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会  議  録 

 

会 議 の 名 称 平成27年度第３回 東村山市廃棄物減量等推進審議会 

開 催 日 時 平成27年12月18日（金曜）午後２時～午後４時 

開 催 場 所 東村山市秋水園リサイクルセンター ３階研修室 

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・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 

 

（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）・武井百合

子（ごみ減量推進課減量指導係長）・森健二（施設課施設

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：森薗孝志委員・齋藤健二委員 

傍 聴 の 可 否 可 

傍聴不可

の場合は

その理由 

 
傍聴者
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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中間見直しについて 

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 



2 

 

会  議  経  過  

○間野（市事務局） 

皆さんこんにちは。資源循環部長の間野です。お忙しい中、お集まり頂きましてありがと

うございます。 

さて、10月18日にリサイクルフェア、11月14日、15日に市民産業まつりが開催され、循環

型社会の実現に向け、我々も出展し情報提供や啓発活動を行ってきたところですが、委員の

方にもいろいろな面でご協力いただいたことを、この場をお借りしましてお礼申し上げま

す。当日は、多くの市民の方にご来場頂き、お陰様で、ごみの減量についての啓発ができた

と思っています。 

今後とも、様々な取り組みを行っていこうと思っていますので、よろしくお願い致します。 

さて、本日の審議内容は一般廃棄物処理基本計画の中間見直しということで、素案を提示

させて頂きました。前回まででいただいたご意見を内部で検討いたしまして、今回お示しし

ております。全体的なところを見た中で、高所大所からご意見頂ければと思います。これを

取りまとめまして、年明けにはパブリックコメントを行い、年度内には策定していきたいと

思っていますので、何卒よろしくお願いいたします。皆さんのご意見をいただいて、より良

い計画をつくっていきたいと思っていますので、本日はよろしくお願い致します。 

 

○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させて頂きます。 

 

               （資料確認） 

 

○原田（市事務局） 

続きまして本日の出席状況を確認させて頂きます。本日は、森薗委員、齋藤委員からご都

合により欠席と、ご連絡をいただいております。現在８名の委員の方にご出席いただいてお

り、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第３条第５項の規定によ

り過半数を満たしておりますので、本会議は成立いたしますことを報告させて頂きます。 

それでは、これより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 

皆さんこんにちは。それではこれより平成27年度第３回東村山市廃棄物減量等推進審議会

を開催させていただきます。前回、細渕委員がご欠席の中で副会長として選任させて頂きま

したが、引き続きよろしくお願いいたします。 
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○細渕副会長 

よろしくお願いいたします。 

 

○志賀会長 

本日は、先ほどのご挨拶にもありましたが、皆様のお手元に素案が示されています。皆様

の活発なご審議をお願いしたいと思います。 

それでは、本会議の公開について、確認をさせていただきます。本日の審議内容は次第に

ございますように、一般廃棄物処理基本計画の中間見直しとなっております。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 

特段、ご異議はないようですので、傍聴を認めたいと思います。 

 

                （傍聴希望者なし） 

 

○志賀会長 

それでは、議事に入らせていただきます。次第の「（１）東村山市一般廃棄物処理基本計

画中間見直し」について、事務局からご説明をお願いします。 

 

○渡邉（市事務局） 

私から、東村山市一般廃棄物処理基本計画の中間見直しについて、ご説明させていただき

ます。資料は、本日12月18日付の審議会資料①です。東村山市一般廃棄物処理基本計画（素

案）です。 

こちらの資料は、平成27年度第１回、第２回の廃棄物減量等推進審議会の中で委員の皆様

に頂戴したご意見を参考に、資源循環部で調整をはかり取りまとめたものです。 

私からは、ご意見をいただいた箇所、見直しを行った箇所を中心に、新たに実績がまとま

ったデータ等も含めて、ご説明させていただきます。その後、皆様にご意見をいただき、素

案全体としてご承認をいただければと思います。 

なお、表紙にもございますが、こちらの資料は素案であるため、今後の審議・検討過程に

おいて内容の変更等を行う場合がございますので、ご了承いただきたいと思います。 

では、少し長くなりますが、通して最後までご説明させていただきます。 

素案の10ページをご覧ください。（２）ごみ質についてですが、こちらでは、本市の燃や

せるごみの組成分析結果を示していますが、燃やせるごみがごみピット内で貯留されるうち
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に、生ごみの水分が、その他のごみに移ってしまっている可能性があることが伝わらないの

ではないかとのご意見をいただきましたので、グラフ下の注意書きの中で、水分移りの可能

性について記載しています。 

また、（３）ごみ処理費用については、実績がまとまりましたので、最新実績を含めた５

年分の推移をグラフにしております。 

11ページをご覧ください。（４）温室効果ガスの排出量について、こちらについても実績

がまとまりましたので、グラフを最新データに更新しています。グラフにあるとおり、割合

としては、ごみの焼却によるものが一番多いです。この詳細データについては、63ページに

もございますので、ご覧いただけますでしょうか。 

63ページが平成26年度実績、その左の62ページは、現計画書にものせておりますが、平成

21度の実績データです。全体でみると、温室効果ガス排出量は大きく減少しております。中

でも、（ｂ）ごみの焼却から排出される温室効果ガス排出量が大きく減少しています。 

こちらの温室効果ガスの算出については、上位計画である環境基本計画との整合をとりな

がら最終的な調整をしていきたいと考えております。 

続いて12ページをご覧ください。ここからは、現行計画の取り組み状況についてのページ

となっております。 

17ページをご覧ください。（１）合理的な収集に関する取り組み、②収集区分・処理方式

の変更検討について、ペットボトル処理の民間委託により、秋水園への搬入がなくなった収

集車の台数を示したほうが、わかりやすいとのご意見をいただきましたので、取り組みの評

価として、年間約1,300台の収集車両搬入がなくなった点を加えております。 

また、これに関連しておりますが、①収集形態の変更検討について、びん・かんは秋水園

へ、容器包装プラスチックとペットボトルは民間処理施設へ搬入しておりますが、その搬入

台数をみたところ、収集形態変更後に、かなりの台数が減っていることが分かったため、こ

ちらについても書き加えさせていただきました。 

平成26年４月から９月と収集形態変更後の平成26年10月から平成27年３月で比較して、び

ん・かんで約390台、容器包装プラスチックとペットボトルで約200台の搬入車両が減ってい

ます。これは、戸別収集に変更したことにより収集量が減少したことが大きく影響している

ものと考え、①収集形態の変更検討の評価として書き加えております。 

33ページをご覧ください。３．ごみ量の推計についてです。ここでは、平成27年度から計

画最終年度の平成32年度までのごみ量推計の結果を示しています。基本的な考え方として

は、現状の取り組みをそのまま継続した場合に、今後どのように推移していくか、という考

え方で、将来のごみ量を推計しています。 

結果を見ていただきますと、計画最終年度の平成32年度において、総ごみ量は38,206トン、

集団資源回収量を含まない一人一日あたりのごみ量は641グラムに減少するとなっておりま

す。 

次の34ページにございますが、集団資源回収量を含まない一人一日あたりのごみ量は、本
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計画の取り組み目標の一つになっており、平成32年度目標の630グラムと比べると、目標達

