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会 議 経 過 

・資源循環部長挨拶 

・資料確認 

 

１ 開会 

○志賀会長 

 これより令和２年度第３回東村山市廃棄物減量等推進審議会を開会いたします。 

 初めに、本会議の公開について確認を行います。 

 本日の審議内容は、次第のとおりで、特段の非公開情報はないと思いますので、傍聴

者の入場を許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

【異議なしの声】 

 

○志賀会長 

 特にご異議がないようですので、傍聴を認めたいと思います。 

  

【傍聴希望者なし】 

 

○志賀会長 

 傍聴希望の方がいらっしゃったら、随時ご案内してください。 

それでは、議事に入ります。議事１について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

○渡邉（市事務局） 

 資料１のご説明をさせていただきます。答申書の構成に合わせ、第２部ごみ処理基本

計画（案）としております。 

 全体の構成ですが、１頁から１４頁までは、令和２年度第１回及び第２回の本審議会

資料にご意見による修正を加えた内容となっており、主な修正・追加の箇所はアンダー

ラインをつけております。その他に、必要に応じて文言修正を行っております。 

 また、１５頁以降は、本日新たにご説明させていただきます、「収集運搬計画」及び

「処理処分計画」となっております。 

 では、１頁をご覧ください。計画の基本理念について、「ＳＤＧｓ達成の観点から、

全てのごみ・資源物を戸別収集に移行したことについて記載しては」というご意見によ

り、下線のとおり追加しました。また、「地域での循環といった視点が加えられるとよ

い」というご意見により、下線のように「地域内での循環や」を追加しました。「地域

での循環」という考え方につきましては、２頁の基本方針の中でも触れております。 

 次に３頁をご覧ください。大変申し訳ございません、グラフの軸の始まりはゼロから
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にすべきとのご指摘により修正しましたが、中間省略が抜けているため、再度修正させ

