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東村山市一般廃棄物処理基本計画(素案)に係る 

市民意見への市の考え方 

 

１．案件名 

  東村山市一般廃棄物処理基本計画(素案) 

 

２．実施機関(担当所管等) 

  (1)名称   東村山市資源循環部計画担当 

  (2)所在地   〒189-0001 東村山市秋津町 4-17-1 

  (3)電話番号  042-393-5111(代表)内線 2612 

 

３．概況 

  (1)意見等募集期間  平成 23 年 1 月 7 日(金)から平成 23 年 1 月 18 日(火) 

  (2)資料設置場所 秋水園、美住リサイクルショップ、東村山市ホームページ、

東村山市役所本庁舎 1 階情報コーナー、各公民館、市民ス

ポーツセンター、ふるさと歴史館、サンパルネ 

  (3)結果周知手段  市報東村山、東村山市ホームページ 

   

４．受付した意見等の件数 

  施設投函箱 5 人、FAX1 人、郵送 1 人、ネット申請 2 人 

  合計 9 人 (意見数 27 件)  
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※お寄せいただいたご意見は、原文のまま掲載しています。 

NO 意見 意見に対する市の考え方 

現状と課題に関すること 

1 

P8 事業系ごみ 

事業系ごみは減尐傾向とあるがＨ１４年～Ｈ２０

年まであまり変わらない。Ｈ２１年は経済状況でた

またま減っているのかもしれない。家庭系ごみは着

実に減っている。市民の努力であり、市職員の啓発

のたまものである。しかし、事業系はどうだろう。

水きりの推進を言う前に、事業系ごみをきちんと数

値目標立てて減らしてほしい。(30 代男性・秋津町) 

ご指摘のとおり事業系ごみは家庭ごみと比べて減量

幅が尐ないと認識しています。そのため、本計画で

は事業系ごみを重点施策として責任の明確化や排出

指導等の強化を実施する予定でいます。また、ごみ

量の目標は事業系ごみを含めた全体で作成していま

すことから、事業系ごみの減量化が数値目標達成に

向けた重要なポイントとなると考えています。 

2 

P10 

ごみ処理についてその費用に関する現状の詳細解

析が全くない。２２．７億円の削減目標を出すべき。

(70 代男性) 

本計画では基本理念に経済性や効率性といった新た

な視点を追加し、これらを踏まえて収集方式や処理

方法の見直しなどを進めていく計画としています。

数値目標は設定していませんが、これらを実現して

いくことで、一層の経費削減を図っていくことがで

きるものと考えています。 

3 

P11 温室効果ガス 

わかりやすい図です。今回思ったのは、なぜ温室効

果ガスが載っていて、肝心のダイオキシンやその他

の有害物質についてのことがほとんど載っていな

いのかということ。何もしていないわけではないと

思うのですが。測定などの調査も行っているはずで

す。それらの方向性は野放しでよいのでしょうか？

周辺住民の一人として知りたいのはそこの現状と

対策がどうなるかです。(30 代男性・秋津町) 

ダイオキシン類対策については、平成 12・13 年度

に実施した対策工事により完了しており、毎年実施

する排ガス測定においても基準値を下回っているこ

とから、施策「施設の維持・整備の推進」に基づき、

引き続き施設の点検整備を行いながら機能の維持に

努めていきたいと考えています。 

4 

P11 温室効果ガス 

秋津は喘息の子どもが多いと聞きます。職員のみな

さんには耳にたこができるとは思いますが、現実近

くの保育園に通わせている身としては心配でたま

りません。また周りの子で喘息が多いのも確かで

す。以前よりもダイオキシンなど対策が進んでいる

のは確かだと思いますが、パッカー車が出す排気ガ

スも含めて、未来が見える対策や計画を作ってくだ

さい(30 代男性・秋津町) 

 

