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会 議 録 

 

会議の名称 平成29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30年３月23日（金）午後３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・佐藤斉委員・中根晶子委員・

肥沼芳雄委員・上村麻弓委員・加藤宣行委員・紺野琢生委員 

（事務局）間野雅之（資源循環部長）・肥沼卓磨（資源循環部次長兼管

理課長）・田口輝男（ごみ減量推進課長）・武田源太郎（施設

課長）・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）・齋藤文彦（ごみ減量推進課事業係

長）・小川謙一郎（ごみ減量推進課減量指導係長）・森健二

（施設課施設係長）・岡宏明（施設課計画係長）・髙瀨直之

（管理課計画調査係主事） 

●欠席者：秋本幸子委員・三田村慎一委員 

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)会長・副会長の選任 

(２)東村山市環境審議会委員の選出 

(３)平成29年度東村山市一般廃棄物処理基本計画実行計画の取り組み

状況及び平成30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 

※1 

資源循環部 廃棄物総務課（旧管理課） 計画調査係 

電話番号 042－393-5111（内線2612・2613） 

ファックス番号 042－391-5847 

 

※1 平成 30 年度の組織改正により「管理課」から「廃棄物総務課」へ名称変更したが、会議の開

催は平成 29 年度中であることから、本会議録の作成は会議開催当時の課名（管理課）でおこ

なった。 
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会 議 経 過 

・資源循環部長挨拶 

・資料確認 

・委員紹介 

 

１ 開会 

 

２．議事 

(１) 会長・副会長の選任について 

・事務局説明 

 

〇中根委員 

会長につきましては、東京都総務局理事や、東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合の事務局長を歴

任され、前期においても円滑に議事運営など行っていただきました、志賀委員に引き続きお願いでき

ればと思います。 

 また、副会長は、前期において会長を補佐し審議を円滑に進めていただきました、細渕委員にお願

いできればと思います。 

 

【異議なしの声。全出席委員の意見の一致により、会長に志賀委員、副会長に細渕委員が選出され

た。】 

 

・確認事項 

〇渡邉（市事務局） 

改選にあたり、２点確認事項がございます。  

１点目は、まず会議録の記載方法についてです。前期は、委員のお名前とその発言内容を記載し、

どなたがどのような発言をされたかがわかるような形で会議録を作成しておりました。今期の作成形

式について、個人情報に関わるものであるためご意見を頂きたいと思います。 

2 点目ですが、現在、市ホームページ等において審議会委員名簿の公表を行っており、区分・氏名・

性別・就任日・職業等を記載しております。会議録と同様、個人情報に関わることであるため、同じ

内容で公表させていただいてよいか、皆さまのご意見を頂きたいと思います。  

 

〇志賀会長 

事務局から２点説明がございましたが、ご異議なければこれまでと同様ということでよろしいでし

ょうか。 

【異議なしの声】 

○渡邉（市事務局） 

 では前期と同様の形式で進めさせていただきます。 
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 (２) 東村山市環境審議会委員の選任について 

・事務局説明 

 

〇志賀会長 

 ただいま、事務局から説明がありましたが、ご意見等ございますか。 

 

〇細渕副会長 

 審議会からの推せんということですので、会の代表である会長にご一任ということでいかがでしょ

うか。 

【異議なしの声】 

〇志賀会長 

では、私から推せんさせていただきます。美住リサイクルショップ運営委員として長く活動をされ、

環境関係にもお詳しいかと思いますので上村委員にお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

○上村委員 

 環境審議会は初めてですが頑張りたいと思います。宜しくお願いします。 

 

○志賀委員 

 では、上村委員よろしくお願いします。 

 

（３）平成 29 年度東村山市一般廃棄物処理基本計画 実行計画の取り組み状況及び平成 30 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 

 

〇志賀会長 

議事（３）について、事務局からご説明お願いします。 

 

〇渡邉（市事務局） 

資料②「平成 30年度 東村山市一般廃棄物処理基本計画 実行計画（案）」をご覧ください。 こち

らの資料は、東村山市一般廃棄物処理基本計画 実行計画の各施策について、平成２９年度の取り組

み実績と、平成 30年度の取り組み内容案をまとめたものです。 

私から、資料にそって、新規の施策など主なものを中心に、全体を通してご説明させていただき、

委員の皆様から助言等を頂戴し、計画全体についてご承認いただければと思います。なお、資料中の

新規の取り組みについては、網掛けをしております。また、平成 29 年度数値目標の実績値につきま

しては、平成 29年 12月末時点の実績となっております。 

  