ていただきます。 

 次に５頁をご覧ください。表２‐３について、一日当たりの事業系ごみ（燃やせるご

み）搬入量について目標設定しているところ、以前の資料では、誤って年間量の数値を

記載してしまっておりました。こちらは、１日当たりの量に換算して修正しております。

大変申し訳ございませんでした。 

 また、同じ５頁の「３ 参考指標」について、令和２年度第２回審議会のご意見によ

り、総資源化率及び家庭系燃やせるごみと燃やせないごみを参考指標とする旨の記載を

追加しました。 

 次に７頁をご覧ください。ご意見により、「２ 市が果たす役割」として、庁内連携

の強化を追加しています。 

 次に１０頁をご覧ください。発生抑制・排出抑制計画の個別施策の内容です。 

（６）再使用の促進の中で、ご意見により、古着の再使用の推進に関する記載を追加し

ました。なお、第２回審議会では私から「適正な分別排出といった視点で位置づけては

どうか」とご説明いたしましたが、再使用の推進として位置づける方がより基本理念に

沿ったものになると考え、こちらに記載しております 

 次に１１頁をご覧ください。「施策方針２ 事業者によるごみ減量及び再生利用の推

進」です。「事業者」という文言が示す意味を分かりやすく記載すべきとのご意見によ

り、文脈から明確に読み取ることが難しいものにつき、説明を追加しました。 

 次に、１２頁をご覧ください。「施策方針３ 行動の変革を促す普及啓発と環境学習・

環境教育の推進」に中に「（４）オンラインでの情報発信や啓発の充実」を新たに位置

づけました。オンラインでの啓発を強化していくとともに、市の情報機器など、環境整

備に伴って新たな手法による啓発が可能となることから、こちらの検討を行っていくと

しております。 

 続いて「（５）の美住リサイクルショップ活動」については、「地域における」とい

う文言を削除しました。 

 次に１４頁をご覧ください。「施策方針４ 市民・市民団体・事業者との協働」の「（４）

市民・事業者との協働」で、ご意見により、「事業者」についての説明を追加するとと

もに、様々な事業者との更なる協働の取組を推進するとしています。 

 以上が、これまでのご審議によって追加、修正を行った主な項目となっております。 

 次に、１５頁をご覧ください。収集運搬計画についてです。施策方針は、収集運搬計

画及び処理処分計画で共通のものとして、「安全・安心・安定的な収集及び処理の推進」

としております。 

 この中で、新たな取組として、「（５）ごみ出しが困難な方への支援策の検討」、「（７）

不測の事態への対応」の２つを記載しました。 

 （５）ごみ出しが困難な方への支援策の検討では、課題の整理でも触れられてきまし
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たが、超高齢社会の到来により、今後ますますごみ出しが困難となるケースが増えてい

くことが見込まれることから、必要となる支援策を検討していくとしております。 

 また、（７）不測の事態への対応については、令和元年に発生した新型コロナウイル

スの感染症への対応は、現在も継続して行っているところですが、廃棄物処理事業は社

会機能を維持していく上で欠かすことができない重要な業務であることから、今後この

ような不測の事態が発生した場合においても、安定的なごみ収集を継続していけるよう

必要な対応を行うとしています。 

 次に１６頁をご覧ください。処理・処分計画についてです。 

 中間処理については、引き続き、環境に配慮した安定的なごみ処理を継続するととも

に、施設整備に関しては、令和元年度に策定した東村山市ごみ処理施設整備基本方針に

基づいて新たな処理施設の検討を進め、令和１０年度中の稼働を目標として整備を進め

てまいります。なお、施設整備に関する計画は、一般廃棄物処理基本計画の下位計画に

当たることから、本計画で定められる基本的な考え方にそって、具体的な検討を進めて

いくものとします。検討の進捗状況などについては、随時、本審議会にご報告をさせて

いただきます。 

 次に、１７頁をご覧ください。最終処分については、計画目標の中で埋立て処分量ゼ

ロを掲げており、燃やせるごみについてはエコセメント化事業によって、また、燃やせ

ないごみについては、民間処理施設への処理委託により再資源化を図ることで目標達成

していくものとしています。資料１については、以上です。 

 

○志賀会長 

 説明が終わりましたので、何かご意見があれば、お願いいたします。 

 

○上村委員 

 グラフの件、ありがとうございました。６頁のグラフにも中間省略の波線がありませ

んが、こちらも同様に修正するということでよろしいですか。 

 

○渡邉（市事務局） 

 申し訳ございません。６頁も同様に修正します。 

 

○秋本委員 

 「３ 収集運搬計画」で新たに追加された（５）については、まさに身近な問題とし

て感じるものですが、資源循環部のみでは解決できない問題だと思われます。市の行動

指針として「庁内での連携を強化」とあるので、こちらでも庁内連携について言及する

ことでより、明確に進むかなと思いました。 

また、「４ 処理・処分計画」（２）施設の適正な維持管理については、粗大ごみの
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処理施設の維持管理についても言及していただければと思います。 

 

○渡邉（市事務局） 

 粗大ごみ処理棟は、リサイクルセンターの一部であるため、これも含むものとして文

案を作成しましたが、表現として分かりにくいかと思いますので追加させて頂きます。 

 また、（５）ごみ出しが困難な方への支援策検討では、委員のおっしゃるとおり、庁

内連携が重要と思います。どういった方に支援が必要なのか、福祉担当所管との連携な

しでは進められないと思いますので、ご指摘の文言を追加させて頂きます。 

 

○上村委員 

 １７頁の最終処分計画で、エコセメント化事業による埋立ゼロの継続とありますが、

エコセメント化施設の今後１０年間の見通しはどのようになっているのでしょうか。 

また、先般の国の審議会等に対して容器包装プラスチックと製品プラスチックの一括

回収を検討といった報道がありました。この点についても併せて伺います。 

 

