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会 議 録 

 

会議の名称 平成28年度 第１回 東村山市廃棄物減量等推進審議会 

開催日時 平成29年３月17日（金）午後３時30分～午後５時00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・田浪政博

委員、三田村慎一委員 

（事務局）間野雅之（資源循環部長）・戸水雅規（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）・小川謙一郎（ごみ減量推進課減量指導係長）・和

間輝明（管理課計画調査係主任） 

●欠席者：加藤宣行委員 

傍聴の可否 可 傍聴不可の場

合はその理由 

― 傍聴

者数 

０名 

会議次第 １．開会 

２．議事 

(１)平成29年度東村山市一般廃棄物処理基本計画 実行計画（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 

１．開会 

 

２．議事 

(１)平成 29年度東村山市一般廃棄物処理基本計画 実行計画（案）について 

◯志賀会長 

それでは議事に入ります。（１）平成 29年度東村山市一般廃棄物処理基本計画実行計画（案）に

ついて事務局からご説明をお願いします。 

 

◯和間（市事務局） 

 本実行計画は、東村山市一般廃棄物処理基本計画の取り組みを着実に進めていくため、平成 28 年

度の取り組み実績を踏まえ、平成 29 年度の取り組みについてまとめたものです。資料の中の平成 28

年度実績につきましては、平成 28年 12月末時点のものとなっております。 

１．発生抑制・排出抑制、再使用の推進 

(１)発生抑制・排出抑制に関する取り組み 

①食品ロス削減の取り組みの推進は、平成28年度から新たに計画に位置付けた施策ですが、平成28

年度はリサイクルフェアや小学校の施設見学等様々な場で啓発を行いました。平成29年度は、新たに

事業者及び家庭向けのリーフレットや事業者向けのポスターを作成し、啓発を行ってまいります。 

②生ごみの水切りの促進は、平成28年度、イベントやホームページ等で啓発を行っており、平成29

年度についても、従前の取り組みを推進してまいります。 

③生ごみの自家処理の促進は、平成28年度の生ごみ減量化容器の補助台数は11基、取り組みとして

はリサイクルフェアや市民産業まつり等のイベント、市報、ホームページで啓発を行ったほか、自治

会へ啓発チラシを配布し減量化容器活用の呼びかけを行いました。生ごみ堆肥化相談コーナーも実施

しております。平成29年度も取り組みを継続し、積極的な周知をはかってまいります。 

④集団資源回収の推進は、平成28年度の集団資源回収参加団体数は143団体で、未登録の自治会の

洗い出しを行い参加の呼びかけを行うなど行っており、平成29年度も引き続き取組みを推進してまい

ります。 

⑤レジ袋の削減は、平成28年度のレジ袋削減協力店舗数が27店舗で、未実施店舗への協力依頼を行

いましたが、チェーン店では全社的に統一した本社の判断が必要なため、店舗独自の判断での協力は

難しい状況でした。平成29年度も引き続き取り組みを推進してまいります。 

 ⑥リサイクルショップ活動の拡充は、平成 28年度のリサイクルショップ入館者数は 18,791人で、

フェア等の新規イベントを開催するなど利用者数を拡大するための取り組みを行っておりまして、平

成 29年度も、引き続き取り組みを推進してまいります。 

 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は、平成 28 年度、ホームページやご

み見聞録で紹介を行っておりまして、平成 29年度も引き続き取り組みを推進してまいります。 

 ⑧事業系ごみ（行政収集分）における排出事業者責任の明確化は、平成 28 年度、栄町の事業所調

査を行ったところ、収集委託事業者から不適切な排出がされている事業所の情報はなく、平成 29 年

度も引き続き取り組みを推進してまいります。 

 ⑨事業系ごみ（民間収集分）の排出指導は、平成 28年度の検査回数実績は 14回となっていますが、
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第４四半期で８回実施しており達成しています。平成 28 年度、不定期で民間収集運搬業者の搬入ご

