

あることについて考えていただきたいと思います。平成28年から30年にかけて、地元の自治会長

が４人と公募市民３名と、あとは学識経験者、そういう方も全部市がほとんど決めて入ったあり

方検討会で全部決まりましたよね。この１年半の会というのはもうほとんどお茶飲み話をやって

いるような会でした。それで、去年10月から12月にかけて、意見交換会というのがそのあり方検

討会の結論をもとにあったのですけれども、そこでは今私の言ったような話が多く出ました。し

かし、ほとんど今回の説明会と同じの内容です。先ほど意見交換会をどれだけ反映させたかお伺

いされていましたが、秋津で言っていることは何にも反映されないです。おまけに、今回の７回

の説明会のうち２回しかない秋津の公民館とリサイクルセンターでの説明会では反対でしたが、

それでも交付金の申請に行けるのですか。その場合、２回地元の説明会で反対しているというこ
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とになるとどうなるのですか。市の単独予算で全部できるのですか。教えてください。 

〇東村山市 

 今、秋津で２回開催した中で反対の意見があったというところでございますけれども、確かに

御発言し、御意見等を述べられた方については、浸水ハザードマップのエリアであるといったこ

とや道が狭くて危ないといったことでの御反対がございました。ただし、あわせて回収させてい

ただいたアンケートの中では、決して反対という声だけではなくて、よいものをつくってほしい

というような、賛成ととれるような御意見もあったことは確かでございます。 

 大型車両が通るというところについては、市としても、子供たちの通学時間帯を避けるなどの

対応をさせていただいており、他部署のことで申しわけないのですが、沢の堀というところにつ

いても５年先ということになりますけれども、安全を確保した上でしっかりと市として責任を持

ってやっていくということもございます。そういったことを総合的に周辺の緑の減少や危ない通

学路という点については、すぐにはいかないものはありますけれども、少しずつ取り組んでいる

ところでございます。 

〇東村山市 

 補足させていただきます。当然これまで秋水園は長年にわたりまして秋津町に住んでいらっし

ゃる方々への御協力なくしてはできないことだったと理解しております。この間、さまざまな臭

気や、今お話がありましたような道路環境などについて長きにわたりまして改善してきて、道路

に関しましても、今、旧所沢街道から入る秋津新道を通過道路にして、細かい道は戸別収集時に

通る以外は使用させないといった、なるべく秋津の方々に負担をかけず、御迷惑をかけないよう

な取組みをこれまでもしてきたと考えております。長きにわたりまして、実績値にいたしまして

も実際大きな問題もなく安定した稼働を続けておりますのは事実でございます。 

 あり方検討会において、市民15万人の方々の安定したごみを処理していく中で、どうしていく

べきかと市内全体を緑も含めゼロベースから考えさせていただき、庁内においても検討した結果

この考え方しかないということで今回御説明をさせていただいているところでございます。 

 当然秋津の方々に対しても御不満な点もあろうかと思います。数のほうも説明会を増やしてい

るといいましても当然足りない部分もございますので、秋津で若い世代の方々がお越しになるイ

ベントや秋水園プール、あるいは市報やインターネット等でも公開しておりますけれども、それ

だけでは補えない部分に関しては皆さんに周知して見てもらえるように努力をしてまいりまし

た。最終的には総体的に皆様の御意見を伺いながらこの基本方針を策定してまいりますので、そ

の一環で今回説明会を開かせていただいたということで、市の考え方に関しましては今説明させ

ていただいたとおりでございますので、御理解いただければと思います。 
〇東村山市 
 補助金交付申請の件につきましては、市としては、この方針をもって次の計画に進んでいきた

いと思っていますので、申請のほうにつきましては必要な手続をとってまいりたいと考えており

ます。 
 また、先ほどからの繰り返しになりますけれども、本当にこれまで秋津の方には非常に臭気や

騒音などで御迷惑をおかけしてきたところもございます。今後におきましても、これまで同様に

できる限り改善に向けて様々な取り組みを行い、この方針に沿ってよいものができるようにして

いきたいと考えておりますので、何とぞ御理解と御協力をお願いしたいと思います。 
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質疑応答７ 

〇発言者（秋津町：住民７） 

 私も何回も参加させてもらっていますが、もう57年という長い間、さらに10年、合計67年間は

秋津町だけで被害をこうむらなきゃいけないか。焼却炉が建った段階で、いつか焼却炉は建てか

えなければならないだろうという考えはあるはずです。20年前から市民が混ざって提案をしたこ

とを無にしているかどうかはわからないのですけれども、私たちにとっては無にしていることと

同じように見えますが、場所がないというのであれば、もう少し前から減量してほかの場所を探

すべきです。秋津町には67年もお世話になるのですから、もう次は絶対秋津町には建てられない

といった精神で市の職員、資源循環部の人たちはやるべきだったと思います。それなのに現在秋

津町に施設があるのだから、最終的にはお願いします御協力いただいてありがとうございました

と頭を下げればそれでいいのだとしか私たちには聞こえないです。排ガスもきれいにしていくと

いうのであれば、どこに持っていっても同じだと思います。小学生の施設見学の中でも、煙突か

ら出ているのは水蒸気と書いてありますが、やはり有害物質は含まれているはずです。ゼロでは

ないはずです。なぜ私たちがこのように声を荒らげなければならないかということはもう少しほ

かの地域の皆さんも考えてほしいです。なぜ秋津町だけにお願いしますだけで通そうとするのか。

私たちのところでぜひやってくださいと地域で手を挙げていただきたいです。 
〇東村山市 
 今回建てかえをする前に、炉が大分古くなってきたので、建てかえるか延命化工事するかとい

う議論が十数年前に既にありました。その際に周辺に御説明したときには、秋津から出ていきな

さいということではなく、炉の延命ということになりました。この間の経過の中に、最初に秋津

ありきではなく、あり方検討会の中でも、市内の公有地や民有地も含め、全てを抽出させていた

だき、比較検討させていただきました。その検討では、例えば現在公園として活用しているとこ

ろについては、都市公園法で東村山市はまだ１人頭の公園の面積は足りておりません。そういっ

たものを本当に潰していいのか、また、緑地帯を減らしていいのか、民有地の場合は、生産緑地

を潰していいのかといったことを総合的に加味させていただきました。さらに、久米川第13住宅

跡地は東京都の土地であることをはじめ、民有地であっても公有地であっても、市のものではな

いのでは用地買収が発生します。そういった費用的なものなどを全て勘案させていただいた上で、

市としては最終的には、申しわけないのですが、秋津で継続させていただきたいという判断に至

りました。 
 先ほどから担当が申し上げているとおり、決して我々も既に秋水園があるから秋津でいいかと

いうことではありませんし、冒頭で申し上げたとおり、その間市といたしましても、市報や「ご

み見聞録」等で市民の皆様にもごみの減量に努めていただき、周辺環境の維持に努めてまいりま

した。また、秋津町だけではなく、秋水園に隣接する所沢の皆さんにも御説明させていただいて

おります。引き続き市といたしましては、今後基本計画をつくる際につきましても、周辺の方の

御意見や市民の皆様の御意見を聞きながら丁寧に進めてまいりたいと思いますので、どうぞ市民

の皆様の御協力のほど、よろしくお願いいたします。 
15時00分 説明会終了 
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市民説明会 第6回要録 

開 催 日 時 令和元年９月８日（日）午後１時３０分～午後３時０５分 

開 催 場 所 東村山市 富士見公民館 第１集会室 

参 加 者 数 ４０名 

説明会 記録 

14時10分 質疑回答開始 

 
質疑応答１ 

〇発言者（富士見町：住民１） 

 東村山市の秋水園再生プラン、98プランというのがあります。このプランの中で例えば、富士

見町ではごみの堆肥化という実験をやっていました。そのときに環境に合わない堆肥施設をつく

り、実験を実施しまました。環境に整合しない実験をしていたわけなので、98プランの目玉は、

燃やさない、埋め立てないという説明を市民にしていたのに、焼却一辺倒になってしまったわけ

です。これがなぜ頓挫したのか。焼却熱の利用や発電などをなぜしなかったのか。そして、分別

収集でそのときにチップ化、カレット化をなぜしなかったのか。外国にそのままのペットボトル

は現在輸出ができない状態です。だから、中国などでは日本に来て資源化して輸出しているわけ

です。そのような分別をやっているのに、そのようなことを市民が助言しても、なぜ聞かなかっ

たのかと思いました。 
 そして、実態では少しの投資でできるはずなのに、熱は環境に放出するだけでそのまま放って

いる。スウェーデンとかドイツでは小さなまち、７万、10万のまちでもそういう再生ができてい

るというのに、エコセメントは100％なぜ使用しないのかといって秋水園で言ったら、わかりませ

んと、何回言ってもこの答えなのです。新しい炉のメリットで98プランとどこが違うのかという

ことです。 
 
○東村山市 
 今御質問いただきました98プランというのは、平成10年３月に報告書を市民協議会からいただ

きました東村山市秋水園再生計画の推進プラン98というものでございます。98プランは燃やさな

い、埋め立てないという理念がございました。この中で現在の東村山市のごみをどのように処理

するかを定めた計画として、一般廃棄物処理基本計画というものがございます。この基本計画の

理念の中には、できるだけ焼却や埋め立てに頼らないでごみ処理を行う。そして、資源が循環す

る都市への変革ということを掲げております。その中で資源が循環するような都市になるという

ことで廃棄物の発生抑制を図り、廃棄物や資源のエネルギー化として環境に優しい資源循環をし

ていくということで現在も98プランの理念を継承していると考えております。 
 98プランの中で想定されていた燃やせるごみの資源化プラント、これは生ごみの堆肥化と資源

化プラントというものがございましたが、回収物が堆肥であったり、また固形燃料であったり、

そういったものが現在の東村山市の立地状況を考えると安定した需要先の確保という面では課題

がございます。今回の方針では処理方式を焼却方式のストーカ式としてこれまでどおりエコセメ
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ントとしてリサイクルすることを方針とさせていただいております。 
 生ごみの堆肥化の実験がどうなったかという件ですが、平成11年当時に一般廃棄物の燃やせる

ごみの組成では、その当時は生ごみが50％程度含まれておりました。この生ごみをどうにかして

減らそう、そしてごみを総体的に減らそうということで生ごみの堆肥化の実験を市内の集合住宅

で生ごみ処理機を設置する方法と、また、分別して生ごみとして出しいただいたものを回収して

堆肥化するという実験をやっておりました。 
生ごみ処理機を設置する方法では、管理する側、ボランティアの方々にお手伝いいただきなが

ら生ごみの処理施設を稼働させ、維持管理を行っておりましたが、そういった中でにおいの問題

や維持管理の課題があり、その実験後は、生ごみ処理機の設置の施策については継続しておりま

せん。結局、回収型、生ごみを分別して出していただいて堆肥にするということが有効ではない

かということで、その後、生ごみの集団回収、５つの世帯にお集まりいただいて、生ごみを一緒

に出していただいて、それを回収して堆肥化するという事業を現在も続けております。 
 しかしながら、その事業は現在のところなかなか伸び悩んでいるところでありまして、それに

かわるごみ減量の取り組みといたしましては、食品ロスの削減や生ごみの水切りということで皆

様に御協力いただきながら生ごみにつきましては減量を進めてまいったところでございます。現

在、先ほども申しました当時50％あった生ごみにつきましては、今現在ですと20％から30％、も

ちろん皆様のライフススタイルというものにもかかわってきますが、そういった減量を進めてき

たところでございます。98プランの燃やさない、埋め立てないについては、現在も継承されてい

ると私たちは考えております。 
 
質疑応答２ 

〇発言者（廻田町：住民２） 

 ９ページの東村山市ごみ処理施設整備基本計画がこれから策定されるというお話ですが、これ

はいつ誰がどのようにやっていくのかということをお伺いしたいです。それから、これについて

は、市民参加が図られるのでしょうか。 
 ストーカ式を採用するに当たり、発電施設をつけるという件について、発電施設をつくるなど、

併設するつもりでこの計画が進められているのかどうかお聞きしたい。今、発電施設をつくると

いうことについては、先ほど98プランの中にもありましたけれども、基本ごみを減量していくと

いう立場から考えると、発電のためにわざわざごみを集めなくちゃならないという矛盾した問題

が起こってくると思います。その辺どう考えているかお伺いしたい。 
○東村山市 
 まず初めの質問は基本計画がどのようにいつつくられるのかということですが、基本方針が策

定されてからつくるということが大前提となっておりまして、基本方針は本年度中の策定を目指

して進めているところですので、来年度以降、令和２年度から基本計画の策定に向けて進めてい

きたいと考えております。具体的にどのようにやるかというところについては決まっていないと

ころがありますが、ご質問の市民参加に関しては、市民の方々の参加手法などについて重視して

進めてまいりますので、そちらのほうは市民の方々の意見等、参加できる手法を模索しながらや

っていきたいと考えております。 
 次に、ストーカ式、発電ということであれば、燃やせるごみを増やすとか、それ自体がありき

ではないかという御質問ですが、発電を目的として施設を建てるということではなく、あくまで
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ごみを焼却方式、ストーカ式で処理した際に発生する熱を有効利用するために発電などを行って

いくことという考えでございます。決して発電をするためにごみの量を増やすといったことでつ

くるものではございません。 
 
質疑応答３ 

〇発言者（富士見町：住民３） 

 この新しい施設を建設した場合、現行の各家庭でのごみ分別ということはなくなると理解して

よろしいですか。東村山は非常にきめ細かい分別をやっているということでよそからもよく言わ

れるのですが、その辺のところはどういう方針で進むのか教えていただきたい。 
また、38年使ってきて施設が相当傷んできており、一部コンクリートが劣化しているという話

ですが、これは建て直しをしなくてはいけない状態なのかどうかというあたりを御説明いただき

たいと思います。 
○東村山市 
 分別の方法につきましては、やはりごみを減量するためにこれだけ皆様の御協力をいただいて

いるところですので、現在の分別方法について変更する予定はございません。 
 コンクリートの劣化、現在の施設の劣化状況でございますが、平成28年度に機能診断をやって