喘息罹患率については、学校別のデータでは北山小

学校、化成小学校、久米川小学校、青葉小学校の方

が高い数値となっており、決して秋津町地域が突出

しているものではありません。ご心配されています

ダイオキシン類の対策についても、平成 12・13 年

度の対策工事により完了し、毎年基準値を下回る測

定結果となっています。 

また、搬入車両の排ガスについては、収集委託業者

に対してアイドリングストップや環境に配慮した車

両の導入を求めていきたいと考えています。 
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NO 意見 意見に対する市の考え方 

5 

P12.④ 

全戸配布の市報に或る程度のスペースを毎号掲載

し、ごみ見聞録、夢ハウスだよりは発行を止める事

を考えたら良いと思います。(70 代男性) 

 

市報は市政全般にわたる記事を掲載するため、スペ

ースが限られてしまいます。 

本計画では、ごみ見聞録や夢ハウスだよりは、ごみ

や環境に関する記事に特化して、全戸に配布する重

要な発信媒体としてとらえ、より的確でタイムリー

な記事づくりに努めるとともに、効率性なども考慮

しながら継続していきたいと考えています。 

6 

P17 

資源化率 35%を目指すとなっているが内容が判り

難い。何をどうしたいのか、うまくいかない原因と

方法を明らかにすべき！！(60 代男性) 

 

ご意見の 35％に関する記述は、前計画の目標の達成

状況について述べています。前計画の目標が 35％

で、平成 21 年度実績で 42.8％となり目標を達成す

ることができました。 

本計画における数値目標はこの 42.8％を基準値とし

て、P.25 の 4.取り組み目標に平成 32 年度 45.0％を

目指すとしています。 

7 

P19 

市民や各家庭が削減しているのに事業系が尐な過

ぎる事業者への PR 丌足では法律を作っても意味無

し 実行ある運用を(60 代男性・富士見町) 

事業系ごみの責任の明確化や排出指導等の対策は、

本計画での重点施策の一つとしており、ご指摘のよ

うな PR 活動等を含めて実効性のある取り組みを展

開していきたいと考えています。 

 

基本理念に関すること 

8 

全ての廃棄物は「資源である」と考えると、その資

源を活用出来ないと考えてしまえば、前進すること

ができません。資源を「ゴミ」として有料収集化さ

れたことで、市内のいたるところで「資源（市はゴ

ミと呼んでおられます）投棄」が発生し続けていま

す。 

全てのゴミは資源であるとの考えで、その資源を有

効に活用する技を考えて戴きたい。例えば、下水の

中に資源が眠っていることも最近解明されていま

す。生ゴミを堆肥にすれば、農業用の肥料に最適で

す。鉄鉱石から鉄を採取しなくても、廃棄物には「鉄

やその他の資源」が眠っています。 

全ての資源を輸入し、製品化されて廃棄されるとゴ

ミにして活用しない、とても丌思議な日本となって

います。まずは、基本となる理念を「ゴミは資源で

ある」として明確にすることです。(60 代男性・恩

多町) 

 

平成 12 年に制定された循環型社会形成推進基本法

では、燃やせるごみ、燃やせないごみ、あるいはペ

ットボトルなどを含めて、家庭から排出される段階

では全て廃棄物としてとらえ、「発生抑制・排出抑制」

「再使用」「再生利用」「熱回収」「適正処理」の順番

に処理していくこととされています。 

 

本計画においても法の趣旨を踏まえて、理念や基本

方針、各種施策を設定し、「資源化」が可能な廃棄物

については従来と同様に積極的な対応に努めていき

たいと考えています。 
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NO 意見 意見に対する市の考え方 

基本方針に関すること 

9 

市民一人ひとりの意識が重要といわれながらも、ご

みまで買わされている現在大もとにもしっかりし

た態度でのぞんでほしい。ごみのないきれいなまち

をのぞんでいる。(60 代女性・本町) 