み検査を実施し不適物を発見した場合には搬入業者と排出事業者への指導などを行っております。平

成 29年度も引き続き取り組みを推進してまいります。 

⑩事業系ごみ（事業用大規模建築物）の減量及び再利用等の指導・監督は、平成 28 年度は廃棄物

減量及び再利用に関する計画書を提出させ、また新規事業所の現地調査を行い適切に分別等がされて

いることを確認しました。平成 29年度、引き続き従前の取り組みを推進してまいります。 

⑪店頭回収の拡大（店頭回収）は、平成 28 年度の店頭回収実施店舗数は 30 店舗です。平成 28 年

度はホームページ等で実施店舗を紹介しました。未実施店舗への協力依頼につきましては、やはりチ

ェーン店は全社的に統一した本社の判断が必要で、市内のみでの協力は難しい状況でした。平成 29年

度も引き続き取り組みを推進してまいります 

⑪店頭回収の拡大（自動販売機脇回収ボックス）は、平成 27 年６月調査時点の実績で 84.5％とな

っています。平成 28年度は、設置依頼を行っており６台程度の増設につながっています。平成 29年

度は、設置状況の調査を行い、未設置箇所については設置いただくよう依頼を行ってまいります。 

(２)再使用に関する取り組み 

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）は、平成 28 年度の市全体のフリー

マーケット開催回数は現状９回です。平成 28 年度はフリーマーケット出店者にアンケートを行い内

容改善のための参考としました。平成 29年度も、引き続き従前の取り組みを推進してまいります。 

①フリーマーケット、不用品交換の推進（不用品交換）は、平成 28 年度のとんぼ市不用品交換成

立件数は 75件です。平成 28年度は、とんぼ市という不用品交換の利用申請をする際に、可能な限り

写真を添付してもらい物品を確認しやすくしたほか、各種イベントで看板の掲示やチラシを配布し、

情報提供を行いました。また不用品交換情報が掲載された「夢ハウス予定表」を市内の公共施設で配

布しております。平成 29 年度は引き続き従前の取り組みをすすめるほか、美住リサイクルショップ

で紹介しているとんぼ市の物品リストを改め、より内容が確認しやすくなるよう見直します。また、

とんぼ市の情報の掲示について、効果的な掲示場所の検討及び周知を行ってまいります。 

②家具等の再使用の促進について、再生家具類の引き抜き強化を継続して実施しており、平成 29年

度も引き続き取り組みを推進してまいります。 

 

２．合理的な収集と資源化の推進 

(１)合理的な収集に関する取り組み 

①円滑な収集・運搬の推進は、平成 28 年度は収集委託事業者との連絡会議等で、ごみ収集車の安

全運転の徹底について周知をしており、平成 29 年度も引き続き従前の取り組みを推進してまいりま

す。 

②資源物の持ち去り防止対策の推進は、新規の施策となっておりまして、平成 28 年度は資源物の

持ち去り防止強化のため GPS 追跡調査を行いましたが持ち去り行為の確認はされませんでした。ま

た、廃棄物減量等推進員に早朝パトロールを依頼し、実施しておりまして、平成 29 年度につきまし

ても、引き続き従前の取り組みを推進してまいります。 

 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 年度からの新規施策ですが、平成

28年度は、収集委託業者の協力をいただきながら事業を継続して実施しました。また、関係所管と連

携して実施状況を把握しております。なお、収集委託事業者から通報のあった案件のうち、死亡等の
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重篤な状況はありませんでした。平成 29 年度につきましても引き続き従前の取り組みを推進してま

いります。 

(２)資源化の推進に関する取り組み 

①生ごみの資源化の推進は、平成 28 年度の生ごみ集団資源回収参加世帯数は 133 世帯です。イベ

ント等で啓発を行ったほか、自治会や集合住宅へチラシを配布し周知しました。平成 29 年度は、引

き続きホームページで情報提供を行うほか、生ごみ集団回収事業のあり方について研究を行ってまい

ります。 

②使用済小型家電の資源化の推進は平成 28 年度からの新規施策で、ホームページやごみ・資源収

集カレンダー、イベントで事業の周知をしたほか、中央公民館、富士見公民館の２カ所に新たに回収

ボックスを設置しました。平成 29 年度は引き続き、従前の取り組みを推進するほか、新たに回収ボ

ックスの設置箇所数を拡大してまいります。 

 