成まで、あと11グラムの減量努力が必要です。 

これまでの取り組みの見直しを行うとともに、新たな施策を取り入れることによって、目

標を達成していこうと考えています。 

なお、ごみ量推計については、第１回審議会資料でもお示ししていますが、その時点の推

計結果と異なっています。これは、第１回審議会資料では一人一日当たりのごみ量は変化し

ない前提で、推計をしていましたが、過去の実績を見ても一人一日当たりのごみ量は年々推

移していることから、それを加味したうえで推計を行っているため、結果に差が生じていま

す。 

また、現在お示ししているごみ量推計は、今後、若干の調整をさせていただく可能性がご

ざいます。推計の基本的な考え方に変更はありませんが、推計をより実態に近づけていくた

めの微調整が必要と判断した場合に、調整を行う予定です。 

続いて36ページをご覧ください。ここからは、計画の具体的な施策についてのページとな

っております。 

まず全体にわたってですが、「ＰＲ（パブリック・リレーションズ）」の言葉の意味を正

確に捉えて使用するようにと、ご指摘をいただきました。該当箇所が多いため一つ一つの詳

細の説明は割愛させていただきますが、それぞれの言葉を「周知」等の適切な言葉に修正し

ています。 

同じページの一番下、「③生ごみの自家処理の促進」については、生ごみ減量化容器の補

助制度のみでなく、実際のやり方や道具などの紹介も行う必要があるとのご意見をいただき

まして、今後の施策展開にもあるように、「手法等の紹介を含めて、より効果的な普及啓発

を進め」としております。 

また、堆肥化したものを使用する場の提供について検討する必要があるのではないかとい

うご意見もいただいておりますが、こちらは資源循環部のみでなく市役所の他所管と連携を

とらなければ進められない取り組みであるため、今後の課題としてとらえ、計画上は表記し

ないこととしました。 

37ページをご覧ください。④集団資源回収の推進については３点ご意見をいただいており

ます。 

１点目が事業の趣旨として、地域コミュニティの活性化という視点があるのではないかと

いうご意見で、こちらについては今後の施策展開に反映しております。 

２点目は回収品目の追加について引き続き継続してほしいというご意見で、こちらについ

ても、今後の施策展開に反映しております。 

３点目として、数値目標についてですが、集団資源回収の参加団体数のみでなく、回収量

なども目標として取り入れられないかというご意見をいただいております。こちらについて

は、計画全体としてごみを減らしていこうという取り組みの中で、回収量が数値目標として

なじむのかという点、また資源化という意味では本計画の取り組み目標で「総資源化率」を
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あげているという点から、新たな数値目標は設けないこととしました。 

続いて、37ページの⑥リサイクルショップ活動の拡充について、美住リサイクルショップ

の運営形態の見直しについて、計画上盛り込んでほしいというご意見をいただきましたが、

こちらについてはなかなか短期間でできることではなく、美住リサイクルショップ運営委員

会の中でも十分議論して頂いたうえで、ご意見を頂戴し、課題なども考えながら、慎重に進

めていく必要があると考えておりますので、今後の課題としては認識しておりますが、計画

上の位置付けは行わないこととしました。 

続いて39ページをご覧ください。 

収集・運搬計画についてですが、市民アンケートに燃やせないごみの収集回数を月２回に

してほしいという意見が多かった件について検討するのかというご意見をいただきました

が、現状のとおり月１回の収集を継続していきたいと考えております。月１回の収集日に出

せなかった場合に次の月を待たなければいけない等、市民の皆さんにご不便をおかけしてい

る面もあるかとは思いますが、汚れた容器包装プラスチックは洗って容器包装プラスチック

の日にまわしていただく等の資源化の取り組みに引き続きご協力いただきたいという点、ま

た、平成18年度に廃棄物減量等推進審議会で「燃やせないごみの収集は月１回が妥当」との

答申をいただいたころから、燃やせないごみの量は大きく変化していない点から、収集回数

は引き続き月１回としていきたいと考えています。 

なお、月２回収集にした場合の費用の試算があれば示してほしいとのお話もありました

が、非常に複雑なシミュレーションを行う必要がございまして、申し訳ございませんが現段

階でお示しできる資料はございません。 

続いて39ページの下の方、②資源物の持ち去り防止対策の推進についてです。 

資源物の持ち去り防止のためには、ＧＰＳによる追跡調査のみでなく、パトロールの実施

が必要とのご意見を頂戴しておりまして、今後の施策展開の中にパトロール実施についての

記載を加えております。 

続いて40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は、参加世帯数の伸び悩みから、事業をやめるべきとの

ご意見もいただきましたが、市としましては、燃やせるごみの多くを占める生ごみを減量・

資源化する重要な取り組みであるととらえており、継続して実施していきたいと考えており

ます。 

続いて44ページの①啓発活動の推進についてです。 

前回の審議会での意見で、雨の日に排出された古着類は、濡れてしまい資源化できず、焼

却処分しなければならないので、雨の日は出さないよう広報活動について計画に盛り込んで

もらいたいというご意見がありました。 

また、ごみの減量や資源化の取り組みを進めていくためには市民の協力を得ることが必要

であり、市報や啓発紙を読まない方にどう伝えていくかが重要であるというご意見をいただ

きました。 
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啓発活動、広報について、計画上は基本方針４の「①啓発活動の推進」で位置付けており、

あらゆる機会を通じて、皆さんのご理解・ご協力を得られるよう啓発や情報提供を行ってま

いりたいと考えております。 

さらに具体的な取り組みについては、毎年度策定しております実行計画の中で位置付け、

取り組んでいきたいと考えております。 

続いて52ページをご覧ください。 

ここからは「資料編」に入りますが、ここでは、先ほど33ページでお話ししたごみ量推計

の詳細データをのせております。資料のとおり、ごみの種類ごとに推計を行っています。 

続いて55ページをご覧ください。 

毎年実施している市民意識調査の平成26年度実施分の結果が出ておりますので記載して

おります。施策に対する満足度については、「ごみの減量化・資源化の推進」が平成20年度

調査と同様２位、「ごみの適正処理やごみ処理施設の整備」は前回の６位から３位に上がっ

ています。 

続いて56ページをご覧ください。 

施策の重要度をどう考えるかとういう設問ですが、「ごみの適正処理やごみ処理施設の整

備」は前回調査の８位から４位に上がっていますが、「ごみの減量化・資源化の推進」は前

回の３位から５位に下がっています。 

以上、長くなりましたが、素案について、ご意見をいただいた所、変更を加えた所、新た

な実績がまとまった所を中心に説明をさせていただきました。以上の内容につきまして、ご

意見を頂戴できればと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○志賀会長 

今、事務局から素案の説明がございました。内容についてご意見などがあれば伺いたいと

思いますが、皆さんにお伺いする前に、事務局にお聞ききします。 

本日欠席の、森薗委員と齋藤委員からは素案についてご意見ありましたでしょうか。 

 

○渡邉（市事務局） 

森園委員、齋藤委員に素案についてお聞きしたところ、内容の修正に関するご指摘はあり

ませんでした。ただ、齋藤委員からは、「基本計画にあるように、学校においても、児童の

施設見学や出前講座、そしてごみの分別についての取り組みは実施しているところであり、

中間見直しでは食品ロスなど新たな取り組みも上げられていますが、これらも含めて、今後、

資源循環部と連携して学校における取り組みを考えていきたい」と言うお話をいただいてお

ります。以上です。 

 

○志賀会長 

ありがとうございます。それでは、素案について皆様にご意見があればお伺いしたいと思
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います。いかがでしょうか。 

 

○中根委員 

まず60ページの自動販売機脇回収ボックスのことについて、調査結果が平成22年になって

いますが、廃棄物減量等推進委員の方では、平成26年および平成27年に調査をやっているの

で、もう少し新しい資料を出していただくとよろしいかと思います。まだ、集計中なのかも

しれませんが、できれば新しい資料の方がよろしいかと思いました。 

次に今の説明には無かった点ですが、37ページの⑦「ごみ減量・リサイクルを推進するた

めの販売事業者の紹介」というところで、事業者の紹介やリストの公表ということですが、

先進的な取り組みというのをどう判断するのか、その公表の仕方はどうしていくのか考えて

頂きたいと思いました。 

次に50ページのし尿処理についてですが、私が出席している環境審議会では公共下水が約

100パーセント整備されていると報告されておりますが、平成26年度時点で、下水道未接続

世帯659世帯、そのうちの浄化槽世帯が526世帯、くみ取り世帯が133世帯となっております。 

未接続世帯には市役所の職員が何度もお話していただいているようですが、そういう世帯

があることを表記する必要は無いのでしょうか。 

また、「し尿処理施設の処理量は低下しました」となっていますが、「減少」という表記

が良いのではないでしょうか。 

 

○志賀会長 

３点ありますので、まず60ページからお願いします。 

 

○渡邉（市事務局） 

自動販売機脇回収ボックス設置数の実績については、調査をおこない、設置率も上がって

きておりますので、最新の結果を加えさせていただきたいと思います。 

 

