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会 議 録 

 

会議の名称 平成27年度 第４回 東村山市廃棄物減量等推進審議会 

開催日時 平成28年３月18日（金）午後３時30分～午後５時30分 

開催場所 美住リサイクルショップ 

出席者及び欠席者 ●出席者： 

（委員） 志賀敏和会長・細渕太郎副会長・森薗孝志委員・中根晶子委

員・市川忠文委員・佐藤満里子委員・紺野琢生委員・加藤宣行

委員・田浪政博委員、齋藤健二委員 

（事務局）間野雅之（資源循環部長）・原田俊哉（資源循環部 

次長兼管理課長）・内野昌樹（ごみ減量推進課長）・武田源

太郎（施設課長）・関泰三（管理課長補佐兼庶務係長）・濱

田嘉治（施設課長補佐兼資源再生係長）・渡邉広（管理課計

画調査係長）・岡宏明（施設課計画係長）・森健二（施設課

施設係長）・武井百合子（ごみ減量推進課減量指導係長）・

竹崎佑樹（管理課計画調査係主事） 

（オブザーバー）ダイナックス都市環境研究所 

佐久間信一・石垣歩 

●欠席者：なし 

傍聴の可否 可 傍聴不可の場

合はその理由 

― 傍聴

者数 

３名 

会議次第 １．開会 

２．議事 

(１)東村山市一般廃棄物処理基本計画（案）について 

（２）平成28年度東村山市一般廃棄物処理基本計画 実行計画（素案）

について 

３．報告 

４．閉会 

問い合わせ先 資源循環部 管理課 計画調査係 渡邉 

電話番号 042－393-5111（内線2613） 

ファックス番号 042－391-5847 
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会 議 経 過 

◯原田（市事務局） 

平成 27 年度第４回東村山市廃棄物減量等推進審議会にお集まりいただきまして誠にありがとうご

ざいます。まず始めに、資源循環部長よりご挨拶させていただきます。 

 

◯間野（市事務局） 

皆さんこんにちは。本日は、年度末のお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。

秋水園も、おかげさまをもちまして一定の整備が進み、今年度いっぱいで外構工事を含めたハード面

の設備は終わるところでございます。 

３月議会が始まっております。一般質問では、食品ロスや小型家電回収の関係で、リサイクルに関

する関心をどのように市民に周知をしていくのか、というようなご質問いただいて、答弁したところ

でございます。また予算につきましては、後ほど担当の方からお話がありますけれども、いよいよ来

年度より、今後のごみ処理施設をどうしていくか検討に入っていくということで、検討会を立ち上げ

ることを考えております。今週の火曜日の予算委員会では、その承認を受けておりまして、来週の 23

日には、議会で予算が審議されるという状況でございます。 

本日は、いよいよ一般廃棄物処理基本計画の最終の取りまとめということで、皆さまにご意見を頂

戴して、策定につなげていきたいと思いますのでよろしくお願いします。また同計画の実行計画にお

きましても素案ができましたので、こちらの方も審議いただき、来年度に向けて進めてまいりたいと

思います。本日もどうぞよろしくお願いします。 

 

◯原田（市事務局） 

申し訳ございませんが、資源循環部長は、別の公務のため会の途中で退席させていただきます。 

 

◯間野（市事務局） 

申し訳ありません。よろしくお願いいたします。 

 

◯原田（市事務局） 

続きまして、お配りしております資料の確認を渡邉係長よりさせていただきます。 

 

【資料確認】 

 

◯原田（市事務局） 

続きまして、本日の出席状況をご確認させていただきます。本日は大変お忙しい中、全委員さんに

ご出席賜っております。東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則における開催

要件を満たしておりますので、本会が成立することをお知らせいたします。それではこれから、議事

進行を会長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

◯志賀会長 

それではこれより、平成 27 年度第４回東村山市廃棄物減量等推進審議会を開会いたします。それ
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では、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にございますように、一般廃棄

物処理の基本計画案と、東村山市一般廃棄物処理基本計画実行計画素案についてです。本日の審議内

容については特段の非公開情報はないと思われますので、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 

それでは傍聴人の入場お願いいたします。 

 

【傍聴人入場】 

 

◯志賀会長 

それでは議事に入ります。次第の１番、東村山市一般廃棄物処理基本計画案について事務局からご

説明をお願いいたします。 

 