○戸水（市事務局） 

 まず、エコセメント化事業ですが、平成１８年度から２０年間、令和７年度までの計

画となっています。 

 令和８年度以降の計画については、東京たま広域資源循環組合にて検討している段階

であります。基本的方針は令和３年度頃にまとまるものと考えております。 

 

○渡邉（市事務局） 

 プラスチックの回収についてですが、政府の考え方が報道され、今後どのようにして

いくかというあたりは慎重に考えていく必要があると思います。 

 市としては、本計画の審議でもありましたが、再資源化の推進など環境負荷の低減に

配慮した方法で、適正に収集運搬及び処理を行っていく必要があります。先行して取り

組まれている市もあるようで、こういった事例を参考に成果や課題を見ていく必要があ

ると思います。また、逆の動きをする自治体もあり、例えば私が居住している自治体で

は、以前は製品プラスチックと容器包装プラスチックを混合して回収していたのが、そ

れぞれを分別して回収するようになりました。たしか、処理施設での分別の手間がかか

るという説明だったように記憶しています。市民生活の利便性の向上という面も含め

て、循環型社会の実現に向けてどのようにしていくか慎重に進める必要があるかと思い

ます。 

 

○大西（市事務局） 

 一部報道で容器包装プラスチック等の一括回収という話が出ていることは承知して



6 

 

おりますが、現時点では国から明確な方針が示されているものではございません。また、

追加の報道もない状況です。 

 当市は、早い時期から容器包装プラスチックの分別収集を実施しており、また製品プ

ラスチックが含まれる、不燃ごみの再資源化にも取り組んでおります。この点において、

国が示す目的は、ある程度達成しているものと理解しております。 

 現時点では計画に盛り込むべき確定的な情報がないことから、資料のとおりの案を作

成しています。 

 

○上村委員 

 本計画の中間見直しの際は、どのようになるのでしょうか。 

 

○大西（市事務局） 

 大きな動きがあれば５年ごとの計画の見直しもありますので、その段階で反映させて

いくこととなります。 

 

○上村委員 

 国の方針等を後追いするのではなく、エコセメントのことも含め、先駆的な取り組み

を発信できると良いと思います。 

 

○大西（市事務局） 

 本計画は、廃棄物処理に係る最上位計画であるため、処理方法や処理ルートが確立さ

れていない状況では計画に盛り込みににくいと思われます。 

また、エコセメント化事業も多摩広域で実施しております。事業の場所や形態につい

ては協議中ではありますが、実施内容については確立しているものですので、資料のと

おり記載しております。 

  

○志賀会長 

 制度などが変わった際には、計画の見直しは当然必要になります。その時は柔軟に変

えていくしかないと思います。 

 

○秋本委員 

 「３ 収集運搬計画」の「（２）安全で円滑な環境に配慮した収集運搬」についてお

聞きします。「環境負荷低減に配慮した運転等への協力」とは具体的にどのようなこと

でしょうか。 
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○渡邉（市事務局） 

 まず、運転というのは、アイドリングストップなどのことを意味します。その他につ

いては、財政面での制約もあり例示はしていません。 

 

○秋本委員 

 低公害車といった車両導入の話も含まれるのでしょうか。 

 

○大西（市事務局） 

 低公害車の導入については、収集事業者の皆さまに進めていただいているところで

す。そのため「電気自動車を導入します。」といったような具体的な記載は困難な面が

ございます。 

 

○秋本委員 

 電気自動車の導入補助等があれば、環境への配慮も進むと思います。 

 

○大西（市事務局） 

 川崎市等が実証実験を進めているといった情報は把握してはおりますが、国からの補

助等があれば当市も検討できますが、何ら補助等のない中で市単独での実施は困難な面

もございます。 

 

○秋本委員 

 そのようなことも視野にいれた計画ということでしょうか。 

 

○大西（市事務局） 

 はい、そのように考えております。 

 

