
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東村山市のごみ処理に関する意見交換会 

報告書 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22年 3 月 

 

東村山市 



 

 

 

目 次 

Ⅰ 調査の概要 ······················································· 1 

１ 目的 ····························································· 1 

２ スケジュール ····················································· 1 

３ 委員 ····························································· 2 

 

Ⅱ 意見交換会主な意見················································ 3 

１ 啓発、情報について················································ 3 

 

２ 発生抑制・排出抑制について ········································ 6 

２－１ 考え方 ····················································· 6 

２－２ レジ袋 ····················································· 7 

２－３ 販売店での回収·············································· 8 

２－４ デポジット ················································· 9 

２－５ その他 ···················································· 10 

 

３ 生ごみの減量・資源化について ··································· 11 

３－１ 考え方 ··················································· 11 

３－２ 発生抑制 ·················································· 13 

３－３ 自家処理 ·················································· 14 

３－４ 生ごみ集団回収 ············································ 15 

３－５ 学校での生ごみ処理 ········································ 17 

３－６ 生ごみ処理の提案 ·········································· 18 

 

４ 分別について ···················································· 19 

４－１ 考え方 ··················································· 19 

４－２ その他 ··················································· 20 

 

５ ごみ処理について················································· 21 

５－１ 考え方 ···················································· 21 

５－２ ごみ焼却 ·················································· 23 

５－３ 焼却施設の延命化 ·········································· 24 

５－４ 将来のごみ処理施設 ········································ 25 

５－５ その他 ···················································· 25 

 

 資料：東村山市のごみ処理に関する意見交換会設置要領 ·························· 26



 

1 

 

Ⅰ 調査の概要 

 

１ 目的 

東村山市においては、平成 22年度に一般廃棄物処理基本計画（以下「処理基本計画」と

いう）の策定を予定している。今後のごみ処理のあり方の検討は、東村山市廃棄物減量等

推進審議会（以下「審議会」という）によって行われるが、ごみ処理に関する市民の意見

を掌握した上で検討することが重要となる。そこで、審議会での検討の基礎資料とするた

めに、「ごみ処理に関する意見交換会」を開催した。 

 

２ スケジュール 

 意見交換会のスケジュールとテーマは下記のとおりである。 

 

 

 

開 催 日 

 

検討テーマ 

 

第１回 

 

 

１月１８日（月） 

午後２時～午後４時 

会議の進め方について 

東村山市のごみ処理について 

（各委員の自由意見） 

 

第２回 

 

 

１月２８日（木） 

午後２時～午後４時 
発生抑制、排出抑制について 

・販売店回収、リサイクルショップ、生ごみリ

サイクル等 
 

第３回 

 

 

２月 ５日（金） 

午前 10時～正午 

 

第４回 

 

 

２月１７日（水） 

午後２時～午後４時 
ごみ処理、資源化の方法について 

・分別区分、収集頻度、集団資源回収、有料化、

事業系のごみ処理等 
 

第５回 

 

 

３月 ５日（金） 

午後３時～午後５時 

 

第６回 

 

 

３月１９日（金） 

午後２時～午後５時 

ごみ処理施設の更新について 

・施設の更新、分散化等について 

 

会場：美住リサイクルショップ 
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３ 委員 

 意見交換会委員は、一般市民より公募した市民委員と資源循環部職員の委員からなる。 

  

市
民
委
員 

氏  名 住 所 

鈴  木  吾  幸 秋 津 町 

佐  伯    昭 廻 田 町 

瀧  本  光  成 恩 多 町 

森 薗  孝 志 恩 多 町 

名  畑  五  郎 恩 多 町 

小  幡  博  美 萩 山 町 

後  藤    進 諏 訪 町 

秋  場   弘  康 萩 山 町 

浅  原  博  子 青 葉 町 

篠  原    勇 萩 山 町 

 

 

 

 

 

資
源
循
環
部    

 

西  川  文  政 資 源 循 環 部 長 

新  井  至  郎 資源循環部次長 

当  麻  茂 ごみ減量推進課長 

田  中  建 施 設 課 長 



 

3 

 

Ⅱ 意見交換会主な意見 

 

１ 啓発、情報について 

 

●ごみ問題に対する市民の自覚、民意 

○容器・包装プラスチックに関して、まだまだ分かっていない人がたくさんいる。 

○私たち市民がリサイクルよりも、ごみを減量しないとどうしようもないと思う。 

○市民は市の方針その他に対して理解も不足だし、行動もしていない。 

○ごみ収集日に決められた方法で家の前に出せば、ごみ問題はおしまいだと思っている。 

○ごみを出すときの分別も不十分だ。 

○市民一人一人がどれだけごみの問題について考えるかということに尽きる。 

○周りを見ますと、40 リットルにすかすかで入れているとか、新聞がポンと置かれている

とか、あまりにも無関心である。 

○秋津町で焼却していることを知らない市民は 3分の 1ぐらいいるのではないか。 

○民度を上げていかないと、レジ袋を削減しようとすると他の問題が起きる。どうしても

易しいルーズな方へ、あるいはお金のかからない方へいってしまう。 

○オーストラリアのキャンベラでは、民意が高く、マイバッグの使用が進んでおり、また、

国立大学の中はほとんどごみが落ちていない。 

○意識改革と生活様式の変化を市民にお願いすることが一番難しい。 

○一人一人の市民がどうしたら減らせるか、どうしたら燃やす量を減らしていけるかとい

うことを考えていく。 

○自分のライフスタイルを変えないとごみは減らない。だから、自分でできることを少し、

犠牲を払ってやってほしい。 

 