◯渡邉（市事務局） 

次第の（１）「東村山市一般廃棄物処理基本計画（案）」について、ご説明します。 

資料は①と②を使用いたしまして、平成 28 年１月から２月にかけて実施したパブリックコメント

のご報告と、最終的に調整を図りとりまとめました「東村山市一般廃棄物処理基本計画（案）」につい

てのご説明をさせていただきます。 

それでは、資料①の１枚目をご覧ください。「東村山市一般廃棄物処理基本計画（素案）についての

意見募集の結果」でございます。こちらは、前回、第３回審議会においてご審議いただき、まとめま

した「東村山市一般廃棄物処理基本計画（素案）」につきまして、広く市民の皆さんのご意見を伺うた

め、パブリックコメントを実施しておりまして、その内容をまとめたものとなっております。 

１枚目に概要、２枚目以降にいただいたご意見と市の考え方をまとめておりますが、田浪委員から

お問い合わせいただいておりまして、内容にわかりにくい箇所がございましたので、内容に入る前に

その点について、ご説明させていただきたいと思います。 

資料２枚目のページ番号１、上から、２番目のご意見の欄をご覧いただけますでしょうか。こちら

に「資料 28 ページ課題の整理に追加して欲しい」とありますが、この「28 ページ」というページ番

号は、「パブリックコメント実施時に設置した計画（素案）」のページ番号を指しております。今回の

会議資料に基本計画（案）がございますが、こちらのページではございません。ご説明が足りない部

分があり、申し訳ございませんでした。 

それでは、実施結果の概要ですが、意見募集の実施期間は、平成 28年１月 20日（水曜）から２月

８日（月曜）までの 20日間で、８名の方から 21件のご意見を頂戴しました。 

 非常に数多くの貴重なご意見を頂戴し、ありがたいことと受け止めているところです。 

 お寄せいただいたご意見の内容と市の考え方については、２枚目以降に記載しておりますが、全体

として、基本的に、ご意見の考え方は、計画の中に既に取り込まれているものと考えております。 

具体的な取り組みのお話もいただいておりますが、そちらについては年度計画である「実行計画」や、
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さらには実際に担当者が事業を進めていく中で、参考にさせていただきながら、具体化していければ

と考えております。 

 なお、こちらの、パブリックコメント実施結果の概要につきましては、資料②の基本計画（案）の

中の最終ページにも、記載を追加しております。 

 パブリックコメント実施結果のご報告は、以上です。 

 

続きまして、資料②をご覧ください。「東村山市一般廃棄物処理基本計画（案）」について、でござ

いますが、こちらについては、パブリックコメント実施後に、新たな動向や、現行計画の直近の実施

状況等を確認しながら、資源循環部において調整を図り、取りまとめたものです。 

 変更箇所がございますので、そちらについてご説明させていただきまして、内容についてご承認い

ただきたいと考えております。 

なお、本日ご承認いただけましたら本計画の確定作業に入りまして、平成 28 年度４月頃をめやす

に公表をしてまいりたいと考えております。 

 では、資料②の５ページをご覧ください。廃棄物に関する東京都の動向についてまとめたページで

すが、現在、東京都が策定を進めている平成 28 年度からの新たな廃棄物処理計画について東京都廃

棄物審議会から答申がなされており、その内容につきまして新たに記載を加えております。 

 答申の中では、主要な施策として「資源ロスの削減」、「エコマテリアルの利用」、「廃棄物の循環利

用の更なる促進」、「災害廃棄物対策」などがあげられております。 

本市の計画に新たに位置付ける、「食品ロス削減」等の様々な取り組みについて、東京都の動向も把

握しながら、進めてまいりたいと考えております。 

続きまして、32ページをご覧ください。ごみ量推計のページでございますが、ページ中段以下のグ

ラフにもあるとおり、ここでは平成 27年度から計画最終年度の平成 32年度までの推計を行っており

ます。平成 27 年度のごみ量の確認作業を進めるなかで、推計値と比較すると若干の修正が必要な部

分があるものと判断しまして、再度、推計のやり直しをしております。 

 その結果、32ページの本文、上から５行目の終わりからですが、「計画最終年度の平成 32度におけ

る本市での総ごみ発生量は 3万 8千 241トン、集団資源回収量を含まない１人１日あたりのごみ量は

642グラムに減少」と修正しております。 

 なお、本文中に「詳細データは 51 頁参照」とございますが、正しくは「52 頁」です。訂正させて

いただきたいと思います。申し訳ございませんでした。 

続いて、37ページをご覧ください。上から２つ目の、⑪店頭回収の拡大についてです。 

今後の施策展開の囲みの下に、数値目標を２つあげておりまして、２つ目の自動販売機脇回収ボッ

クス設置率について、「80 パーセント以上」としていたものを、「87 パーセント以上」に見直しまし

た。こちらの施策については、廃棄物減量等推進員の皆さんにご協力いただきながら設置調査や設置

依頼を進めておりまして、平成 27年度調査時点で、「84.5パーセント」の設置率となっておりますこ

とから、更なる設置箇所拡大をめざして、目標を「87パーセント以上」としたものであります。 

最後に、全体にわたっての内容ですが、文章や表現の精査を再度行いまして、わかりにくい表現や、

計画書全体で統一されていない表現などについて、文言の整理を行っております。 

 東村山市一般廃棄物処理基本計画（案）についてのご説明は以上です。 

 計画（案）について、この内容で進めていきたいと考えておりますが、ご指摘などございましたら
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いただきたいと思います。 

 

◯志賀会長 

何かご意見等がございましたら伺います。 

 

◯市川委員 

先ほどの、データの参照ページ数の記載が間違っている件についてですが、10ページの温室効果ガ

スの排出量について、詳細データは 63ページ参照となっておりますが、これは 61ページが正しいと

思います。 

 

◯原田（市事務局） 

申し訳ございません。再度全ての内容の確認をさせていただきます。ご指摘いただき、ありがとう

ございました。 

 