３．安全で確実な処理体制の構築 

(１)安全で確実な処理体制の構築 

①施設の維持・整備の推進は、平成 28 年度、ごみ焼却施設の定期点検補修工事、クレーン年次点

検補修工事を実施しており、平成 29年度も引き続き従前の取り組みを推進してまいります。 

②焼却灰のエコセメント化の継続は、平成 28 年度、東京たま広域資源循環組合の焼却残さ受け入

れ基準を遵守しエコセメント工場へ搬入する等行っており、平成 29 年度も引き続き従前の取り組み

を推進してまいります。 

③ごみ処理施設更新の検討は、平成 28 年度、既存ごみ焼却施設機能診断として精密検査等を実施

し、施設維持補修計画を作成しました。また、市民や学識経験者を含めたごみ処理施設のあり方検討

会を開催し、将来にわたって安定したごみ処理を行っていくための検討を行いました。ごみ処理施設

のあり方検討会の実施状況につきましてはホームページやごみ見聞録で周知しております。平成 29

年度は、引き続きごみ処理施設の実施主体を含め、将来にわたって安定したごみ処理を行っていくた

めに必要な検討を行い、検討状況については適切に市民周知を行うほか、新たにごみ処理施設のあり

方検討会の議論を参考にしまして今後のごみ処理施設の基本方針を策定してまいります。 

④災害発生時の対応に向けた取り組みの推進は、平成 28年度からの新規施策で、平成 28年度、国

や東京都の動向、他自治体の災害時の対応について情報収集を行いながら、災害廃棄物処理について

の基本的な事項の整理を行っております。平成 29 年度は、引き続き情報収集を行うほか、収集事業

者等に協力依頼を行い、災害発生時の円滑なごみ収集や処理体制の構築に向けた取り組みを進めてい

きます。 

 

４．情報提供や環境学習の充実 

(１)情報提供や環境学習の充実に関する取り組み 

①啓発活動の推進は、平成 28 年度、ごみ収集カレンダーの掲載内容を見直し、内容の充実を図り

ました。また、ごみ分別辞典等を搭載したごみ分別アプリをリリースしました。平成 29 年度も引き

続き従前の取り組みを推進してまいります。 

②講座・学習・イベントの推進は、平成 28年度の出前講座開催回数は 42回で、出前講座や各種イ

ベントに参加し啓発を行いました。平成 29年度も引き続き従前の取り組みを推進してまいります。 
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③集合住宅の排出指導強化は、平成 28 年度排出指導回数は 15 回であり、平成 29 年度も引き続き

従前の取り組みを推進してまいります。 

④学校への出前授業等の実施は、平成 28 年度出前授業実施校数は 16 校で、平成 28 年度、教材と

してパワーポイントを新たにとりいれ内容の充実を図ったほか、まとまった時間が確保できない小学

校でミニ出前授業を実施したり、出前授業実施が困難な中学校では先生に資料配布をして出前授業で

扱う内容の説明を行って、授業の中で説明していただくよう依頼しました。平成 29 年度も引き続き

従前の取り組みを推進してまいります。 

 

５．市民・事業者との協働 

(１)市民・事業者との協働に関する取り組み 

①廃棄物減量等推進員の活動推進は、平成 28 年度、各部会と協働で施策を進めたほか、視察研修

を実施しており、平成 29年度も引き続き従前の取り組みを推進してまいります。 

②市民組織への支援と協働及び連携の推進は、平成 28 年度、各団体の運営委員会や会議に参加し

情報の共有化をはかるとともに、イベントを協働で行いました。平成 29 年度も引き続き従前の取り

組みを推進してまいります。 

③市民・事業者との協働の推進は、平成 28 年度、廃棄物減量等推進員や収集業者、市民団体と連

携し各施策を進めました。平成 29年度も引き続き従前の取り組みを推進してまいります。 

以上、実行計画（案）のご説明をさせていただきました。ご意見等頂戴したいと思います。 

 

〇志賀会長 

 ただいま、事務局から説明がありましたが、ご意見ご質問等ございますか。 

 

〇佐藤委員 

 資料の７頁の①生ごみの資源化の推進について、平成 29 年度の取り組みとして「生ごみ集団回収

事業のあり方について研究を行っていく」とありますが、具体的にどのようなことを行っていくので

しょうか。 

 