○志賀会長 

では、次に37ページ「販売事業者の紹介」、50ページ「生活排水処理（し尿）」について

お願いします。 

 

○渡邉（市事務局） 

まず37ページ「販売事業者の紹介」について、現計画の中では、「販売事業者向け制度の

検討」という施策名となっており、認定制度のようなものは何か考えられないかということ

でやってきましたが、中根委員からご指摘いただいたように、今までも、広報誌やホームペ

ージなどでレジ袋の削減などに積極的に取り組んでいただいているお店を紹介することで、

波及効果を狙って進めてきましたので、今後は検討を終了し、引き続き事業者の紹介をして
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いくという施策名に変更しています。 

先進的な取り組みをどう判断するかというところは、具体的な基準というのはございませ

んが、お話を伺っていく中で、こんなところを紹介したいなというところが出てきたら、い

ろんな機会を通じて、伝えていければと考えております。 

最後の、50ページ「生活排水処理（し尿）」については、現計画の内容を最新実績に書き

換えた内容となっております。 

資料からは、し尿処理量が減っていることは分かりますが、中根委員のおっしゃるとおり

未だ汲みとり世帯が何世帯あるか等、伝わりにくいか思いますので、分かりやすい内容に整

理したいと思います。 

また、言葉の使い方ですが、「低下」でなはく「減少」が正しいと思います。 

 

○志賀会長 

よろしいでしょうか。 

 

○中根委員 

ありがとうございます。 

 

○佐藤委員 

37ページの⑦「ごみの減量・リサイクルを促進するための事業者の紹介」について、「先

進的な取り組みを行っている」という文書の中の「先進的」という言葉に対して中根委員は

指摘されたのですよね。これを読んだ事業者の方は、うちは先進的なのかなと思うのではな

いでしょうか。これを違う言い方にされた方がいいのではないかなという気がしました。 

 

○原田（市事務局） 

「新しい取り組み」という意味を、そういう表現で使ってきました。あくまでこの施策の

中身は事業者を紹介して新しいこと、一生懸命やっている事業者を紹介することによって、

他の事業者もそういうことをやってみようかなと、波及効果を狙っているものですので、先

進的なことを期待しているわけではないので、表現を考えさせて頂きます。 

 

○佐藤委員 

現一般廃棄物処理基本計画書12ページ、①ごみ減量リサイクルのための推進委員会の設置

について、今後は見直しと記載されていますが、この計画は今度の中間見直しではどこに該

当するのか、それとも計画から外したのかを教えていただきたいと思います。なぜこのよう

な話をするかというと、昔の話ですが秋水園再生計画書の中で、ごみの有料化と同様に、ご

み減量リサイクルのための市民参加ができる推進委員会の設置を市に対して求めていたは

ずですので、この委員会設置についての計画がなくなっていたら、議会からすごく質問を受
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けるような話になってしまうような気がします。なので、この推進委員会の設置が中間見直

しでは何処に入ったのか、または、どういうふうに考えていくのかということを是非お聞き

したいと思いました。 

 

○原田（市事務局） 

平成23年度の一般廃棄物処理基本計画策定段階で、ごみ減量リサイクルのための推進委員

会の設置というのは、計画から外したという形になっています。ですので、今回の見直し前

の、平成23年の計画の段階で、施策の中身としては入っていません。 

さらに、活動団体同士の連携を求められているという点においては、この計画の基本方針

５のなかで、市民や業者の皆さんと協働で様々な取り組みを進めていくという考え方で進め

ており、新たに柱立てをさせていただいたという経緯がございました。事業の具体的なこと

は先ほどもお話が出ておりました、リサイクルフェアの実行委員会といったものが、一つの

例となっております。 

 

○佐藤委員 

確かにリサイクルフェアは事業者の方と市民団体が一緒の場所で話し合うようなことに

なっておりますが、あくまで目的はリサイクルフェアを市民に楽しんでもらうために、いか

に市民参加の多い場所にするかということについての話し合いの場のみで、東村山市全体の

ごみについての話し合う時間を持っているわけではないですよね。あくまでリサイクルフェ

アを始めるときに集合をかけて、リサイクルフェアが終わったらそれでおしまいというよう

なことだと思います。 

リサイクルフェア実行委員会は、その都度その都度、市民や事業者の間の中で、代表の方

が交代で代表を務めるような形になっていると思いますが、もっと広い意味での市民のごみ

に関する話し合いをしていくような場にはなっていないと思います。 

なぜそういう場が必要かというと、市民アンケートにもありますが、東村山市民は、ごみ

に対してすごく関心が高いです。なので、市民が集まってごみについて話し合える場所がな

んでできないのかということを、私は今もごみに関わっているせいか、友達によく聞かれま

す。ですので、市民の関心が高いから必要ないのではなくて、市民の関心が高いから、より

そういう委員会組織をつくり、話し合いの場をどこかに確保できたらいいなと思っていま

す。 

唯一、私がそういう場として思い当たるのは、美住リサイクルショップというのは、その

ための場所だったのではないだろうかということです。関心のある人たちが集まり、ごみに

ごみ減量について話し合ってもらいたいという場所だったのが、いつのまにか家具を売っ

て、洋服を売っている場所になっております。 

せめて何ヵ月に一回は、美住リサイクルショップの運営委員さんたちが集まって声がけし

て、話し合う場の提供をするような、そういうものを作っていただけたら、本当にありがた
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いなと思います。  

結局、有料化は一番にしたけれど、それ以外のことはほとんど何もしていないと言われて

しまうようなことではなくて、話合いの場もしっかりと美住リサイクルショップにあります

よという答えを是非ともしていただきたいと思います。何年かけても変わらないよねという

のではなく、どこかで変わっていただきたいという思いがすごくあるので、集まるかどうか

は別ですが、是非とも声掛けをして、そのような場を提供していただけたらと思います。是

非ともよろしくお願いいたします。 

 

○原田（市事務局） 

先ほどリサイクルフェア実行委員会はあくまで一つの例ということでお話しさせていた

だいたのですが、そういうことをきっかけにして、いろいろな団体の方々が連携を図れるよ

うな一つのきっかけというふうに我々は考えておりまして、実行委員会を立ち上げてまだリ

サイクルフェアそのものを実行委員会の中で動かしている段にはまだ至っていないと私共

も思っていますので、そういうことを積み重なる中で、佐藤委員がおっしゃられたようなこ

ともやっていければいいかなと思っています。 

また、美住リサイクルショップは私共としては、前回もお話しが出ていたかと思いますが、

美住リサイクルショップの在り様、活動そのものについて、運営委員さんといろいろ協議を

していく必要があるだろうというお話をいただき、これも計画の中に位置づけたらどうかと

いうようなこともありましたけども、私共としては今回の計画の中に位置づけずに、委員さ

んといろいろな話し合いをする中で、また今後の在り方について、見出していければいいか

なと思っております。 

 

○田浪委員 

２つあります。１つはリサイクルフェア実行委員会ですが、受け止め方として、あの日、

１日のイベントという受け止める方が強いと思います。目的をちゃんともって、そのために

これをやって次にこれをやるということがないことは事実だと思います。 

美住リサイクルショップ運営委員からも出席していますが、結局、その年に委員会に出席

した人と次の年の実行委員会に出席する人が違う可能性もあるので、その年に１回だけやれ

ば終わってしまう感じが強いと思います。 

ですから、行政の方で、実行委員会をやることになった時に、どう進めていくのかを、あ

る程度のプログラムが必要だと思います。 

それから、美住リサイクルショップに関して言いますと、今、佐藤委員から言われたこと

は十分感じています。ただやっぱり忙しくてそういう日を持てないのも事実です。結局、年

間を通して決まった行事があるので、それをこなしていくのが精いっぱいというところで

す。今まで、何回か、そういうことについて検討したいという意見がありましたが実際には

できませんでした。ですから、確かに痛いところを突かれた感じがしますが、実際には難し
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いと思います。 

 

○市川委員 

それは、美住リサイクルショップだけではなく、とんぼ工房にも同じことが言えるのでは

ないですか。 

 

○佐藤委員 

とんぼ工房自体は話し合いの場ではないです。 

 