◯佐藤委員 

資料①のパブリックコメントですけれども、21 件ものご意見が来たといくことは本当に良いこと

だと思っております。このパブリックコメントの結果は、東村山市のホームページで見ることができ

たのですが、例えば他に公民館であるとか図書館とかでは、直接目で見られるような、よくヨーカド

ーさんなんかも、貼り出してありますよね、皆さんのご意見といって。ああいう形では掲示されない

のですか。インターネットで見られる方は、やはり少ないような気がしたものですから。 

 

◯渡邉（市事務局） 

意見募集を行いました公民館やふれあいセンターなどの各館に、資料を配布しております。 

 

◯佐藤委員 

貼り出してあるわけじゃなくて。 

 

◯渡邉（市事務局） 

全て掲示するとなるとかなりの場所をとってしまいますので、資料の設置にとどめています。 

 

◯佐藤委員 

分かりました。ありがとうございます。 

 

◯志賀会長 

他にございますか。 

 

◯佐藤委員 

読んでみて市の考え方がしっかり丁寧に説明されているのですが、まとめて市の考え方だけ読んで

いくと、せっかく意見を言ったものが「考えております」ですとか、「明記してあります」とか、全部
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意見がここでシャットアウトされてしまっているように私には思えたのですね。それで例えば４ペー

ジの 11 の一番下の「資料 38、フリーマーケット、不良品交換の推進」では、新品のみを引き取りし

ていますと書かれていますが、こういうところであれば引き取りもしていますというようなアドバイ

スも一緒に載せてあげられたら良かったという気がしました。 

 

◯渡邉（市事務局） 

この資料は、計画をどのように考えていくかという視点で考え方をまとめていますので、確かに、

これは出来ないけどこういうところでなら出来ます、というようなかたちではお答えできていないか

もしれません。 

 

◯原田（市事務局） 

今、渡邉係長が申し上げた通り、この計画に対してのご意見をちょうだいしたというところもあっ

て、印象として佐藤委員がおっしゃられたような感じもあったかもしれません。 

 

◯佐藤委員 

これだけまとめて読んでしまうとね。 

 

◯原田（市事務局） 

そうですね。今後、私どもとしてはこういう意見は大変貴重な意見でございますので、後ほどまた

ご説明させていただきますが、実行計画とかそれからさらにその中で、具体的に担当者が取り組む際

において、今いただいたこの意見、もしくはその佐藤委員からいただいたご意見含めて、どういうふ

うにできるかと考えていくべきと思っております。 

 

◯志賀会長 

他にございますか。 

 

◯市川委員 

今回のパブコメでいえば、フリーマーケット、不用品交換に対する意見が非常に多いですよね。こ

う見ても、９番、10番、11番の方がそれに関することで、関心が多いのかもしれません。確かに食器

類などは、例えば、私が関わっている秋水園ふれあいセンターなんかでも、勝手に持ってきて置いて

いってしまう人が結構いるんですよ。それで、結局処分するのも私達になってしまいますから困って

しまいますよね。だからこれは非常に難しいですよね。中古品を引き取ってくださいといっても、ほ

とんど引き取りしているところは少ないと思いますしね。 

 

◯佐藤委員 

フリーマーケットは回数が少なかったり、自分では行けない場所だったりなどで、なかなか参加で

きないということもおありなのかなとは思っていましたけれども、やはり実施を望んでいる方が多い

ということは、少しずつでも増やしていくということが必要なのかと思います。 

とんぼサポーター２も平成 27 年度は秋水園内でフリーマーケットを始めましたので、その中で提
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案できるのならば子供用の衣料品みたいなものを、販売ではなくて好きなものをお持ちいただいて、

それで引き取っていくような形ができたらいいかなと思うのですが、もう使えないようなものを持っ

てこられる可能性もあるので、方法を考えなければならないと思います。 

色々なやり方を考えていく必要があるかもしれないですけど、そういったご意見が多いのならば、

ちょっとそういうことも試せるのかなという気がしました。 

 

◯紺野委員 

関連してですが、当組合で昨年のリサイクルフェアでも、育児用品、おもちゃ、ぬいぐるみ、食器

類の、まだまだ使えるのだけど使わなくなったものの引き取りをさせていただいていて、今でも試験

的に進めているのですけれども、是非、相互に協力し合ってうまく進めていければいいなと思ってい

ますので、その際は是非よろしくお願いします。 

 

◯佐藤委員 

すみません。そのような取り組みをされていたことを忘れてしまっていました。リサイクルフェア

の中でまだ何かできることがあると思いますし、実行委員会のなかでも話をしていけるのではないか

なと思いました。 

 

◯紺野委員 

ただそのままごみになってしまうようなものではいけないので、品質的なものはある程度、担保し

なければいけないと思います。また、食品ロスについてですか、小平市でもやっているのですけど、

賞味期限が２カ月ぐらい、２カ月以上残っていればフードバンクに寄付するようなそんなシステムも

ありますので、ちょっとそういったことも何かできればいいですよね。 

 

◯原田（市事務局） 

リサイクルフェアは実行委員会形式でやらせていただいておりますので、そういうご意見をいただ

いて皆さんで作り上げていけるようにしていければと思います。 

 