基本方針１ 発生抑制・排出抑制、再使用の推進 

①食品ロス削減の取り組みの推進につきましては、平成29年度の取り組みとして、リーフレットや

ポスターを作成し、それらを活用して啓発を行いました。また、新たな取り組みとして夢ハウスまつ

りなどのイベント時に「家庭で余っている食べ物を集め、フードバンク等に寄付を行う」取り組みで
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ある、フードドライブを年間３回実施しました。平成30年度についても、引き続き各種啓発を行いな

がら、食品ロスの削減の取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

②生ごみの水切りの促進ですが、平成29年度はこれまでの啓発に加え、「ひがっしーと水切りに挑

戦！」という動画を作成し、ホームページで公開いたしました。動画の内容は、職員とひがっしーが

出演して、水切りを呼び掛けるというものになっております。また、平成30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生ごみの自家処理の促進ですが、数値目標については、平成29年度の生ごみ減量化容器の補助台

数の目標120基に対し、現状で14基でございます。平成29年度は、各種イベント、出前授業、ホームペ

ージや市報等により、積極的に啓発を行ってきました。また、東村山花と野菜の会 さん のご協力に

より、生ごみ堆肥化相談コーナーも実施しております。さらに、直接的な働きかけとして自治会への

働きかけを行ってまいりました。平成30年度におきましても、従前の取り組みを見直しながら、引き

続き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では、平成29年度まで回収品目の拡大の検討を行ってまいりました。追加可

能性のある品目としてスチール缶の追加について検討を行いましたが、処理委託料が他の品目と比較

しても高額となることや、処理体制の面からも追加は難しいとの結論に至り、検討を終了しておりま

す。今後の社会状況等の変化により追加が考えられるものが出てまいりましたら、情報収集等を行っ

てまいりたいと思います。平成30年度につきましては、更なる集団資源回収の推進に向けてこれまで

同様の事業への参加依頼や啓発等をおこなってまいります。 

 ⑥リサイクルショップ活動の拡充では、平成 29年度は「夢ハウスだより」などによる周知のほか、

季節にあわせたイベントや各種フェアを開催し、多くの方にご来館いただけるよう取り組みを進めて

まいりました。平成 30年度は、美住リサイクルショップが設立 20周年を迎えることから、これまで

同様、より多くの方に来館いただけるようなイベントを実施してまいりたいと考えております。 

 ４頁をご覧ください。（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）では、出店希望者が多くアンケートでもフリーマーケットの実施回数を増やしてほ

しいとのご意見が多かったことから、試験的に美住リサイクルショップのサマーイベントと同時に、

小規模のフリーマーケットを開催しました。 

 ①フリーマーケット、不用品交換の推進（不用品交換）では、平成 29 年度の数値目標としてとん

ぼ市不用品交換成立件数 200 件としておりますが、現状 60 件となっております。ホームページや、

イベントでの事業紹介、市内公共施設での情報提供等により、事業の周知を図っておりまして、平成

30年度は、目標達成にむけた取り組みとして、これまでの取り組みに加え、ごみ分別アプリ等による

情報提供など、更なる効果的な事業周知を図ってまいります。 

 

基本方針２ 合理的な収集と資源化の推進 

①生ごみの資源化の推進について、平成 29年度は、事業の参加世帯数増のために、ホームページ、

市報、啓発紙の「ごみ見聞録」のほか、東村山駅の掲示板にもポスターを掲示し、各種イベントや出

前講座でも事業の周知を行っております。また、本事業につきましては、事業のあり方についての研

究を進めておりまして、費用対効果の整理方法の研究を行うとともに、事業に参加いただいている方

へ直接お電話させていていただき、事業に対する評価や良い点・改善点などの聞き取りを行いました。

平成 30 年度は、これまでの研究内容を踏まえて、事業に参加されている方への確認やご説明を行い
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ながら、本事業のあり方について検討をおこなってまいります。 

 

基本方針３ 安全で確実な処理体制の構築 

③ごみ処理施設更新の検討について、平成 29 年度は、市民及び学識経験者等で構成する「ごみ処

理施設のあり方検討会」において、平成 28 年度から継続してご議論を頂き、そのまとめとして最終

報告書作成の取り組みがなされており、本年度中に検討会から市へ報告書を頂く予定となっておりま

す。また、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 30年度は、平成 29年度に作成される最終報告書を受け、市の基本方針（素案）の検討を行い、