○加藤委員 

 以前から、ＣＮＧやＬＰガス等の化石燃料を燃やさないエネルギー源とする車の導入

にトライしてきております。しかし、充填施設がなくて、結果として収集困難というの

がこれまででした。 

 また、電気の場合は充電時間にかなりの時間を擁するのと、ハイブリッドは非常に高

額になるという課題があります。結果として、この部分を役所が対応することが出来る

のかどうかにかかっているかと。 

 しかし近い将来において、環境負荷について事業所として対応をしたいとは思います

が、経済的合理性を担保するものでないとならないので、今後も協議をしていきたいと

考えております。 
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○秋本委員 

 アイドリングストップ等といった運転手さんの努力は十分かと思います。ソフト面で

は限界かと考えハードの整備について伺いました。 

 

○紺野委員 

 「３ 収集運搬計画」の（２）について、古紙・古着について確認いたします。 

 ご存じのとおり古紙の市況は非常に厳しい状況となっております。以前はリーマンシ

ョックの際に、その前ですと東京ルールⅠという資源ごみの集団回収を実施した1999

年頃に古紙が余剰化して暴落したことがあります。概ね10年スパンで厳しい環境に置か

れている状況です。 

 今後、10年間の安心・安定的な古紙や古着の回収といったことについても言及してい

ただければ思っております。 

 

○渡邉（市事務局） 

 ２頁の基本方針の「５ 安全・安心・安定的なごみ収集と処理の推進」で、「市民が

安心して生活していけるよう、環境に配慮した安全かつ安定的なごみ収集と処理を継続

して行って」としています。個別施策の中には安定的な収集という具体的な文言の記載

はないのですが、基本方針の中でカバーされていると考えます。このような捉え方でい

かがでしょうか。 

 

○紺野委員 

 そうですね。この基本方針のもとに、事業者と市と市民が連携して安定的な回収がで

きるよう進めていくことが一番だと思います。ありがとうございます。 

 

○上村委員 

 「ごみ処理施設整備基本方針」について、整備の基本方針の⑤で「地球にやさしい施

設」とありますが、具体性に欠けるものと思います。例えば、温室効果ガス排出量の低

減とか、エネルギー効率といった方が良いのではないでしょうか。 

 

○大西（事務局） 

 施設整備の基本方針について、現時点で確定しているのは４つの基本方針と７つのコ

ンセプトとなります。今、委員が述べられた具体的なことについては、これから決めて

いく内容になります。 
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○上村委員 

 よろしくお願いします。 

 

○志賀会長 

 ここまでの委員の皆様からの意見を踏まえ、事務局において文言の整理を図るようお

願いします。 

 次に、資料２の説明をお願いいたします。 

 