○市川委員 

それはそうですが、あそこでも気楽に出入りができて、そういう人たちが集まってという

場所だと思います。だけど現在は全くそうではないので、もっといろんな人達に来てもらっ

て意見を言える機会を設ける必要があるのではないでしょうか。 

 

○佐藤委員 

そうですね。 

 

○市川委員 

確かに美住リサイクルショップの場合は大変だと思います。大変だということで片づけら

れる問題ではないと思いますが。 

 

○佐藤委員 

そうですね。関心が高いから、もっとこうしたらいいのに、ああしたらいいのにと思って

いらっしゃる方がいっぱいいるので、そういう話合いの場の提供がどこかにあればいいなと

思っていました。とんぼ工房でやると、きっと秋津町の方だけが集まって来てしまうと思い

ますが、そういうことも提案してみたいと思います。対応がどこまでできるかわかりません

が、一歩踏み出してみないと始まらないということもあると思いましたので、自分でも考え

てみたいと思います。 

 

○市川委員 

関心がある方はいっぱいいるかと思いますが、ある意味では偏っている部分があると思い

ます。結果的に市民の人達全員が関心を持っていることに越したことはないけれど、やはり

そういうことに関心が向く人達というのは、佐藤委員は多いと思っているようですけれど、

私の方ではそれ程いないという感じを受けます。そういうところに行く方は限定された方々

のような気がします。 
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○佐藤委員 

わかりました。まず、人に言うのであれば自らやってみたらどうですかということだと思

いますので、とんぼサポーター２の仕事でできるか分かりませんが、そういう話ができる場

所を提供していけたらと思っております。 

 

○市川委員 

とんぼ工房と美住リサイクルショップ両方そのような場があれば、より多くの市民の意見

を聞くことができるのではないでしょうか。 

 

○佐藤委員 

第一歩ということであれば、どなたかにということではなく、自ら考えてみたいと思いま

す。 

 

○志賀会長 

他に何かございますか。 

 

○紺野委員 

この審議会をたまには美住リサイクルショップでやってもいいかもしれませんね。昔は向

こうでやっていましたし。 

 

○佐藤委員 

そうですね。傍聴に来られる方は多分ここまで来るのは、不便だと思います。 

 

○志賀会長 

最初はあそこでしたよね。秋水園リサイクルセンターが出来てからはこの研修室でやって

いますけど。 

 

○紺野委員 

久米川町等の住民だと、そういう機会がないとなかなか行くことがありませんから。 

 

○志賀会長 

市川委員のおっしゃったこともわかります。「226の法則」というものがあって、２割は

賛成でも２割は反対、残り６割はどちらか熱心な方に引きずられるわけです。アリの世界で

も先頭に歩いている２割のアリをとってしまうと、また次の２割が出てくる。後ろを外して

しまうと、また後ろの２割が出てくる。 

それはさておいて、たまには美住リサイクルショップで審議会を行うという意見もあるみ
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たいですが。 

 

○原田（市事務局） 

わかりました。私共としては秋水園リサイクルセンターができたので、皆様に見ていただ

きたいと思いまして、ここで会議を開催させていただいていました。 

 

○佐藤委員 

一般廃棄物処理基本計画素案11ページの温室効果ガスの排出量について、円グラフの内訳

がパーセントでしか示されていないので、よくわからないなと思って見ていましたが、資料

編63ページでより詳しい数値が出ていたましたので、11ページに、詳しい数値については、

63ページ参照と一言入れておいていただくとわかりやすいと思いました。後ろまで読んでや

っとわかったので、参照のページを入れておいていただけるとありがたいと思いました。 

 

○志賀会長 

他のところも後ろに詳細な資料があるところは、参照ページを入れておいてください。そ

の方が親切ですね。他にございますか。 

 

○田浪委員 

37ページの⑤レジ袋の削減ですが、東京都では今後レジ袋を有料化する方向で行くようで

す。ですから、これは大いに結構なことだと思いますが、削減はもちろん必要ですが、やっ

ぱり一方で有料化という動きがあるので、今は推進するとなっていますが、決定されれば東

京都の影響はすごく大きいと思います。削減と有料化の２つの問題でいく必要があると思い

ます。 

 

○市川委員 

もうすでに大型店舗などではある程度実施されているのではないですか。例えば、西友は

２円の有料で販売していますし、イトーヨーカドーなんかはポイントという形で還元してい

ます。 

 

○田浪委員 

未実施のところもあるし、小売店等ではやっていません。 

 

○市川委員 

小売店は確かにやっていません。 
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○志賀会長 

これは全ての店舗に義務付けるということですか。東京都でそういう施策があるのです

か。 

 

○内野（市事務局） 

義務づけるではなく、有料化にすると協力を求めていくということです。 

 

○市川委員 

細渕副会長の商工会のメンバーは有料化についてご存じですか。 

 

○細渕副会長 

特に聞いていません。 

 

○原田（市事務局） 

市の施策として、各店舗に有料化してくださいとは言えないので、我々としてはできる範

囲内で、協力を求めていくことになると思っています。 

ただ、今後東京都の動きを把握しながら、施策の転換もいずれ考えていく必要があるかな

と思います。 

 

○志賀会長 

なんとなく大型店舗は有料化されているというイメージが強いですよね。 

 

○中根委員 

イトーヨーカドーさんに伺ったことがあったのですが、一時期有料だったのが、今度は無

料で配るようになっていました。どうしたのかと聞いたら、一時的に無料にしていただけで

すと言っておりました。行政指導か何かで大型店は有料化しなければいけないというふうに

なりますから、現在また有料にしていますと販売の方はおっしゃっていました。大型店舗は

無料で配布してはいけないと言われていますと聞きましたが、どうなのでしょうか。市では

なく、もっと上の方からの指導なのかと思いますけれど。 

 

○原田（市事務局） 

申し訳ありません。把握しておりません。 

 

○細渕副会長 

商工会でも大型店が有料化しているから、そういう方向にしようという話はまだぜんぜん

ないです。 
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○中根委員 

そうですか。イトーヨーカドーさんに伺ったらそういうふうに答えられていたので。 

 

○市川委員 

大型店舗はポイントで還元するか、あるいは２円の有料化、どちらかでやっていますよね。 

 

○細渕副会長 

小型店でも対応できるところはしているところもありますが、大型店ではポイント付与等

が多いですね。有料化というのはまだあがってきていないです。 

 

○間野（市事務局） 

東京都の条例等を確認させていただきます。 

 

○加藤委員 

平成25年２月から大型店は義務付けになっています。 

 

○原田（市事務局） 

すみません。確認させていただきます。 

 

○加藤委員 

素案の中でドラッグストアだけに特筆しているのは何か理由があるのですか。コンビニエ

ンスストアなんかでもペットボトルのジュース１本買って袋に入れてくれると思いますが。 

 

○原田（市事務局） 

ここのところドラッグストアの店舗数が市内でも目覚ましく増えてきております。当初は

大型スーパーに対してレジ袋の削減の協力依頼等を行っていましたが、その後、郊外型のド

ラッグストアさんが市内にもかなり増えてきており、また有料化等をあまりやられていない

という状況があったので、あえてこの計画の中でターゲットとして取り組んでいきたいと考

えています。 

また小売店舗というのはコンビニエンスストアに含まれています。 

 

○市川委員 

２ページの計画策定の趣旨について、教えてください。「中間処理施設等では、旧し尿処

理施設をはじめ、粗大ごみ処理施設、リサイクル作業場などの施設を撤去し、秋水園リサイ

クルセンターを建設することにより秋水園の再整備を進めるとともに、美住リサイクルショ

ップ、秋水園ふれあいセンター、とんぼ工房など、市民活動の場の整備にも力を入れてきた
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ところです。」という部分がありますが、前の計画では、「秋水園ふれあいセンターの建設、

とんぼ工房の改装など市民の活動拠点の整備にも力を入れてきたところです。」となってお

り、今回は建設や改装が終わったので文章から取り外したのだと思っております。 

その下に、「埋め立て処分については、エコセメント化事業及び燃やせないごみの資源化

等で、埋立てを行わない」とありますが、「燃やせないごみの資源化」という部分は、容器

包装プラスチックのことを言っているのか、あるいは小型家電のリサイクルのことを言って

いるのか、急に「燃やせないごみの資源化」という言葉がここで出てきたので、教えていた

だきたいと思います。 

 

