
令和２年度第１回廃棄物減量等推進審議会意見と考え方(案）

NO
資料
番号

委員 意見 考え方

1 資料1 上村委員

今後の計画策定スケジュールについて
　「ごみ焼却施設整備基本計画検討会」の位置づけについて伺いたい。ま
た、ごみ焼却施設整備計画と基本計画が同時に進行していくと思われます
が、整備計画が先行して決定する内容を知りたい。

　ごみ焼却施設整備基本計画検討会は、「東村山市ごみ処理
施設整備基本方針」に基づき、新しい可燃ごみ処理施設の基
本仕様や周辺地域の生活環境に影響を及ぼす可能性がある事
項等に関して必要な検討を行うために設置される検討会で
す。施設整備に係る計画は、「東村山市一般廃棄物処理基本
計画」の下位計画にあたることから、「東村山市一般廃棄物
処理基本計画」に定める基本的な考え方と整合を取りなが
ら、上記のような、具体的な内容を検討していくこととなり
ます。

2 資料2 上村委員

２頁「２　計画の位置づけ」について
　市の総合計画、環境基本計画のうち、ごみ処理基本計画が担う役割、期待
されている目標など、具体的なものを記載して欲しい。
P9のSDG'ｓなど、都や国の施策との関連性は記載されているが、市全体の施
策がないので、ここに追加するのが良いと思う。

　ご指摘のとおり記載を追加します。なお、「東村山市総合
計画」及び「東村山市環境基本計画」は、「東村山市一般廃
棄物処理基本計画」と同様に、令和3年度を始期とする次期
計画の策定段階にあるため、可能な範囲内での記載とさせて
いただきます。

3 資料2 中根委員

①10頁　表1-3
　「2025年度目標」とありますが、他が元号表記なので「令和7年度」と表記
してはどうか。

②11頁　下から2行目
　超高齢化社会でも人々が「参加」しやすい、という表現でよいか考えさせ
られる。「利用」より「参加」で、「参加」より「行動」でしょうか。何か
他に適切な言葉があればよいのですが。

①ご指摘の通り修正致します。

②ご指摘の箇所は、「東京都資源循環・廃棄物処理計画」の
記載内容を引用した箇所のため、出典元との整合を図る観点
から、資料の記載の通りとさせて頂きます。

4 資料2 上村委員
グラフ表記ですが、軸は0から記載すべきだと思います。せめて波線で省略、
あるいは、一部をクローズアップなど。

ご指摘のとおり修正致します。

5 資料2 紺野委員
１８頁
　集団回収の団体数増加には難しい点もあるが、自治会の集団回収実施率な
どを目標にするのもよいと思う。

　個別施策への数値目標設定の有無や内容については、これ
までの審議会においても度々ご意見をいただいおります。新
たな個別目標案として、ごみの種類別に減量目標を設定し個
別施策に取り組んでいくことを考えております（令和２年度
第１回審議会資料④４頁）。

令和２年７月１７日

令和２年度第２回廃棄物減量等推進審議会 資料①
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6 資料2 紺野委員

２０頁
　古紙持ち去りについて、新型コロナウイルスによる失業などの影響がある
か不明ですが、最近になって目撃情報が増えています。市況は低迷したまま
ですし、足立区の某問屋は７月頃に閉鎖するという話が出ています（川越の
某問屋はまだ稼働している模様）。ＧＰＳも必要な場合には、関東商組から
借りられると思いますので、引き続き、組合と連携してパトロールの強化を
お願いします。

　個別施策として位置付けて取組案を作成します。

7 資料2 三田村委員

２２頁　基本方針４　情報提供や環境学習の充実
〇情報提供や環境学習の充実に関する取組
④学校への出前授業等の実施
　小・中学校の出前授業について、小学校の出前授業はとてもよく考えられ
ていて、児童が興味を持ち理解できる内容として作られているので、とても
良いと思います。
　中学校は、総合の時間に環境教育として実施されてはいかがでしょうか。

　中学校での出前授業については、これまでも実施に向けた
働きかけを行ってきましたが、カリキュラムの都合により出
前授業を実施できる余地がなく実施できていないのが現状で
す。環境教育については、小学校における出前授業を今後も
継続して実施し、子供たちがごみ減量に興味を持つとともに
家庭での行動に繋がっていくような内容へ充実を図っていき
たいと考えます。

8 資料2 上村委員

　例えば、生ごみを10％減らすのと、容器プラスチックを10％減らすのと、
どちらが効率が良いのか検討し、効果的な部分を重点的に取り組むなど、コ
ストやリサイクルという観点からも見るべきと思う。（生ごみの水切りによ
る減量は、処理コストや環境負荷にどれだけ影響があるのか、など）