●啓発の対象 

○問題になっているのは、通りがかりの人が袋ごとポンと入れていく。そういう人たちも

ひっくるめて教育して、一緒にごみの出し方をやっていかなければいけない。 

○小学校 1～2年のころから出し方等について、公の道徳まで含めてやっていかないといけ

ない。 

○生ごみの減量や自家処理で CO2とコストがどの程度減るかをきちんと書いた単身者向け、

集合住宅、戸建ての 3種類のパンフレットを作成する。 

○学校のＰＴＡのお母さん方や、ちょうど子育て世代のお母さん方に意識をもってもらう。 

 

 

 



 

4 

 

●啓発の内容 

○ごみの減量結果や資源化による売上金などを、市民にきちっと伝えていただきたい。 

○小平市のように、「資源化を進める」ことを全面的に出して市民に伝えてほしい。 

○例えば 1年間で 1パーセント減らそうというようなキャッチフレーズにして、キャンペ

ーンをやっていけたらいい。 

○「アメニティ」とカタカナではさっぱり分からない。市民に分かるようにしてほしい。 

○何パーセント減りましたとか、ごみが減ったために、予算もこれだけ減ったとかの数字

を発表してほしい。 

○「減量何パーセント」といように、目標を作って市民に徹底させるべきだ。 

○単身者には水分を中心に、戸建にはコンポストでの生ごみ減量、集合住宅の方には生ご

み処理機利用について広報していく。 

○「ごみ見聞録」にあるような、どこどこの○○さんが何かをやっているという身近に感

じるための情報を出していってほしい。 

 

●啓発の方法等 

○市民の取り組み結果のデータは行政しか持っていない。それらの結果を公表してほしい 

○ごみデータをＨＰに載せてほしい。 

○広報をわかりやすく。 

○いろいろな啓発をやっても、何％ごみが減ったとか、何人の方の意識が変わったという

答えが出せないが、啓発は続けていく以外ない。 

○市民 600人位を集めて、起爆剤としてごみ減量のキャンペーンをやる。 

○まちおこしではなく、ごみおこしのようなことを住民の中でやっていく。 

○「ごみ見聞録」の「ごみ」を「資源見聞録」としてほしい。 

○「ごみ見聞録」と「夢ハウスだより」をどれだけ市民が世帯で読んでいるのか調査し、

どうやって読ませるかということを考えてほしい。 

○ごみの減量に行政は手を出していないという印象をもっているとすれば、それはわれわ

れが説明不足である。 

○清掃事業概要等毎年発行し、目標の進捗

状況を市民に公表してほしい。 

 ○事業概要については今後作成を検討し

ていく。 
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○水切りについてカレンダーにきちんと

書いて、減らしていくということをして

いかなければいけない。 

○カレンダーはごみ出しの時に見るので、

そこに書くべきだ。 

 

 

 

○配付物はそれぞれの目的がある。水きり

については「分け方・出し方」の中につ

いては出している。 

○市が発信できる情報源は市報、インター

ネット、「ごみ見聞録」、「分け方・出し

方」である。その他、個々の出前講座等

の中でアナウンスはしている。カレンダ

ーに出ていないからやっていないのだ、

少ないのだと言われても困る。 

 

●出前講座について 

◆計画的な出前講座、充実 

○スケジュールを立ててやってほしい。 

○1カ月なり 1週間前にこういうものをや

るというような掲示をしてほしい。 

○どういう効果があったのか、次にどうい

う形でやるかというようなことを考え

てほしい。 

○自治会等に働きかけて積極的に実施し

てほしい。 

○商工会や自治会に出前講座を持ってい

ってはどうか。 

 

 

 

◆出前講座に参加しない人が問題 

○出前講座に来ない人をどうするかが問   

題だ。 

 

●その他 

○環境イベントの時の心得として、ごみになるものは配らないでほしい。 

○市民への対応をきちんとしてほしい。 

○ごみ減量推進委員をもっと活用してもらえないだろうか。モニターを募って、結果の情

報を載せていくことも大事だ。 
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２ 発生抑制・排出抑制について 

 

２－１ 考え方 

 

●事業者と消費者の責任 

○500ミリリットルのペットボトルを販売するにあたって、販売の是非について議論があ

ったが、結果的に販売されるようになった。業者と消費者の両方に責任があり、両方が

努力しないと物はなくならないと思う。 

◆個人の意識と実践 

○どこへ行ってもマイボトルを必ず持っ

ていく。 

○できるだけものを買わないように徹す

る。 

○必要な時はバラ売りで買って、詰め替え

て使う。 

○プラスチックに入ったものを買わない

でほしい。 

○農家の直販で、袋に詰めないものを買っ

てくる。 

○スーパーでは商品がプラスチック容器

に入っているので、スーパーの買い物を

極力減らし、個人店に行く。 

 

 

 

 

 

◆事業者の役割が大切 

○スーパーで買いものをするとプラスチ

ックの箱がたくさん出た。どうしてこ

んなに出るか、３Ｒについて少し徹底

的に話していきたい。 

○プラスチックの容器は、どこで買って

きてもたくさん出る。生産者側に対し

て包装を何とかしてほしいという働き

かけを行政から行ってほしい。 

○過剰包装を望んでいない民意もたくさ

んある。ばら売りの状態も少しずつな

されている。環境問題、ごみ問題のた

めに包装していないというコーナー等

を生産者側に求めたい。 

 

●排出者責任の明確化 

○びん、缶等の資源物も戸別収集をして排出者責任を明確にすると、減量化の意識は多少

働いていく。 

 