市民の皆さんに説明会等のご意見を頂く場をもうけさせていただき、基本方針策定に向け取り組んで

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について、平成 29 年度はこれまでに引き続き、国・

東京都の動向について、実施される研修会などに参加し情報収集を行いました。また、周辺自治体の

災害発生時の対応の情報収集を行うなかで、災害発生時に廃棄物担当所管が実施すべき事項等につい

てまとめた、災害廃棄物処理計画について、その策定状況や、既に策定した自治体につきましては計

画内容、進めてきた具体的な取り組みについて情報収集を行いました。平成 30 年度は、これらの情

報などをもとに、東村山市災害廃棄物処理計画策定の取り組みを行ってまいります。計画策定を進め

ていく中では、廃棄物減量等推進審議会の委員の皆様からも、内容についてのご助言等いただきなが

ら進めてまいりたいと考えておりますので、宜しくお願いいたします。 

 

基本方針４ 情報提供や環境学習の充実 

①啓発活動の推進について、平成 29 年度はこれまでの取り組みに加え、ごみの分別や処理をわか

りやすく理解していただくことを目的として、秋水園紹介動画「ごみのゆくえ」を作成し、市ホーム

ページに公表いたしました。平成 30 年度は、引き続きこれまでの取り組みを継続して、啓発活動を

推進してまいりたいと思います。 

 

基本方針５ 市民・事業者との協働 

②市民組織への支援と協働及び連携の推進について、平成 29 年度はリサイクルフェア実施に向け

実行委員会を中心に開催に向けた取り組みを進めてまいりましたが、残念ながら雨天により中止とな

ってしまいました。また、それ以外の夢ハウスまつりなどのイベントに、各団体の皆さんと連携して

参加し啓発を行いました。平成 30 年度も引き続き、協働・連携により各取り組みを進めてまいりた

いと思いますので宜しくお願い致します。 

以上、資料に沿って、平成 30年度東村山市一般廃棄物処理基本計画 実行計画（案）の主な内容に

ついてご説明させていただきました。ご意見等頂戴できればと思います。以上です。 

 

〇志賀会長 

ただ今、事務局から説明がありましたが、ご意見等ございますか。 

 

〇上村委員 

作成した動画に関して、ホームページや「ごみ見聞録」の他にどこかでお知らせしたり、上映した
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りしているのでしょうか。 

 

〇渡邉（市事務局） 

現状では、動画のお知らせはホームページや「ごみ見聞録」のみです。上映については、今後各種

啓発イベントの際や、秋水園に施設見学にいらっしゃった方に見ていただくことを考えています。ま

た秋水園の管理棟１階には啓発スペースがございますので、そちらでも見ていただくことを考えてい

ます。 

 

〇中根委員 

生ごみはごみの中でも占める割合が多いので市でも様々な施策において取り組みを進めていると

思いますが、資料②の１頁の生ごみの自家処理の促進の施策、６頁の生ごみの資源化の推進の施策で

それぞれ設定されている数値目標は、これまでの実績値からすると非常に大きい印象を受けます。達

成の見通しはあるのでしょうか。 

 

〇田口（市事務局） 

各施策の数値目標は一般廃棄物処理基本計画に基づいて設定していますが、生ごみの資源化の推進

の施策における生ごみ集団回収事業参加者世帯数については、議会からも目標値に対して実績が乖離

しており、次期の一般廃棄物処理基本計画を策定するまでの期間で検証していくべきとご指摘いただ

いています。平成 29 年度につきましても積極的に事業周知に努めてまいりましたが、なかなか参加

世帯数は伸びていないというのが実情でして、こういった点も含めて今後の検討を進めていきたいと

考えています。 

 

〇中根委員 

私も自治会で生ごみ集団回収や集団資源回収の参加を働きかけているのですが、やはり今のご家庭

では、周りの方と一緒に参加するというのが受け入れられにくいように感じますので、そういった点

も考慮して検討していただければと思います。 

 

○志賀会長 

 この生ごみ集団回収事業については、本審議会でもたびたび委員の皆さんからご意見を頂くところ

です。今の中根委員のご意見もございますので、事務局において様々な点を考慮しながら検討を進め

ていただきたいと思います。 

 

〇間野（市事務局） 

先ほど田口もお答えさせて頂いたところですが、生ごみ集団回収事業の目標設定につきましては、

一般廃棄物処理基本計画の中で、平成 32 年度までに参加世帯数 500 世帯を目指すという目標を掲げ

ておりますことから、その目標の達成に向けたステップとして平成 30 年度は 380 世帯としたところ

でございます。委員のご指摘のとおり、実績と比較するとかなり高い目標となっていますが、積極的

な周知を行うとともに、現在参加されている方に実情を聞いたりしながら実態把握に努めまして、次

の平成 33 年度を始期とする計画策定の際にどの様に考えていくか検討をさせていただければと思い
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ます。 