〇内野（市事務局） 

 生ごみ集団回収事業については、議会の都市整備委員会からも事業について一定の研究・検証を行

うようご意見をいただいております。一般廃棄物処理基本計画の中でも計画最終年度の目標値として

参加世帯 500世帯という目標をたてておりますので、達成に向けて市民への事業周知を行ってまいり

たいと考えています。研究につきましては、どのようなことを行っていくかについては資源循環部内

でも検討を行っておりますが、毎年行っている事業の参加世帯の方へのアンケートも行いながら、事

業にかかる費用、参加世帯数、回収量を含めて総合的に研究をしていきたいと考えております。 

 

〇佐藤委員 

ごみ減量推進課の職員さんのうち何人がこの事業にかかわって取り組んでいくのでしょうか。大変

な検証作業になると思うので、ある程度の人数がいないと研究も難しいのかなと思いますが。 
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〇内野（市事務局） 

 現状は担当者１人と、係長、課長で進めている状況ですが、必要に応じて資源循環部内での連携も

考えなければいけないと思っております。 

 

〇佐藤委員 

 その１人の担当の方もこの事業だけに専念しているわけではないですよね。他のこともやりながら

この事業に取り組んでいくという中で、今まで 11 年続けてきた結果がこのような状況であるという

ことは、最終的な目標である 500世帯の達成はどう考えても難しいのではないでしょうか。この事業

については、どのようにまとめていくかという話になってしまうのが非常に残念ではありますが。 

 

〇市川委員 

 佐藤委員のおっしゃるように、この事業を 10 年以上続けてきたにもかかわらず、いっこうに参加

世帯数が増えていかないという状況ですし、この事業は委託して実施しているので費用対効果の問題

もあるかと思います。極端にいえば、事業をやめるのか続けるのかという話になるかと思うのですが、

資料にあるような「事業のあり方について研究を行っていく」というのは、表現があいまいであるよ

うな気がします。 

 

〇志賀会長 

あり方の研究とありますので、生ごみの資源化については色々な道があって、事業をやめるかやめ

ないかという話だけでなく、市として生ごみの資源化をどう考えていくかについて考えていかなけれ

ばならないということかと思います。 

 

〇市川委員 

 他の施策についてですが、２頁の④集団資源回収の推進について、参加団体数が現状 143団体とあ

りますが、平成 28年度の参加者への説明会で聞いた時にはたしか 72団体だったような気がするので

すが。 

 

〇内野（市事務局） 

参加団体数は今年度 142団体からスタートして現状は 143団体となっております。 

 

〇市川委員 

 こちらの資料が正しいのであれば結構です。 

 平成 26 年度に古紙類の戸別収集が始まって自宅の前に資源物を出せるようになり、かなり集団資

源回収の回収量が減ったと伺っていますがいかがですか。 

 

〇内野（市事務局） 

たしかに、戸別収集に変更してから自宅前に出しやすいということもあり集団資源回収量は減少し

ておりますが、集団資源回収事業の目的としては、資源化の推進のほかに、地域コミュニティの醸成

という面もございまして、是非そういった面からも引き続き事業に取り組んでいきたいと考えており
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ます。 

 

〇市川委員 

 もう一点、３頁の⑧事業系ごみ（行政収集分）における排出事業者責任の明確化について、事業の

内容を再度確認したいのですが。 

 

〇内野（市事務局） 

 １回の排出量が一定以下の少量排出事業所については、事前に登録して頂いたうえで、市が収集を

行うというものです。 

 

〇市川委員 

 少量排出とは具体的にどれくらいの量ですか。 

 

〇渡邉（市事務局） 

 燃やせるごみ、燃やせないごみ、容器包装プラスチックは 45 リットルの事業用指定収集袋で２袋

までで、びん・かん・有害物、ペットボトルは 45リットルの透明・半透明の袋で１袋程度、古紙・古

着は１束程度です。 

 