●ごみの減量 

○ごみ減量は、焼却施設のスタートした当

時の 1 日 100 トンから現在は 1 日 80 ト

ンと、2割なり 3割のごみが減量してい

る。 

 ○ごみが減っているのは、努力もある

だろうが、社会情勢、不景気が相当

大きい。 

○どこの自治体もほとんど全国的に減

っている。 
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２－２ レジ袋 

 

●販売店への調整等 

◆行政による調整 

○スーパーではマイバッグを持っていく

とマイナス２円ではなくて、持ってこ

ない人にプラス２円というのはできな

いのだろうか。 

○東村山市内の事業所はばらばらでやっ

ている。行政が調整することはできな

いだろうか。 

○行政として量販店にお願いにいけば、

量販店はレジ袋の削減など協力して

くれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆大手スーパーは方針が決まっている 

○大手スーパーは、大体方針が決まって

しまっている場合が多く、そのため会

社により方法が異なっている。 

○都道府県単位で協定を結んでいる例が

ある。しかし内容はいくつかの方法の

中から選択するというものだ。 

 

●小さな小売店での取り組みが課題 

○商工会経由でレジ袋削減の取り組みを依頼しているが、個人店の場合は、どうしてもサ

ービスが優先されて、参加するのに二の足を踏んでいるケースが多い。 

○コンビニは東村山市内に三十数店舗あるが、マイバッグの持参やレジ袋の有料化が難し

い。 

 

●その他 

○マイバッグを使うときは、店の中では広げない。最後、レジを通してから開けるとかの

ルールをつくることが必要。 
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２－３ 販売店での回収 

 

●店頭回収の拡大 

○白色トレーとペットボトルと牛乳パッ

クの店頭回収を拡大してほしい。 

○缶やびん等の品目も回収してほしい 

 ○店頭回収の品目の拡大は、個人店にま

で広げるのは、分別等の問題もあり非

常に難しいと思う。 

◆容器包装は販売店で回収すべき 

○容器包装は、買った所へ持っていけば

いい。 

○特定の資源物は、市では収集せずに、

販売店で回収するということをやって

みたらどうか。 

○メーカーと流通業者が、納品の帰りの

自動車で持って帰ればいい 

○店頭回収をするとスーパーやコンビニ

にしても、お客が来てくれるならいい

のではないか。 

○容器や包装にメーカーの名前が入って

おり、その先はスーパーなりに任せて

おけばいい。 

○店頭回収すれば、秋水園に来る量は少

なくなる。 

○店頭で回収すれば税金を使わなくて済 

む 

○店頭で完ぺきに回収するにはデポジッ

ト制を導入すればよい。 

○１缶入れると１円返してもらえる機械

を導入する等、金銭を伴ったような形

で回収するという方法もある。 

 ◆販売店での回収には限界 

○缶を回収しているお店が少ないのは臭

いの問題があるからではないか。 

○個人の店の場合は、処理システムがな

く、行政に処理してもらうという話に

ならざるを得ない。それぞれの店の処

理システムが出来上がっているかが大

きなポイントになる。 

○家ででた弁当のごみをコンビニまで万

人が持っていくということは期待でき

ない。全てを店に返せばいいというこ

とでは、仕組みとして回らなくなって

しまうのではないか。 

○市が収集をやめて、店頭でのみ収集を

やってみたらどうかというのは、絶対

に不可能だ。 
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２－４ デポジット 

 

●導入について 

◆デポジットの導入 

○1回しか使えない缶や瓶、ペットボトル

はエネルギーや資源の無駄遣いをして

いる。繰り返して使うようにすれば、

税金でごみ処理をすることがなくな

り、ごみの減量が画期的に進む。 

○デポジットの金額は、例えばビール瓶

だったら、5円ではなく 10円か 20円に

すればいい。 

○秋水園に持っていくごみを少なくする

ためには、デポジットも一つの考え方

である。 

○一般廃棄物の上位計画である環境基本

計画にもデポジットをやりなさいとあ

るので、きちんとやってほしい。 

 

 ◆デポジットの導入は難しい 

○牛乳やビールを買うのにスーパーやコ

ンビニを利用するように、消費形態が

変化するなかで、リターナブルの容器

を利用する人は少なくなっている。何

をターゲットにしてデポジットを議論

するか、それをまず整理することが必

要である。 

○再利用するという話は、果たして日本

人の今の生活様式、あるいは好みに合

うのだろうか。 

○再利用するには相当丈夫なもので作ら

ないといけない。そうすると輸送コス

トがものすごくかかる。そのあたりの

兼ね合いがどうなのか。 

○デンマークの仕組みは、デポジットの

容器が中身の 5 割ぐらいの金額のよう

だ。また、容器を受け取る機械を設置

して、そこに入れるとレシートが出て、

そのレシートを持ってお店に行くとい

うやり方だ。そこまでの構えでやれる

のか。 

 

 

●実施の範囲 

○デポジットを一自治体だけでやってい

くのは恐らく不可能だ。 

○デポジットは国レベルでやっていかな

ければいけないことだ。 

 ○デポジットは東村山だけでなく周辺市

と一緒にやるべきだ。 
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２－５ その他 

 

●自動販売機について 

○自動販売機を減らしたい。 

○自動販売機にも回収容器をきちんと設

置させるべきだ。 

 ○自動販売機についての設置に関する条

例がないので、販売店での判断になっ

てしまう。 

   