 

〇田口（市事務局） 

食品ロス削減の取り組みの推進の施策の中で、平成 29 年度に初めてフードドライブを４回実施し

ましたので、その点について補足させていただきます。実施したイベントとしては、５月の夢ハウス

まつり、11月の市民産業まつり、９月と３月の美住リサイクルショップでのフリーマーケットです。

お持ちいただいた食品は全部で約 350点、重量で約 130kgとなりました。今後も引き続きイベントで

実施していきたいと考えています。 

 

○志賀会長 

 フードドライブというのは、あまり聞きなれない言葉ですね。 

 

〇間野（市事務局） 

家庭に眠っている食品をイベントなどで持ち寄っていただいて、それをフードバンクへ寄付すると

いう取り組みでして、フードバンクではそうして寄付された食品を生活にお困りの方等に配布すると

いったことをされております。もちろん、消費期限がまだ先ということ等条件はありますが、集まっ

た食品といたしましては、米、缶詰、乾麺のほか、コーヒーなどのし好品もございました。 

 

〇上村委員 

 ５頁の不用品交換の推進についてですが、とんぼ市の効果的な周知方法としてＳＮＳの利用を考え

ていますか。 

  

〇田口（市事務局） 

ＳＮＳの利用も含めて、様々な方法を検討していきたいと思います。 

 

〇肥沼（市事務局） 

インターネットオークションに加え、最近は民間の不用品交換情報サイトも普及してきています。

利用者は自分に合った方法を選べるようになってきた中で、市としてはどのように取り組んでいくか

考えていければと思います。 

 

〇上村委員 

 インターネットで日本中や世界中とやり取りするのではなく、とんぼ市は市内でのやり取りなので

安心感があってこれはこれで非常に良いものだと思いますが、現状行っている「夢ハウスだより」や

「夢ハウス月間予定表」での情報提供では、実際の取引とのタイムラグがありすぎますし、市ホーム

ページでも情報提供されていますが、もう少しリアルタイムで情報提供が出来たらよいと思います。 

 

〇細渕副会長 

 食品ロス削減の取り組みの推進についてですが、本年度は啓発ポスター配布に協力させていただき

ましたが、来年度も商工会から各事業者へ配布するものはありますか。 
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〇田口（市事務局） 

来年度も商工会様にご協力のご依頼をさせていただいて、ポスターの配布をさせていただきたいと

考えております。 

 

〇細渕副会長 

もし可能ならば、３月 28 日に理事会があり各商店会の役員さんもいらっしゃいますので、その時

までに用意して頂ければ配布することも可能です。 

 

〇田口（市事務局） 

 ポスターの在庫の確認もございますので、後程ご相談させていただきたいと思います。 

 

〇志賀会長 

皆さん他にご意見等よろしいでしょうか。では、ここまでの審議で委員の皆様から貴重なご意見を

いただきましたので、事務局で調整等していただき、全体としては事務局の案のとおり進めていただ

きたいと考えますが、ご異議ございませんか。 

 

【異議なしの声】 

 

◯渡邉（市事務局） 

ありがとうございました。本日いただいたご意見を参考に、平成30年度の取り組みを進めてまいり

たいと思います。なお計画内容の修正がある場合には、志賀会長にご相談させていただき会を代表し

てご承認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】 

 

〇志賀会長 

では、続きまして、次第の３報告に移ります。事務局からお願いします。 

 

〇肥沼（市事務局） 

管理課から、災害時における廃棄物処理等に関する協定についてご報告いたします。 

先ほどご審議いただいた中にもございましたが、資源循環部では平成 30年度に災害廃棄物処理計

画策定の取り組みを進めてまいります。それに関連する内容ですが、今後発生が想定される大規模災

害時において大量に発生する廃棄物につきまして、生活上、衛生上速やかに収集運搬等が行えるよう、

行政回収委託業者である民間業者との協力体制を築くことを目的とし、東村山市環境整備事業協同組

合様と「災害時における廃棄物処理等に関する協定」及び「災害時におけるし尿の収集及び運搬に関

する協定」、東多摩再資源化事業協同組合様と「災害時における廃棄物処理等に関する協定」を取り交

わす予定でございます。なお、締結式は来週 3 月 29 日、いきいきプラザ３階マルチメディアホール

にて行う予定です。ご承知の程よろしくお願いします。管理課からは以上です。 
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〇武田（市事務局） 