〇市川委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

〇中根委員 

 先ほど市川委員からお話しがあった集団資源回収の件ですが、古紙類の資源化と地域コミュニティ

の活性化という２つの目的があるということで計画の目標にある事業への参加団体数を増やしてい

くということも重要かと思うのですが、やはり資源化ということなので回収量についても増やす方向

で取り組んでいくのがよいのかと思います。 

 それから、古紙類の出し方についてですが、市民の方の中にはビニールコーティングされている紙

や感熱紙も回収に出してしまっている方もいるのではないかと思いますが、業者の方としていかがで

しょうか。 

 

〇紺野委員 

 まず集団資源回収の量については、おっしゃるとおり実際に減少しておりまして、これは紙の発生

量自体が毎年減っていることが影響していると思います。我々収集業者としても、参加団体の方と協

力して回収量を増やしていこうと努力しているところです。 

 あと、ビニールコーティングされている紙などの、いわゆる禁忌品についてですが、実際のところ

は多少混ざってしまう分には大問題にまではならなくて、処理業者がすべて分別して処理しているか

というと、そこまでは手はかけられないのが実情です。ただ、よく講演をさせて頂く時に三大悪とよ

んで出さないようにお願いしているのがありまして、一つがアイロンプリント紙というものです。こ

れはＡ４一枚入っただけで 100トンぐらいの損紙がでてしまいます。二つ目は感熱発泡紙、そして三
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つ目がにおいの強い紙です。その他のビニールコーティング紙などは処理段階で溶けないで残るので

後からわけて、ボイラーの燃料などとして利用しています。ただ、分別がきちんとされていればその

ような手間は省けるため、市民の皆さんには分別をしてくださいとお願いしてします。 

 

〇佐藤委員 

 この計画とは直接関係がないのかもしれませんが、秋水園への持ち込みごみに関して、事業系ごみ

と思われるものが秋水園に入ってきているのではないかという話を聞いたことがあります。秋水園に

ごみを搬入する際にはまず、入口の受付指導員さんが内容を確認して、その後に入口で計量する際に

も確認する機会があると思うのですが、それがきちんと機能しているのかが気になります。とんぼ工

房で修繕をする際にも、持ち込まれるもののなかには事業系ごみなのではないかと思われるものも入

ってきているので、そういったチェック体制はどうなっているのでしょうか。 

 

〇市川委員 

 私が回答するのもおかしいのかもしれませんが、私も以前携わっておりまして、当時は搬入車両の

確認はかなりしっかりと行っていて、例えば車両が他県ナンバーの場合などには搬入者に詳しく確認

し、東村山市内のごみだと判断した場合に搬入を認めていました。 

 

〇佐藤委員 

 当時はかなりしっかりと確認されていたとのことですが、今はどうでしょうか。 

 

〇武田（市事務局） 

 市川委員がおっしゃったように、秋水園入口にいる受付指導員がまずしっかりと搬入物の内容を確

認しておりまして、また計量時にも確認は行っております。受付指導員が判断に迷うようなときには、

必ず事務所の職員に連絡が入るようになっておりまして、職員立会いの下で細かく事情を確認して、

場合によっては搬入を認めずお帰りいただくこともあります。搬入時には皆さんに処理申請書への記

入をお願いしておりまして、排出者の所在をはっきりさせておりますので、そういった意味でも搬入

物の確認はできているものと考えております。 

  

〇佐藤委員 

 東村山市の持ち込みごみの処理手数料は 10 キロごとに 350 円ですが、他市と比較してどのような

状況なのでしょうか。 

 

〇渡邉（市事務局） 

 詳しい資料はいま持ち合わせていないのですが、毎年そういったものを含めた廃棄物の処理状況に

ついての調査が実施されておりまして、以前その結果を確認した中では、東京都内の各市と比較して

も本市の処理手数料は高すぎることも安すぎるということもなかったと記憶しています。 

 

〇佐藤委員 

 所沢市との比較はどうですか。 
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〇市川委員 

 所沢市の手数料は無料だったと思います。ただ、東村山市の計量器は、実際の重量が４キロまでの

ものは０キロと表示されるため、４キロまでは無料となってしまいますよね。いま使用している大き

な計量器ですとそうなってしまう。 

 