●ペットボトルのキャップ 

○中学生がペットボトルのふた集めてい

るが、結局ペットボトルがどんどん増

えることにつながる。 

ペットボトルの処理費というのは赤

字になっているというようなことを教

育委員会に伝えるべきではないか。 

 ○ペットボトルキャップの回収はボラン

ティアの活動で実施すべきものだ。 

 

●粗大ごみ・不用品交換について 

○美住リサイクルショップで不用品の交

換、譲渡はかなり効果的だ。さらにホ

ームページ等を活用したものにするこ

とや墨田区でのカードを使った方法の

導入などもある。 

 ○壊れた粗大ごみは買ったところに持っ

ていって、再生するか、どう処分する

かはメーカーが考えてもらえばいい。 

 

 

●集団資源回収について 

○集団資源回収の報奨金が安すぎる。キロ 10円ぐらいにすべきだ。 
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３ 生ごみの減量・資源化について 

 

３－１ 考え方 

 

●生ごみ対策の位置づけ 

○焼却全体に占める生ごみの割合は40％～50％近くあり、生ごみ対策は焼却ごみ減量につ

ながる。 

○生ごみを克服することが、ごみ問題の解決に非常に大きな力になる。 

○生ごみ処理は、地球環境や財源的に見てもプラスになるかどうかで選択すべきだ。 

○生ごみの資源化を進めれば、燃やすことによって起こる有害物質の排出や健康被害等の

リスクが減少するのでそれをコストとして評価すべきだ。 

○生ごみは穴を掘って埋めておけば、全部バクテリアが処理してくれるから、一銭のお金

もかからずに処理できるという利点がある。 

○生ごみは市内の農園で利用し、そこからできた野菜を生ごみを出した方に買ってもらう

という循環を考える。 

○生ごみの堆肥は、有機物が土壌を肥沃にし、農作物の品質向上ももたらし、さらに、土

砂流動や洪水害を軽減するという価値もある。 

○生ごみ集団回収を推進すると言いな

がら、「秋水園ごみ予測」では、平成

20年度の量から増やしていない。やる

気がないのではないか。 

○生ごみ対策を抜本的に見直すとして

いるが、生ごみの施策をどんどんやめ

て、ごみを燃やすことにしているので

はないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○98プランでは、焼却施設の規模を小さ

くするために、生ごみの資源化をするこ

ととした。 

○生ごみの集団回収については、費用が非

常にかかること、千葉まで運ばなければ

いけないということ、CO2が多く発生す

るという問題がある。 

○地球環境問題への対応という課題があ

る中で、生ごみ対策を議論し直さなけ

ればならない。 

○自分のところで出た生ごみについては

自分のところで処理をし、自分のところ

で使い切ることが、CO2と費用の観点か

ら一番効率がいい方法ではないか。 

○生ごみについて、堆肥化だけを資源化

というようなニュアンスに聞こえる。 

 

 

○生ごみの堆肥化は資源化とイコールで

はない。 

○生ごみ堆肥化は法のルールでいけば処

理だ。 
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●対象とする生ごみの量 

◆全生体に広げるのは難しい 

○現在、生ごみを全市で収集するために

は、年間 8億円から 9億円ぐらいのコス

トが掛かると同時に、CO2排出量は増え

てしまう。 

○集団生ごみ処理は、既にキロ 25 円（値

上げの調整でも 30～35 円／キロ）かか

っている。仮に全世帯に拡大できたとす

ると年間約 9 億円かかる。 

○全世帯に拡大するような場合は、その9

億円をかけることによって何を得るか

というのは、しっかり議論して決める

ことが必要である。 

○生ごみのすべてを対象とするのか、全体

の1割、2割を対象とするのかによって

異なる。すべてを処理するには、費用

が大きくなり実施は難しい。 

 ◆取り組み施設が大事 

○第 4次総合計画のワークショップで、

生ごみの堆肥化設備を設置すること

を目玉の取り組みであると書かれて

おり、進めるべきだ。 

○可燃ごみの半分が生ごみであり、集

団回収以外はほとんど燃やされてい

る。生ごみが本当にできないのかど

うかということを検証する必要があ

る。 

○生ごみすべてを対象にするのは無理

なことは当たり前だ。たとえ、全体

の 1％、2％でも前へ進む、一歩でも

できることからやる気持ちが大切

だ。 

 

●これまでの対策について 

○生ごみ対策については平成8年から行っ

ているが、総括をきちんとせずに、な

し崩し的に方向転換している。 

○生ごみ対策推進調査（平成14年度）で

整理されたコスト等の課題にどう対処

したのかをまとめた上で、初めて次の

ステップが踏める。 

○当初の計画を変更し、生ごみを焼却しよ

うとしていると感じられる。 

 

 ○大型生ごみ処理機は、維持管理の手間

や費用が大きく、市内全域に広げてい

くことが難しいため、生ごみの集団回

収に切り替えた。 

○生ごみの事業は中止ではなく、集団回

収というシンボリックな事業になっ

た。 

○機械を設置することをやめて集団回

収に切り替えること自体は、いずれも

生ごみ堆肥化を目標にしており、全然

問題があるとは考えていない。 
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●堆肥の品質 

○一般の家庭から出た生ごみには抗生剤

等が入っている可能性があり、その堆肥

が今度は抗生剤で汚染される。 

○農家は一般の家庭から出た生ごみたい

肥は使いにくいといっている。 

○たまたま一人でも異物を入れると問題

となる。 

○チロリン村の生ごみ堆肥は塩分が多い

とか、不純物が入っているので使えない

とのことだった。 

 ○生ごみに抗生物質や重金属が入るこ

とはない。 

 