おります。その中では、一般的な施設の稼働はコンクリートの寿命である50年までの稼働は適切

であるということで判断はされておりますが、それまでコンクリートの劣化状況については着実

に進んでいるため、現在のところは大丈夫ですけれども、このまま劣化の状況が進んでいくとい

うのが現在の状況でございます。 
〇発言者（富士見町：住民３） 

 可燃ごみをやるというのはいいですが、プラスチックや不燃物もありますよね。こういったも

のも一緒にやらないずにごみ処理の方法が前進するということになるのですか。それとも不燃物

とかプラスチック関係は、従来のやり方は今どのようにやっているか私は知らないのですが、そ

の辺はどういうことなのでしょうか。 
○東村山市 
 現在の燃やせないごみの処理方法ですが、こちらは各家庭から回収し民間の施設で処理を行っ

ております。処理方法は、金属などの資源物を回収した後に焼却して灰をリサイクルするという

方法をとっております。今後その中のプラスチック等は燃やさないのか、そういう御意見なのか

もしれませんが、現在のところ、燃やせるごみの処理ということで検討しておりますので、プラ

スチック等を燃やすという方向性は考えておりません。 
〇発言者（富士見町：住民３） 

 他市ではプラスチックも燃やせるというところはあるのですが、そういう方向には進まないの

でしょうか。いろいろ申しわけないのですけれども。 
○東村山市 
 他市では確かにプラスチックごみを燃やしているところがございますが、先ほど98プランとい

う昔のごみ処理の計画がございましたが、市では循環型社会の構築ということで、早くからごみ

の分別、例えば容器包装プラスチック、ペットボトルの回収、びん・かん分別回収等を行ってお

りまして、全国の人口10万人以上、50万人未満の自治体の中で、１人当たりの市民の皆様が出す

ごみの量、また資源物のリサイクル率、こちらは両方とも全国10位以内という高い水準を市民の
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皆さんの御協力のおかげで保っております。市では、冒頭申し上げた燃えるごみの施設につきま

して焼却炉の老朽化がありますが、これまでやってきました市の資源循環行政としては、やはり

環境を守るということで、分別につきましてはこれまでも市民の皆様の御協力のもと進めており

ました。理念を変えることがなく、現状の可燃ごみ、不燃ごみ、びん・かん・容器包装プラスチ

ック等の分別方法、収集方法、処分方法につきましても現状のまま維持する考えでおります。 
〇発言者（富士見町：住民３） 

 一般廃棄物については市民の生活がよくなる点は何かあるのですか。分別の方法は全然変わら

ないし、可燃ごみだって今まで出してきちんと処理していただいていると。それはそれで非常に

ありがたいと思っています。今これだけのいろいろな施設をつくり直してお金をかけてやるので

しょうけれども、市民から見ると何かよくなる点があるのですか。 
○東村山市 
 焼却炉が老朽化しておりまして、延命化工事も行っておりますが、かなり費用をかけて現在の

焼却炉を維持している状態であります。こちらが老朽化しておりますので、やはりもう年数的に

建てかえをしないともたない。今、市民のメリットというお話がございましたけれども、東村山

市は自区内で処理しております。もしこのごみ処理施設が故障や停止するような形になってしま

いますと、15万市民の方が毎日排出されているごみが適正に処理できなくなる、こういったおそ

れがありますので、10年かかる計画ですけれども、早期に市民の皆さんに説明等を行いながら施

設の更新に努めてまいりたいと考えております。 
 また、秋津町周辺にお住まいの方からは、以前、過去においてダイオキシンの問題だとか、臭

いだとか、排ガスの問題等の指摘がありました。やはり今技術革新をしていますので、炉を新し

く建てかえることになりますと、現在、環境省の基準は当然維持しておりますが上乗せ基準とい

うことで、今よりも厳しい環境基準での運営ができるということで、より周辺に関しても負荷の

かからない運営ができる、そのように考えているところでございます。 
 
質疑応答４ 

〇発言者（廻田町：住民２） 

 発電のためにこの施設をつくるのではないという説明でした。発電のために発電機をつけるの

ではないとしても、それを設置するということはそれなりのコストがかかります。そのコストを

かけてまで発電施設をつけるというメリットがあるのかどうか。これからごみを減量していこう

という基本的な立場に立っているのに、ごみを燃やすときに熱が出るということで発電していく

というのは矛盾していると思います。口では「発電のために」とは言わないけれども、結局発電

施設をつくることによって常にごみを燃やさなくちゃならない、そういう方向に進んでいく可能

性があるのです。それよりもむしろ、熱が出るというその熱を効率的に使うという点では発電施

設じゃない別の方法だって考えられるわけで、そういう発想をしていく必要があるのではないか

と思います。発電施設をつけているというのはあるので、所沢では結局ごみが足りなくなりかき

集めなくてはならなくなったといったごみ減量とは全く矛盾した方向に進んでいくという危険性

があります。その辺は十分そういう批判に耐えるような取り組みをしてもらわないといけないの

ではないかと思います。 
○東村山市 
 貴重な御意見ありがとうございます。今、市が考えているごみ焼却施設につきましては、燃や
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した余熱による発電機能というお話をさせてもらっていますが、こちらについてもCO２の削減な

どを踏まえた上での発電設備ということで、サーマルリサイクルと捉えております。例えば発電

所的な考え方で売電のみをするということではなく、あくまで余熱によって発生したものについ

ては発電をして、その電気についても施設内で使っていくということになります。余熱の利用に

ついては発電機能ばかりというところではございません。この後、基本方針ができ上がった後に

整備基本計画のほうは進んでまいりますけれども、その余熱の利用についてはいろいろな用途が

あるかと思いますので、市民の皆様の御意見を賜りながら、そういったところもあわせて検討さ

せていただきたいと考えております。 
 
 
質疑応答５ 

〇発言者（諏訪町：住民４） 

 もう20年から30年ごみ問題にかかわってきています。最初に98プランのことを御質問した方が

いらっしゃいました。今の方は焼却にこの発電施設は結局無駄になっていくのではないかという

お話をされました。20年前に東村山は98プランを作成して、ごみを燃やさない、埋め立てないと

いうことを基本方針として決めました。今の皆さんのお話をお聞きしていると、行政は市民の皆

さんにこのことを全然話をされていないのです。98プランは全国で有名になって、東村山がごみ

を燃やさない、埋め立てない、今後は焼却施設を建てないということを決めたことです。生ごみ

は堆肥化していくということを決めたことで全国の2,000の自治体から見学者が来たのです。私が

かかわっている月刊廃棄物誌でも全国に紹介されましたし、何度も何度もこの問題は紹介されて、

東村山市も生ごみは100％資源化するという方針を一般廃棄物処理基本計画で載せたことだって

あるわけです。それが突然なぜ秋水園で焼却炉を再び建てていくという方針に変わったのですか。

10年前にも焼却炉建設という方針を説明して、このときは市全体で説明会が開かれるということ

ではなくて、秋水園の周辺の人たちに説明会が行われて、大反対があってこれは崩れ去りました。

なぜ20年たてば東村山市は方針を変えてもいいのでしょうか。お聞きしたいと思います。 
○東村山市 
 98プランの関係ですが、まず平成10年から平成19年度までの10年間が計画期間ということにな

っております。今現在の一般廃棄物処理基本計画、こちらのほうに、脱焼却、脱埋め立てとまで

はいかないけれども、できるだけ燃さない、埋め立てないといった形で理念は継承されていると

考えています。 
 また、98プランの中でも、当然分別であるとか、市民の皆様の御協力ということでごみ減量に

向けた取り組みということはありましたけれども、それを100％実現するということはなかなか1
5万市民に対しては難しいところがありまして、もう残ったものについては、ガス化溶融などの最

新の技術で処理をおこなうことも検討されております。今申し上げたように、現在の一般廃棄物

処理基本計画、その基本理念、大事なところ、減量であるとか資源化であるとか、そういったこ

とを皆様の御協力を賜りながら進めているところでありまして、突然98プランが消えたというこ

とではなく、引き継がれているところでございます。 
 
〇発言者（諏訪町：住民４） 

 なぜ焼却炉を建てるのにどうして引き継がれたことになるのでしょうか。 



 

58  

○東村山市 
 今お答えしましたけれども、その当時も最終的には同じものが残ってしまうという課題があり

ます。現在、市の取り組みの中でこれまで検討してきた中では、焼却炉をいきなりということで

はなく、燃やせるごみの処理について次の施設にどうしていくかということで検討した中で、メ

タンガス化方式などのベースとなる処理方式において生ごみが処理できるのではないかなども踏

まえて検討してきたのですが、やはりそこで発生してしまう堆肥や固形燃料などの回収物につい

て、東村山市の地域性を考えたときに、十分な需要先が見込まれず、それらの処理方式を採用す

ることはなかなかできないということになりました。 
 
質疑応答６ 

〇発言者（秋津町：住民５） 

 秋水園の近隣に住んでいる住民からしますと、秋水園はもう既に30数年、これから新しくまた

そこに焼却炉が建つと60年、70年という時間をずっと秋津町の秋水園で焼却炉を建設するという

ことになります。焼却炉は、生ごみや燃やさなくてはならないごみのために建てるのはわかるの

ですが、焼却炉には必ず燃やしたガスが出ます。灰が出ます。そういったものを処理して環境に

配慮した設備でもって外に出します。灰はいいです。エコセメントに必要なのでしょう。排ガス

は煙突を通って外に出します。今日の説明会ではその排ガス処理施設に関しては何にも説明はご

ざいません。現状は多分バグフィルターを最終的に通して、排ガスは外に出ていくと思います。

排気をするには規定で煙突が必要になります。なぜ煙突が必要になるかというと、当然空気によ

って濃いところを希釈して安全性を確かなものにするという意味合いで煙突を建てると思うので

すが、例えば、風がなければ、煙突から出た排ガスというのは周辺に降り注ぐわけです。たまた

まこの間消化器内科の先生に聞きましたところ、PM2.5ってしばらく中国で話題になっていまし

たけれども、PM2.5は、その先生いわく、肺がんとぜんそくの大きなリスクのもととなっていま

す。これは富士見町にあっても秋津町にあっても、どこにあってもその周辺住民は常にそういう

危険、健康被害なっているかどうかわかりませんけれども、そういう危機に瀕している。そうい

うところに我々は住んでいます。例えばそういうものを、最初の方、それから先ほどの方、燃や

すイコール排ガスが出るという処理じゃなくて、例えばなるべく少なくする、燃やすものをうん

と少なくするよう、発電プラントをつける必要があるから100ｔ必要ですというものじゃなく、５

ｔでも10ｔでも20ｔでも少なくなった量だけ最低限燃やすというごみ政策に変換してもらえれ

ば、周辺住民じゃなくて、例えば富士見町に今度、そこに建ててくださいよと言ったら、多分富

士見町の人も皆反対すると思いますよね。そういうのをもう秋津町は数十年味わっています。こ

れから先数十年また同じことを味わおうとしています。どうでしょうか。皆さんの意見を聞くわ

けじゃないですけれども、そのような検討の仕方というのはちょっと問題があるのではないでし

ょうか。周辺住民のことを考えると、ごみはいろいろなところで処理をして、皆さんのごみ処理

の意識を高めていって、市全体でごみを減らせるようなごみ政策というのは考えてもらえないも

のでしょうか。98プランの精神というのはそういうことではないのでしょうか。 
○東村山市 
 東村山市としては、98プランの理念のもとの10年間ということで、また、その後の一般廃棄物

処理基本計画の中でごみの減量というのを出させていただきまして、先ほど御質問にお答えした

とおり、年々可燃ごみ、不燃ごみ全体が当市の場合は減少してきており、ごみの減量につきまし



 

59  

ては、先ほど申し上げたとおり、市民の皆様の御協力があり、着実に進んでいると思います。ま

た、炉の老朽化に関しましても、ただ燃やせばいいという発想ではなく、引き続き市民の皆様の

御協力を得ながら、なるべく我々もごみ処理は少なければ少ないほうがいいと考えております。

燃やせるごみもそうですし、不燃ごみもそうですし、容器包装プラスチック、びん、かん、ペッ

トボトル、全てそうなのですけれども、例えば皆さんがお出しになっていた容器包装プラスチッ

ク、あとペットボトルにつきましては、現在市内の恩多町にある事業者のほうに分散処理という

形をとっており、全てを秋水園で処分するということではなくて、民間の工場で選別などの作業

をやっていただいております。そのように分散処理にも力を入れていますし、何よりもやはり市

民の皆様のごみの発生抑制、また無駄なものを買わない、要はごみになるようなものをためない

とか、そういったものにつきましても、市報だとかリサイクルフェア、また夢ハウスまつりなど、

資源循環部としてもさまざまなイベントを通して市民の皆様に広報しているところでございま

す。引き続き市民の皆様にも、炉を建てかえるということだけではなく、ごみの減量にも御協力

いただければということで、この場をかりてお願いを申し上げます。 
 
質疑応答７ 
〇発言者（富士見町：住民６） 

 素案をつくるに当たって市民の意見を踏まえとありますが、どんな形で市民の意見を聞かれた

のでしょうか。 
○東村山市 
 この本素案をつくる前段に、平成28年から29年にかけてごみ処理施設のあり方検討会を開催い

たしました。この中では、公募市民の方と周辺住民の方、また学識経験者の方で組織しもともと

の案というものをまずつくっていただきました。この後にその報告書をもとに市のほうで各組織

の部長級以上の組織でさらに検討を重ねてこういった案をつくってまいりました。その案を策定

後、昨年度、市民意見交換会、またパネル展示等を開催いたしまして広く市民の皆様の御意見を

伺うという機会を設けてまいりました。そのいただいた意見ともとの案をまたその横断的な市の

組織で検討して今回の素案をつくってきたという流れになっております。 
 
質疑応答８ 
〇発言者（秋津町：住民７） 

 私は皆さんのごみのパッカー車が毎日通る目の前に住んでおりまして、ほぼ100％の車が私の

家の前を通ります。先ほど焼却炉ができて37年という話があったのですが、そうではなく、秋津

に秋水園が来てから、もう既に57年たっています。あと10年後に新しい炉を建てかえるとなると

67年です。それでまたあと40年ぐらいになったら、秋津は100年以上汚れた空気を、市はそうは

思っていないようですけれども、あの排ガスの中から出てくるものはゼロではないです。それを

吸い続けなきゃならない秋津町の住民のことを少し皆さん考えてほしいです。 
 市はいつでも、すみません、よろしくお願いします、こうします、ああしますと後からそれを

言っても何もやってくれない。でしたら、最初から秋水園ありきじゃなくて、秋水園を外した場

所を選ぶのが当然のことだったと思います。20年前につくったプランでもう次に秋津はなくなる

のだと私たちは信じてきたのです。次の新しいごみ処理施設の候補用地について検討及び調整を

行うと共に、その候補用地にどのくらいごみを減量したら建てられるかといったような検討を、
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どうして余裕を持ってやらなかったのでしょうか。なぜ秋津ありきでやるのでしょうか。私は本