〇渡邉（市事務局） 

 現在秋水園では搬入搬出する廃棄物を計量するために一回に 30 トンまで計量できる計量器を使用

しておりますが、以前メーカーに確認したところ、そのクラスの計量器では１キロ単位で計量できる

ものはないとのことでした。計量法にも抵触しないことも確認しています。手数料はあくまでも秋水

園で使用する計量器での計量結果に応じて決まるという考え方です。 

 

〇市川委員 

 ４頁の店頭回収の拡大について、チェーン店では本社で統一した判断が必要ということで協力が難

しいとのことですが、これ以上何もできないということなのでしょうか。 

 

〇内野（市事務局） 

 新規店舗の情報は随時集めておりまして、そういったところへは職員が直接伺って協力のご依頼を

行っているところではあるのですが、チェーン店では店舗独自での判断は難しいとのことで、協力店

舗が増えていかないのが現状です。チェーン店以外の店舗でご協力いただけるところがあれば是非お

願いしていきたいと考えています。 

 

〇市川委員 

 ６頁の③高齢者等みまもり収集について、収集業者からの通報があった案件のうち死亡などの重篤

なケースはなかったとのことですが、平成 28年度では通報は何件あったのですか。 

 

〇関（市事務局） 

 実績がまとまっている平成 27年度の実績で申し上げますと、通報は 46件ございました。 

 

〇市川委員 

 最近は収集委託業者だけでなく、新聞配達員など色々な方が地域のみまもりに携わってくださって

います。大変な事業かと思いますが、是非今後も継続して取り組んでいって頂きたいと思います。 

 

〇佐藤委員 

 ５ページの①フリーマーケット、不用品交換の推進について、目標数値として市全体の開催回数と

ありますが、どのように集計されたものなのでしょうか。届け出があったものということですか。 

 

〇内野（市事務局） 

 市報や市の担当所管に確認して数えたものです。 
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〇佐藤委員 

 ということは、地域の身近なところで行われている分については、カウントされていない可能性が

あるということですね。わかりました。 

 

〇紺野委員 

 ６頁の②資源物の持ち去り防止対策の推進について、ＧＰＳでの追跡調査で持ち去り行為は確認さ

れなかったということですが、その調査では確認されなかったものの、別の機会に同じナンバーの車

両が富士見町で何回も確認されておりまして、今日もたまたま清瀬市でＧＰＳ調査を行っていたので

すがその同じ車両が出没しておりました。引き続きご協力させて頂いて取り組んでいきたいと考えて

います。 

 

〇佐藤委員 

 その車はどのような車ですか。 

 

〇紺野委員 

 市の委託により収集を行っている車両には持ち去り防止のステッカーを貼っているのですが、それ

が貼られていない普通の白いトラックです。 

 

〇佐藤委員 

 そういう車両をみつけたらどうしたらよいのですか。 

 

〇紺野委員 

 市に通報してください。 

 

〇中根委員 

 聞いた話では、持ち去り防止のステッカーも勝手に自分達で作ってしまっているとのことでしたが

いかがですか。 

 

〇紺野委員 

 そういう人もいますね。他には、存在しない自治会の名前をかたって、「〇〇自治会回収」などとし

て持ち去りを行っている例もあります。 

 

〇志賀会長 

 他にご意見等ございますか。ないようでしたら、ここまで委員の皆さんから多くのご意見が出まし

たがそちらは事務局で調整していただいて、概ね事務局の案の通り進めていくということでよろしい

でしょうか。 

 

【異議なしの声】 
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〇渡邉（市事務局） 

 ありがとうございます。本日多くの貴重なご意見を頂きましたので資源循環部で再度内容を整理さ

せていただきたいと思います。本実行計画の内容に修正を加える必要がある場合には志賀会長にご相

談させて頂き、審議会を代表して計画案へのご承認をいただきまして、計画の策定、公表を行ってい

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 

それでは、次第「３・報告」に移ります。事務局お願いします。 

 