○武田（市事務局） 

市のごみの分別の中で燃やせないごみというのは、不燃物のことを指しております。 

不燃物については従前埋立て処分していましたが、最終処分場の延命化という課題等があ

り、燃やせないごみを民間処理施設に搬入し、最終的にはスラグやメタルを取れるよう処理

するようにしました。 

 

○市川委員 

小型家電リサイクル法によって、そういうものを取り出すので、これを燃やせないごみと

いうふうに言っているのですか。 

 

○武田（市事務局） 

小型家電とは違います。 

 

○市川委員 

燃やせないごみそのものは、今は市外の民間処理施設で処理していますよね。どういう形

で資源化しているのですか。 

 

○武田（市事務局） 

当市では、燃やせない硬質のプラスチック等は焼却処理できませんが、民間処理施設では、

焼却や熱回収という形で発電したり、燃え残ったものについては溶融してスラグにしたりし

ています。 

 

○市川委員 

私が言っているのはそうではなくて、燃やせないごみは、外部へ出してしまっているわけ

で、それを資源化して埋め立てないというのは、ちょっと言葉的にもよくわからないです。 

燃やせないごみを市外の民間処理施設へ持って行き、それを資源化と謳っているので、な

ぜそういうふうになるのかなと思っています。小型家電や容器包装プラスチック関係であれ
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ば資源化は意味がわかるのですが。 

市外に出してしまっている燃やせないごみを、どう資源化するのかと思っています。 

 

○原田（市事務局） 

本計画の目標は、「ごみの減量」、「資源化率」、「埋立量ゼロ」をあげております。 

その中で埋め立て処分については、これまで、灰と燃やせないごみを、日の出町の二ツ塚

処分場等で埋立てをしてきた経過がございます。 

先ほど武田課長からご説明させていただいたとおり、燃やせないごみ等の埋め立てで、二

ツ塚処分場の期限が直近に来てしまうという問題がございました。 

それからもう一つが、解体した粗大ごみの処理施設が老朽化に伴い、処理が難しくなって

きたことがあり、民間処理施設で処理することによって埋め立て処分を行わない施策に取り

組んできたという説明をこの計画ではしたくて表記しています。 

燃やせないごみの資源化という意味は、民間処理施設へ行って、鉄類などを分別し、最終

的に残ったものについては、熱回収するとか、最終的にはスラグ化して、道路の材料にした

りしているので、燃やせないごみについても資源化という表現にさせていただいています。 

あくまで、これは埋め立て処分をせずに、こういう処理をこれまでの間で行ってきたとい

う説明をしたかったということです。 

 

○中根委員 

私も、ここはひっかかったところですが、「埋め立て処分については」と書かなくてはい

けないですか。書かなくても、「埋め立てを行わない取り組みを継続しています」で説明で

きるのではないでしょうか。 

 

○市川委員 

それなら分かります。燃やせないごみを資源化するという形になっていますので。 

 

○中根委員 

市民は燃やせないごみが資源化されているかどうかは、全然知らないし、分からないと思

います。今まで通り最終処分地で埋め立てしているのではないかと捉えられてしまうと思い

ます。 

ですから、「埋め立て処分については」と書かなくても市の取り組みとしては、よろしい

のではないでしょうかと思います。 

 

○志賀会長 

本計画の大きな目標だからわざわざこう言っているのではないでしょうか。 
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○中根委員 

そういうことですかね。 

 

○志賀会長 

埋め立てゼロを目指してきたからだと思います。 

全部処分するのとは違って、回収するものは全て回収して、なおかつスラグとかに変える

ということで埋め立てを阻止しているという意味だと思います。 

 

○市川委員 

ちょっとわかりづらいですね。 

 

○志賀会長 

エコセメント化は、まさにそうですよね。 

 

○市川委員 

それはそうなのですが、エコセメントは焼却灰をセメントにしているというのはわかりま

す。これはたまたま、燃やせないごみを資源化しているというから、燃やせないごみを資源

化するというのはどういうことなのかなと思っているわけです。どうしても納得できないで

す。 

 

○志賀会長 

エコセメントも熱処理をして金属が出るので、あれは資源化ですよね。インゴットなんか

にして売っていますから。だからそれと同じような処理をしているということです。 

 

○中根委員 

高熱処理で熱回収する処分の仕方ですよね。 

 

○市川委員 

ただ、秋水園でやっているわけではないですから。東村山市でやっているわけでもないで

すし。 

 

○佐藤委員 

基本的なことですが、燃やせないごみが資源化されているというのは、資源化率の中に含

まれているのですか。 
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○渡邉（市事務局） 

はい。含まれます。 

 

○佐藤委員 

含まれますよね。だから、資源化というのはやっぱり必要なものですね。ただ、少し分か

りにくいかとは思います。 

 

◯原田（市事務局） 

すみません。ダイナックス都市環境研究所から東京都の動向を説明させていただきます。 

 

○佐久間（オブザーバー） 

東京都の廃棄物計画というのを、５年に１回策定することになっていて、現在、その見直

し途中にあります。先だって11月の末に中間取りまとめが発表されて、その中に、「使い捨

て型ライフスタイルの見直し」という項目の中にレジ袋のことが出ております。どういった

内容かと申し上げますと、「レジ袋について周辺自治体と連携して、容器包装廃棄物の削減

に取り組んでいる」という前段があって、「また、都内の全市区町村、販売事業者団体など、

ＮＰＯ、ＮＧＯとの連携ネットワークを構築し、レジ袋の有料化など具体的な取り組みに関

する協定の締結やモデル事業の実施など協働していくべきである」という一文で、義務付け

というよりも、新しくそういったものを構築していく必要があるというような文章が、中間

とりまとめに掲載されております。先ほどはこのことを指されているのかなと思います。以

上でございます。 

 

○志賀会長 

ありがとうございました。 

今の燃やせないごみの資源化の話は、もう少し分かりやすく文章を練ってください。 

 

○原田（市事務局） 

分かりました。 

言葉足らずのところもあるかもしれませんので、改めて見直しをさせていただきたいと思

います。 

 

○志賀会長 

他に何かございますか。 

 

○中根委員 

17ページの①収集形態の変更検討の文章について、「市民のご理解・ご協力を得られるよ
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う」のここで、「ご」はいらないのではないかなと思います。とても丁寧で良いのですが、

なくていいような気がします。 

それから、33ページ、ごみ種別のごみ量推計のところですが、凡例の順番が、グラフと合

う方が良いのではないでしょうか。 

それから、36ページの③生ごみ自家処理の促進の目標のカッコの中ですが、最後の「目標

達成まで1,025台増」の「増」とありますが、目標達成まであと1,025台欲しいということで

すから、「増」という言葉は無い方が良いと思います。それ以降のページについても「増」

と入っているのは無い方が良いと思います。 

それと、52ページの「ごみ量データ」について、現計画にも同じ年度が載っていますよね。

数値が違っていて驚きました。集計の仕方が違うからではないと思うのですが。平成21年の

人口が「150,832」だったのが、「152,311」で違うと思ったのですが。 

 

○志賀会長 

現計画のごみ量データは平成21年以降が推計値で、今回の素案ではそれが実績値に置き換

わっているので、その違いだと思います。 

 

○中根委員 

実績と間違えていました。すみません、ありがとうございます。 

 

○志賀会長 

沢山のご指摘ありがとうございます。その他ございますか。 

 

○渡邉（市事務局） 

この表については、表記を「可燃ごみ」でなくて「燃やせるごみ」と変更したり、「収集」

と「直搬」と書いていたものを、「家庭系」と「事業系」とわかりやすく書き換えるなどし

ています。人口推計はおっしゃっていただいた通り、平成21年度から実績に書き換わってお

りまして、素案では平成27年度以降が推計値となっています。 

 

○中根委員 

「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」という表記でよいかと思います。 

 