●堆肥の利用法 

◆利用先の確保が課題 

○生ごみ処理をしている民間施設では、出

来上がった堆肥は、ほとんどが周辺に無

料で配っている。 

○生ごみ堆肥は、堆肥としての商品価値が

出ていない。 

○うまくいっているところは、周辺に田ん

ぼ等がたくさんあるところで、市街地に

おいて成功した例は知らない。 

○事業系の生ごみ堆肥化事業が成り立っ

ているのは、排出者から処理費をもらっ

ているからだ。 

 

 ◆利用先は何とかなる 

○東村山で出た生ごみを全部東村山の

市内で堆肥にして消費するほど農地

がないが、堆肥会社に渡せばよい。 

○できた堆肥は地方へ持っていけばよ

い。 

○民間の事業者に、東村山市の生ごみ

を持っていって混ぜてもらえば、い

いのではないか。 

○堆肥は産地で作って、産地で消費し

ろといわれている。 

○冬場の堆肥を利用しないときは燃料

として使える。 

 

 

３－２ 発生抑制 

 

●食べ残しをしない 

○諏訪市では食べ残しをなくすため、飲食店や宿泊施設等の取り組みを実施して、事業

所当たりで 1割減ったという。こういうことを行ってはどうか。 
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３－３ 自家処理 

 

●生ごみの自家処理 

○ごみの中で自家処理できるのは生ごみしかない。 

○生ごみの減量は、各家庭で堆肥化処理をしていくことが一番大事なことだ。 

○堆肥センターはものすごいにおいがするので、発生源のところで、確実に埋めて地球に

返すというのがいいのではないか。 

○自分が出した生ごみは、電動生ごみ処理機のような CO2を出すものを使わずに、自分の

家庭で処理して、完結するものがよい。そういうものに補助するのが一番いい。 

○庭がある場合は、庭に穴を掘って埋める。またコンポストと米ぬかで生ごみは処理でき

る。 

 

●市民農園と生ごみ処理 

○市民農園を借りている方には、なるべく生ごみを畑に入れるようにしてはどうか。 

○東村山の緑を守るという大前提の下に、農家の畑を市の方で仲介して借りて、そこに各

戸の生ごみ堆肥を使い、できたものは自分で食べる、花は自分でいけるとか、自分のご

みで自分が潤うようにした方が一番いい。 

○市民農園を借りてやっている人は、自分で堆肥を作って、それを自分の畑に入れてやっ

ている。 

○もう少し農地が広ければ、仲間で集めたものを持ってきて入れてやれる。 

○土地がないとできないので、市と農家と一緒になってやらないといけない。 
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３－４ 生ごみ集団回収 

 

●推進について 

◆推進に疑問 

○現在の規模でやるのは環境への負荷が

大きいのではないか。 

○230世帯ぐらいの生ごみを千葉の方まで

毎週運んでいるが、CO2の排出を考える

と、燃やせるごみに普通に出した方がい

いのではないかとか、疑問に思う。 

○集団回収では、250世帯分を千葉まで運

んでいる。１世帯から出るのが 2kgくら

いの量なので、すごく高いものにつくの

ではないか。 

○生ごみの集団回収が増えると費用が増

えるということなので、市は本当に増や

そうとしているのかと疑問だ。 

 

 

 

◆推進する 

○生ごみの集団回収は、ごみ量の減少、

収集車の減少になり効果的な取り組み

だ。 

○生ごみ集団資源回収は、シンボリック

な事業である。 

○これまでの電動生ごみ処理機、大型の

生ごみ処理機の自治会への設置とやっ

てきたが、これを踏まえて実施してい

る。 

○今回の集団回収事業のモデルとしたの

は埼玉県の狭山市の方法である。 

○チラシを全自治会に出したが、10世帯

前後ぐらいしか増えていない。こうい

う状況がこの 2 年間くらい続いてい

る。 

 

●方法の改善 

○集団回収で 5世帯で一班というのを少

なくするとか、やり方を工夫する必要

がある。 

○狭山市では 1軒でも集めているので、

東村山市もそうすればよい。 

○出す時間が決まっていて生活様式に

合わない。 

 ○週 1回の回収で、1カ所にある程度まと

まっていないと、収集が非効率になって

しまう。そのため、5 世帯が集まって 1

カ所としている。 

○生ごみを燃やすと、ダイオキシンが出

るなどの対策費用が必要となるが、焼

却しなければ費用が削減される。その

ことに、何らかの経済的なインセンテ

ィブを与えてはどうか。 

○有料化の分の袋代が得をするという

ことだけではなく、もっと得するとい

う感じにすべきだ。 

  ○東村山は可燃ごみも有料だが、生ごみ

集団回収は無料で集めているので、それ

がインセンティブという形になる。 
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○集団回収用のバケツは秋水園の玄関に飾って置くぐらいはすべきだ。 

○集団回収用のバケツを購入する手続きが面倒だ。簡単にできないか。 

○ごみを減らすということのメリットをＰＲしていかないと普及していかないと思う。 

○民間からもボランティアを募り、プロジェクトチームをつくって進めたらよい。 

○1割の 6000軒ぐらいを目標にして、さらに増やしていくということを目指すべきだ。 

○生ごみの 70％ぐらいは水分なので、生ごみ回収の水切りバケツにして水分を減らしてい

けば、処理は安くなる。 

○リサイクルセンターの中に生ごみの堆肥

化施設の建設すればよいのではないか。 

 

 ○計画では、瓶、缶とペットボトル、燃

やせないごみ、粗大ごみの処理を予定。 

○市が生ごみの処理施設を造ると収集、

設備、運転の費用がかかり、さらに各

工程から CO2が排出される。 

 