◯志賀会長 

他にございますか。概ねよろしいでしょうか。出たご意見は事務局の方で調整いただいて、概ね事

務局の案の通りで進めさせていただき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 

１年間本当に皆さまに活発にご議論いただきまして、本日無事に成果を得ることができたと思いま

す。事務局も、市民アンケート、意見交換会、それから意見の集約、調整、いろいろご苦労さまでご

ざいました。まだまだこれから課題があると思いますけれども、当面、各目標の達成に向けて引き続

きご努力いただきたいと思います。ありがとうございました。 
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◯原田（市事務局） 

ありがとうございました。 

 

◯志賀会長 

次に移ってよろしいですか。 

 

◯間野（市事務局） 

別の公務のため退席をさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

◯志賀会長 

はい。続きまして（２）平成 28 年度東村山市一般廃棄物処理基本計画、実行計画素案について事

務局から説明をお願いします。 

 

◯渡邉（市事務局） 

続けて私から（２）平成 28年度東村山市一般廃棄物処理基本計画 実行計画（素案）についてご説

明致します。 

 資料③をご覧ください。 こちらの「平成 28年度 東村山市一般廃棄物処理基本計画 実行計画（素

案）」につきましては、次第の（１）でご説明しました東村山市一般廃棄物処理基本計画の取り組みを

進めていくため、平成 27年度の実績もふまえながら、平成 28年度の取り組みについてまとめたもの

です。こちらについて委員の皆様からご意見を頂戴し、全体としてご承認いただきまして、平成 28年

度の公表につなげていきたいと思います。 

 資料にございます 29 施策は、全て重要なものではございますが、分量もございますので、平成 28

年度において新たに取り組む内容のものを中心にご説明させていただきます。 

なお、資料の中で平成27年度実績を記載しておりますが、こちらは平成27年12月末までの実績とな

っております。 

「１．発生抑制・排出抑制、再使用の推進」に関する取り組みからご説明させていただきます。 

（１）発生抑制・排出抑制に関する取り組みの、①食品ロス削減の取り組みの推進につきましては、

平成28年度から新たに計画に位置付ける施策ですが、平成28年度の取り組みとしては、啓発ポスター

を作成し、事業者への協力依頼を行うとともに、小学校による秋水園の施設見学や、出前授業等、ま

た、市ホームページやごみ見聞録において、啓発を行っていきたいと考えております。 

③生ごみの自家処理の促進は、減量化容器を販売している店舗に、啓発ポスター等を掲示するよう

協力を求め、来店者への周知につなげるとともに、より直接的な周知・働きかけとして、自治会など

に対しての情報提供や取り組みへの呼びかけを行ってまいります。 

２ページをお開き下さい。⑤レジ袋の削減は、数値目標の平成27年度実績が26店舗となっておりま

すが、働きかけにより第４四半期でもう１店舗増加する見込みです。平成28年度取り組みとしては、

今までの値引きやポイント付与に加え、購入時の声かけを行っていくよう、店舗への協力依頼を行い

ます。 

 ⑥リサイクルショップ活動の拡充は、平成 27 年度においても、リサイクルショップ入館者数増加

のために、リサイクルショップで実施する各種講習会の見直しや、毎月の「夢ハウス予定表」発行、
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イベント時のとんぼ市紹介を行ってきました。また、売り場スペースを拡大し、本の無料持ち帰りコ

ーナーを新設しております。 

 平成 28 年度は、取り組みを継続するとともに、さらに多くの方にリサイクルショップにお越しい

ただけるよう新たなイベントを計画するとともに、現在引き取りを行っております古着や食器類に加

え、新たな品目の引き取りをリサイクルショップで出来ないか検討をしてまいります。 

 ⑦ごみ減量・リサイクルを促進するための販売事業者の紹介については、新たに施策名称を「制度

の検討」から「紹介」に変更しておりますが、引き続き取り組みを推進していきます。（以前「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」） 