○渡邉（市事務局） 

あと、33ページのごみ量推計のグラフのですが、凡例の順番の入れ替えをさせて頂きます。 

「有害ごみ」は順番が入れ替わっているわけではなく、有害ごみの量が非常に少なくて見

えづらくなっております。 
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○原田（市事務局） 

先ほどの資料編の中でも、かなり細かい字があって、見ていただくのが大変なところもあ

りますので、その辺も含めて、全体的に工夫できるところは工夫して見やすい資料にしてい

きたいと思いますので、今日の段階ではご了承いただきたいと思います。 

 

○佐藤委員 

資料編のアンケート調査結果の円グラフですが、カラーだったのか、黒くて文字が読めな

い状況ですので、これも判別できるように、円の中の文字が判別できるようになる方が理想

だと思います。 

 

○原田（市事務局） 

申し訳ありません。おそらくカラー版で作られているものを白黒で印刷するとこうなって

しまうので、この辺も含めて工夫をさせていただきます。 

 

○間野（市事務局） 

53ページ、54ページの市民意識調査結果も全ての項目を載せていてすごく細かく見づらい

ので、例えば上位10位、下位10番などの形で、少しまとめさせていただくのが見やすさにな

るのかと思いますが、そういうような形でやらせていただいてもよろしいでしょうか。 

 

○紺野委員 

あんまり関連ないとこは省略してもよさそうですよね。 

 

○間野（市事務局） 

上位の方はこのくらい、下位はこのくらい、というような情報でもいいのではと思います。 

 

○志賀会長 

これはごみへの関心を表現したいのだから、全部載せる必要はないかもしれませんね。い

かに高いかというのを見せればよろしいでしょう。 

 

○間野（市事務局） 

そうですね。そういった変更をさせていただいてよろしいでしょうか。 

 

○志賀会長 

はい。他にお気づきの点はありますか。 
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○紺野委員 

52ページのごみ量推計データの平成32年の推計を見ると、34ページの一人あたりのごみ量

630グラムは達成できないという推計をされていますが、これでよろしいのでしょうか。 

 

○原田（市事務局） 

これはあくまでも、これまでの推移を踏まえて推計値を出しているものでございまして、

冒頭で渡邉係長からもご説明させていただいたのですが、このまま行くと641グラムになっ

てしまうというところでございますので、630グラムの目標値にあと11グラム足りない分に

ついては、これまでの取り組みを更に進めるとともに、今回幾つかの施策を追加させていた

だいて、その施策を取り組むことによって、11グラムを達成できるように、頑張っていきた

いということになります。 

 

○志賀会長 

目標値と推計値の違いですね。 

 

○原田（市事務局） 

施策の取り組みを全部この推計に盛り込んでしまいますと、どの施策で何グラム減らすと

いうのはなかなか出しにくいところもございますので、あくまでもこれは推計、それから、

それに対して努力をして630グラムに近づけるという２段階、３段階で考えております。 

 

○紺野委員 

39ページの②資源持ち去り防止対策の件ですが、パトロール、ＧＰＳ、条例の強化、罰則

等の設置等について、ご意見させていただいたのですが、こちらに関しては、今回はここに

は入れないでやっていくのか。それとも、今後要検討ということなのか。経過を教えていた

だきたいと思います。 

 

○内野（市事務局） 

条例の関係ですが、他市の例も考えてみますと、確かに条例で罰則を設定しているところ

と設定していないところがあり、山口県では罰則を適用しようとしているところはあります

が、憲法上で、法の下の平等にてらしてどうかという問題もございます。なかなか完全に罰

則が適用できないような先進自治体の状況もありますので、現時点では引き続き研究してい

きたいと思っております。 

 

○間野（市事務局） 

計画に位置づけてしまうと、それを目的にやっていくという話になってしまいますので、

今話しがあったように検証していく中で、他市がやっているようなことを注視した中で、研
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究は続けて行きたいと思っていますので、ご理解頂ければと思います。 

 

○紺野委員 

ありがとうございます。 

 

○市川委員 

今、ＧＰＳで実際に追跡して、その結果はどうしているのですか。持ち去ったとわかった

段階では、今はどう対応しているのですか。 

 

○紺野委員 

最終的に持ち込まれる先の古紙問屋まで追跡し、持ち込まれている状況をビデオ等で撮影

しています。その後改めて、古紙問屋さんへ、私共の東多摩再資源化事業協同組合から指導

させていただいたり、自治体が一緒にその古紙問屋に行って、念書を書かせたりしています。 

その先の対応をどうするというのを、今は思っているところです。 

 

○市川委員 

現在では泣き寝入りするしかないということですか。 

 

○紺野委員 

特定のところに入ってしまうと、泣き寝入り状態なので、現場で取っている人を注意する

ためにはパトロールを実施しています。結局、ＧＰＳ調査だと、持ち込んだ先を特定すると

いうことなので、積んだ人は何の処罰もございません。 

 

○市川委員 

受け入れないようにと、古紙問屋さんに対しての処罰しかないわけですか。 

 

○紺野委員 

古紙問屋が買わなければ、持っていく人も持っていけないという趣旨で、ＧＰＳ調査はや

っています。 

 

○市川委員 

あまり効果がないですね。ＧＰＳ調査は費用がかかるだけの話で。 

 

○紺野委員 

ただ、抑止効果はあります。東村山のこの近隣の地域で調査をやっていますよということ

を周知することで、だいぶ持ち去り件数は減っています。そういう効果は実際あるのですが、
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次の一手というのが必要です。 

 

○佐藤委員 

文言について気になったのですが、素案の44ページの上から３行目「そのために、あらゆ

る機会を通じて市民や事業者に対する啓発や情報提供を行っていきます。」の「対する」と

いう言葉は必要ないと感じました。上から目線のように感じますし、無くても通じる文章だ

と思います。 

 

○市川委員 

「対する」を取ってしまうということですね。 

 

○佐藤委員 

あえて「対する」と言わなくても、良いのではないのかなと思いました。 

 

○志賀会長 

他にはいかがでしょうか。 

 

○紺野委員 

38ページの⑪店頭回収の件ですが、最近ヨークマートなどで、ペットボトルを入れるとポ

イントが還元される自動販売機のようなものが設置されていますが、あれは、ここで言って

いる「店頭回収の拡大」によって進められているものなのでしょうか。 

 

○内野（市事務局） 

店頭回収にあたります。 

 

○紺野委員 

東村山市ではないのですが、他市でペットボトルをそのポイント獲得のために持ち去って

いく人がいます。我々の立場からすると、実際のペットボトルのリサイクルの販売価格を無

視した特典が付きますので、円滑なリサイクルを行うという上では気になる点もあるなと思

いました。 

 

○加藤委員 

ワンボックスカーで大量にペットボトルを下ろしてきて、還元される機械に入れていまし

た。そのお店で使えるポイントになります。 
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◯市川委員 

自販機の近くにあるものですか。 

 

○加藤委員 

自分の家からペットボトルを持って行って、なんらかの評価がつくということでスタート

したのですけれど、それを家からどんどん持ってくれば自分がスーパーで買える金額になる

ということになります。 

 

○志賀会長 

東京近辺にもありますか。 

 

○加藤委員 

そういうスーパーが増えてきています。スーパーは顧客を増やすためのサービスですか

ら。昔はジュースのびんを持って行くと、お店が何円かくれましたが、あれのペットボトル

版です。 

 

○志賀会長 

制度は知っています。栃木県のスーパーがやっていて、カードも持っていますが、意識的

にそういうことをやっている人がいるということは知らなかったです。 

 

○加藤委員 

一部だとは思いますが。 

 

○志賀会長 

近所のスーパーはただでとってくれて、なんにもポイントにはなりません。西友なんかも

入れるところはあるけどポイントにはならないし。 

 

○加藤委員 

ポイントになる専用システムを売っている会社があって、その会社がスーパーへ売り込ん

でやっています。差別化です。 

 

○紺野委員 

無料の店頭回収を市が推進していくのであればいいのですが、ちょっと気になったので、

質問させて頂きました。 
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○志賀会長 

どう思いますか。 

 