○渡邉（市事務局） 

 資料２の「第３部 生活排水（し尿）処理基本計画（案）」についてご説明します。 

 一般廃棄物処理基本計画は、資料１の「ごみ処理基本計画」及び資料２の「生活排水

処理基本計画」から構成されます。生活排水処理とありますが、本計画で対象とするの

は、公共下水道を通じて処理される分を除く、し尿及び浄化槽汚泥とします。 

 １頁をご覧ください。処理の現状について、平成７年度に本市の公共下水道が１０

０％整備されましたが、一部残っている家庭のくみ取り式便所や、建設現場やイベント

などで使用される仮設トイレ、浄化槽の汚泥については、引き続き収集運搬と処理が必

要な状況にあり、一般家庭のし尿は収集委託業者により、また、それ以外の事業系のし

尿と浄化槽汚泥は一般廃棄物処理業許可業者により収集運搬を行っております。収集後

は、秋水園内のし尿希釈投入施設に搬入され、希釈処理後に公共下水道に放流しており

ます。 

 ２頁をご覧ください。し尿及び浄化槽汚泥の搬入状況についてですが、表３－２のと

おり、どちらも長期的に見て減少傾向にあるといえます。 

 最後に処理計画についてですが、今後、さらに公共下水道への接続が進むことにより、

搬入量は減少していくものと見込まれますが、仮設トイレや浄化槽汚泥は完全になくな

るということはなく、家庭からのし尿も含め、適正に処理していけるよう、引き続き処

理体制を維持していくとしています。また、災害時の対応についても記載しており、詳

細は、平成30年度に策定した「災害廃棄物処理計画」のとおりですが、市単独での処理

体制の維持が困難となった場合には、東京都との覚書により、清瀬水再生センターへ搬

入を行うということになっております。 

 生活排水処理計画につきましては、以上です。 

 次に、３頁をごらんください。答申書の構成にあわせ、「第４部 計画の推進(案)」

としています。ここまでご審議頂いた「ごみ処理基本計画」及び「生活排水処理基本計

画」の推進体制についてです。こちらは、概ね現行計画の推進体制と同様となっていま

すが、毎年度実行計画を策定し、部内組織において進捗管理を行い、本審議会へ報告す

るとしています。審議会からのご意見により見直しを図り、本計画達成に向け取り組ん

でいくとしています。資料２の説明は以上です。 
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○秋本委員 

 ２頁「２ 災害時の対応」で記載されている「覚書」について確認です。東村山市の

し尿施設が処理困難となった場合、清瀬市に処理をお願いすることになり、清瀬市が処

理困難となった場合には、東村山市で受け入れるといった内容なのでしょうか。 

 

○濱田（市事務局） 

清瀬水再生センターとありますが、これは東京都の下水道処理施設のことです。市の

処理施設で処理が困難となった場合、東京都の施設に受け入れてもらいます。また、清

瀬水再生センターにおいても処理が困難な状況となった場合には、他の東京都の下水道

処理施設に搬入させていただくことになろうかと思います。 

 

○加藤委員 

 災害の話が出ましたのでお聞きします。報道によりますと、今後は災害廃棄物の処理

について自衛隊任せにせず、民間事業者の協力を仰ぐようにとのことでした。このこと

について市では把握されていますでしょうか。 

 

○戸水（市事務局） 

 加藤委員がおっしゃられた内容については、東京都経由で通知が届いております。自

衛隊に要請するまでに平素より取り組むべき事項や民間事業所も含めた関係機関の連

携等が記載されたものとなっていたかと思います. 

 

○加藤委員 

 災害廃棄物に係る協定を様々な団体と締結しているものと存じますが、発災した場合

には瓦礫の数やし尿の処理など待ったなしでの対応になると思われます。民間の事業所

との協定を進めておかないと、災害時に対応に支障が生じてしまいます。今後も、民間

の活用を促していただきたいと意見させていただきます。 

 

○戸水（市事務局） 

 東村山市は「災害廃棄物処理計画」を平成３１年３月に策定しました。計画策定済み

の自治体の割合は４割程度と記憶しています。国や東京都からも迅速に計画を策定する

ようにと各市にマニュアル等が送付されてきている状況にあります。 

 市の災害廃棄物処理計画の中には、各主体との連携についても記載されており、今後

も計画に沿った取組として、民間組織との連携体制の構築を図る必要があるものと考え

ております。 
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○加藤委員 

 東京23区は東京都との連携があり動きが速いのですが、多摩地域は各市が独立してい

るので一体的な動きとなりにくい。東村山市がリーダーとなるかどうかは分かりません

が、災害がれきの処分処理先について、是非とも進めていただきたいと思います。 

 

○志賀会長 

 他にご意見ございますか。なければ、「生活排水処理基本計画」と「計画の推進」に

ついての審議は以上と致します。 

 

○渡邉（市事務局） 

 本日までの資料に、補足資料である「資料編」をつけ加えて、答申案を作成いたしま

す。ご意見の反映の他、細かなミスが目立ち大変申し訳ございませんが、再度全体を見

直して誤字脱字等の確認により文言調整を行い、次回の審議会において答申案としてお

示しできればと考えております。 

 

○志賀会長 

 では、本日の審議事項は以上とします。 

 

３ 閉会 

○志賀会長 

 本日の会議はこれをもって閉会とさせていただきます。お疲れ様でした。 

 

 