当にはらわたがずっと煮えくり返っています。 
 もし皆さんが同じ立場だったらそのように考えると思います。秋津町は本当に緑を欲しいとい

っても緑はだんだんなくなっていくし、通学路などをきちんとつくってほしいと言っても、暗渠

の堀のふたをあけたまま、なかなか子供たちの通学路も整備してくれない。普通であればそうい

うことを先に対応してから、秋水園での建替えお願いするべきではないでしょうか。また、焼却

炉の規模についても、どうしても建てたいので今までの75ｔ炉をそれこそ20ｔ、30ｔまで減らし

ましたといった提案があるべきです。98プランのプラントXというものは100ｔ炉を建てるという

計画ではなかったと思います。お答えください。 
○東村山市 
 その中でやはり秋津町にお住まいの方々の御協力なくして市の廃棄物行政はないということも

十分承知しております。過去には確かに臭気・騒音などで御迷惑をおかけしていた時期もござい

ますけれども、できる限り改善に取り組んできたところでございます。また、やはりごみ処理と

いうことは市全体の問題でございますので、秋津の方に負担がかかっているという一定の部分は

ありますれども、そこについては市の計画の中で市民一人一人の皆さんの御協力を賜りながら一

緒に取り組んでいきたいと考えております。 
 また、周辺の沢の堀については他部署で現在対応させていただいており、５年先という話で少

しずつではありますけれども、市としても真摯に進めていきたいと考えておりますので、何とぞ

皆様の御協力と御理解をお願いしたい、このように考えています。 
 

質疑応答９ 
〇発言者（諏訪町：住民４） 

 ごみの処理というのはほとんどの皆さんは焼却するしかないと思われていると思います。焼却

施設がある地域は迷惑を被り、嫌だ嫌だという日々を何十年も過ごしてきたわけです。あり方検

討会では秋水園以外にほかにどこか持っていけるところがないかということを検討したわけで

す。けれども、皆さん、考えてください。もし今の秋水園を富士見町に持ってくるといったら賛

成する人がいますか。気持ちの上でもし賛成する人がいたとしても、声に出すことができますか。

なぜそんな焼却炉を富士見町に持ってくることに賛成するのだという話になると思います。 
 実は20年前に市が公募して15名の市民が参加し、労働組合や行政も参加して約25名の陣容で３

年間にわたってごみの処理の今後のあり方を検討しました。それが98プランです。その結論とし

ては、嫌われ者の焼却を皆お互い押しつけあったって、これは解決にならないと。ごみは燃やさ

ない、公害を出さない、どこにも迷惑をかけない、そういうやり方で考えていきましょうと決め

たのが98プランだったわけです。ところが、先ほどの御回答では、98プランの精神は、できるだ

け資源化するという精神は受け継いでいるということですけれども、98プランは焼却施設を建て

ないとしていたのです。100ｔの焼却施設を今回建てるという計画になっています。なぜこの点を

変更したのでしょうか。 
 例えば豊橋市ではメタン発電をやって生ごみは100％資源化しています。秩父市でもディスポ

ーザーで処理をして生ごみは燃やさないようにしています。久喜宮代市でも１万人の世帯の実験

をして、もう８年にもわたって生ごみの処理を燃やさない発酵処理でやっています。いろいろな

やり方が検討されていたのに、きょうの御説明の中でそういうことを検討してきたという説明が
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ありましたか。そういう検討はなぜやってこなかったのかということをお聞きしたいと思います。 
○東村山市 
 ありがとうございます。まず98プラン策定の背景ですが、当時、ごみを燃やした後の回収物の

最終処分先として、燃えるごみも燃えないごみもありますけれども、日の出町の最終処分場のほ

うへ持っていったのですが、そこの埋立地がいっぱいになってどうするということと、秋水園の

周辺住民の方に対しては長期的に焼却炉があるということで、体への影響を深刻に心配されてい

る方もいらっしゃいました。そして、多くの市民の皆様よりごみを燃やさない、再利用や再資源

化などについて模索したらどうかというご意見をいただき、当市の財政事情も考慮に入れた中で

98プランというものができ上がったと認識しております。 
 先ほども言いましたけれども、10年間の計画という中でその98プランが出されたわけですけれ

ども、基本的にはその10年間で生ごみに関して90％を資源化していこうと。そういった中で秋水

園の施設を生まれ変わらせるにはどうのようにすればよいかなどが議論されてきました。その10
年間の中でいろいろな自治会や個人の中で生ごみの堆肥化につきまして御協力をいただきながら

10年間検証したところでございます。 
 当市の計画的な廃棄物処理における上位計画である一般廃棄物処理基本計画にもその98プラ

ンの計画を入れ、10年間検証してまいりました。その後、法的にも循環型形成社会の法改正もあ

り、今３Rで我が市も取り組んでいるように、発生抑制、また再生利用、リサイクルという形でな

るべくごみを出さないという形で循環型社会を担っていこうという形で、一般廃棄物処理基本計

画の見直しを98プランができた10年後に改正をし、その中でも同時に調査研究会という形で市民

の方たちが入りながら、今後、老朽化している施設に対してもどうしていこうかということも議

論しながら、次期基本計画の中ではそういった形で資源化に関しましては10年間検証した結果、

やはり少し厳しいという形で、こちらは市議会や市民の方たちが入った調査研究会等でも議論が

当然なされました。その中で今後の方針として、燃やさない、埋め立てないという理念は継承し

つつ、できるだけごみを出さないにはどうしたらいいかという形で基本計画が改正されて今に至

っているような状況でございますので、いきなり焼却炉を建てかえるだとかそのまま継続すると

いう形ではなく、いろいろとその間議論はさせていただいた中で今に至ったところでございます。 
 そして、秋津ありきというところで先ほど来ありましたけれども、こちらに関しましても当然

そういう御意見は私どもも認識しておりますが、ゼロベースでさまざまな検証を行った結果、最

終的には今回お示しさせていただいたような説明で市の考え方を報告させていただいているとこ

ろでございますので、その辺は御理解いただきたいと思います。また、あり方検討会におきまし

ても、秋水園周辺の秋津町住民の方々に関しては十分配慮し、御意見を伺いながら計画を進める

べきという意見を承っておりますので、この間さまざまな御意見はありますけれども、秋津町住

民の方にはさまざまな周知活動も行いながら、今後とも引き続きそういった御意見は踏まえつつ、

今後もできるだけ配慮できるような形を考えながら進めてまいりたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 
 
質疑応答10 
〇発言者（住所不明：住民９） 

 先ほど、秋津の方が発言されて、秋津がずっと東村山全体の問題の受け皿になってきて大変だ

ったという話がありました。これはやはり東村山市民全体の問題だと思います。最初に秋津にす
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るか、本町都営住宅の跡地が候補に挙がって検討したという話があったのですが、本当にごみ焼

却施設が無害で有益なものになるようにするためには、それこそ市の真ん中につくるためにはど

うしたらいいのかということを根本的に考える必要があると思います。排ガスを無害にするとか、

そこにごみを運び込むための誘導をどうするかとか、本当に根本的に考え、市の中心部に置いて

もいいようなものをつくるつもりでやっていかなかったらだめだと思います。みんなが嫌がるも

のを秋津に押しつけはいけないと思います。まだあと10年あるわけだから、ここで結論を出さな

くても、10年かけてどこにつくっていくかということを考えればいいと思います。 
○東村山市 
 現時点で10年あるからいいのではないかというお話がありましたが、今から方針を立てない

と、炉の更新が設計などの期間を考慮すると間に合わない状態ということで、市といたしまして、

平成26から27年ぐらいから焼却炉の更新について検討させていただきまして、冒頭申し上げたよ

うに平成28年から市民のあり方検討会を開催いたしまして、公募市民の募集だとか、市民の皆様

への無作為抽出アンケート、これらの手順を踏ませていただいて、本年度につきましては方針策

定という手順にさせていただいております。現時点で10年あるからできるのではないかというお

話も確かにあろうかと思いますけれども、炉の更新の時期を考え、先ほど担当のほうが検討経緯

で申し上げたとおり、この間、あり方検討会の段階から他の用地ということも検討させていただ

きました。しかしながら、市のほかの施策、例えば公園施策があったり、都市計画の施策があっ

たり、農業の施策があったり、いろいろなことがございます。それらと相対的に判断した結果、

市といたしましては現時点では秋水園用地しかあり得なかったということで御理解のほどお願い

したいということで説明会を開催させていただいたところでございます。 
 
15時05分 説明会終了 
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市民説明会 第7回要録 

開 催 日 時 令和元年９月１４日（土）午後４時３０分～午後６時２０分 

開 催 場 所 東村山市 中央公民館 第１・２集会室 

参 加 者 数 37名 

説明会 記録 

17時10分 説明会開始 

 
質疑応答１ 

〇発言者（秋津町：住民１） 

 いろいろと毎日ごみ収集、回収、本当に雨が降る中御苦労さまです。配車の人たちに会うたび

にお礼を言っております。本当にありがとうございます。ただいまの説明の中で、平成12年と平

成22年、23年に施設を直した後、この８年ぐらいでコンクリートが劣化しているということです

が、これはどういう理由なのでしょうか。次の焼却炉が新しくできるまでに、また大規模な修理

をするのでしょうか。 
 次に、私は秋津に住んでいますが、道路が狭いので、車の行き来について一般車とのすれ違い

が苦労しています。一部の道路を拡張するという計画があったのですが、市長を初め皆さんと検

討した結果、その区間は住民の方の大分が反対したので、拡張ができませんと言われています。

恐らく 10 年、20 年かけて周りの人たちに納得してもらって道路を少し拡張するという計画が市

長から話があったのですが、その道路を見ると、道路脇にところどころに畑があります。その畑

に車１台分ぐらいとめておくような場所つくり、そこで一時待機スペースとすれば、車の行き来

がスムーズにいくと思います。 
 最後に、この説明会は東村山市だけでやっているのでしょうか。埼玉県の住民にたいする説明

会を開いているのでしょうか。 
〇東村山市 
 ありがとうございます。まず初めに一部コンクリートの劣化ということについて、平成 28 年に

機能診断を行った際に、現在の施設は竣工後 50 年までの運転が妥当であるという診断をいただ

きまして、その 50 年というのが平成で言うと平成 42 年、令和 12 年度までは適切な維持管理を

続けていけば運転することが妥当であると診断をいただいております。現在、竣工して 40 年経過

しているので、コンクリートが少しずつ劣化してきているといった診断をいただいています。そ

の１つの理由としては、コンクリートに二酸化炭素が入り込むことで、コンクリートの中性化が

進行し、耐久性が少なくなっていることが挙げられます。 
 また、隣接している埼玉県所沢市の住民対して説明会を行っているのかということですが、説

明会の会場といたしましては全て東村山市の市内で行わせていただいております。ただし、近隣

の所沢市住民で構成される第九連合自治会へは、今回の説明会や平成 30 年度の意見交換会につ

いて、開催の旨をチラシ等で周知をさせていただいているところでございます。 
〇東村山市 
 大規模修繕については、平成 28 年に行った機能診断をやったときに今後の補修計画というの
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を立案しております。その計画では、毎年の定期的なメンテナンスきちん行うことで、大規模な

施設の入れかえや補修は必要ないとしており、現在のところ大規模な修繕は予定しておりません。 
〇東村山市 
 道路の件については、この施設の計画とあわせてやっていくということはなかなか難しいとこ

ろがあります。市としての総合的な道路整備やまちづくりの観点もありますので、貴重な御意見

としては賜りますけれども、今ここで畑をどうとか道路を拡幅できるとかということについては

即答できない状況でございますので、御意見として賜ってほかの部署につないでいきたいと思っ

ております。 
 現状の取り組みとしては、周辺に対して道路が狭いという中では、例えば灰の積み出しなどを

行う大型 10ｔ車程度の車両については、子供たちの通学の時間帯、登下校の時間帯を避けて通行

をしています。また、秋水園の西の信号から秋水園まで収集車が通行する際は、主要道路だけを

通ることにしています。戸別収集以外の車両については、できるだけ住宅街の中を走行しないこ

とを、各事業者に御協力いただいています。 
〇発言者（秋津４丁目：住民１） 

 それは前回やってもらいました。そのようにして、いわゆる今コンビニのある入り口ですが、

そこからずっと秋水園までの道路のところどころに警備員さんに立ってもらいました。そういう

ことはきちんとやってもらえると思うのですけれども、ただただ道幅が狭いところをお話したと

ころです。 
〇東村山市 
 道幅の狭いところについてはそう一足飛びにはなかなかできませんけれども、そういった御要

望があったことについては他部署のほうにつないでいきたいと思っております。 
 

質疑応答２ 

〇発言者（栄町：住民２） 

 市のごみ処理量の実績が平成 27 年、28 年、29 年と減っています。実際に出るごみの量が、平

成 27 年で２万 4,371ｔ、平成 29 年で２万 3,633ｔと記載さています。ということは、これから

人口も減るわけですから量が減ると思いますが、そういうことを想定して検討しているのでしょ

うか。 
〇東村山市 
 おっしゃられたように、現在、市民の皆様の御協力、御尽力もありまして、東村山市の可燃ご

み等々につきましては年々減少傾向になっております。現在、先ほど説明の中でも触れさせては

いただきましたが、施設の処理能力等を計算する際には、現在の一般廃棄物処理基本計画で定ま

っている計画値を用いてまず施設規模、施設の処理能力を 100ｔから 110ｔと計算させていただ

いております。そして、現在策定している一般廃棄物処理基本計画におきましては、今後の人口

動態や我々のごみ減量を進めるための施策がどのような効果を出していくのかといったところも

踏まえて、ごみの排出量がどの程度になるのかというところを現在検討しているところでござい

ます。具体的にどのような数字になるかといったところについてはまだ現状の段階では申し上げ

られませんが、この数値がどんどん小さくなっていくようには我々も取り組んでいきたいと考え

ているところでございます。 
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質疑応答３ 

〇発言者（諏訪町：住民３） 

 自治会の回覧板で本日の説明会を知って来ました。私が子供のころに親に聞いた話では諏訪町

にごみ焼き場をつくる予定があったが、反対の声があがり、秋津町にその後できたということで

した。諏訪町にできなくてよかったなといつも思っている一方で、秋津町の方にはいつも申しわ

けないと思いながら過ごしております。 
 ５ページに「これまでの検討や市民意見を踏まえ」と書いてあります。どのように周辺の秋津

町の皆さん方に意見を聞いたりしているのでしょうか。具体的にどのような形で聞いているかと

いうことと、どういう人たちに意見を聞いているかというのを教えてください。 
〇東村山市 
 御質問ありがとうございます。まず、この基本方針をつくる前に市の考え方をつくる段階がご