○原田（市事務局） 

いろんなことを研究しながら、対処を考えていかなければいけないかなと思います。 

東村山市の場合は昨年、ペットボトルを戸別収集にもさせていただいたということもござ

いまして、そういう意味では持ち去るということはなかなか難しい状況がつくれたかなと思

っています。 

 

○志賀会長 

いろいろありますよね。その機械は知っていましたけど、そういうふうにして大量に持ち

込む人がいるということは知らなかった。 

 

○加藤委員 

多分、それも組織でやっているのでしょうね。 

 

○佐藤委員 

前回の会議の時にペットボトルの品質結果がＤランクになったというお話をされたかと

思いますが、その後どうなりましたでしょうか。 

 

○武田（市事務局） 

加藤商事さんに対応をして頂きまして、簡単にいうとラインが２本増えて、風力選別の向

きを変えるなどしていただきまして、改善の方向に向かっているというところです。今後、

容器包装リサイクル協会で、再検査が実施されますので、そこに向けて協力しながら、きち

んとした対応ができるのではないかと思っています。 

 

○佐藤委員 

市民に対して啓発でというのではなくて、加藤商事さんの中での工夫で調整しているとい

うことですか。 

 

○加藤委員 

当事者なのでお話しさせてもらうと、検査の結果はＤランクで残念な結果だったのです

が、それを受けて異物混入の除去の効率化を図らなければいけないということで、ラインの

異物ですから、除去するスピードやラインの長さを改良しました。その後、抜き打ち検査を

市にお願いした結果、お陰様で問題はございませんでした。 

しかし、それでいいのかという話ではなく、今まで通り、市民へ啓発をおこなっていき、
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できれば多くの方に選別している作業を見てもらうと、分別しようという気持ちをもってく

れる人もいると思うので、より改善される気がしています。 

 

○市川委員 

Ｄランクになったのは処理の問題だったのか、出す市民に問題があったのかがあります。

実は来年早々に、周辺対策協議会の方で、加藤商事さんの工場を見させてくださいと、今お

願いしているところです。加藤商事さんの容器包装プラスチックの処理状況について、我々

も知りたいなと思いまして、それを２月に実施しようと思っています。 

 

○佐藤委員 

是非、お声がけをお願いします。 

 

○加藤委員 

ランク付けは的確であって、異物混入の比率に応じて減点されていきます。だから、異物

が入っていないことが望ましいです。異物が入るということを前提に中間処理をやっている

わけではないですが、本来は洗って出していただいて、選別業務もなく、そのまま圧縮梱包

してしまうのが一番いいことです。 

ただ、現実はいろんな方がいるので、選別ラインを作りました。今回については、あくま

でもペットボトル自体を効率回収させるということもありましたし、容器包装プラスチック

と一緒に出せるようになったわけですから、弊社の選別ラインに負荷がかかるのは想定して

いたのですが、それ以上の異物があったということです。 

もうひとつは、大量のプラスチックの中に、男性がよく使うＴ字の髭剃りが１個入ってい

ました。これは、刃物なので、減点が大きいです。容器包装協会のチェックが厳しいことは

悪いことではないのですが、そういう異物を全て取るのは困難です。 

皆さんが今、テーブルの上にあるボールペンだけを取って下さいと言ったら、すぐ取れま

すが、例えば紙の下にボールペンがあったとして、ボールペンが取れないのと一緒で、私共

のラインというのは、そんなに幅もなく、破袋機、破砕機を使っても、バラけさせるような

工夫がなくて、一緒になって流れていってしまうと、可視化できない部分があったので、そ

ういう意味ではかなり改良しました。 

 

○間野（市事務局） 

加藤さんには９月、10月に真摯に対応していただいて、今お話があったように、ラインを

変更していただいたこと、また、手選別の人員を増やしていただいたということで、我々の

方でもベールの検査をさせて頂きました。現在は良い品質を保っていると思います。 

あと、市民の方へもお願いしていかなければいけないというところは、今言ったカミソリ

が入っていたり、また汚れが付着していたりするものが結構あります。その辺は市報やごみ
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見聞録などで啓発して、協力をお願いしていきます。少しでも品質を保持していきたいと努

力しているところです。 

 

○佐藤委員 

今、ペットボトルと容器包装プラスチックの収集は一緒ですよね。以前と比べてどうです

か。収集の時に、ペットボトルだけ収集していた時と比べて、当時は加藤商事さんのところ

ではなく、秋水園で処理していたわけですけども、やはり別々の方が良かったのでしょうか。 

 

○加藤委員 

私の方から収集側からの立場で言うと、同時収集の方がいいと思っています。処理側から

の立場で言うと、当然分けていた方が良かったのですが、市民にとって出す労力、何日も家

にごみを置きたくないこと等を考慮すると、過剰サービスではないと思います。また同時収

集により、収集台数も減り、CO2削減にもなっています。収集車はガソリンを使って走って

いますから。そういう意味では総じて良かったと思います。 

ペットボトルと容器包装プラスチックを捨てるのは一向にかまわないが、それ以外のもの

を出さないよう、より一層、啓発していきたいというのは正直なところです。 

 

○志賀会長 

他にございますか。 

 

○加藤委員 

今後の東村山市の方向性のひとつに生ごみをどうするかという話がいつも出ていますが、

自治体によっては生ごみをすごく熱心に分別してもらい、焼却炉に入れないように努力して

いるところもあります。東村山の将来を見た時に、生ごみは別で回収して行くような考えは

あるのですか。 

 

○原田（市事務局） 

ここは、前回、前々回の審議会でも議論がありまして、生ごみの集団回収、自家処理につ

いて、議論いただいたところです。 

この平成23年度につくった計画では、まず家庭でできることとして、生ごみの水を切って

下さいとお願いしております。 

その後、ごみとして排出されないよう、ご家庭で使用できる生ごみ減量化容器の購入補助

について、積極的に周知をしてきました。 

減量化容器を使用できないマンション等にお住まいの方は、集団回収事業により、生ごみ

減量の推進を継続していこうという方針で、この計画をスタートしました。 

前回、前々回の審議会の中でも様々なご議論があったのですが、生ごみに関しては、今後
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５年間、この計画を継続していく方向としました。 

市民アンケートを行った結果、認知度が低いことが判明したので、そちらについてはまず、

やはり認知度を上げていく努力が必要であり、次の５年間は特に認知度を上げる努力をいか

にしていくかということが課題になってくると思います。 

 

○加藤委員 

質問の仕方が悪くて、すみません。今、東村山はただでさえ、戸別収集の分別の数が多い

ですが、もう一つ分類させて、生ごみ専用袋により回収するということを、将来的に考えて

いるのかなという質問です。 

 

○原田（市事務局） 

そこまでは考えておりません。 

 

○加藤委員 

他の自治体、例えば千葉県のある自治体は、生ごみの専用袋を各家庭に買ってもらい、分

別してもらっています。しかし、それは個人的な話で言うと、すごくリスクが高いと思って

います。というのは、それは結局その袋に、生ごみ以外の不適物を入れないという性善説で

やり過ぎるのもどうかと思います。だから、否定しているわけじゃなくて、もしやるのであ

ったとしても、その辺は何年か先進市を見て研究してからではないと、十何万人の市民を動

かしてしまった後、やはりだめでしたでは済まないと思いますので、その辺はよく慎重に見

て欲しいなと思います。よろしくお願いします。 

 

○中根委員 

生ごみについて、ごみ減量推進課長にお話したことがあるのですが、私の故郷では何年も

前から生ごみだけを集めて処理などしていましたが、利益を出すなんてことは絶対にありま

せん。そこの住民は家庭菜園ですごく利用されていて、取り組みとしてとても良かったと思

いますが、あれは自治体が小さいからできたことで、このように大きな都市になるとすごく

難しいことではないかなと思います。市の負担する費用がすごく大きくなってしまうと思い

ます。 

 

○加藤委員 

東村山だと、数千万円費用としてかかると思います。 

 

○中根委員 

私の故郷だと処理をする建物を建てた負債だけが残っていて、あとは循環しているので、

赤字は出ないのですが、負債だけがどうしても最後まで残るという話はしていました。 
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○加藤委員 