 ３ページをお開きください。⑨事業系ごみ（民間収集分）の排出指導について、平成 28 年度にお

いては、不定期で実施する民間業者搬入ごみの検査時に、受け入れ対象の燃やせるごみであっても食

品廃棄物等の資源化が可能なものが多く含まれる場合には、リサイクルするよう協力を求めてまいり

ます。 

 ５ページをお開き下さい。（２）再使用に関する取り組みの、①フリーマーケット、不用品交換の推

進（フリーマーケット）については、平成 27 年度にとんぼサポーター２主催のフリーマーケットが

秋水園において実施されましたが、平成 28 年度においても、美住リサイクルショップでの実施に加

え、秋水園で開催するフリーマーケットを継続して実施していきます。 

 その下の同じく、①フリーマーケット、不用品交換の推進（不用品交換）については、とんぼ市と

いう不用品交換の取り組みの交換成立件数を目標値に設定しており、目標達成に向け「事業を効果的

に周知する」ために、どのような人により多く利用されているかを把握することで、例えば子育て世

代が多いのであれば、そのような方が多く集まるところにも案内を設置するなどの、対象に合わせた

効果的な周知を図っていきます。 

 ６ページをお開き下さい。「２．合理的な収集と資源化の推進」に関する取り組みの、②資源物の持

ち去り防止対策の推進についてですが、こちらは平成 28 年度から新たに計画に位置付ける施策とな

っておりまして、平成 28 年度においては、これまでと同様に、パトロールを実施しホームページ等

で持ち去り防止についての取り組みの周知を行うとともに、委託事業者とのＧＰＳによる追跡調査を

実施し、持ち去り業者への指導を行うとともに、古紙問屋に対しては、持ち去り業者の搬入物を受け

入れないよう協力を求めていきます。 

 ③高齢者等みまもり収集の継続実施について、こちらも平成 28 年度から新たに計画に位置付ける

施策ですが、関係所管と連携して実施状況を把握し、実施して頂いている東村山市環境整備事業協同

組合様にご協力をいただきながら、事業を継続して実施してまいります。 

７ページをご覧ください。①生ごみの資源化の推進について、平成 28 年度においては、生ごみ自

家処理の促進と同様、より直接的な働きかけとして、自治会や集合住宅への情報提供や参加呼びかけ

を行ってまいります。 

②使用済小型家電の資源化の推進は、平成 28 年度から新たに計画に位置付ける施策で、事業につ

いてホームページ等で周知し、回収の協力を求めていくとともに、回収ボックスの設置箇所数を２カ

所拡大し、またリサイクルフェア等でのイベント回収実施についての検討を行ってまいります。 

８ページをご覧ください。「３．安全で確実な処理体制の構築」に関する施策についてですが、 

③ごみ処理施設更新の検討では、平成 28年度は、現在のごみ焼却施設の機能診断を実施し、また、

市民や学識経験者を含めた検討組織を立ち上げ、将来にわたって安定したごみ処理を行っていくため
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の検討を行ってまいります。 

④災害発生時の対応に向けた取り組みの推進は、平成 28年度から新たに計画に位置付ける施策で、

平成 28 年度の取り組みとして、国・東京都・他自治体からの情報収集、災害時のごみ処理体制構築

のため関係団体や関係所管との調整、災害時に発生する廃棄物の処理マニュアルの策定を行ってまい

ります。 

９ページをご覧ください。「４．情報提供や環境学習の充実」に関する取り組みですが、 

④学校への出前授業等の実施について、お手元に「東村山市秋水園見学のしおり」をお配りしてお

りますが、こちらを平成 27 年度に作成し、秋水園の見学に来ていただいた方にお渡ししています。

施設見学が実施できない小学校については、出前授業実施時に説明資料としてお配りして、秋水園で

のごみ処理についての説明を行っています。平成 28 年度も、引き続き取り組みを推進してまいりま

す。 

10 ページをご覧ください。「５．市民・事業者との協働」に関する取り組みの、③市民・事業者と

の協働推進について、先ほど６ページで、「資源物持ち去り防止対策」についてご説明しましたが、Ｇ

ＰＳによる追跡調査については、平成 27 年度実行計画ではこちらの施策に位置付けておりましたの

で、こちらの平成 27年度実績においても記載をしております。 

以上、平成 28 年度実行計画についてご説明させていただきました。内容について、ご質問・ご指

摘などあれば頂戴したいと思います。 

 

◯志賀会長 

ご意見等がありましたらお願いします。 

 

◯市川委員 

２ページの⑥で平成 28 年度の目標のところで、古着や食器類の取引を継続するとともに新たな品

目の取引について検討するとなっています。この新たな品目というのは何を想定しているのですか。 

 

◯内野（市事務局） 

今、古着と食器類について毎月第２日曜日に回収しているのですが、新たにかばん等を引き取りで

きないかと考えております。 

 

◯市川委員 

ランドセルとかそういうものですか。 

 

◯田浪委員 

かばんというのは、簡単にいうとハンドバッグなどです。 

そういうものは毎月第２日曜日の古着などの回収のときに、今までも結構持ち込まれていました。

せっかく持ってきてもらったものなので、受け入れてはいたのですが、あくまで非公式なものだった

ので、正式にやってはどうかということです。 
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◯志賀会長 

他にございますか。 

 

◯市川委員 

前回もちょっとお話がありましたが、６ページの資源物の持ち去り防止ですが、ＧＰＳの追跡調査

により持ち去り業者への指導を行うというところですが、古紙問屋さんに対しては持ち去り業者の搬

入物を受け入れないでくださいという協力を求めるというだけで、罰則適用は難しいのですか。 

 

◯紺野委員 

罰則は、なかなか難しいです。実際この間調査に行ったときは、問屋さんに我々も踏み込みまして、

現場で調べさせてもらって、社長にはその場で厳重注意をしてきたのですけど、ただそれ以上のこと

となると、やっぱり業界団体から組合員を除名するとか、そのぐらいのことしかできないです。 

 

◯市川委員 

でもこれ実際には犯罪ですよね、勝手に盗んで持ち去っていくわけですから。 

 

◯紺野委員 

窃盗罪を構成するのが少し難しいようです。資源物を置いている場所が道路の端だったりするの

で、所有権が不明確のようです。今、東村山市は戸別収集なので玄関前に置いてありますね。排出し

た時点で市の所有物になりますよってことなのですけど、なかなかそこを警察の方がきちんと認識し

ていただけてないという状況です。 

 