施設課から、ごみ処理施設のあり方検討会についてご報告します。 

 まず、東村山市ごみ処理施設のあり方検討会についてのご報告でございます。検討会は平成 28 年

7 月から平成 30年 3月までの計 13回の会議を開催し、今後の東村山でのごみ処理施設のあり方につ

いてのご検討を行って頂きました。検討会では構成委員である秋水園周辺にお住まいの方や、公募市

民及び学識経験者がそれぞれの立場で活発に意見を交わし、検討会としてのごみ処理施設の方向性を

まとめていただきました。特にごみ処理施設整備における市民参加の重要性に関しては、全体を通し

て議論され、施設整備の段階に合わせた市民参加の方法、計画の検討が必要であることが確認されて

おります。この検討会には、行政分野での識見を有するお立場で志賀会長にご参加いただきまして、

改めて感謝申し上げます。 

 具体的な検討内容でございますが、単独処理及び広域処理、施設整備用地、新しいごみ処理施設の

目指すべき方向性、ごみ処理施設整備スケジュール、今後の施設計画など、大きく５つの議題を柱と

して検討され、単独処理及び広域処理につきましては、環境的側面、経済的側面、社会的側面それぞ

れの項目の検討や、実現可能性の検討を踏まえた中で、今回は、自区内の単独処理が望ましいと検討

会としては結論づけられております。ただし、先の将来においては改めて単独処理及び広域処理に関

する十分な検討を行う必要があるとされております。 

続いて施設整備用地についてですが、施設を整備するうえで、必要となる検討項目に基づきまして、

公有地及び法人所有地について議論を行い、絞り込まれた７つの用地について検討した結果、現状利

用されている用地や用地の転用や購入などに関わる調整などが必要な用地については課題があると

され、それらのない秋水園用地は、施設整備用地として最も現実的であると検討会として集約されま

した。ただし、今後計画を進める上で周辺住民への説明を最重視し理解を得ることができるよう丁寧

な対応を行うこと、広く市民への周知を図りながら十分に検討を行っていくことが必要であるとされ

ました。 

 続きまして、新しいごみ処理施設の目指すべき方向性についてですが、国や都の計画、市の総合計

画、市民アンケート等からキーワードを抽出して検討がなされ、施設全体のコンセプトとしましては

「社会の動向等に合わせてごみを適正かつ安全に処理することで市民が安心し誇りを持てるごみ処

理施設」とされております。また具体的な項目として、常にごみを安全かつ安定的に処理できること、

循環型社会の形成に資すること、地域とともにつくり学べること、低炭素社会に資すること、経済性

に優れていることを目指すべきとされています。 

 ごみ処理施設整備スケジュールについては、建設まで約 10 年といった一般的な計画スケジュール

を参考に整備に要する期間の検討がなされ、これについては各工程を通して市民意見を伺いながら事

業を進めることが必要であると確認されました。 

 今後の施設計画については、安定的な資源化の重要性、導入実績等について検討し、これらの優位

性において焼却方式のストーカー式が目指すべき方向性にも適していると検討会としては集約され

東村山市が採用するごみ処理方式としては望ましいと結論づけられております。 

 また、平成 30年３月８日に行われた第 13回の検討会では、これらの内容について検討会としての

最終報告書の体裁等を含めた確認が行われ、最終的な文言や、体裁等の修正については、会長、副会

長、事務局に一任されたところでございまして、現在最終校正を行っているところでございます。 
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来る３月 29日に会長、副会長を通じまして、最終報告書が市に提出される予定となっております。 

市は平成 30 年度よりこの検討会の最終報告書を参考に基本方針の策定に取り掛かりますが、まず

素案を作成しまして、その後市民説明会等を実施する中で幅広く市民のみなさまのご意見を伺う機会

を設けて、基本方針策定につなげていきたいと考えております。なお、これまでの検討会での検討内

容の詳細につきましては、平成 30 年 4 月１日に発行の「ごみ見聞録」の臨時号に掲載予定でござい

まして、そちらでも内容の方をご確認いただけたらと考えております。施設課からは以上です。 

 

〇志賀会長 

事務局からの報告がございましたが、ご質問などございませんか。ないようですので、以上で本日

の審議会を終了したいと思います。お疲れ様でした。 

 

４．閉会 

 