　生ごみと容器包装プラスチックを比較した場合、生産・流
通・消費の各段階において実施可能な取組はそれぞれ異なっ
ており、関係するセクターや果たす役割も様々であることか
ら、一律にごみ減量の効率性を比較することは難しいものと
考えます。循環型社会の実現のためには、生ごみや容器包装
プラスチック等全てのごみの減量を計画全体として進める必
要があり、個別事業の実施にあたっては処理コストや環境へ
の影響も配慮しながら進めていきたいと考えます。

9 資料2 上村委員

　市内事業の活性化、イベントの集客や開催回数の増加、テレワークの普及
など、市がすすめる施策とごみ減量が矛盾する場合がある。全体として、持
続可能なまちづくりを目指して、個別の事業ごとにごみ処理負担、環境負荷
が減るように資源循環部から提案できるようなシステムになるといい。
　例えば、生ごみたい肥化は、全体としては難しいけれど、地場野菜を定期
購入したら、そこから出る調理くずは、生産者に引き取ってもらえる、な
ど、他の施策とセットにすることでごみ減量につなげることができる。

　ご指摘の例も参考として、他所管との連携を密にとり、市
全体として環境負荷の低減につながるような取組を考えてま
いります。

10 資料3 武内委員

　新型コロナウイルス「緊急事態宣言」による外出自粛要請により事業系ご
みが減少し、家庭からのごみが増加したとの情報があります。また、緊急事
態宣言が解除された後も、テイクアウトやデリバリー等の利用が増加傾向に
あり容器包装プラスチックの排出が急増することも考えられます。「新しい
生活様式」も考慮した将来予測をすることが必要と考えます。

　現段階では推計の根拠となるデータが十分にそろっている
とはいえず、「新しい生活様式」による影響を考慮したごみ
排出量の将来推計は行うことが出来ませんが、今後の取組を
考えるための社会背景や課題として捉えた上で、個別施策案
を作成します。
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11 資料3 紺野委員

　４頁に記載がありますが、新型コロナウイルスの影響による在宅勤務の増
加などは、今後出てくると思います。
　世帯数の増減、一世帯当たりの人口や構成が変化していくことで、ごみ量
も影響を受けると思います。また、ごみ量だけでなく、世帯数や今後増加が
考えられる空き家の数なども、大局的には清掃行政に影響するのではと考え
ます。

ごみ排出量の将来推計結果と合わせ、ご指摘のような社会背
景や今後の課題も考慮しながら、個別施策の検討を進める必
要があると考えます。

12 資料4 上村委員

基本理念
「限りある資源の未来への継承」
とてもすてきですね。欲を言えば、もう少し地域として取り組む理念がある
といいと思います。地域資源の活用、市民のごみ処理負荷の少ない暮らし方
の提案、資源の地域での循環など。

「限りある資源」→地球全体では、化石燃料や自然環境、レアメタル、生物
資源など思いつきますが、東村山市として取り組むとすると、生産緑地の維
持＞食の地産地消＞食品ロスの削減＞焼却熱の有効利用＞エネルギーの自給
率UPになるかと思います。具体的な計画を策定していく中で、考えいていけ
ればと思います。

基本理念及び基本方針の中に、ご指摘の趣旨の記載を追加致
します。

13 資料4 上村委員

基本理念
「環境負荷の少ない持続可能な循環型社会の実現」
　「環境負荷の少ない」「持続可能な」「循環型社会」　それぞれ意味が重
なっていますね。「環境負荷の少ない」社会が「持続可能」で、それを実現
するために「循環型社会」を目指すということ。
　逆に、環境負荷の多い「循環型社会」とは、リサイクル材料の輸出、たく
さんのエネルギーを使ったリサイクル、リサイクルすればたくさん消費して
もいいという考え方。
　「持続可能」ではない「循環型社会」は、考えられないので、「循環型社
会」という言葉に「持続可能」という意味が含まれていると考えられます。
　うまく思いつかないのですが、ビジョンが見える提案的な言い回しはない
でしょうか？

　「循環型社会」については、これまでリサイクル重視のイ
メージに偏って捉えられることが多かったことから、天然資
源の消費抑制という本来の趣旨を再確認するために「環境負
荷の少ない」という用語を使用しました。また、「持続可
能」については、環境的側面のみでなく、財政運営等も含め
総合的にみて「持続可能」な「循環型社会」をめざすことを
示すものとして使用しています。

14 資料4 上村委員
基本理念　12行目以降
　SDGs達成への取組の観点から、「戸別収集」により高齢化のニーズへの対
応、資源物の排出のしやすさが促進された、という点を入れては？