◯内野（市事務局） 

市で警察に相談をしたことがございまして、警察としても、窃盗罪というのはなかなか判断が難し

いということでした。その資源物が置いてあるところに、ネットを張ったり囲いをしたりしてあって、

そこから持ち去られるということであれば窃盗罪の適用は可能であるというようなお話でした。 

あとは条例についても、近隣市では罰則規定を設けているところもあるのですが、実際それを適用

したというケースはまだないという状況です。全国的に見ても、罰則の適用というのは非常に判断が

難しく、憲法上の法の下の平等に反するのではないかという議論があるようで、なかなか簡単に罰則

の適用というのは難しい状況であるというふうに考えております。 

 

◯加藤委員 

でもやらないよりいい。野放しになってしまうと大変ですから。 

 

◯市川委員 

抑止力になるのでしょうけどね。ただＧＰＳをつけるだけでもコストがかかりますし。 

 

◯紺野委員 

通勤通学時間帯に、彼らは全然交通法規を守らないで一方通行を逆走したりしますし、本当に危険
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なのです。そういった意味で、市民の安全安心のためにも何とかして、極力できることをやっていき

たいなとは思っているのですが。 

 

◯加藤委員 

ただどっかで換金しないと盗む必要はないので、換金する人をちゃんとやめさせるというのは大事

ですよ。 

 

◯志賀会長 

例えば、こういうごみ処理やリサイクルは、市民の税金を使って行っていることですから、少しで

も資源物の売却収入で回収したいと考えるのは当然のことなので、もっと国の方で統一して取り組ん

でもらいたいですね。 

 

◯紺野委員 

できれば、威力業務妨害とかちょっと違うところで何か取り締まるものがあればよいと思います。

この間もちょっとお話ししたのですが、例えば我々回収している業者が積んだ新聞を横流ししたら業

務上横領になるわけです。でも何の許可も何も持ってない人が集めて盗んで売っても罪にならないっ

ていうのは絶対おかしいので、国を挙げて取り組んでいただきたいなというふうには思っています。 

 

◯原田（市事務局） 

今回そういう意味では新規施策という形で、計画に位置付けて取り組むとしておりますので、ある

意味一つの宣言をしたということになるかと思います。この計画に東村山市が位置付けているという

ことが、抑止力にもつながっていくと考えています。 

 

◯森薗委員 

７ページの下の②で使用済み小型家電とありますが、小型家電というのは何を指しているのです

か。 

 

◯内野（市事務局） 

品目は 10品目ございまして、携帯電話、携帯音楽プレーヤー、携帯型ゲーム機、ビデオカメラ、デ

ジタルカメラ、ＩＣレコーダー、電子辞書、メモリーカード、ＵＳＢメモリー、ＡＣアダプターです。

法律上ではたくさん品目はあるのですが、現在、本市ではこの品目を回収しています。 

 

◯森薗委員 

これをリサイクルフェア等のイベントで回収することについて検討したいと書かれていますよね。

持ってきてくれた人にポケットティッシュを配るなどすれば、回収につながるのではないかと思いま

すが、どうでしょうか。 

 

◯原田（市事務局） 

実は、ティッシュを用意するというだけでも、予算確保の面など、なかなかハードルが高いという
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実情がございまして、ご提案として承りたいと思います。 

 

◯志賀会長 

他にございますか。 

 

◯加藤委員 

ごみ見聞録とかインターネットのホームページを活用した啓発活動はあるけれども、スマートフォ

ンなどのアプリを使った啓発は行わないのですか。 

 

◯内野（市事務局） 

平成 28 年度からは、ごみ分別アプリを導入していけるよう準備を進めております。スマートフォ

ンにアプリを入れていただいて、アプリからごみカレンダーですとか、分け方出し方の説明、またア

ラート機能といいますが、「今日は何ごみの収集の日です」など音声で示してくれるような機能も含

めまして、今準備をしているような状況です。 

そういった形でいつでも手軽に見ていただいて、適正なごみの排出にご協力いただけるよう進めて

いきたいと考えております。 

 

◯紺野委員 

昨日たまたま業界誌の方が取材にいらして話している中で、ふれあい収集のことが話題になったの

ですが、そういったことは将来的にお考えなのでしょうか。 

 

◯原田（市事務局） 

やはり高齢化が進行しておりますので、課題であるという認識はございますが、具体的にどのよう

な方法がとれるかというところまでは、まだ研究も含めて進んでいない状況です。確かに他市では、

ふれあい収集を実施されているところもあるのですが、本市では早くに収集の委託化を進め、特に現

業の職員を減らしてきましたので、そういう新たな取り組みを実施するのにはかなり難しさがありま

す。そういったことも含めまして今後どういうことができるかということは課題になると思います。 

 

◯志賀会長 

よろしいでしょうか。ここまで一定のご意見出ましたが、委員の皆さまから出たご意見は事務局の

調整していただくということで、概ね事務局の案の通り進めていくということはご異議ございません

でしょうか。 

 

【異議なしの声】 

◯志賀会長 

ありがとうございました。 

それでは続きまして、次第の３の報告に移らせていただきます。事務局より報告をお願いいたしま

す。 
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◯原田（市事務局） 

まず、リサイクルフェアで東村山市環境整備事業協同組合さんが、環境標語を毎年募集していただ

いております。先般、その最優秀作品が決まったということで、表彰をしていただきました。そのご

紹介をさせていただきたいと思います。 

 