ざいました。その前にその考えをつくる前の段階があったのですが、そこではごみ処理施設のあ

り方検討会というものを立ち上げまして検討をさせていただきました。この検討会の委員は、秋

水園の周辺対策協議会という秋水園の周辺住民の方で構成する組織から御推薦をいただいた方々

に入っていただきました。さらに、公募市民、市報で募集した市民の方々と、あとは学識経験者

の方といった検討委員であり方検討会を行い、報告書を作成いただき、その報告をもとに市のほ

うで今度は市の組織、各部の部長級で組織する推進本部というところでその案を参考に市の考え

方をつくらせていただきました。平成 30 年度にその市の考え方に関して、市内で意見交換会を開

催し、その際にいただいた意見や、市内の各種イベント等でこの市の考えに関するパネル展示を

行った際にいただいたアンケートなどの意見について、推進本部の中で確認した上で、今回の素

案を固めさせていただいたところでございます。 
〇発言者（諏訪町：住民３） 

 あり方検討会の公募市民は何名ですか。 
〇東村山市 
 公募市民の方は３名です。 
〇発言者（諏訪町：住民３） 

 ３名に限定したのですか。 
〇東村山市 
 ３名で募集させていただきました。 
〇東村山市 
 補足させていただきますが、あり方検討会の構成メンバーなのですけれども、公募された３名

のほか、秋水園周辺にお住まいの方ということで各周辺自治会を構成される方５名と、隣接する

所沢市の方が入っています。 
 地元、秋水園周辺の方々の御意見をどのように聞いているのかということですが、先ほど申し

上げましたように、平成 30 年度は市の考え方を整理した中で、市民意見交換会を全 10 回開催し、

うち４回を秋津町でやらせていただいておりまして、その中でも今こういった形で御意見をいた

だきながら、アンケートを実施させていただいております。それだけでは地元の方の御意見とか

は吸い上げられないところもありますので、秋水園ふれあいセンターでのさくらまつりなどのイ

ベントでの周知活動や秋水園でのリサイクルフェアでパネル展示をするとともに、アンケートを

実施させていただき、できるだけ地域の方の御意見が吸い上げられるよう取り組んできていると
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ころでございます。25 ページにその流れが一覧表で書いてありますので、その中でこういった取

り組みをしているということで御理解をいただければと思います。 
〇発言者（諏訪町：住民３） 

 学識経験者や自治会の運営をしている人は、割と行政から好意的に見られる人が多いと思いま

す。市民が毎日困っていることはあると思いますが、行政で選ばれた学識経験者がそういう観点

に立脚しているとは限らないと思います。やはり行政が好ましい人を選ぶということがあると思

います。そういう意味で、公募された人を何で３名に限定したのでしょうか。 
〇東村山市 
 あり方検討会を進めるに当たっての定数のほうを要綱で定めておりましまして、その関係で定

数通りの人数となってしまいましたが、今後、次の基本計画などの検討については、少し公募の

枠についてもふやしていければと考えています。 
 学識経験者については、廃棄物処理施設というのは専門性が高いところもございまして、廃棄

物処理施設に精通している方、あとは環境問題に精通している方、あとはいわゆる地方自治に詳

しい方、あとそのほかに市民活動に詳しい方ということで、市としてはできるだけ偏らないよう

な格好で学識の方を選出させていただいたと考えております。今いただいた御意見を参考にしな

がら、今後の基本方針策定に向けての検討を進めるに当たっての参考とさせていただければと思

います。 
 また、公募市民につきましては、募集をかけたところ、７名の方からお手が挙がりまして、そ

の中から３人の方を選出させていただいたところでございます。 
 

質疑応答４ 

〇発言者（本町：住民５） 

 秋水園の問題は全市的な問題だと思います。みんなの出したごみを秋水園でまとめて処理して

いることに対して、ごみを玄関に出せばいいやという発想の人が結構いると思います。私もそう

思っていましたけれども、何回か秋水園の見学し、秋水園周辺の環境には関心をもつようになり

ました。先ほどのお話でもありましたが、秋水園の周辺の道はたいへん狭く、このようなところ

をパッカー車が毎日毎日に通ることなどいろいろと考えさせられます。一度粗大ごみを秋水園に

持っていったときに、午後の１時になったらパッカー車がずらっと並んでいました。そういうこ

とも近所の人しか知らないのではないかと思います。週に３回か４回出し、ごみを処理するとい

うことは市民みんなの問題だということをもっと声を大にして市民に言ってほしいです。秋津に

申しわけないという程度ではだめだと思います。ごみ処理は私たちの問題だということを市役所

が言わなければだめだと思います。個人的な意見としては、久米川第 13 住宅跡地が施設整備用地

でいいのではないかと思っています。府中街道に近く、近くに畑があるので、広く道にすれば駐

車場もできるのではないかと考えています。 
 また、一番問題は場所ではなく、環境問題だと思います。秋津の人に申しわけないというのは、

たくさんの自動車が通るということやごみを燃やしてダイオキシンが出ることとなどの環境面の

ことです。平成 28 年の説明会に参加した際、ダイオキシンがたくさん燃やせば出ないという話を

聞きました。あのとき説明では現施設の規模が 70ｔと聞いたと思うのですが、次の施設の規模を

100ｔから 110ｔとした場合、ごみが現状減っているのに、燃やすごみをふやさなくてはならない

のではと思います。その点について、どのようにお考えでしょうか。ごみが減っていって 100ｔ
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以下となった場合ダイオキシンだらけになってしまうのではないですか。そうしたら、秋津だけ

じゃなく東村山はみんなダイオキシンだらけになってしまうのではとすごく心配です。ごみが減

っているというのは承知の上だと先ほどおっしゃっていましたけれども、実施することに対して

は、100ｔにするということとごみが減ってくるということを全く別問題で考えているような気

がします。そこのところは全市民的に考えてほしいこととダイオキシンの問題を教えてください。 
〇東村山市 
 御質問ありがとうございました。今お話がありましたとおり、ごみ問題、毎日 15 万の市民の方

のごみを停滞なく処理するということは非常に大事なことでして、水道、ガス、電気と同じよう

な生活インフラの１つだと思っております。少し話が飛びますが、今回台風によって、東金市で

は焼却炉が自立型ではないため、ごみの回収ができず市内にごみがあふれてしまう、このような

状況がありますので、市といたしましては安定にごみを処理するということが非常に重要なこと

と考えています。 
 その一方で、今お話がありましたとおり、出ているごみを毎日処理しなくてはいけないのです

けれども、これを無尽蔵に処理するということではなくて、市民の皆様の御協力があって極力ご

みを減らす、ここは非常に大事なことですので、我々資源循環部といたしましては、全戸配布の

「ごみ見聞録」だとか、市報、またスマートフォン等ではごみ分別アプリというのを入れさせて

いただきまして、こちらでごみの分別方法だとか、わからないごみの出し方だとか、そういった

ことを周知させていただいております。また、美住町には夢ハウスというところがございまして、

そこではさまざまなごみの減量だとかリサイクルに関するもの、そういった啓発活動をさせてい

ただきまして、おかげさまをもちまして、東村山市は全国の人口 10 万人以上 50 万人未満の市町

村の中で例年１人頭のごみの量を人口割りしますと、こちらの少なさと出していただいたごみの

再資源化、リサイクル率につきましては全国で毎年 10 位以内をキープできておりまして、そこに

つきましてもひとえに市民の皆様の御協力があってやらせていただいていることだと思います。 
 冒頭に申し上げたとおり、現在の炉が老朽化していますので新規でつくりかえるということは

ございますけれども、前にも御質問をされた方がいたのですけれども、エコセメントをつくるた

めにごみを燃やすのではないか、発電のためにごみを燃やすのではないかという御意見をいただ

きましたが、あくまでも焼却により発生した余熱を有効利用する、焼却で最終的に残った灰をエ

コセメント化するということで、ごみを燃やすことを目的としてごみの処理をするのではなく、

現在と同じようにごみの減量化に努めながら中間処理を続けていきたいと考えているところでご

ざいます。 
 また、ダイオキシンの件ですが、ダイオキシン類は温度が高いと発生しないということがござ

います。現在、75ｔ炉２炉の 150ｔ炉で運転していますけれども、先ほど担当が御説明したとお

り、市民の皆様の減量化、また人口減少もありますので、今、市としては計算上 100 から 110ｔ
ぐらいということで、55ｔ炉２炉という形になると思うのですけれども、こちらにつきましても、

炉が小さくなっても焼却炉温度は変わりませんので、決してダイオキシンを出さないためにどん

どんごみを燃やそうということではなくて、燃やしたガスを適正に処理をするということで、決

してごみの量が少ないから性能が落ちるということではございません。むしろ新たな技術も革新

しておりますので、延命化を行ってきた炉よりも、新規のものをつくらせていただき、現在の施

設が環境省の基準で運転させていただいているのに対して、上乗せ基準ということで、現在より

も東村山市としても自主規制値として厳しい数値を課して運転することを視野に入れて計画して
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まいりたいと思います。 
 
質疑応答５ 

〇発言者（萩山町：住民５） 

 秋水園で処理するごみは集めているのは東村山市内のごみだけを対象としているのでしょう

か。他の地域からも集めているのでしょうか。 
 次に、停電について、千葉県のほうで停電しごみが集められなくなったとのことですが、この

ことについての対策はどうしているのでしょうか。 
 最後に、ダイオキシンの話で今後の新しい炉は高性能化するとのことですが、23 区の処理施設

ではダイオキシンは出ないと伺いました。これは本当でしょうか。 
〇東村山市 
 2 点目の停電対策について、現在の焼却炉は自家発電機を設置していますが、何か停電が起こ

った際に自立運転が困難ですので、安全に焼却炉をとめるまでの電気を発電する、そういった発

電機が設置されております。今後の施設において、自立発電というのは、まずごみの焼却炉とい

うのはごみが燃料で動いているということになります。ごみを燃やした熱で発電をして、その熱

でまた焼却炉を動かせるという仕組みをつくりたいと思っていますが、まず立ち上げのときの焼

却炉をつけるときの電気が必要になりますので、ここで発電機に燃料を投入して発電させて、ま

ず焼却炉を立ち上げて、その後、ごみを燃料として自立発電するという方向で検討していきたい

と今後の施設は考えております。 
〇発言者（萩山町：住民５） 

 そうすると、館山市みたいに 30 日ぐらい電気が来ないよと言われても大丈夫なのでしょうか。

ごみを回収できないといわれることはないのですか。 
〇東村山市 
 それはないです。 
〇発言者（萩山町：住民５） 

 施設を動かしてくれるということですか。 
〇東村山市 
 はい。それができるような施設をつくりたいと考えております。 
〇発言者（萩山町：住民５） 

 あと炉の高性能化はどうなっているのでしょうか。ダイオキシンの問題について、性能がいい

施設はダイオキシンが出ないと聞いているのですが。 
〇東村山市 
 ダイオキシンが全く出ないということはございません。現在は法律で定められた基準値を遵守

して操業しております。今後は、周辺の方の安心ということもありますので、基本計画の検討の

ときにはまた検討会等を開きながら、周辺の皆さんとそういった基準値に対する上乗せ基準を考

えていきたいと考えております。 
〇東村山市 
 １点補足でございます。ダイオキシンについて、燃焼に伴って排ガス中に生じるものですけれ

ども、それについては排ガス処理設備がより高度なものになっておりまして、そちらで捕集して

環境基準に適合したものとして大気中に放出するという格好になりまして、限りなくダイオキシ
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ン類については除去できた状態の中で操業していけるようになっていると考えています。 
〇発言者（萩山町：住民５） 

 こういうことを安易に言うと批判されそうですが、外国から来た方が分別をよくわからず分別

されていないごみを出した場合、結果的には集めて燃さざるを得ないと思いますが、そうなると、

23 区の処理施設のような高性能の炉を作らないと処分できなくなるのではないかと心配してい

ます。 
〇東村山市 
 今の御質問ですが、東京 23 区はガス化溶融炉ということで、高温のもので、いわゆるプラだと

かある程度の鉄くずは全部燃やしてしまう、そのようなことをやっております。先ほど御説明し

たとおり、東村山市は自区内に処理施設があるまちということで、早くから市民の皆様との協力

のもと、ごみの減量、それと地球環境に優しい、要は何でもかんでも燃やしてしまうと、最終的

にはスラグという燃料にはなるのですけれども、リサイクルができなくなってくるということで、

当市につきましては早くから容器包装プラスチックの分別化だとか、ペット、瓶の分別回収とい

うことで、市民の方からすれば細かい収集形態でという御意見もあろうかと思いますけれども、

やはり長い目で地球環境のことを考えていくと、分別だとか資源化というのは非常に大事なこと

と考えておりまして、現在、東村山市につきましては、これまで取り組んできた資源化、先ほど

申し上げたとおり、リサイクル率の高さ、こちらについては維持して考えたいと思っております

ので、新しい炉につきましても、スペックは上がりますけれども、現在の収集方式だとか分別方

式を今のところ大きく変えることは考えておりません。 
 
質疑応答６ 

〇発言者（秋津町：住民６） 
 私の孫が軽い喘息です。こういった子供たちの健康問題に関して、喘息の調査を行ったのでし

ょうか。 
 また、私は秋水園から 500ｍぐらいのところに住んでいるのですが、東光建設のあたりは、毎

日ではないですが、その日によって非常に臭気が強いときがあります。そういう点についてはみ

んな知らないと思います。特に離れておる住民の人は知らないと思います。秋津の人には申しわ

けないけどおっしゃっていますが、本当に申しわけないと思っていただきたい。期限を決めて、

はいここで終わり、これからはもう次の検討段階に入りますといった姿勢はよくないと思います。

やはり市全体の問題なので、秋津に申しわけないけれどもやってもらえばいいといったような姿

勢や考え方ではうまくやっていけないので、その辺をきちんと市は酌み取っていただきたい。期

限を決めて、時期が来たので皆さん了承してくださいみたいな姿勢はやめてください。 
〇東村山市 
 喘息の調査につきましては毎年実施しているのですが、小中学校の健康診断において実施され