●生ごみの処理先 

◆やむを得ず市外でやる 

○市外で処理をしてもらっているのは、少

量だからだ。量が増えてきたときにはど

うなるかは分からない。 

○始めた当初は恩多町の業者で乾燥処理さ

せていたが、採算が合わないということ

で撤収した。民間ベースでは採算が合わ

ない。 

 ◆市内で処理すべき 

○家庭から出る生ごみは、地域内で処理

していく。よその土地へ持っていって

処分していくという考え方は、都市に

住む私たちのエゴだ。 

○千葉まで持っていかずに、自由の森学

園で使っている処理機を市内に設置

すればよい。 
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３－５ 学校での生ごみ処理 

 

●大型の処理機での実施 

○自由の森学園では 14年前位から 800人

分の生ごみを機械を使い処理してい

る。市内の学校とかで導入してはどう

か。 

○生ごみ堆肥化を行っていた秋津小学校

の先生は、学校としては、非常にいい

教材なので教育上使いたいと言ってい

た。 

○生ごみを燃やすというのはやめてほし

い。取りあえずは学校とかだけでも、

生ごみ処理機を導入したらいいのでは

ないか。 

○処理機が壊れたのならなぜそれを修理

しないのか、責任を持って行わなかっ

たのか。 

 ○学校の生ごみ堆肥化の機械は、昨年度

まで２校で動かしていた。ほとんどの

学校は常緑樹が多くなり、堆肥を使わ

なくなり、機械の老朽化したこともあ

り昨年機械を動かすのをやめた。 

 

 

●処理機を使わないで堆肥化 

○処理機を使わずに畑に直接埋める方法でもよい。 

○学校菜園やごみの回収と分別などを循環社会の一環として教育していってほしい。 

○小学校から出る生ごみを集めておいて、それを堆肥化し、それを学校の菜園などにまい

て、花や野菜を育てればいいのではないか。 
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３－６ 生ごみ処理の提案 

 

●大型の生ごみ処理機での提案 

○1 回、50k を 8 時間で処理するタイプの

処理機のテストの結果は、キロ 35円で、

7年間が機械の償却年だ。これを使って

堆肥化する。 

 

 ○収集費用と、出来上がった堆肥の処分

経費を加えて、トータルとして幾らか。

処理費用が 35円だから、すべての市内

を 35 円でできるということにはなら

ない。 

 

●３方式の提案について 

○１つ目は生ごみを専用バケツで戸別回

収する方法。２つ目は、マンションや希

望する家庭には「家庭用電動生ごみ処理

機」を配布し、自家処理をする方法。３

つ目は、生ごみを収集しながら、一次発

酵させる処理機搭載の車両の導入であ

る。実験車ではあったが、若干の手直し

を行えば、能力的にも機能的にも実用に

供することが可能だ。 

以上 3つからいいものを選択する。 

○生ごみが回収できれば、可燃ごみの収集

は週 1回等で済むので、生ごみ回収のコ

ストをカバーできる。 

○生ごみだけを各戸が出して、市が持って

いってくれるようにしない限り回収で

きない。 

○家庭用生ごみ処理機にするならば、絶対

可燃物としては出さない。という強い意

志が必要だ。 

○乾燥処理物を市で引き取ってもいい。 

○小さいけれどもたくさんのところで同

時多発的に行っていくことが大事だ。 

 ○１つ目は大まかに、年間約 8億円程度

の収集費用がかかる。２つ目は、電気

代は各家庭持ちとすると、1台当たり

の機械を平均 6万円ぐらいと見込ん

で、今 6万 5000世帯ぐらい。３つ目は

生ごみの専用回収車についてはデータ

をもらわないと試算できない。 

○マンションなどでは家庭用生ごみ処

理機がいいとは思うが、乾燥させるの

に電気代がかかり、CO2が発生する。 

○たくさんのプランニングを作って、ど

れとどれを組み合わせたら一番いいも

のになるのかを考える必要がある。 

○出来上がった堆肥が、多量になってき

たら、その堆肥をどうするのかという

ことも考えていかなければいけない。 

○トータルでいろいろなアイデア、いろ

いろなメニューを作って、その入り口

から出口までのところを語っていかな

いといけない。 

 

●その他 

○メタン発酵も、東村山の中で検討していただきたい。 

○生ごみは、集めて堆肥化する場合は、堆肥の配り方やコストを十分検討してもらいた

い。 
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４ 分別について 

 

４－１ 考え方 

 

●資源等の分別のあり方 

○これまでの分別は、市民の力によって細かく分けて資源化するという考え方であった。 

○これからの分別は、単なる 3R 推進ではなく、CO2 削減や高齢化社会への対応等につい

ても考える必要がある。 

○分別を細かくするのか、水を含んでいるものと含んでないもの位にしていくのか。これ

からの基本的なスタンスとして、どちらに主軸を置いて進めるのかを検討することが

必要だ。 

◆分別は細かく行うべ

き 

○秋津町に負担をかけ

ないためにも、家庭で

分別すべきだ。 

○今の集め方は生き瓶

が割れてしまうので、

きちんと分別すべき

だ。 

○アルミは高く売れる

ので別個に収集して

はどうか。 

 