市民一人一人の意識の変化が、販売者の販売行動を

変えてきている面もあります。市としては市民や販

売者への働きかけを進めるとともに、都や国などへ

も法整備や仕組みづくりの要望をしていきたいと考

えています。 

10 

P23 基本方針 

とても素晴らしい方針だと思います。しかし抜けて

いるところがあるのは否めません。発生抑制はゴミ

だけでなくダイオキシンなどの有害物質や、パッカ

ー車の排気ガスも含まれるはずです。安全面にも加

えていただければと思います。(30 代男性・秋津町) 

ダイオキシン類対策については、平成 12・13 年度

に実施した対策工事により完了しており、毎年実施

する排ガス測定においても基準値を下回っているこ

とから、引き続き施設の点検整備を行いながら機能

の維持に努めていきたいと考えています。 

また、施策「円滑な収集・運搬の推進」のとおり、

委託業者に対してもアイドリングストップや環境に

配慮した車両の導入などの協力を求めていきます。 

具体的な施策(発生抑制・排出抑制、再使用の推進)に関すること 

11 

P26.1.(1).① 

回収用袋に水切りのお願いとして、水分が多いと焼

却に燃料が多量に必要の旨明記すると良いと思い

ます。(70 代男性) 

水切りの推進については、すでに本年１月からのご

みカレンダーや市報に掲載し、ご協力をお願いして

います。 

なお、当市の焼却炉は点火時に尐量の燃料を使用し

ますが、以降は自然燃焼となる構造となっています。 

12 

P27 

１番目に来るのが水きり、というのは何だか対策が

あまりないのが見えてしまう気がします。もちろん

大事なことなのですが。今でもやってるよと思う方

が多いのではないかと思います。私の勝手な印象で

すが、さみしく感じてしまいました。生ごみゼロを

目指す、焼却ゼロを目指すためにみんなでこれをが

んばろう、という熱い思いが伝わってくるものがあ

ればいいのですが。(30 代男性・秋津町) 

家庭ごみの中の生ごみの割合は P.10（２）ごみ質に

ありますとおり 35％を占めています。また、生ごみ

の水分率は 80％程度と言われており、家庭ごみの 3

割～４割が生ごみ由来の水分ということになりま

す。水切りするだけでもかなりのごみ減量につなが

ることから、市民の皆さんのご協力を求めていきた

いと考え、本施策を設定したものです。 

当市はこれまで大変多くの市民の皆さんのご協力の

もと、様々な取り組みにより 26 市の中でもごみの減

量化が進んでおり、一層の減量化は限界に近づきつ

つあるのではないかと考えています。現代の社会生

活を営む上では、ごみを完全になくすことは丌可能

であり、本計画でも「発生抑制・排出抑制」「再使用」

「再生利用」「熱回収」「適正処理」を基本とした循

環型社会の実現を目指すこととしています。 
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NO 意見 意見に対する市の考え方 

13 

P21、27 で計画の基本的な考え方の中で「発生抑制」

に触れているが、④のレジ袋の削減だけでは丌充分

と考える。過剰包装・製品の丌買の呼びかけ等、一

歩踏み込んで良いと思う。(60 代男性・秋津町) 

簡易包装については、P.28⑥「ごみ減量・リサイク

ルを促進するための販売事業者向け制度の検討」の

中で述べています。同施策ではあわせて販売事業者

の取り組みを誘導する仕組みを整えていくこととし

ています。 

 

14 

P28 

白色トレーと有りますが何敀白色に定めているの

か？着色トレーや美味しそうに見えるトレーはス

ーパーの勝手、全トレーの店頭回収拡大を希む そ

れでなければスーパー側は着色トレーを多く使う

様になる。(60 代男性・富士見町) 