ております。年度ごとに記録の蓄積はありますが、秋津地域が高いときもあれば、よその地域が

高いときもあるということもございまして、焼却炉があるなしにかかわらず、そちらについての

因果関係については認められるところではございません。確かに喘息があるということでは健康

の面が心配だという方もいらっしゃいますけれども、そこについての因果関係については市のほ

うでは確認できておりません。 
 また、収集業者さんの周辺、秋水園の周辺も含めてそうだと思うのですが、臭気については、
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私どももそうですし、収集業者のほうも気をつけているところではございますけれども、お気づ

きの点がございましたら御連絡いただければと思います。そういったことでは確かに御迷惑をお

かけしている事実もございますので、逐次対応できればと思いますが、そういった事態が発生し

たときには遠慮なく御連絡いただければと思います。 
 計画について期限を決めてやるのはどうなのだろうかという趣旨ですが、きのうきょうという

ことではなく、これまで市としては皆さんの御意見は聴取できるような格好でやらせていただい

ておりまして、決して市のほうが単独でこうしたいということで進めているものではございませ

ん。そこについてもこれまでの取り組みの中、方法につきましても皆さんの御意見を賜われる機

会を十分設けてやっていきたいと考えておりますので、御理解のほうをお願いしたいと思ってお

ります。 
 
質疑応答７ 

〇発言者（諏訪町：住民７） 

 この説明会に何回か出席させていただきまして、大変貴重なお話がなされていると思います。 
まず、今回 21 カ所の中からあり方検討会で検討して最終的に秋水園に決まったということな

のですが、最初から秋水園しか考えていなかったのではないかという御質問がありました。１万

平米の土地が必要だということですが、では、ごみ焼却ということを考えればそれだけ必要かわ

からないのですが、焼却しないでやるやり方もあり、あるいはいろいろ分散するというやり方な

んかもあって考えたときに、もっといろいろなところは考えられるのではないかという御意見が

出ました。それに対して市はきちんと答えていません。 
 次に、秋津は既に 57 年間もごみを燃やし続けている。今これから焼却炉を建設してやっていけ

ば約 100 年燃やし続けることになります。そんなところは日本全国見たってほとんどないです。

これについて最初から秋水園を外すべきだったのではないかという御意見が出ました。それに対

しても答えていません。 
 そして、ハザードマップについて質問が出ました。先ほど千葉の停電のことをお考えになって、

停電のときどうするのか、焼却施設が稼働するのかどうかということで御質問があったわけです

けれども、ハザードマップでは５ｍ以上の浸水域です。５ｍといえば２階の窓の下です。そこま

で水が来るということです。お答えになっているのは、そこだけ高くして水が来ないようにすれ

ばいいと言っているのですが、高松城の水没じゃあるまいし、周りが全部水浸しになるようなと

ころで災害廃棄物の処理をできるのでしょうか。５ｍの浸水域というのは東京都が調べて出して

いるデータです。それに対して市長さんはどのように答えられたかというと、今まで水没してい

たところがないからと言っているのです。ほとんどお笑いの世界という感じです。 
 さらに、喘息の話です。喘息の話は調べていますと答えました。はっきり言って、この焼却施

設のために調べたことはないです。調べているのは、小中学校、高校生も含む、児童の健康調査

です。健康調査の中にアレルギーとか喘息とか、そういう調査項目があります。その中で調査し

ています。関係ないとおっしゃったのですが、10 年間の秋津の小学校の平均は喘息の罹患率が

12％です。秋津東町は 9.5％です。全国平均は４％前後です。つまり２倍から３倍強の喘息の子供

たちが出ているのです。少なくともそれが秋津の秋水園のせいじゃないかどうかということを科

学的にきちんと調査する必要があると思います。そんな調査なんかやっていません。 
 最後に、98 プランでそういう現状を考えて、秋津の人たち、消費者運動だとか環境問題にかか
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わっている人たちが 20 年前に 98 プランというのを皆さん市民参加で作成しました。15 名の市

民代表が参加して、約３年にわたって約 180 カ所の先進自治体を調査し、見学し、100 回の討論

を経て、今後、秋水園でごみは燃やさない、東村山ではごみは燃やしていかない。燃やさない、

埋め立てない、秋水園は快適環境施設として緑豊かな快適環境施設にするということを決めまし

た。それは基本方針です。東村山市の基本方針。全国の 2,000 の自治体から見学に来ました。そ

れだけの約束をしておきながら今なぜまた焼却炉を建てるのですか。そういう質問を私のほうか

らしました。それについてもお答えになっていません。 
〇東村山市 
 まず、秋津町ありきではないかというお話でしたけれども、この間担当が御説明したとおり、

平成 28 年からあり方検討会を立ち上げたときに、先ほど言った市内 21 カ所全てを網羅してゼロ

ベースから検討させていただいた結果です。ただ、担当が申し上げているとおり、例えば市の公

園の施策、緑の施策、教育の施策、それらをもろもろ加味した結果、最終的には消去法で秋津し

か残らなかったということで御理解をいただきたいと思います。決して秋津を決め玉で数年間議

論をさせていただいたということではございません。 
 つぎに、浸水ハザードマップの話です。確かに現在秋水園の場所は５ｍの浸水域になっており

ます。これは東京都が出した防災ハザードマップにうたわれているものです。現在、我々のほう

が今御質問者に答えたとおり、ランプウェイ方式ということで、よくスーパーとかにありますス

ロープで上に上がって焼却炉自体を少しかさ上げすることによって解消できるとして浸水対策を

考えております。今お話がありましたとおり、もし秋水園区域が５m のハザード、仮に水没する

という形になると、これはよく今皆さん、新聞やテレビで見られているような激甚災害に匹敵す

る災害という形になります。そういう形になりますと、市内の道路、その他のインフラ等もその

状態になるとかなり混乱をする形になります。この場合は東村山市の場合は東村山市の総合防災

計画というのをつくっておりまして、例えば我々資源循環部は災害対策資源循環部としての災害

時対応という形になりまして、例えば避難所の簡易トイレの配置、市内のあちこちにごみの仮置

き場をつくっての収集、このような形に切りかわるということがございますので、これにつきま

しても市の全体の防災計画の中で進めてまいりたいと考えております。 
 そして、喘息の問題なのですけれども、確かに喘息の調査というのは秋水園としてはやってお

りません。ただ、小中学生につきましては毎年健康診断がございます。こちらの中でさまざまな

疾病と喘息の罹患率ということで過去 15 年以上調査をさせていただいて、先ほど担当が申し上

げたとおり、秋津町においては高いところもございますし、ほかのまちの区域のところが高いと

いうことがございますので、市としても、これは昨年度環境建設委員会の中でも陳情審議があり

ましたけれども、こちらの中での審査をいただいた中で因果関係は日常的には認められないとい

うことになっておりますので、市としてもそのような判断をさせていただいているところでござ

います。 
 さらに、98 プランのことについては、確かに 98 年に東村山市の 98 プランということで、ごみ

を燃やさない、そして埋め立てないという、これは非常に崇高な理念で計画がつくられた 10 年間

の計画でございます。ただ、このときにごみの堆肥化やバイオガス化などいろいろ方法は考えら

れたのですけれども、最終的には残渣、要は処理できないものが残ります。これは 98 プランにお

いても、最終的には、量は少なくなりますけれども、小さな焼却炉を設けなくてはいけない。そ

のようになりますと、現在、本町都営の跡地で１万平米と仮定したときに、焼却炉でも１万平米
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が必要となりますが、いわゆる堆肥化施設、それに伴って一部処理し切れない残渣を燃やす施設、

こちらを入れるとさらに面積が必要となるということがありますので、１万平米で検討させてい

ただいたところでございます。 
 最後に、分散処理につきましては、この間、東村山市では秋水園の分散化というのを進めてお

りまして、皆様が排出されたペットボトル類、それと容器包装プラスチック、こちらは現在秋水

園に持ち込みをせずに、委託している事業者のところで分別作業を行っております。これらのこ

とを行っていることによって、先ほど車の問題がございましたけれども、委託化する前に比べれ

ば、収集車の搬入車両、こちらについても、若干ではございますけれども、車両台数も抑えるこ

とができております。今後につきましても、なるべく市といたしましては、車の台数、持ち込み

台数、搬出の台数も減らしていきたいとは考えているところなのですが、現在、東村山市は戸別

収集をやっている関係がございますので、例えばごみが減ったとしても、世帯数が減らないこと

に関しては、やはり車の台数はなかなか減らすことが難しいということは課題でございまして、

こちらにつきましても、今後、周辺の環境のことでございますので、引き続き市といたしまして

も取り組みを強化してまいりたいと考えているところでございます。 
 
質疑応答８ 

〇発言者（秋津町：住民８） 

 秋津町の近所の方から聞いた話ですが、昨年度のリサイクルフェアでのパネル展示で一緒に行

われたアンケート調査に参加して、例えば広域処理を選ぼうとすると、「でも、広域処理はこう

いう問題があってやはり単独のほうが良いのでは」や、私たちはすぐ目の前に住んでいるので秋

水園じゃない場所がいいなと言おうとしても、「でもここの場所はこういう問題があって・・・」

と言われ、結局最終的にアンケートで秋水園に誘導されてしまったという話を聞きました。それ

は聞いた人ひとりの話なので、全部そういう誘導をしてアンケートをとっていたかどうかわかり

ませんが。ごみというのは出るものですし、みんながみんな燃やさないとか、そういう高い意識

を持ってできるとは限らないわけで、どこかにつくらなければならないのであれば、それはやむ

を得ないというところもあると思います。地元住民としては、強い反発があることを隠さず、一

定の反対意見状況もきちんと反映させた、アンケート調査結果を示してほしいです。一応反対が

あったのだけれども、こういう結果になったという形にしていただけると、煙突の目の前に住ん

でいる者としては、しかたがないなと思える気がします。ごめんなさい、秋津の仲間の人に怒ら

れるかもしれないのですけれども、そのように思っています。どうぞよろしくお願いします。 
〇東村山市 
 貴重な御意見ありがとうございます。アンケート調査を含めて、昨年の意見交換会の中身であ

るとか今回の説明会の要録ということの中では、対面式でやったこのやりとりについても公開さ

れていますし、アンケートにつきましても、反対の意見もあれば、賛成といった御意見もあると

いうところの中で、全体を踏まえましてこういった形で進めさせていただきたいと考えておりま

す。 
 
質疑応答９ 

〇発言者（富士見町：住民９） 

 どういう施設かにもよるのかもしれませんけれども、例えば幾つか候補が挙がったところで、
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分散施設にして、それは結局環境の基準をクリアして私たちの体、人体に影響もなくて、それよ

りもさらに安全なものを目指していくということで分散してつくるということも考えられるので

はないかと思います。これまでは秋津町に全てお願いして、臭気とかいろいろな問題もありまし

た。それに対していろいろバグフィルターなどで対応はしているが、交通の問題などについても

全て秋津町にお願いすることでいいのかと思います。だから、分散型で環境に配慮して健康に影

響が出ない施設として、市民に説明し、対話しながら市民合意を行うといった市民参画のかたち

で一緒につくっていった方がいいのではないかと思います。 
また、今回の焼却炉の話ですが、今の技術でいくと、例えばメタン発酵の利用はかなり有用だ

と思います。生ごみと可燃ごみをそのまま集め、メタン発酵を利用すれば売電やガス利用もでき

るといった資源利用ができます。そして、残った残渣を燃料にしているところもある。確かにど

うしても残る残渣と初めに分別したところの不純物だけ焼却しているところもあります。だから、

今考えると、このまま全量焼却しましょうというよりも、そういう技術で焼却灰は減るし、燃や

す量も減るので、メタン発酵はなかなかいい技術なので、その辺ももう一回素案の段階で検討い

ただけるようなことをしていただければ、私たちにとってもいろいろなところでどんどん燃やす、

燃やして全て悪いものを出しているとは言いませんけれども、それを減らせるので、それで資源

再利用もできるので、そこをもう一度考えていただけたと思います。何かお考えがあればお願い

します。 
〇東村山市 
 メタン発酵についてというところでございますけれども、いわゆるバイオ系については、可燃

ごみの中からそういった最も処理が有効にできるのではないかということでございますけれど

も、こちらについても市としては検討の俎上に上げて検討いたしました。ただ、先ほど来説明の

中にもあったように、併設して可燃ごみ処理施設が必要になるというところもありますし、あと

回収した残渣につきましても、東村山市の地域性の中では、例えば再利用をできるところを恒久

的に確保することが難しいといった点がございますので、そういったことを踏まえてごみ焼却施

設として次の可燃ごみ処理施設は整備したいと考えております。 
 また、分散化施設ということについては、先ほど申しましたとおり、ペットボトル、分散でき

るところについてはこれまでもやってきておりますし、あと燃やせないごみについても現在は民

間の処理施設のほうに搬出していまして、そういったことで極力秋水園への負荷がかからないよ

うな取り組みを進めているところでございます。 
 
質疑応答10 

〇発言者（秋津町：住民１０） 

 最初に申し上げておきますけれども、７回説明会のうち２回秋津でありましたが、２回の説明

会とも秋津町では反対でした。56 年同じ場所でやって、これから先まだ次の施設ができるまでに

10 年、これで 66 年、それから 35 年、100 年以上同じ場所です。おかしいと思います。物すごく

不公平だと思います。 
 広大な土地の隅っこにあるならともかく、先ほどの方もおっしゃっていたように、住宅街の中

を抜けて、パッカー車だけじゃなくて、日の出町や茨城県に向かう 10ｔ車、皆さんが粗大ごみで

出すものを集めた大きな車が毎日通るわけです。新しい施設を秋水園に建てるということを市の

方が強行するのであれば、秋水園での建替えに賛同された方たちの家の前の道を通るようにして
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いただきたいと思います。 
 皆さんが勘違いするといけないのではっきり申し上げますけれども、あり方検討会に周辺対策

協議会の方が参加され、さも秋津町の人の全員の意見を持ってきているように聞こえたかもしれ

ませんけれども、それは違います。参加しているのは４名の自治会長さんだけです。私の住んで

いる地域では、秋水園の前の 800 世帯ぐらいの中自治会がありますが、自治会長さんお一人で出

ていって、誰も意見を聞かれていないし、ことしの総会でも、そんなことが進んでいたのかと言

っても、私が出てこいと言われたから出ていった、何が悪い、これからも自治会になんか流さな

いという感じでした。ですから、全く一般の市民の方にはこの話が通っていないのです。そのた

め、説明会や意見交換会のときにどうしたって反対意見が出ます。それは当たり前だと思います。 
 先ほどから市の方たちが周辺対策協議会の方が入ってとおっしゃるけれども、ここは非公開で