◯戸水（市事務局） 

 管理課から二点ご報告させていただきます。 

 一点目は一般廃棄物処理手数料の一部改正についてです。市では使用料・手数料の基本方針に基づ

き、３年ごとに使用料・手数料の定期的な見直しを行っております。前回の一般廃棄物処理手数料の

見直しが平成 26年度であったことから、今回、平成 29年度において見直しを行いました。その結果、

動物死体処理手数料のうち市が収集運搬及び処分をする場合について、従前の一体あたり 6,300円か

ら、一体あたり 5,200円に改正することとなりました。平成 29年４月１日からの改正でございます。 

 二点目は、粗大ごみ祝日収集及び受付の開始についてです。 

 市では、土日年末年始を除く祝日の秋水園への自己搬入受け入れを平成 20 年４月から開始してお

ります。このたび、更なる市民サービスの向上を図ることを目的として、平成 29 年 4 月から、祝日

における粗大ごみ収集及び祝日における粗大ごみ予約受付業務を開始させていただく予定となって

おります。議会での可決後に正式に決定となります。以上です。 

 

〇武田（市事務局） 

 施設課から東村山市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。 

 ご承知のように秋水園のごみ焼却施設は今年で稼働開始から 36 年目をむかえるところでございま

す。施設の見直しを行う時期がきておりまして、平成 28 年度から秋水園施設周辺にお住まいの方や

公募市民、学識経験者で構成する、東村山市ごみ処理施設のあり方検討会において、これまで６回の

検討会が開催され、自区内処理および広域処理それぞれについて、経済的側面、社会的側面、環境的

側面、実現可能性などの視点からご議論いただいたところでございます。検討会の位置付けでござい

ますが、秋水園の施設整備についてはこれまでも多くの市民の皆さんに計画策定に関わっていただい

てきた経緯がございまして、処理技術等は最新の状況を把握したうえで検討する必要があることから

市民意見の反映に努めつつ専門的な観点から検討を行うために、本検討会が設置されております。ご

み処理施設の検討の流れにつきましては、基本方針を市が策定する前に本検討会でのご議論があり、

そのご意見を参考に市が基本方針を策定し、計画を進めていくという流れになっています。そういっ

た意味では計画における一番最初の段階に位置しておりまして大変重要な役割をお願いしていると

ころであります。実施された検討会での検討経過につきましては、先にご説明いたしましたように、

経済的側面、社会的側面、環境的側面、実現可能性などの視点により議論が行われ、各検討項目につ
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いての評価がされた結果、環境的側面については広域処理、単独処理ともに同程度の評価、経済的側

面については広域処理に優位性がある、社会的側面・実現可能性については単独処理に優位性がある

とされ、第５回の検討会において、広域処理は将来的には考えていく必要があるかもしれないが現状

では自区内での単独処理を進める方がよいとの集約がされ、３月 13 日に開催された第６回の検討会

ではこれまでの検討内容を集約した中間報告書についての確認がなされたところでございます。検討

会については最終報告書の作成にむけまして、平成 29 年度も引き続きご議論いただく予定でござい

ます。検討の内容としては、平成 28 年度に取りまとめた中間報告書を踏まえた検討事項として、施

設建設用地、新しいごみ処理施設の目指すべき方向性、単独処理のごみ処理施設計画フロー等につい

てご議論いただき、検討会としての最終報告書をまとめていただく予定でございます。平成 29 年度

の検討会は５回程度を予定していますが、引き続き高所大所から活発なご議論をお願いしたいと考え

ております。市といたしましては、ごみ処理施設の基本方針の策定に際しましては、ごみ処理施設の

あり方検討会の最終報告書を参考としつつ、市民説明会等を行う中で広く市民の皆様のご意見を頂く

機会を設けまして、最終的な基本方針を策定してまいりたいと考えております。本審議会への検討会

の内容報告については、本年度同様に、一定程度まとまった段階で行ってまいりたいと考えておりま

す。以上です。 

 

〇佐藤委員 

 公募市民は３名いらっしゃいますが、何名からの応募があったうちの３名なのでしょうか。 

 

〇武田（市事務局） 

 ７名からの応募がございました。 

  

〇佐藤委員 

 検討会の委員さんの中に北秋津第九連合会の方が入っていますが、所沢市の方ということでよろし

いですか。 

  

〇武田（市事務局） 

 はい、所沢市の方です。 

 

〇佐藤委員 

 ありがとうございます。 

 

◯志賀会長 

他にご質問ございませんか。 

では、以上で本日の審議会を終了いたします。お疲れ様でした。 

 

４．閉会 

 