◯内野（市事務局） 

ただ今説明がありましたが、環境標語の最優秀賞として「たべものを ごみにしないよ たべきる

よ」という、野火止小学校の１年生の方の作品が選ばれました。一昨日、東村山市環境整備事業協同

組合さんの主催事業ということで表彰式が行われました。受賞者に、なぜこういう作品にしたのか聞

きましたところ、友達が結構、給食を残している様子があるということで、これを標語にしたとのこ

とでした。基本計画での今後新たな施策として、食品ロス削減の取り組みをあげておりますので、ま

さにタイムリーな環境標語ではないかと思っております。 

 

◯原田（市事務局） 

すいません。本来であれば加藤委員の方からお話いただく内容でしたが。 

 

◯加藤委員 

環境標語は毎年募集をしておりまして、何十作品か応募があってその中で選考するのですが、この

作品は満場一致でした。標語はマグネットにしまして、私どもの収集車に貼って、日頃の収集時に市

民の方に見ていただけるようになっています。個人情報の問題もありますが、ご本人の了解を得て名

前も載せております。素晴らしい作品ですので、是非皆さんに見ていただきたいと思います。以上で

す。 

 

◯原田（市事務局） 

続きまして、前回の審議会でもご説明いたしましたが、水銀添加廃製品の回収事業を２月に実施い

たしましたので報告をさせて頂きます。 

 

◯内野（市事務局） 

２月１日から２月 29 日までの１カ月間、水銀添加廃製品の回収事業を実施いたしました。環境省

のモデル事業として、東京都内で初めての取り組みということで、事業周知も、市のホームページ、

ポスター、チラシの配布だけでなく、役所の庁内放送、そして東村山市環境整備事業協同組合さんに

もご協力をいただいてパッカー車での周知を行いました。 

周知の結果、マスコミからも取材の申し込みがございまして、ＮＨＫの朝のニュース、読売新聞、

ジェイコムなどに取り上げていただいて、市民の皆さんからの反響も大きなものとなりました。 

その結果といたしまして回収実績でございますが、集計中ということで確定値ではございませんの

で速報値としてお知らせしますが、水銀体温計約 1,700本、水銀血圧計約 130台、水銀温度計約 40本

を回収いたしました。 

本事業は２月末をもって終了いたしましたが、今後、水銀添加廃製品を排出される場合には、びん、

かん、有害物の日に、有害物として排出していただきますよう、よろしくお願いしたいと思います。 
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◯原田（市事務局） 

続きまして、容器包装プラスチックの品質についてご報告させていただきます。 

 

◯武田（市事務局） 

昨年８月に容器包装プラスチック協会から品質検査結果についてＤ評価であるということの通知

を受け、その後容器包装プラスチックの中間処理受託者は、施設設備の改善と作業員の増員ならびに

教育強化を図り、市とともに品質向上に向けて取り組んでまいりました。この結果、平成 28 年１月

22 日に行われました再検査におきまして、再びＡランクの品質評価をいただくことができたところ

でございます。また中間処理受託者と市の連携のみならず、市民の皆さまのご協力があってこのよう

な結果に繋がったものと考えておりまして、あらためて市民の皆さまにも感謝申し上げるところでご

ざいます。 

 

◯市川委員 

その件についてよろしいですか。先日、周辺対策協議会で見学会を実施しまして、41名の参加のも

と、秋水園の関連施設ということで、加藤商事さんの工場の他、こちらの美住リサイクルショップ、

それからとんぼ工房を見学させていただきました。 

加藤商事さんの工場を見させていただき、我々もびっくりしました。なぜ、容器包装プラスチック

にこんなに異物が混入されているのかと。びんや缶などが、コンテナに山ほど出ているわけですよ。

これはやはり、処理する加藤商事さん側も確かに大変だと感じました。ラインを長くして、人を雇っ

てという形で今回またＡランクに復活しましたけれども、ごみを出す方もやはり正しい分別を徹底し

なければいけないなということを実感しました。 

また、こちらの美住リサイクルショップさんにつきましては、41名の見学の方に来たことあります

かと尋ねたら、80％以上の方が初めてだということでした。やはり秋津町から離れているという距離

的なこともあるのでしょうが、こんなに知らないということはやはりＰＲ不足なのかなとも感じまし

た。 

 

◯志賀会長 

美住リサイクルショップは本当によくなったと思います。私の初めての審議会はこちらでしたが、

その時は再生家具の販売コーナーにはほとんど何もなくて、だから誰もお客さんは来ていないようで

した。今はたまたまセールをやっているからかどうか分かりませんが、ちょっと見ている間だけでも

お客さんが何人も来ていらっしゃるし、品物もいっぱいあるようですし、やはりこのようにあるべき

ですよね。 

 

◯佐藤委員 

ここでこんなお話をするのも何ですが、秋水園のとんぼ工房内には修繕した家具類が山積みになっ

ているんです。本当はとんぼサポーター２の会議の中で話をしたいと思っていたのですけど、ストッ

クヤードには山積みになっているのに夢ハウスにはガラガラで、何週間もの間、とんぼ工房に置きっ

ぱなしにすることの意味ってどこにあるのだろうって、ちょっと私が憤慨しているんです。実際に売

るものがなくて、夢ハウスにこれしかないというのであれば分かります。でも売るものは山積みにな
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っているのにこちらに運んでこない。やっぱりそういうところのものの考え方が、市民と違うのかな