だからといって、やっている人ややろうとしている人を疑うのかという話になってしまう

とよくないので、実施しようする時は良く慎重にと思っています。 

 

○中根委員 

そうですよね。本当に意識が高くないと絶対にできませんから。 

 

○加藤委員 

毎日分別する必要がありますからね。 

 

○市川委員 

計画では、生ごみ集団回収参加世帯500世帯を目指してと書いてありますが、これは非常

に難しいし、達成は無理だと思います。だから、達成できない目標をいつまでも掲げていて

もしょうがないと思っています。 

もう一つ聞きたいのが、他の事業所もそうですが、プラスチックの汚れたものは燃やすと

熱が上がってよく燃えるということですよね。先般、私も見学させていただいた、西多摩衛

生組合さんも、燃やしているそうです。東村山市では完全に燃やしてしまうと偉い騒ぎにな

ってしまうので、行っていないのかと思いますが、この辺は、今の設備が良くなってくれば、

そういうものも少しは処分してもいいのかなと、個人的には思っています。 

 

○佐藤委員 

どうですかね。 

 

○市川委員 

私はそう思っています。少しくらい燃やしても、それほどダイオキシンが出るわけでもな

いと思いますので。 

 

○加藤委員 

市のリサイクル率とか、分別する件数が多いとか言うのは、その市の施設の能力にあった

仕分け方法に準じています。つまり、東京都のように、予算に余裕のある自治体の施設と、

地方のように余裕のない施設では、施設の能力の差があります、それに準じてやるという意

味では、施設能力があがれば、プラスチック等を処理することができる。 

ただ、一番難しいのは、今まで分別してくださいと言っていたのを、今度は分別しなくて

いいですと言うのは、なかなかご理解いただけないと思います。そこは上手にシフトして行

かなければならないですね。 
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○志賀会長 

溶融炉というのは性悪説です。どんなものを混ぜるかわからないから、みんな燃やして、

溶かしてしまうという方法です。鉄工所関係の技術と、セメント関係のエコセメントという

のといろいろあって、なかなか難しい問題です。 

 

○市川委員 

新しい炉になる頃には、そういうことも解決してくるかもしれないですね。 

 

○志賀会長 

ダイオキシンはどの程度かわかりませんが、どうやっても多少は出ます。何が混ざってい

るかわからないのですから。そこが難しいと思います。 

いかがでしょうか。そろそろ、意見も出尽くしたのかなと思いますが、一応、一定のご意

見が出て、委員の皆様からの意見について事務局でまた調整していただけると思いますの

で、とりあえず、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。 

 

（全員、了承の声） 

 

はい。ありがとうございます。では、そういうことで、次第の、３の報告ということで事

務局よりご報告があるそうですから。よろしくお願いします。 

 

○原田（市事務局） 

報告の前に一点確認させてください。 

様々なご意見を頂きまして、誠にありがとうございました。本日頂いた、ご意見を事務局

の方で、再度調整をさせていただいて、次の機会がないものですから、今日頂いた意見につ

きましては会長と私共の方で調整を最終的にさせていただいて、１月の下旬くらいにパブリ

ックコメントを実施していきたいと思います。そちらについて、ご了承頂ければと思います

が、よろしいでしょうか。 

 

（全員、了承の声） 

 

では、そのようにさせていだきますので、どうぞ宜しくお願いいたします。 

パブリックコメントにより市民の皆様から、改めてご意見を頂きまして、調整をいたしま

す。その後、最終的に３月に予定していますこの審議会で、報告させて頂きまして、平成28

年度には公表していきたいと考えておりますので、よろしくお願い致します。 

それでは、報告事項がございますので、よろしくお願いします。 
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○内野（市事務局） 

私の方から２点報告させて頂きます。 

まず１つ目ですが、水銀体温計などの回収事業について、ご説明させて頂きます。水銀に

よる地球規模での環境汚染と健康被害を防止するため、平成25年10月に熊本県で開催されま

した、外交会議におきまして、水銀に関する水俣条約が採択され、関係法令が平成27年６月

に交付されました。 

環境省は昨年度から水銀の将来的な不適正な処理を低減する対策といたしまして、各御家

庭において使用しなくなったまま退蔵されている水銀体温計などについての、短期集中的な

回収を促進することと致しまして、水銀添加廃製品の回収モデル事業を実施しております。

この事業におきまして、必要な回収容器や掲示物、チラシ等は国の負担で配布という状況に

なっております。 

東村山市に置きましては、現在のところは、各御家庭のご理解ご協力によりまして、水銀

が含有される体温計などは資源ごみの収集日に有害ごみとして分別排出をしていただいて、

適正に処理を行っているところでございますが、この環境省のモデル事業に積極的に手を上

げまして、強く要望いたしました結果、今回この回収モデル事業に当市が選ばれました。 

こちらにつきましては、更なる水銀の環境への排出リスクを低減してまいりたいというと

ころで考えておりまして、回収を、来年、年明けの２月１日から２月29日までの１ケ月の期

間におきまして、市の公共施設、または、調剤薬局等に環境省から配布されます回収容器を

設置して短期集中的に行いたいと思っております。回収物は、水銀体温計、水銀血圧計、水

銀温度計の３種類です。 

今後、周知につきましては年明けに市報やごみ見聞録、または公共施設等にポスターやチ

ラシ等も張り出して周知をいたしまして、体温計等を回収していきたいと思っておりますの

で、何卒ご理解、ご協力の程をお願いしたいと考えているところでございます。 

 

○原田（市事務局） 

準備段階で資料をご提供するものがなく、口頭での説明となりましたが、よろしくお願い

いたします。 

 

○市川委員 

期間をもう一度言って頂けますか。 

 

○内野（市事務局） 

２月１日から２月29日までの１ケ月間ということで予定させていただいております。 

 

○加藤委員 

何箇所くらいが拠点になる予定ですか。 
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○内野（市事務局） 

今考えておりますのは、公共施設については10数箇所、それと調剤薬局等にもすでに環境

から依頼も行っているということですので、ご協力をいただいくことになります。 

市民の方にはご足労頂きますが、ご自宅にあるものを回収ボックスへ持ってきていただい

て、１ヶ月の短期集中で回収していきたいと思っております。 

何卒ご理解、ご協力の程をよろしくお願いしたいと思います。 

もう１点のご報告を続けてよろしいでしょうか。 

 

○志賀会長 

はい。 

 

○内野（市事務局） 

平成28年１月30日土曜日に、美住リサイクルショップ運営委員会の皆さんの主催で、ごみ

講座を実施したいと考えております。内容は「新聞記者が語る先進エコのまち」ということ

で、１月30日の午後１時から３時まで、場所は東村山駅西口のサンパルネコンベンションホ

ールにおきまして、新聞記者、朝日新聞の編集委員の石井徹さんにおいでいただいて、先進

市のごみの発生抑制、再資源化適正処理リサイクル等の先進事例をご紹介頂く講座を考えさ

せていただいているところでございます。皆様方におかれましても、お忙しいかと思います

が、もしお時間がございましたら、是非ご出席いただけたらと思いますのでよろしくお願い

致します。 

以上、私の方から２点ご報告させていただきました。よろしくお願いいたします。 

 

○志賀会長 

美住リサイクルショップの運営委員長からは何かございますか。 

 

○田浪委員 

ＰＲの問題で、今回は市報には載りましたが、夢ハウスだよりには今回載りませんでした。

市報もスペースの問題があり、５行くらいしか載らなかったので、ＰＲとしては弱かったと

思います。 

かなり詳しく載せられたのですが、それはできませんでした。ですので、皆さんに口コミ、

チラシで参加者を募りたいと思います。 

もう一つは、一番左に協力事業者と書いてありますが、これは農協さんから商品をいただ

きまして、参加者にサービスすると、無料で配るということを考えております。こういう事

例というのは他の市では多分ないと思いますけども、美住リサイクルショップでは５年位前

から市内の事業所さんに協力していただいて、提供しております。よろしくお願いします。 
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○原田（市事務局） 

以上でございます。 

 

○志賀会長 

ありがとうございました。 

それでは、議事をこれで終了させて頂きます。ありがとうございました。 

 