す。誰が入っているかとか、いつ会を開いているか、全くの非公開の組織です。一般住民が目の

前に住んでいる人も一切入れません。そういうところの人だけを選んで、市のほうで市がやりた

いように進めるようことになっていると思います。もっと重要なことは、このあり方検討会には

市長さんが毎回出てきて、少し委員の方が「広域化はどうですか」とか、「ほかの方法もあるの

ではないか」と言うと、「それについては」と必ず手を上げてどんどん誘導していていました。

この検討会の報告書に市長さんが委員として名前が載っていないのは本当におかしいと思いまし

た。 
 それから、先ほど市議会で喘息についてもう白黒ついたようなことをおっしゃいましたけれど

も、市議会の方はこういうことについて決して専門家ではありません。上辺の数字だけを見て大

丈夫だと言っていますが、先ほどの方がおっしゃったようにお孫さんが喘息になるということが

あるとやはり心配です。バグフィルターでは全部とれていませんから微小な粒子が毎日毎日落ち

ているわけです。 
 もう一度先ほどの話に戻りますけれども、どうしても秋津に持ってくるのであれば、日の出へ

行く 10ｔ車は市役所で積みかえをしてください。最低でもパッカー車で何回でも運んで秋水園の

ところで積みかえにしてください。この狭い子供たちが毎日通る道を、10ｔ車が登下校時間外に

通ればよいということではないと思います。学校は休みの日があり、父兄参観など不定期に学校

から早く帰る日もあると思います。とにもかくにも秋津の安全対策、それを第一にやっていただ

かなかったら秋津町では反対です。 
〇東村山市 
 御意見として賜ります。まず、周辺対策協議会の話が出ましたが、あり方検討会は全部公開ベ

ースでやっており、委員の方がどういった立場であるかもきちんと公開しています。その会議録

のほうにつきましても全部ホームページに掲載していますが、そちらに出席者や傍聴者がいらし

ているということをきちっと明記しておりますので、誤解のないようによろしくお願いします。 
 次に、あり方検討会において周辺住民代表が参加していることで秋津の声を反映していること

になるのかというご意見について、そのことをもって市としてもよしとしているところはござい

ません。あり方検討会での検討の内容を踏まえ、昨年市の基本的な考え方を整理し、改めて市民

の皆様の御意見を伺うべく意見交換会を開催し、意見交換会でいただいたいろいろな反対意見や、

アンケートの調査結果における反対の内容も含めた様々な意見などを確認させていただいた中で

判断させていただいているところでございます。 
 そして、10ｔ車が毎日通行する件については、パッカー車で積みかえてということについては、
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秋水園の中ではパッカー車からおろしたものを積みかえてという中でもやっているものは同じこ

とでございまして、かつ小型にすると、逆に搬出する際の車の数がふえてしまいますので、そこ

については通学時間帯以外で車両通行を実施し、できるだけ運行本数を減らすような現行の対策

を継続しながら、周辺にできるだけ御迷惑のかからないような対策についても、今後検討できれ

ば思います。 
 
質疑応答11 

〇発言者（住所不明：住民１１） 

 喘息の問題で、秋津町の小中学校の調査結果を言っていますけれども、保育園、幼稚園の調査

についてはどのようになっていますか。第五保育園は秋水園の近くにありますが、そういうお子

さんたちはどのようになっていますか。 
 また、賛成も反対もあるなかで、もうここで決定、はい、やりますという形で進めることは民

主主義ではないと思います。みなさんの合意を得ながら進めてください。 
〇東村山市 
 保育園や幼稚園の調査については、喘息などの子供たちの健康状態のことについての情報はあ

りません。また、合意形成につきましては御意見としては賜りますけれども、今後とも丁寧に進

めていきたいと考えておりますので、御理解のほう、よろしくお願いします。 
 
18時20分 説明会終了 
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４． アンケート 

 （１）アンケート調査票 
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 （２）アンケート（全 7回）結果 

   市民説明会終了後に受け取ったアンケートにおける、回答者の属性や市民説明会の分かり 
やすさ、市民説明会の確認方法（市民説明会をなにで知ったか）については以下のとおりで 
ある。 

 

①性別 

回答者の性別は、「男性」が 51.0%、「女性」が 41.9%であり、男性の方が多かった 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図4-1 性別 

 

②年齢別 

回答者の年齢は、「70代以上」が 52.6%と最も多く、次いで「60代」24.5%、「50代」

11.5%、「30代」、「40代」2.0%、「20代」1,2%の順で、「10代」は不参加であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4-2 年齢 

 
 
 
 
 
 

No 回答 回答数 割合 

1 男性 129 件 51.0% 

2 女性 106 件 41.9% 

3 回答なし 18 件 7.1% 
 合計 253 件 100.0% 

No 回答 回答数 割合 

1 10 代 0 件 0.0% 

2 20 代 3 件 1.2% 

3 30 代 5 件 2.0% 

4 40 代 5 件 2.0% 

5 50 代 29 件 11.5% 

6 60 代 62 件 24.5% 

7 70 代以上 133 件 52.6% 

8 回答なし 16 件 6.3% 

  合計 253 件 100.0% 

20代, 

3 件, 

1.2%

30代, 

5 件, 

2.0%

40代, 

5 件, 

2.0%

50代, 

29 件, 

11.5%

60代, 

62 件, 

24.5%

70代以上, 

133 件, 

52.6%

回答なし, 

16 件, 

6.3%

2.年齢

男性, 

129 件, 

51.0%

女性, 

106 件, 

41.9%

回答なし, 

18 件, 

7.1%

1.性別
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③職業 

回答者の職業は「専業主婦・主夫」が 30.0%と多く、次いで「パート・派遣社員・内

職・アルバイト」12.3%、「自営業」10.7%、「会社員・公務員・団体職員など」9.5%の順

で、「学生」は不参加であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4-3 職業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 回答 回答数 割合 

1 自営業 27 件 10.7% 

2 会社員・公務員・ 
団体職員など 24 件 9.5% 

3 専業主婦・主夫 76 件 30.0% 

4 
パート・派遣社員・ 
内職・アルバイト

（学生除く） 
31 件 12.3% 

5 学生 
（予備校生を含む） 0 件 0.0% 

6 その他 68 件 26.9% 

7 回答なし 27 件 10.7% 

  合計 253 件 100.0% 

自営業, 27 件, 10.7% 会社員・公務

員・団体職員

など, 24 件, 

9.5%

専業主婦・主夫, 

76 件, 30.0%

パート・派遣社員・内職・アルバイト（学生除く）, 

31 件, 12.3%

その他, 

68 件, 

26.9%

回答なし, 

27 件, 

10.7%

3.職業
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④居住地域 

回答者の居住地域は「秋津町」が最も多く 24.9%、次いで「萩山町」13.4%、「富士見

町」8.3%の順である。 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-4 居住地域  

No 回答 回答数 割合 

1 本町 18 件 7.1% 
2 久米川町 8 件 3.2% 
3 秋津町 63 件 24.9% 
4 青葉町 10 件 4.0% 
5 恩多町 14 件 5.5% 
6 萩山町 34 件 13.4% 
7 栄町 8 件 3.2% 
8 富士見町 21 件 8.3% 
9 美住町 16 件 6.3% 

10 廻田町 10 件 4.0% 
11 多摩湖町 10 件 4.0% 
12 諏訪町 7 件 2.8% 
13 野口町 11 件 4.3% 
14 市外 3 件 1.2% 
15 無回答 20 件 7.9% 

  合計 253 件 100.0% 

1.本町, 18 件, 7.1%

2.久米川町, 
8 件, 3.2%

3.秋津町, 
63 件, 
24.9%

4.青葉町, 10 件, 4.0%

5.恩多町, 14 件, 5.5%6.荻山町, 34 件, 13.4%7.栄町, 8 件, 3.2%

8.富士見町, 21 件, 8.3%

9.美住町, 16 件, 6.3%

10.廻田町, 10 件, 4.0%

11.多摩湖町, 10 件, 4.0%

12.諏訪町, 7 件, 2.8%

13.野口町, 11 件, 4.3%

14.市外, 3 件, 1.2%

15.無回答, 
20 件, 7.9%

4.居住地域
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⑤家族構成（本人を含む） 

回答者の家族構成は「夫婦のみ世帯」が41.6%と多く、次いで「親子２世代」28.9%、

「単身世帯」14.6%、「親・子・孫の3世代」3.2%の順である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4-5 家族構成 

 
  ⑥市民説明会の分かりやすさ 

市民説明会の分かりやすさの回答は、「分かりやすかった」が36.8%と多く、次いで「大 
変分かりやすかった」17.4%、「あまりわからなかった」17.0%、「全く分からなかった」 
4.3%の順である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-6 市民説明会の分かりやすさ 

 

No 回答 回答数 割合 

1 単身世帯 37 件 14.6% 

2 夫婦のみ世帯 106 件 41.9% 

3 親子２世代 73 件 28.9% 

4 親・子・孫の３世代 8 件 3.2% 

5 その他 10 件 4.0% 

6 回答なし 19 件 7.5% 

  合計 253 件 100.0% 

No 回答 回答数 割合 

1 大変分かりやすかった 44 件 17.4% 

2 分かりやすかった 93 件 36.8％ 

3 あまり分からなかった 43 件 17.0％ 

4 全く分からなかった 11 件 4.3％ 

5 無回答 62 件 24.5％ 

  合計 253 件 100.0％ 

単身世帯,
37 件,
14.6%

夫婦のみ世帯,
106 件,
41.9%

親子２世代,
73 件,
28.9%

親・子・孫

の３世代,
8 件,
3.2%

その他, 
10 件, 
4.0%

回答なし, 19 件, 
7.5%

5.家族構成

大変分かり

やすかった, 
44 件, 
17.4%

分かりやす

かった,
93 件,
36.8%

あまり分か

らなかった,
43 件,
17.0%

全く分から

なかった,
11 件,
4.3%

無回答, 
62 件, 
24.5%

6.市民説明会の分かりやすさ
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⑦市民説明会の確認方法 

市民説明会の確認方法の回答は、「自治会の掲示板や回覧板」が45.3%と多く、次いで 
「市報」19.2%、「チラシ」14.5%、「市のホームページ」9.1%、「フェイスブック」 
2.9%、「ごみ分別アプリ」2.5％の順である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-7 市民説明会の確認方法 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 回答 回答数 割合 

1 市のホームページ  25 件 9.1% 

2 市報  53 件 19.2% 

3 フェイスブック  8 件 2.9% 

4 ごみ分別アプリ  7 件 2.5% 

5 チラシ  40 件 14.5% 

6 自治会の掲示板や回覧板  125 件 45.3% 

7 その他 18 件 6.5% 

  合計 276 件 100.0% 

市のホームページ ,
25 件,
9.1%

市報 , 
53 件, 
19.2% フェイスブック ,

8 件,
2.9%

ごみ分別アプリ , 
7 件,
2.5%

チラシ , 
40 件,
14.5%

自治会の

掲示板や

回覧板 , 
125 件,
45.3%

その他, 
18 件,
6.5%

7.市民説明会の確認方法
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（３）アンケート自由意見（全掲載） 
 

アンケートの自由記述欄に記載された内容は、原則、原文のまま掲載している。 
※特定の個人への誹謗中傷など、掲載に不適切な内容は、伏字または削除している。 

 

〇市民説明会に関すること 

・ 説明はとても分かりやすかった。色んな質問に対して、しんしに回答していたので好感がも

てた。（青葉町、50 代、女性） 
・ 説明がわからない。（秋津町、60 代、男性） 
・ まったく答えになっていない。これが説明会ですか？納得できるものが何もない。（秋津町、

70 代以上、女性） 
・ 対比させる部分はもっと判り易く説明があったら良いと思います。（秋津町、70 代以上、男

性） 
・ 質疑が多かった。全てとは言わないが、不安に思っている内容については追加の説明を入れ

た方が良いのではないか（ハザードの件、今の処理 70ｔの件、他の公園がダメだった件、ご

み発電の説明）（秋津町、30 代、男性） 
・ 市側のまんだんであった。時間つぶし（市の職員には時間外を支払うの？）（秋津町、70 代

以上、男性） 
・ 市の考え方がよくわからなかった。健康等大事な問題ですので住民サイドで考えることが全

体の利益になる 98 プランの「約束」を守ってほしい。ゴミ減量も私なりにがんばりますので。

（住所不明、年齢不明、性別不明） 
・ です・ます、アル・ナシ、する・しない・・・語尾の声(音色＋音量)が弱い(補佐の方)、マイ

クの位置、方角（何）の用い方無知！（萩山町、70 代以上、男性） 
・ 大事なことで大変良かったと思います。（萩山町、70 代以上、女性） 
・ 気にはなっていたが、秋水園周辺の市民の皆さんの影響を知る機会がなかった。環境、騒音、

他周辺の皆さんの事を考えないでこの計画を進めていいのか疑問が残る。（萩山町、50 代、

男性） 
・ 説明はわかりましたが、地元の人々の意見に対して気のどくに思いました。（萩山町、70 代

以上、女性） 
・ 秋津町の方々のご意見(質問)がそういうことがあったのか‼!という感想も含め参考になった。

（萩山町、60 代、男性） 
・ 係長さんの説明が聞きやすかったです。尚、職員（部長他）の方々の説明全員①です。自治

会、中学校、小学校、市老人会他に呼び掛けて見学を多く増やしてはいかがでしょうか。（萩

山町、70 代以上、男性） 
・ 概ね妥当な計画であると思います、よろしくお願いします。でも、秋津秋水園近くの方は大

変ですね。具体案作成時、十分に配慮してあげてほしい。（質問を聞いて）（萩山町、70 代

以上、男性） 
・ この大事業の責任者は市長であるはずなのに市長がこの場にいらっしゃらないのはなぜでし

ょうか？（多摩湖町、60 代、女性） 
・ 説明会に参加してびっくりしたのは、あまりにも参加者が少ないのにまず、びっくりしまし
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た。大事な事なのに、もう少し感心をもってほしい。秋津の人達は遠いのに、自分達の住んで