 ◆分別には限界があ

る 

○分別を多くすると

コストがかかる。誰

が負担するのかと

いうことも当然議

論しなくてはいけ

ない。 

○細分別化すること

によって CO2 発生

する。 

○抑制システムがな

い中で、分別しない

とごみが増えると

いうことになるの

ではないか。 

○今後、高齢化するの

で、頭の体操として

現状位の分類はよ

いのではないか。 

 ◆分別はやめるべきだ 

○素材が複合素材化し、細かい

分類をしてやっても追いつ

かない。 

○各家庭に細かな分類をして

もらうには限界にきている。 

○サンフランシスコ市やシリ

コンバレーの市などは、いっ

たん収集だけして持ってき

て専門的に分けている。 

○キャンベラも水分を含んで

いるものと、含んでいないも

のを分けることが最大のリ

サイクルだということに行

き当たった。 

○アメリカでは州によっては

不法投棄の量がちゃんと計

測されているが、分別をすれ

ばするほど不法投棄が増え

てくるという結果が出てき

ている。 

○容器包装関係のものをリ

サイクルしても、大したお金

にはならない。 
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４－２ その他 

 

●分別の広報・有害物の出し方 

○有害物の出し方が間違っていた。きち

んと指導すべきだ。 

○今までのやり方と違うやり方で、各家へ

のパンフレット等の配布、出前講座等

の実施により指導する。 

○ポスター等ではなく、常設のものを置け

ないだろうか。 

○町内会で当番制を決めて朝、直接分別の

指導をすればよい。 

 ○コンテナボックスについては啓発の看

板を出し、「分け方・出し方」の中にも

危険物についてはコンテナの横に透

明・半透明の袋に入るように表示して

ある。また「ごみ見聞録」の中でも機

会があれば出し方についての PRをして

いる。 

 

●プラスチックの分別 

○汚れているものや歯磨き粉の中身が入っているものがあったが、去年のカレンダーの

表紙への掲載、「ごみ見聞録」等への掲載により分別がよくなってきている。 

 

●金属の分別 

○鉄や銅は、不燃ごみに入れないで、別に

集めた方がいい。 

 ○集める費用が別に要るので、施設に入

れてから分けた方が合理的である。 

○実際は民間処理施設に渡し、まず手選

別で金属を引き抜き、その後、破砕を

して、磁選機で鉄などを分けている。 

 

●単身者マンションのごみの分別 

○単身者マンションの管理人は、中に何が入っているかわからないから、袋を切って、も

う 1回仕分けをしている。 
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５ ごみ処理について 

 

５－１ 考え方 

 

●市の役割 

○日々出てくるごみを確実に処理することと、ごみ減量の両方を進めていかなければな

らない。 

 

 

●燃やさない、埋め立てないごみ処理 

○燃やさない、埋め立てしないという基本理念がいいと思う。 

○もともと資源であったり、製品であったりする。役割が終わったものを今度は別の次

元に返るという発想を追求していかなければならない。そのためには、燃やす前に資

源化をしなければならない。すべての発想はそこへ持っていく必要がある。 

○98 年から 12 年たって、循環型都市を目指すと言ってきた。もし焼却炉を建てるので

あれば約束違反だ。 

○燃やさない、埋め立てないというのは 12年間、市民が思い続けてきた理念あり、かつ

その間に地球環境問題もあって、ますます重要視される存在だ。 

○これは今の市民だけではなくて次の世代のため、あるいは日本のため、地球のためと

いうところまで思いをはせるべきだ。 

○もしこの理念を変えるのならば、市議会の解散や市長選挙のやり直しをするという問

題だ。 

 

●雇用の場としてのごみ処理 

○ごみ関係は、リサイクルする工程など、地場の雇用の場、特に高齢者や障害者の雇用

の場として期待されている。 

 

●ごみ処理経費や財政 

○ごみ処理にはできるだけお金をかけずに、人手を活用した処理方法を考えていくべき

ではないか。 

○資源化しても費用が多くかかり赤字だということを計画書の中に書いておかなければ

ならない。 

○今の 650億円に及ぶ借金をこれ以上増やさない方法で取り組むべきだ。 
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●分散化 

○厨芥類は秋水園に持っていかないような形で分別し、どうしても燃やさなければいけな

いごみだけを秋水園に持っていくようにすべきだ。 

 

●その他 

○ごみの減量化、資源化、埋め立て地が不足への対応があるが、それに加えて温暖化対策、

財政難、資源問題、雇用問題がある。 

○ごみ問題は市民の信頼を取り戻すために果たす役割は非常に大きいので前向きの案を

考えるべきだ。 

○処理施設について議論する場合、生ごみの 1割 2割の減らしたとして、残りについては

何らかの処理をしなければいけないので、生ごみだけを議論するわけにはいかない。 
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５－２ ごみ焼却 

 

●焼却するかしないか 

○東村山市として、燃やすのか、燃やさないのか、何から燃やすのをやめるのか。という

ことを、議論をしていくべきだ。 

○あくまでも理念としての脱焼却、脱埋め立てを否定する気は一切ない。やはり、ごみを

減らしていくことは結果として燃やさないことになる。ただ、燃やさないということに

ついて、果たして可能かどうかという話だったら、現段階で燃やさずに処理することは

不可能だろうと思っている。 

○まず東村山市内の全体のごみのうち、何％燃やさないようにしようではないかと目標を

決めて、少しずつやっていくべきだ。 

 

●焼却時の助燃剤について 

○生ごみは 70％くらいは水分だ。燃やす

ために重油だとかプロパンガスみたい

なものを使う。 

○生ごみを燃やすことによって、大気汚

染が起こって、健康被害が起こる。 

 ○炉に火を付けるときに灯油などを使う

が、一度ついてしまうと、あとは自然

燃焼している。補助燃料の灯油や重油

などは一切使っていない。 

 