着色トレイを白色トレイと一緒にリサイクルする

と、色が混じってしまうためリサイクルしにくいと

いわれています。スーパー等には着色トレイの抑制

を働きかけていきたいと考えています。また、着色

トレイは、容器包装プラスチックの収集日に出して

いただければ、リサイクルされますので、そちらの

利用も進めていきます。 

15 

P28 店頭回収の拡大 

デポジットを入れもらいたい。預り、回収を決めて

デポジットする 

①アルミ缶 ②鉄缶、フライパン等の鉄類 ③入れ

歯など回収 BOX ④ペットボトル ⑤ビン、一升、

５合酒類など良いものだけの回収する。(70 代男

性・富士見町) 

デポジット制度は、一自治体で実施できるテーマで

はないため、今後の東京都などの検討を踏まえてい

きたいと考えています。 

16 

まち中に散乱しているごみの処理は？善意ある市

民が仕末している姿が見受けられるが、それのみに

たよっていてよいものか。(60 代女性・本町) 

散乱ごみは、捨てる人を尐なくするための活動と拾

う人を増やす活動が大切だと考えています。まちの

美化は市民自らの手で行っていただけるよう、様々

な機会をとらえて協力を求めていきたいと考えてい

ます。 

また、自動販売機脇の回収容器の設置やスーパー等

の小売店舗への協力依頼、指導等の環境整備も進め

ていくことで、丌法投棄を減らしていきたいと考え

ています。 
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NO 意見 意見に対する市の考え方 

具体的な施策(合理的な収集と資源化の推進)に関すること 

17 

収集のし方について。高齢化がすすむ中で集合住宅

地に住む人々のゴミ出しについて行政としてどの

ようにとり組んでいくのか示してほしい。他地域で

はドア前まで収集にいっているという。(60 代女

性・本町) 

高齢化への対応については重要な課題であると捉え

ています。しかし、ご意見のような集合住宅の戸別

収集については、収集にかかる人の手配や費用の確

保など、大変多くの課題があることから、現段階で

の実現は難しいと考えています。 

集合住宅については、高齢者が朝８時までの搬出が

困難な場合や人に頼んで搬出してもらう場合などに

対応するため、前日の排出が可能となるよう集積所

を扉付きや鍵付のボックスに変更するなどの改善を

オーナーや管理者に交渉し、環境の整備に努めてい

ます。 

18 

生ごみの資源化の推進について 

市営農営にコンポスト設置畑から出るものを肥料

化(70 代男性・恩多町) 

本計画では、生ごみについては自家処理を中心とし、

生ごみの資源化については生ごみ集団回収事業を通

じて進めていくこととしています。 

19 

生ごみの資源化の推進について 

農営など余った土地に肥料を作り堆肥会社に渡す

(70 代男性・恩多町) 

本計画では、生ごみについては自家処理を中心とし、

生ごみの資源化については生ごみ集団回収事業を通

じて進めていくこととしています。 

具体的な施策(安全で確実な処理体制の構築)に関すること 

20 

P26.3.(1).⑥ 

別添新聞記事参照下さい(さんけい新聞の記事です) 

以前からゴミ問題に関心が有り機会を得てと思い

かつ現在迄一年以上経過、旧い物で恐縮ですが悪し

からず。(70 代男性) 

立川市の実験については新たな試みとして注目して

いきたいと考えています。 

21 

P32 

リサイクルセンターは正式に決まったことなので

しょうか？私が知らないだけなのでしょうか？自

然に計画に入っているので思わず見過ごすところ

でしたが。もし決定事項でないなら検討中にした方

がよいと思います。(30 代男性・秋津町) 