いる所に、造られる事になり、必死さを感じられました。（廻田町、70 代以上、女性） 
・ 質問の方は皆さん女性ばかりでしたが、米軍基地の問題によく似ているなあと思いました。

丁寧な説明で理解してもらうしかないのでしょうね。（廻田町、70 代以上、男性） 
・ 難しい質問が多くて大変だと思いました。ごみ処理は大切な事業ですので、よろしくお願い

致します。（多摩湖町、70 代以上、女性） 
・ 秋水園のそばに住んでいる人の意見が聞けて良かった。迷惑をかけていて、ゴミ処理が成り

立っていることがよくわかった。（廻田町、70 代以上、女性） 
・ 初めての方は何だかわからないでしょうね。一部のコンクリートの劣化とか言われてもこと

ばだけで何の具体的な提示もないし、本当に決まったことの伝達だけで、市民をばかにして

いると思う。（秋津町、60 代、女性） 
・ 説明は大変聞き取り易くてわかりやすかった。（恩多町、50 代、女性） 
・ もっとハッとする質問があるかと思いましたが、聞いていて残念です。市民も勉強してほし

い。（本町、50 代、女性） 
・ 説明会、途中の打ち切りひどい。（諏訪町、70 代以上、男性） 
・ 市の説明は分かりますが、20 年前、10 年前の約束、長いこと迷惑をこうむっている秋津町と

などなど、もう一度話を戻して計画しなおして頂きたいと思いました。（諏訪町、60 代、女

性） 
・ 若い年代の出席がないのが気になります。秋津秋水園ありきの説明(計画)には疑問があります。

お役所的答弁ですね。（秋津町、70 代以上、女性） 
・ 以前の経過がわからなかったので、秋水園に決定だと思っていた。もっと時間をかけて地元

の方が十分理解できる取り組みを…（秋津町、60 代、女性） 
・ 住民を無視している説明会であった（秋津町、60 代、男性） 
・ 係長さん、ゆっくり話してくれてよかった。今後の市民説明会に参加したいです。良い施設

が出来ることを希望します。※ゴミ０は無理。市民は減量化に努力すべし、焼却施設は必要‼
（秋津町、60 代、男性） 

・ 納得のいく返答ではありませんでした。（秋津町、60 代、性別不明） 
・ 市民側の意見が汲み取られていない。（青葉町、70 代以上、女性） 
・ 素案 30 分近くゆっくり説明いただきありがとうございました。ただ、ことばが難しくわかり

にくかったです。（秋津町、50 代、女性） 
・ 担当の説明は声も聞こえやすく、言葉もはっきりしており分かりやすかった。（秋津町、60

代、男性） 
・ 地元でやっている説明会を皆さんの声を聞かないで終了するのはおかしい。これで説明会と

はいえない。（秋津町、70 代以上、女性） 
・ もう少しごみ問題全般に関する話が聞けるかと思ってきたので、私の見当違いでした。こう

いう計画があることも知らなかったので、かなり具体的に進んでいる様子がわかって参考に

なりました。（野口町、60 代、男性） 
・ 話すことが早すぎます。市の人のマイクの使い方をもう少しゆっくりと話してください。（本

町、70 代以上、男性） 
・ 良く分かりました。（本町、70 代、男性） 
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・ 初参加。とても分かりやすかった。（野口町、70 代以上、男性） 
・ 初めて参加しました。市民としては知っていかなければいけない事だと思いました。（恩多

町、70 代以上、女性） 
・ 分かった部分と分からなかった部分があった様に思う。（青葉町、70 代以上、女性） 
・ 資料を読むだけでなく、要点を伝えるだけでいいのでは。●●の質問は受け付けなくても良

い。また、反対派には強い気持ちで望んでほしい。で、何に反対かも良く聞いて(言わせれば)
逆に周りの市民は炉は必要だと感じるのではないでしょうか。（本町、40 代、男性） 

・ 市、主導の説明会、市民の意見を聞くだけ それをいかしてほしい このアンケートすら意

味をもつのか？わかりません（野口町、50 代、女性） 
・ ごみの運搬について、秋津町の方からの意見があり、大変だと思いました。（住所不明、60

代、女性） 
・ 秋津の皆様には大変だと思います。（恩多町、70 代以上、女性） 
・ ごみ処理という行政の重要な課題に取り組む真剣な姿勢と行政の力を感じました。（青葉町、

70 代以上、男性） 
・ 説明会ありがとうございました。すでに出来上がった素案についての説明会なので、今日の

ようなこととなると思います。意見をすいあげるというのはむずかしいことと感じました。

（本町、60 代、女性） 
・ ひとつひとつを具体的に示し、市民の納得できる内容で示して欲しかった。（栄町、70 代以

上、女性） 
・ 決まったことの一方的な説明。中身が詳しく説明されないのではじめて来た人は何を聞いて

いいのかもわからない。時間をとって来た市民に対してきちんと納得出来るまで答えようと

いう姿勢は全く感じられなかった。（秋津町、60 代、女性） 
・ 質問に対する対応がしっかりしていたが、子供たちの通学路や緑は守り、・・・をよく考えて

下さいます様に ※別件ですが、不燃物月１回を、2 回にして頂きたい。（青葉町、70 代以

上、女性） 
・ 焼却処分に対する不指示、以前の方針と違う方向に進んだ決め方に不満を示す人が多かった。

市側の説明・対応は不充分と思えた。98 プランについて、私は知らなかった。そこの町をも

つと整理と理解を求めるべきかと。今日の説明会は初めて出席しました。これまでの経緯を

知らなかったのは市民として不誠実だったのでしょうか 市の努力も十分であったとは思え

ません。ゴミ処理問題は大きいです。（富士見町、70 代以上、男性） 
・ 初参加でもあり、勉強不足です。もっと秋水園等興味を持ち勉強したいと思います。ゴミの

減量、食品ロス等が大切だと思います。処理施設、誰もが自分の地区に建てられるのは嫌が

りますよね。（美住町、60 代、性別不明） 
・ 時間を早めに打ち切ろうとしないできちんと話を聞くようにしてほしい。(時間が短いので

は)・もやせるゴミ(焼却)の説明と共にごみ減量を合わせて説明した方がいい。（野口町、50
代、男性） 

・ ごみ処理施設について関心が低すぎました。もう少しいろいろと調べます。（富士見町、50
代、女性） 

・ 時間を延長しても、もっと丁寧に意見をすいあげるべきだと思います。・これだけ科学が進

んでいるのだから排ガスが出ないような焼却炉は作れるのではないか？・プラスチックは世
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界的な問題になっています。減量と言っても、なかなか進まず海に流れ、生態系にも危険が

及ぶプラスチックについても遺棄しているから、とそのままにせず、長い目で考えどうする

のか示して欲しい。燃やせることが可能なら、もやしてはどうか。それが可能な焼却炉を作

った方がいいと思います。（富士見町、60 代、女性） 
・ 3 回目の参加です。回を重ねるごとに説明、答弁がバージョンアップしていき、所管の皆様の

御努力、御苦労いかばかりのものかと存じます。反対する方のご意見を伺っていると、本当

に困っていることは何なのか残念ながらなかなか伝わってくるものがありません。反対する

方がいるのはもちろん折り込み済みですが、反対するのならばもっとまっすぐ困っているこ

とをお伝えしていただければいいのになあと思います。また、反対の根拠に 98 プランが出て

きますがどう考えても、ごみゼロになるわけもなく 15 万市民が安定した生活を送れるように

今の基本方針が出てきたわけで、原理主義的にこだわる方ははなはだ疑問です。（本町、50
代、女性） 

・ 丁寧な説明が必要ではないか。説明会になっていないのではないか。時間を長く取る必要が

あると思う。説明の方法も工夫が必要である。（富士見町、70 代以上、男性） 
・ 素案については分かりましたが、これを機会に知っていけるように関心を持つようにしたい

と思います。（富士見町、70 代以上、男性） 
・ 熱のある質問が続いたので、この説明会がいかに大切なものか良く分かりました。なぜ新し

く焼却施設が必要なのか、燃やさない、埋め立てないの 98 プランをなぜ継続して市は後押し

しようとしていかないのか問題だらけです。（萩山町、60 代、女性） 
・ 各個人がゴミを出さない、その強い意識を持つことを参加して改めて考えました。（美住町、

60 代、女性） 
・ 解決の道なしの印象でした。どうしたらよいでしょう？（富士見町、70 代以上、女性） 
・ 初めての参加です。大変勉強になりました。頑張ってください。（富士見町、70 代以上、男

性） 
・ 生活をすれば必ずゴミは発生するのも。20～30 年前とは状況が異なるのは当たり前だと思う。

過去のことを得意満面とて述べている方もおられます。何でもかんでも反対する方はいるも

の。大変ですがイタリアの様にならないよう反対者に負けずに頑張ってください。（美住町、

60 代、男性） 
・ 初めて参加しました。ごみの処理その他、参考になりました。（美住町、70 代以上、女性） 
・ 本日は本当にお疲れ様でした。いろいろな意見の方がおられ、中には無理難題をおっしゃる

方も多いことを知り、御苦労がしのばれます。私は正直、聞いていて腹が立ちましたが、理

性的に丁寧な説明をされている担当の皆様には本当に頭の下がる思いでした。今後もご苦労

が多いとは思いますが、どうぞお仕事を頑張ってください。（栄町、50 代、女性） 
・ 前もっての知識が無い人には、すぐには分からないかと思いました。質問ではなく自分の意

見を話す（一方的に）人が多かった。素案の説明会というより、それ以前の問題が残ってい

る。文句のような話が多かった。前向きな意見を聞きたかった。聞く耳を持っていない人が

大きな声で話すのは良くないと思います。ゴミを出さない人はいないので市民全体が自分の

事と考えるのが大切という意見が一番よかった。（諏訪町、60 代、女性） 
・ 設備の改善に努力してほしい。市の考え方に疑問があることが良く分かった。（萩山町、70

代、男性） 
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・ 秋津にすむ住民のみなさんの意見をきちんと聞くべき、健康のこと一番心配です。もっと市

民の声をきくべき。98 プランをいかして。（本町、70 代以上、女性） 
・ これからも🔴🔴🔴🔴さんのような意見が出ると思いますので、予想してしっかり検証して対応し

ていくしかないと思います。秋津町の人の不満をどうしたら良いのでしょう。（野口町、60
代、女性） 

・ 行政の方針を説明したことがわかった。理由①です。市民の声を活かす行政にすべき（本町、

70 代以上、女性） 
・ 全ての説明会での質問に答える時間が短過ぎる。あまりに一方的なやり方、もう市が作った

ものを説明して終わり、市民が時間を作って足を運んでいることに対して何とも思っていな

い。今後の減量策について一切なし。むしろ、ごみが減ったら困るとでも思っているのか。

100 トンもの炉を再び秋津に作ることはまったく減量にならない。他町の人にとってはどう

でもいいこと。（秋津町、60 代、女性） 
・ 今までの意見をきちんとふまえての説明会にはなっていないと感じた。秋津町だけにこれま

でと同じ負担はかけないでほしい。（本町、60 代、女性） 
・ 別に意見を出します。同じ人ばかりの発言でだめ。（美住町、70 代以上、男性） 
・ ごくろうさまです。（本町、70 代以上、男性） 
・ 言葉の明瞭を工夫して下さい（聴こえにくい）（野口町、70 代以上、男性） 

 

〇基本方針（素案）全体に関すること 

・ 白紙に戻して欲しい。（諏訪町、70 代以上、男性） 
・ 白紙撤回（諏訪町、70 代以上、男性） 
・ 秋津での計画、白紙撤回を。（諏訪町、70 代以上、男性） 
・ 白紙撤回を（諏訪町、70 代以上、男性） 
・ 白紙に戻してください。そして、一緒にやりましょう。（恩多町、60 代、女性） 
・ 地域(秋津町)住民への配慮について、方針のひとつとして示すことが望ましいと考える。(質

問された方々の考えを理解して)（萩山町、70 代以上、男性） 
・ ごみは燃やさない 埋め立てない・・・98 プランに沿った減量の方針は進められたのか？ご

みはへったのか。相変わらずのようで、すべて理解できない。過去の経過や決定をふまえた

実践なのかも不明。秋水園ありきの計画でしょう。ゴミ処理問題は大きなことです。誰もが

考え納得がゆく計画、話し合いを・・・話合いの計画など周辺対策からもきこえます。（秋津

町、年齢不明、女性） 
・ 資料の説明は大変分かりやすかった。何故建設するのか基本的なところは全く分からなかっ

た。「98 プラン」が何故守られなかったか？(長々と説明されたが)全く理解できなかった。

まず建設ありきの議論になっているのはおかしい。（久米川町、70 代以上、男性） 
・ 秋津町 1 ヶ所に何十年も押し付けているのは不公平。100 トン炉を作るのが大前提で、減量

を求めていく、ことの提案はゼロ、お金がない、と決まり文句のように言っていることとま

ったく逆。今後 30～40 年にわたり、市民が負担していく金額がどの位になるのかなど肝心な

ことの説明が全くない。反対するのみです。（秋津町、60 代、女性） 
・ 焼却炉の老朽化という事にもっとしぼって話してもらった方がよかったと思う。マンション

が増えてゴミが増えるので焼却炉が必要なのはわかるが、発電など付属を付けたために焼却



 

87  

本来の基本が忘れられないだろうかと思った。秋津町の人が嫌だと言い続けているが何か福

祉の面で援助できないだろうか。（富士見町、70 代以上、女性） 
・ ①台風の災害後の東金市のごみ処理のニュースがテレビで流れていました。地震、台風など

広域にわたる災害のみならず、浸水や竜巻などある一定地域の災害でも多くのごみが一度に

出る可能性があり、その発生回数は近年多くなるばかりだと思います。是非、面積、容量とも

に余裕のある施設の建設を希望します。ひとたび災害がおこれば、ごみ量の増大のみならず

食中毒、破傷風などをはじめ感染症の危険も増します。滞りない処理の出来る施設をお願い

します。 
②停電対策自立型の施設の説明は良かった。新しい炉に期待します。このあたり、今回の千

葉の例とともにもっと説明会で伝えてほしいです。 
③7 回の説明会、お疲れ様でした。いずれにしろ 8000 人/k ㎡の人口密度 15 万人が住む町で

安全安定して、どう解決するかを考えれば、この基本方針をぶれることなく進めっていって

ほしいです。"（本町、50 代、女性） 
・ 今の状態では秋水園の住人には大変迷惑と思っていましたので改善されることは大変良いこ

とと思いました。素案をじっくり読ませていただきます。（住所不明、70 代以上、女性） 
・ 良い処理施設を早く作っていただけるよう応援しています。（久米川町、50 代、男性） 
 