というのを、すごく感じているんですね。だってあっちに置いといたって売れないんですよ、誰も見

ないし。だから直している私たちとしては、せっかく直したのにいつまでも置いといたらほこりだら

けになると思うわけですよ。とても残念です。 

 

◯市川委員 

でも１週間に１回、美住リサイクルショップに搬入しているのですよね。 

 

◯佐藤委員 

週２回です。今、年度末売りつくしセールで残ったものの整理をしているということのようですけ

ど、それを何週間もかけてどんな意味があるのって思うわけです。やっぱり修理をしている私たちと

しては、直したものをどんどん運んできて、美住リサイクルショップに置いて欲しいわけです、山積

みにできるぐらいあるなら。でも、そういうところがうまくいってないなって感じます。 

 

◯市川委員 

私は当初、ここの美住リサイクルショップというのは、販売を市の職員さんが担っていることを知

らなかった。正直なところ、運営委員さんが全部管理して販売しているのかと思っていました。では、

運営委員さんは一体何やっていらっしゃるのかなということも気になったのですが、こちらは商品を

購入した時に、運ぶ手段がないですよね。例えば普通のスーパーとかヨーカドーさん、あるいはヨー

クマートさんに行っても、お買い物をすると 100円払えば夕方までに届けてくれるというシステムが

ありますよね。ここでは買ったものを自宅まで運ぶ手段がまったくない人もいることを考えると、や

はり少し改善する余地があるのではないかと思います。 

 

◯田浪委員 

前はやっていたんですよね、有料で。 

 

◯佐藤委員 

前は近くに配送の会社があって、そこが担ってくれていたのですが、その会社がなくなってしまっ

て、そのあと職員さんがやっていたんですけどそれは配送業っていう業種になってしまうと、届け出

などをしなければいけないという話になり、出来なくなってしまったという経緯があったように思い

ます。 

 

 

◯内野（市事務局） 

かなり厳しいご意見をいただいて、ちょっと弁解がましくて恐縮ですが、確かにこの美住リサイク

ルショップの販売スペースにつきましては、これまでの活用できていないところもございましたの

で、室内の整理を徹底しスペースを有効活用しようということで、田浪委員をはじめ運営委員会の皆

さまにご協力いただいてリニューアルをしたところでございます。 

さらに外から見てもこの建物がどんな施設かわからないというご指摘がございましたので、あちこ
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ちにリサイクルショップの表示を出し、またのぼりを立ててＰＲしてきた結果、来館者数もかなり伸

びてきているという次第です。ついこの間には、入学フェアを開催して、学習机などこの時期に必要

になるものをたくさん置いたり、年末にはクリスマスフェアを行ったりするなど季節感のあるイベン

ト等も、運営委員さんとも協議しながら、少しずつですが工夫しているところでございます。 

あと品物がずっと眠っているというようなお話もございましたけれども、売り場でなかなか購入さ

れないものについては、状況によって料金を下げたり、秋水園に持って帰ったりしておりますので、

今日いただきましたご意見につきましてはまた参考にさせていただいて、取り組んでいきたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

 

◯原田（市事務局） 

もう一点報告させていただきます。先ほどの計画の中でもお話がありましたが、ごみ処理施設のあ

り方検討会について、ご報告させていただきます。 

 

◯武田（市事務局） 

この３月の定例会で、市長の市政方針説明の中にもございましたが、既存のごみ焼却施設は、平成

12年度と 13年度、22年度と 23年度に延命化改修工事を行い、一定の機能回復を図っておりますが、

昭和 56年の竣工から 35年が経過することから見直しの時期にきております。 

東村山市第４次総合計画平成 28年度版実施計画に位置付け、平成 28年度から本格的な検討に着手

してまいりたいと考えております。基本方針の策定においては、日々発生する東村山市内のごみを滞

りなく安定的に処理することを年頭に置き、東村山市のごみ処理のあり方や今後の方向性などについ

て、市民の皆さまと学識経験者などの専門家を交えた意見交換の場としてごみ処理施設のあり方検討

会を設け、周辺環境などに配慮し、自区内での処理あるいは将来にわたって安定したごみ処理を行う

ための検討を行っていく予定でございます。検討会でのご意見及び検討内容については、進捗に応じ

まして適宜、本審議会にもご報告をしてまいる予定でございます。また検討会での報告書などがまと

まった段においては、改めてご意見を頂戴する場面もあると考えておりますので、この場をお借りし

てご報告とお願いを申し上げる次第です。また、この審議会でも以前ご意見を頂戴しましたけれども、

平成 28 年度は、ごみ焼却施設機能診断業務委託料を当初予算で見込んでおりまして、既存の施設の

現状把握と今後の維持補修計画の策定等、及び建築設備の劣化の調査も含めまして実施する予定とな

っております。ご報告は以上です。 

 

◯志賀会長 

以上で審議会を終了いたします。ありがとうございました。 

 

 