　ご指摘の趣旨の記載を追加します。

15 資料4 上村委員
基本方針１　徹底した発生抑制、排出抑制の推進
　オンライン化による紙と移動の削減、シェアリングエコノミー、とか入れ
てほしいです。

　ご指摘の事項は、資源循環分野のみでなく他分野における
取組も広く含む概念であると考えます。こちらについては社
会的な背景として捉えた上で、個別具体的な取組を検討して
いきたいと考えます。
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16 資料4 上村委員

基本方針３　普及啓発の充実
「自主的な行動のきっかけ」→とてもいいと思います。
これまでは、意識の高い人や良く知っている人からの発信でしたが、市民一
人一人のニーズに応じた啓発活動と情報提供が必要だと思います。（高齢
者・障碍者・外国人・単身者・子育て中・引っ越し・遺品整理などなど）困
りごと、問い合わせなどを起点とした情報提供と啓発を充実したらよいので
は？

　ご指摘の内容にについて、計画に基づく具体的な取組の検
討の中で参考とさせて頂きたいと考えます。

17 資料4 上村委員
基本方針５　安全・安心・安定的なごみ収集と処理の推進
「社会状況の変化に対応した取り組みについて検討していきます」→とって
もいいと思います。具体的な「検討」内容が計画の中に入るといいですね。

　ご指摘の趣旨の記載を追加します。より具体的な内容につ
いては、実行計画策定の段階で検討してまいります。

18 資料4 武内委員

基本方針５　安全・安心・安定的なごみ収集と処理の推進
　東村山市では新型コロナウイルスの影響により、ごみ収集と処理に特に大
きな支障をきたす問題が起きたとは聞いておりません。収集関係者の皆様の
ご努力には感謝しかありません。
　今後予想される大規模災害や新たな感染症等による非日常生活の中でも、
ごみの収集処理は大変重要な課題であると考えます。例えば、感染症の影響
で収集関係者が半減した場合や、地震による道路の寸断等で民間事業者への
持ち込みが不可能となった場合の対応等は早急に検討する必要があると思い
ます。

　ご指摘の内容を含め、大規模災害対策及び感染症対策は早
急に対応を進めるべきものと考えます。それぞれについて、
個別施策として位置付けた上で取組案を作成致します。

19 資料4 加藤委員

基本方針
　新型コロナウイルス感染症対策として、環境省、東京都は廃棄物処理業者
への対応に着手していただいたことは感謝しております。今後の課題とし
て、廃棄物の出し方をもう少し工夫していただき、収集運搬作業員の感染対
策にも力を入れて頂く必要があります。その為にも、市民の皆様へのご協力
を賜ることができる情報収集と開示に期待します。

　感染症対策の徹底を新たに個別施策の一つに位置づけ、取
組案を作成します。

20 資料4 上村委員

基本方針
　次期計画は、災害対策や今回のような感染症対策によるグローバル経済へ
のダメージなどに対応した、安全、安心といった理念が入った方がいいと思
います。

　基本方針の中に、ご指摘の趣旨の記載を追加します。
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21 資料4 紺野委員

取組目標
　総ごみ量の削減となると、可燃ごみ、不燃ごみからのリサイクル可能な資
源の分別を進めても総量は変わらないことになり、総ごみ量にはカウントさ
れない店頭回収や家庭外での廃棄を推奨する形となる。
　目標設定をリサイクル率の向上や、可燃ごみと不燃ごみの削減にできない
か。東村山市だけがそのような形にしても意味がないので、ごみの統計上、
その形に変更できないか提案してほしい。

　天然資源の消費を抑制し、環境負荷が出来る限り低減され
る循環型社会を目指す考え方と整合するのは、資源も含めた
全てのごみの発生抑制、排出抑制を推進する考え方であると
捉え、総ごみ排出量の減量を取組目標案として設定しまし
た。
　資料4の5ページでも記載されていますが、総資源化率とい
う指標は、資源排出量の減量や事業者による自主回収増等に
よって割合が低下する性質があることから、基本理念や一部
個別施策と逆行する場合があります。
　計画の達成状況を図る指標として採用する場合には、計画
全体としての整合性を図る観点についても検討する必要があ
ると考えますが、本ご意見については、複数の意見を頂戴し
ていることもあることから、改めて令和２年度第２回審議会
においてご審議頂きたいと考えます。

22 資料4 中根委員

取組目標
4頁　表4　ごみの種類別の目標
　1人1日当たりの家庭系燃やせるごみ排出量の目標について、現状のまま推
移した場合の1人1日当たりの排出量が「340.9ｇ/人日」となっているが、資
料3の推計結果では「341.0ｇ/人日」となっており、表記は合わせるのがよ
い。

　ご指摘の箇所は、事務局の転記間違いによるものです。大
変申し訳ございませんでした。ご指摘のとおり修正し、他の
箇所に間違いがないかについても合わせて確認致します。

5