●焼却による健康被害について 

○東村山の子供たちのぜんそくの罹患率

は、東京都内で平成 16年は最も悪かっ

た。これは焼却工場が原因だ。 

○最大着地濃度というのは、必ずしも煙

突の周囲が最も濃度が濃くなるのでは

ない。 

○東村山には周辺に柳泉園や小平の小村

大のような焼却施設が周辺にたくさん

あり、風下になった場合に、東村山に

有害物の最大着地濃度となる。 

○横浜市栄区の周辺にあった焼却炉を停

止したら、小学校の罹患率が 3 分の 1

に減ったとか、中学校の罹患率が 2 分

の 1に減ったという報告がある。 

 ○秋水園の影響ならば、秋津小学校が一

番悪いという話になるはずだが、北山

小学校や化成小学校などの方が数字が

悪い。 

○東村山以上に青梅市等の方が数字が高

くなっており、秋水園と罹患率の関係

を証明する数字、あるいは形態という

ものは一切見受けられない。 

○風の方向等によって、当然ぜんそくの

出てくる位置は変わってくるならば、

神奈川県にも同じことが言える。 

○中止した清掃工場の周辺が急激にぜん

そくの罹患率が落ちたならば、東村山

の場合は秋津の地域が一番多くなる。 
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●ダイオキシンンの発生について 

○可燃ごみの 50％は生ごみであるが、残

りの半分には、他の雑多なものが入っ

ており、それを焼却するとダイオキシ

ンが発生しているのではないか。 

 ○燃やすという行為と、生ごみを燃やさ

ないということの議論は、厳密に言う

と別になってしまう。 

 

●プラスチック焼却にともなう重金属の発生 

○プラスチックの焼却により、重金属が検

出されたという専門家の論文がある。 

 ○頂いた「プラスチック製品に含まれてい

る金属濃度の例」というのがあるが、

プラスチックで作られた製品の中に入

っているものが一番怪しいという話

だ。 

○例えば、リチウムは、キーホルダー型ラ

イトの中の電池等。 

○電池類等が入ったもの正しく分別して

可燃物に出さないようにすれば、有害

物質の発生の心配が減っていく。 

 

５―３ 焼却施設の延命化 

 

●臭気について 

○地元は臭気問題に神経質になっている

と思うので、焼却施設にはどういうもの

を付けるかということを説明しておく

べきだ。 

 

 

 ○薬液噴霧等の脱臭の方法等について

は、機会があれば話ししていく。 

○焼却炉の建物そのものが負圧をかけ

ているので、原則的に中の薬液や空気

は外に出ないようになっている。 

 

●更新する場合の留意点 

○実施に当たっては、悪いところや対応、その効果について詳細な計画書をつくるとわ

かりやすい。 

○施設の中で働いている人の健康を大前提で考えた施設にする必要がる。 

○においを出さない、音を出さないという形で更新してほしい。 
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５－４ 将来のごみ処理施設 

 

○ごみは燃やすものだということを前提にするのはおかしい。 

○延命化後、再度焼却炉の建て替えという問題が出てくる。その建て替えは、検討の開始

から工事の完了までおよそ 7年から 8年ぐらいかかるので、検討をすぐにスタートしな

いと間に合わなくなる。 

○30年もっているというのは、それだけ維持管理費もかかるし、メンテナンスもやはり相

当かかっているのではないか。もし何かあったときには問題が出てくるのから、あると

ころで建て替えた方がいいのではないか。 

○立川市では高炭素で、ダイオキシンとか

そういうものは一切出さない、燃やさな

い方式を検討している。 

 ○難しいのは、そこから発生する高純度の

炭素をどのように処理するかだ。 

 

５－５ その他 

 

●エコセメントについて 

○セメントからも有害物質が出ているの

ではないか。 

 ●エコセメントは、セメントからの重金

属類などの溶出はないという結論の

下に JIS規格が取れている。 

 

●総合的なリサイクルセンター 

○公営とか公益リサイクルセンターというものを市で経営し、ペットを預かったり、生ご

みを回収したり、また、例えば生ごみも持ってきた人にはお花と交換する。また、持

ってきた人には点数をあげて、自転車等の再生品と交換できるようにする。 
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東村山市のごみ処理に関する意見交換会設置要領 

 

第１ 目的 

東村山市の一般廃棄物処理基本計画（以下、「処理基本計画」という）を、東

村山市廃棄物減量等推進審議会（以下、「審議会」という）が検討する

にあたり、市民の参考意見を聴取するため、ごみ処理に関する意見交換会（以

下「意見交換会」という。）を設置する。 

 

第２ 所掌事項 

 意見交換会は、東村山市のごみ処理方法に関し、行政と市民が対等な立場で

意見を述べ、東村山市のごみ処理に関する以下の内容を話し合う。 

１）ごみの減量に関すること。 

２）ごみの分別及び処理に関すること。 

３）ごみ処理施設整備に関すること。 

 

第３ 組織 

意見交換会は、一般市民より公募した１０名以内の市民と、資源循環部職員

（以下「委員」という）をもって組織する。 

２ 意見交換会における委員の発言は、委員自らの立場において真摯に行われ

なければならない。 

 

第４ 任期 

委員の任期は、平成２２年３月３１日までとする。 

 

第５ 報告 

意見交換会で出された意見は、審議会が処理計画の検討するに際し、参考意

見とするため、市長及び審議会に報告するものとする。 

 

第６ 庶務 

意見交換会の庶務は、資源循環部ごみ減量推進課において処理し、コンサル

タントが補佐するものとする。 

第７ 適用 

 この要領は、平成２２年 １月 １日から適用する。 

 

資 料 