○施設整備用地に関すること 

・ 整備用地は秋水園以外にないと思います。実施主体も市単独が適切と判断します。この素案

で進めていくべきと思います。ただ、様々の質問についてはていねいに答えて行ってくださ

い。大変と思いますが。（久米川町、70 代以上、男性） 
・ 同じ地域に 100 年迷惑施設を作るのは問題だと思う。当初から、建替えの時は場所を移すと

決めておけば事前に準備ができて住民から反発をうけることもなかったと思う。久米川第 13
住宅跡地に新たに建設するのが良いと思います。（恩多町、60 代、女性） 

・ 水害時の市の説明にまったく誠意が感じられない。秋水園ありきで来て、何も変えるつもり

がないようにおもう。（秋津町、70 代以上、女性） 
・ 秋水園と決めるに至った説明が不十分であった。別途計画は在ると思います。特に温暖化対

策も兼ねての地中下での処理化等、再々検討すべき案件は在ると思います。本日の説明会は

秋水園に決まっての説明会であり、経過説明を求めたいと思います。（住所不明、70 代以上、

男性） 
・ 秋水園近隣の方が、ご参加されていて、真実の声が聞こえました。萩山町は処理施設から離

れていますので身近に考える機会は無かったと思います。水没地帯にごみ処理施設を建設す

ることには絶対に反対です。もっと選択肢を広げて考えるべきで…地元秋津町の方の声を大

事にしていくべきでは?!!（萩山町、50 代、女性） 
・ 秋水園への建設反対です。周辺住民の理解が得られていないです。（秋津町、60 代、男性） 
・ 基本について大筋は分かったが理解には至らない。施設だけでは無理ではないだろうか。ゴ

ミ処理全体、ソフトとハードと合わせて方針を考えたら良い。なぜ秋津だけ反対するのか、

市の対応に不足があるのでは、…。秋津も理不尽な文句のような気もする。感情論的すぎる

所もある。（萩山町、60 代、男性） 
・ はじめに秋水園ありきでの話で全く納得いかない。なぜ、秋津の住人が 100 年以上苦しまな
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ければならないのか。秋津の住民全員に正直に詳しいデータ等しらしめるべきでしょう。秋

津を馬鹿にするのもいい加減にしてほしい。（秋津町、70 代以上、女性） 
・ そもそもごみ処理施設があること自体が知らなかった。秋津町で建替えすることの確からし

さが見えず本件については反対。（秋津町、50 代、男性） 
・ 他の場所もある中秋水園に決定した経緯に問題あり。周辺住民の意見を反映される決定の方

法が必要。自治会長(中自治会)は住民の代表の意味を理解していない。（秋津町、60 代、男

性） 
・ 秋水園に新設大反対です。（秋津町、70 代以上、女性） 
・ ゴミ処理はどこかが負うものですが、秋水園しかないという説明では秋津のひとは納得でき

ないと思います。秋津の人達への何か、特典とか税金軽減とかないですか？説明会は市の方

針を説明するだけでないと思います。ほかの説明会でどのような意見が出たのか報告がある

べきです。（諏訪町、60 代、男性） 
・ 秋津住民の立場に立った建て替えが必要なのではないか。（廻田町、60 代、男性） 
・ いつも答えになっていない。焼却炉は建設しないで下さい。全市民に自分の町に炉が建つと

したらどういうゴミ処理を考えるかを提案してください。わが身に降りかからないと真剣に

考える人はいない。減量は進まない。思い切った政策をとって下さい。（住所不明、70 代以

上、性別不明） 
・ お疲れ様でした。いろいろなご意見があって大変ですね。自分たちが秋津だから納得がいか

ないという、市全体のことを考えた建設的なご意見があまり出ず残念でした。まだ、このよ

うな機会が続くかと思いますが頑張ってくださいね。秋津に炉があると理解して家を購入し

ている方もいます。一部の方の意見です。（栄町、30 代、女性） 
・ やはり秋津町に建設するという事が一番むずかしいという話し合いにもありました。難しい

問題です！秋津町の負の問題が少しでもなくせるようお互いに考えていきたいです。ゴミも

少なくします。（恩多町、60 代、女性） 
・ 98 プランに沿って、98 プラン以降の”ゴミ”の検証をするべきです。”反対意見”は反対の

意見ではなく、市民が困っていること、苦しいころです。東村山市民として、「秋津・焼却炉

建設」をまず白紙にして、改めて話し合いを持つように要望します。今回も市民を行政で一

緒に胸をはれる、そんなゴミ対策を作っていきませんか。現在の状況はそれと違う方向に進

んでいるのではないでしょうか。（恩多町、年齢不明、女性） 
 

〇処理方式に関すること 
・ 生ごみは生活していれば出てくるし、悪臭も発生するので焼却施設は必要であると思う。リ

サイクルも必要であるが、高齢化社会になっていくので分別を簡単にし、燃やせるものは燃

やせるようにした方が良いと思う。（プラスチック等）（秋津町、30 代、男性） 
・ 燃やせるごみとして、プラごみも燃やせるごみに含めた炉の検討はしたのか。イニシャルコ

スト大になるのか教えてほしい。（説明資料に入れて！）（秋津町、70 代以上、男性） 
・ ごみを少なくする。プラスチックを減らす国策との連動・発電機能を是非持ってほしい。（青

葉町、70 代以上、男性） 
・ 処理能力 100t/日程度の炉があればストーカー炉は適していないと思う。メーカーへの発注あ

りきであるように思う。都内でもストーカー炉を採用している施設は 500～600t/日の処理が



 

89  

多いと思われるが？この程度の規模であれば流動床式が常識、もう少し機種の検討をしてみ

ては！2 炉なのか 1 炉なのか？2 炉であれば当然ストーカー式はあり得ない。（秋津町、60
代、男性） 

・ 秋水園が水害で使えなくなった場合にゴミ処理はどこでしてもらえるのか（秋津町、60 代、

女性） 
・ ごみ減量活動効果に見合った処理量設備の策定よく理解できました。（秋津町、70 代以上、

男性） 
・ 焼却が日本で熱エネルギーの利用法具体的でない。38 年でなぜだめになる炉を導入したのか、

なぜ熱強材料を使用しないのか。チップカレット化の計画はないのか、焼却炉の宣伝の説明

会、少しの熱で発電し、その後熱利用（富士見町、70 代、男性） 
 

○防災に関すること 
・ 市政にまかせ、このような説明を聞き具体的な話がわかり参加してよかったです。新しいゴ

ミ処理施設に期待します。災害時等の時の維持等市民に適切な対応をお願いしたいと思いま

す。家庭でもゴミ・生ゴミを減らすよう考えたいと思います。（美住町、70 代以上、女性） 
 
 ○環境に関すること 
・ 焼却炉の影響で起きる健康被害はあるのか。特定できる統計がない。（秋津長、70 代以上、

女性） 
・ Ｑダイオキシンとか他こまかい時の臭いまで入る粒子が空気中に排出されていないかに対し 

A 基準を満たしていないがいい加減「基準」そのものの根拠がない。「データ」は私達が安全

かどうか作成、策案するべき。（青葉町、70 代以上、女性） 
・ 秋津町がエコ教育の拠点となるようによい計画の策定をよろしくお願いします。（秋津町、

50 代、女性） 
・ 施設の新設に当り近隣住民の現状での問題点の有無を聞いて欲しい。私自身も以前も苦情を

当施設の窓口に持っていきましたが、全く聞いてもらえませんでした。現在私は秋水園横の

グランドに近いところに住んでいますが、西風の時に微粒子の飛散に困っています。（近隣

住民の苦情を聞いてください。）（秋津町、70 代以上、男性） 
・ よりクリーンな施設になるように願っています。（秋津町、年齢不明、女性） 
・ ①ゴミ収集車の排ガスの意見がありましたが、電動収集車に変えたらいいのでは電気(ＥＶ)収

集車(ゴミ発電で充電)の導入検討を。②秋水園周辺の大気汚染状況を調査して公開したらいか

がでしょう。③説明に新設備による環境対策(主に大気)を説明に入れた方が…（野口町、50 代、

男性） 
・ 健康被害の点から秋津町への建設は反対です。エントツからの PM2.5 等、明確な証明なく焼

却方法は✕です。建てるなら他地区へお願いします。98 プランの再考を‼最後まで反対しま

す。出来る限り努力した結果が今の状況です。今後のこと約束できません。（秋津町、60 代、

男性） 
  
 ○地元還元に関すること 
・ 近隣住民の声もっともと思います。何か還元できるものがあれば（萩山町、70 代以上、男性） 
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・ 施設内に足湯等、予熱による発電機能も思案されたい。（萩山町、70 代以上、男性） 
・ ぜんそくについて、地域秋津の住人に対する迷惑についての還元はどうするのか？（多摩湖

町、60 代、女性） 
・ 丁寧に説明をされていましたので、よくわかりました。秋津町の意見は難しいですね。地元

に還元できる物があればいいです(お風呂とか)（青葉町、70 代、女性） 
・ 役所側が市民を説得、納得させるだけの説明がされているのか？もう少し解りやすく願いた

い（美住町、70 代以上、女性） 
・ ゴミのことを考える良い機会であった。秋水園の近くの方にご迷惑をかけていることを理解

しました。ゴミになるものは買わない。ゴミは出さない事を考えねばなりません。（美住町、

70 代以上、女性） 
 

 〇今後の進め方 
・ 施設整備用地を秋津町秋水園用地内とするならば、市民へのていねいな説明をおこなうこと

で、理解に努めていただきたいと思います。（久米川町、50 代、女性） 
・ 先ず説明の開催を歓迎します。建設用地周辺の住民の方々に十分な配慮をお願いします。（萩

山町、60 代、男性） 
・ 建設周辺の住民への十分な説明と意見によく耳を傾けて頂きたく思います。（萩山町、60 代、

女性） 
・ 市役所職員の皆様ご苦労様です。ごみ処理施設を設置する地域の皆様のご希望を十分に取り

込めて方針を決めてください。（萩山町、60 代以上、男性） 
・ 市民全体の問題であり、ゴミ減量に更なる自覚、協力を期するべきで努力をお願いします。

（美住町、70 代以上、男性） 
・ 市民説明会は何度も実施して市民に理解させてください。（秋津町、７０代以上、男性） 
・ 若い方達の意見をもっと聞いてほしい。小学校、幼稚園、保育園にも出張して説明してほし

い。（秋津町、60 代、女性） 
・ 市民説明会はこれからも丁寧に実施してください。（秋津町、70 代以上、男性） 
・ あり方検討会について全面的に否定する意見が出たのには驚きました。地域の代表、公募市

民、専門家の皆さんともに何度も繰り返し練り上げた報告書であるのでとても残念です。い

ずれにしても炉が必要であるのは間違いないことですので、今後説明会にのみならず学者や

先生の皆さんによる勉強会講演会も開いてもらえればいいかと思います。また、武蔵野市や

三鷹市の施設見学なども行ってもらえればと思います。（本町、50 代、女性） 
・ 市民の質問への回答をひろく判るように、組み入れた点など、フィードバックが判るように

していただきたく思います。市民、周辺住民の皆さんと対話を続けてください。（富士見町、

60 代、男性） 
・ 秋津町の一部反対されている市民の方々との合意形成を図っていただきたいと思います。ご

み処理施設を迷惑施設にしないためにも、ごみ処理施設整備基本方針(素案)へのご理解に努め

てください。（久米川町、50 代、女性） 
・ 秋津周辺住民の方の意見・要望を十分聞いて、改善すべき点は実現してください。その結果

も報告して今後の説明会を開いて欲しい。（多摩湖町、60 代、男性） 
・ 市民の声がどう反映されているのか、説明ではなく配布資料で解るようにして下さい。（萩
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山町、70 代以上、男性） 
・ 本件は良く検討の上進めてください。（恩多町、70 代以上、男性） 
・ 燃やさないゴミ処理についての意見からくみ取るところがあるのでさらに検討を願いたい。

（富士見町、60 代、男性） 
・ すすめ方の説明はあったが、具体的な住民の意見を聞きたかった。まだ、時間があるので合

意のとれるように進めて欲しい。（住所不明、年齢不明、性別不明） 
・ 意見の聞き方などもう少し謙虚になった方がいいと感じました。市民の居住環境に大きな影

響のある施設なので市民の不安や疑問をきちんと受け止めて寄り添う姿勢がないと理解も納

得もできません。10 年後にとらわれずに、しっかりと時間をかけて合意形成できるまで意見

交換や議論をするべきだと思います。（恩多町、30 代、男性） 
・ 多くの質問があり、それに対する解答が必ずしも皆が納得したとは思えない面があるので説

明会はこれで終わりにするのではなくこれから説明会の回数を重ねて市民に理解してもらう

必要があると思います。（廻田町、70 代以上、男性） 
・ 質問に対して、必ず明確な回答が得られたと思えなかった。今後も市民と対話、意見のフィ

ードバックを行ってください。他のごみ処理(メタン発酵)も検討してほしい。（富士見町、60
代、男性） 

 

〇その他 

・ 特になし（秋津町、60 代、男性） 
・ みなさん大変な思いをしているんですね。私も恩多町ですが久留米のごみ問題があります。

（恩多町、70 代以上、女性） 
・ 生ゴミはもやさず片付ける様に（栄町、70 代以上、男性） 
・ 工事中の音、いろいろな設備の機械が稼働した時の音に気を付けてください。（秋津町、60

代、女性） 
・ もやせるごみと燃やせないゴミどちらにしてよいか迷うことがあります。（富士見町、60 代、

女性） 
・ 食品等のパッケージにシールが貼られていますがはがしやすいシールだけに限定できないか

リサイクルに協力したいですがはがれにくい。（恩多町、70 代以上、女性） 
・ 内容を知りたく参加したかったのですが体調不良のため参加できず申し訳ありません。（野

口町、40 代、女性） 
· 当局に’はじめに秋津町あり’で、分散させる場所とか工夫がない。誠意が感じられない。

人の命ほど尊いものはない。ぜんそくの率（高率）を’直接関係ない’はアベの"福島の子ど

もの被爆率は関係ない”と同じ逃げ口上。市長が秋津に住んでみることを提案する。自分の

身になってない。災害対策にもまじめでない。（住所不明、70 代以上、性別不明） 
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