リサイクルセンターの整備については、平成 19 年 3

月に学識経験者や市民等で構成する東村山市秋水園

整備計画研究調査会の「秋水園施設整備のあり方に

ついて（報告）」を受け、具体化に向けて検討、計画

化を進め、平成 21 年度には国からの交付金獲得を前

提とした東村山市循環型社会形成推進地域計画の策

定のほか、平成 22 年度は土壌汚染調査等、順次進め

てきています。 
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NO 意見 意見に対する市の考え方 

22 

P32 取り組みについて 

新たな施設整備の検討は早く行わないといけない

と思います。すでに１０年後の向かって動き出して

ないと遅いくらいなので、具体的な検討会や委員会

などが立ち上がっているのでしたら、それを記入し

た方がいいのではないのでしょうか？私は新たな

焼却施設の建設にはもちろん反対です。が、それを

他市の市民に押しつけて良しとするのも反対です。

だからそうじゃない道を見つけるために早く動く

ことが大切だと思います。循環型社会の理念を達成

するためにも。(30 代男性・秋津町) 

新たな施設整備には相当の期間が必要となりますの

で、早期検討に着手していきたいと考えています。

ご意見のように多くの課題や手法も考えられますこ

とから、平成 23 年度以降は基礎的な調査を皮切りに

どのような研究や検討が必要であるかも含めて、よ

り現実的な手法や内容を模索していきたいと考えて

います。 

具体的な施策(市民・事業者との協働)に関すること 

23 

P35 協働について 

協働という言葉が最近東村山で氾濫していますが、

このパブリックコメントの取り方ひとつにしても、

協働するということ本気に考えているのかなとい

う感じです。期間の短さ、ＨＰからどこを見たら見

られるかがよくわからない、意見をもらおうとする

感じではないですね。これでは、協働の最初で躓い

て、行政主導と言われても仕方ありません。本気で

協働を目指すなら、まずはお互い心を開いて一緒に

同じように汗をかくことが必要だと思ってます。今

回の件で本当にもったいないなあと思いました。

(30 代男性・秋津町) 

当市におけるごみや環境に関する市民や市民組織の

取り組みは長期にわたって続けられてきています。

市では各種のイベントや情報の発信等にあたって企

画の段階から常に市民や市民組織との連携を図りな

がら進捗するように努めてきており、今後ともそれ

らを維持しながら、新たな取り組みを進めていきた

いと考えています。 

その他 

24 

おまけ的で申し訳ないですが、汚れたプラスチック

の焼却処理はどうなったんでしょう？計画には全

く触れられてませんが。消えてしまったのですか？

(30 代男性・秋津町) 

プラスチックの焼却実験については、現在進行して

いる焼却施設の延命化工事後に検討していきたいと

考えています。 

25 

プラスチックの燃料化(焼却テスト)を行っていなが

ら考え方全く記載なし(他市地区ではどんどん進め

ている。古い考えにとらわれずにチャレンジすべ

し)(70 代男性) 

プラスチックの焼却実験については、現在進行して

いる焼却施設の延命化工事後に検討していきたいと

考えています。 
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NO 意見 意見に対する市の考え方 

26 

過去うまくいかなかったことを反省し、今後ここを

よくしたい、行政として改革して行きたいことを強

く打ち出すべし。(70 代男性) 

P.12 以降に２．前計画の総括としてこれまでの取り

組みの評価に示すとおり、前計画で設定した目標数

値は市民の皆さんのご理解、ご協力のもと、それぞ

れ達成できたと考えています。これらの評価は本計

画における基本方針や数値目標、さらには施策展開

につなげるようにしています。 

また、これまでの理念に地球温暖化やコスト等を含

めた効率性を新たな視点として追加し、さらなる循

環型社会の実現を目指していきたいと考えていま

す。 

本計画では 29 施策のうち９つを重点施策としてい

ます。これらが、ご意見にあります市として特に注

力して取り組んでいく施策と考えています。 

27 

他の市と競合すべし。よりよい市にしよう。(70 代

男性) 

当市は、市民の皆さんのご協力のもと市民１人１日

あたりのごみ量が尐なく、平成 21 年度の統計でも

26 市中 4 位となっています。このような状況を継続

していくためにも、他市の取り組みの把握を行うと

ともに、良いものは参考にしながら、当市の実態に

あった施策展開を進めていきたいと考えています。 

 


