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会 議 録 

 

会議の名称 平成30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８月31日（金）午後３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・佐藤斉委員・中根晶子委員・

肥沼芳雄委員・秋本幸子委員・上村麻弓委員・三田村慎一委

員・加藤宣行委員・紺野琢生委員 

（事務局）大西岳宏（資源循環部長）・肥沼卓磨（資源循環部次長兼廃

棄物総務課長）・田口輝男（ごみ減量推進課長）・武田源太郎

（施設課長）・関泰三（廃棄物総務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（廃棄物総務

課計画調査係長）・鈴木貴之（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）・井上義之（施設課

計画係長）・髙瀨直之（廃棄物総務課計画調査係主事） 

●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 

２名 

会議次第 １ 開会 

２ 議事 

(１)災害廃棄物処理について 

３ 報告 

４ 閉会 

 

 

問い合わせ先 資源循環部廃棄物総務課計画調査係 

電話番号 042－393-5111（内線2612・2613） 

ファックス番号 042－391-5847 
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会 議 経 過 

・資源循環部長挨拶 

・委員紹介 

・職員紹介 

 

１ 開会 

○志賀会長 

皆さん、本日はお忙しい中ご出席いただきありがとうございます。つい先月ですが西日本での豪雨

災害により大きな被害が出るなど最近は自然災害の発生が多く、廃棄物処理についても事前の備えが

重要であるといわれております。本日はその点についての議題となっておりまして、是非、皆さんの

ご協力を得て一緒に考えていきたいと思いますので、宜しくお願いいたします。 

では、これより平成 30 年度第１回東村山市廃棄物減量等推進審議会を開会します。 

始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通りでございまして、特段

の非公開情報は無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いかがですか。 

 

【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。では傍聴希望の方に入場して頂いてく

ださい。 

 

【傍聴者入場】 

 

２ 議事 

(１)災害廃棄物処理について 

○志賀会長 

それでは議事に入ります。(１)災害廃棄物処理について、事務局から説明をお願いします。 

 

○渡邉（市事務局） 

資料１と２をご覧ください。昨年度の審議会でもご案内させて頂きましたが、平成 30 年度一

般廃棄物処理基本計画実行計画の取り組みとして位置付けているとおり、現在、資源循環部では、

本年度中の公表を目途として災害廃棄物処理計画の策定作業を進めているところです。本資料は

これから策定する計画のベースというべきものとして、東村山市の災害廃棄物処理について基本

的事項を整理した内容となっています。 

災害廃棄物は一般廃棄物に分類されることから、計画策定にあたりましては、一般廃棄物の処

理等についてご審議頂いております本審議会におかれましても、是非専門的見地からご意見を頂

戴しながら進めて参りたいと考えておりますので宜しくお願い致します。 

資料２の１ページをお開きください。 

「１ 計画策定の必要性について」 
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災害廃棄物処理が注目されるようになったのは、平成 7年の阪神・淡路大震災の時からと言わ

れており、当時は約 1,500万ｔもの災害廃棄物が発生したと記録されています。近年では、平成

23年東日本大震災、平成 27年関東・東北豪雨災害、平成 28年熊本地震、平成 29年九州北部豪

雨災害、そしてつい先月は平成 30 年 7 月豪雨災害（西日本豪雨災害）等、全国各地で毎年のよ

うに災害が発生している状況です。このような大規模災害時には平時の廃棄物処理体制で対応で

きないような膨大な災害廃棄物が発生することから、事前の備えが必要となります。そのために

重要であるのが「災害廃棄物処理計画」です。計画策定により、平時から初動期を中心とした発

災後の各段階における対応等を整理しておくことで、混乱が予想される初動期を含め、迅速に災

害廃棄物処理を進め復旧・復興を果たしていけるものと考えており、早期に計画策定を進めてい

くことが必要であると考えております。 

２ページをお開きください。 

「１ 対象とする災害及び廃棄物」 

計画では、地震や風水害等の自然災害を対象とし、対象とする廃棄物はそれにより発生する廃

棄物とします。なお、災害時には直接の被害を受けた地域以外のエリアからも生活ごみ等が発生

しますので、そちらについても処理が滞ることが無いよう配慮して処理を進めます。 

「２ 被害想定」 

災害対応を考えていく上では、被害が最も大きくなる場合を想定として考えていく必要があり

ます。東村山市地域防災計画に準じて、多摩直下地震、マグニチュード７．３、冬の 18時、風速

8ｍ/ｓを想定とします。 

また、近年増加している風水害についても対応を考えていく必要がありますが、本市では被害

が想定される地域が限定的で、上記地震災害と比べ災害廃棄物発生量は少ないことが見込まれる

ことから、基本的には被害が最大となる地震災害時の対応に準ずることとしますが、水害対応に

必要となる特徴的な事項について別途記載するというかたちをとっています。 

「３ 災害時に発生する廃棄物」 

被害想定に基づいて推計を行ったところ、倒壊家屋等の解体撤去により約 39.9 万ｔの災害廃

棄物が発生すると推計しております。それ以外にも仮設トイレ等のし尿、避難所ごみ、通常ごみ

等が資料のとおり発生すると推計していますが、災害時にはこれら様々なごみが発生することを

念頭に、可能な限り処理が滞ることがないよう進めていく必要があります。なお、本推計は国の

指針や都の計画を参考に算出しておりますが、あくまでも過去の災害の経験等をもとに算出され

たものであるため、これを超える量の廃棄物が発生する場合もありうることについても考えてお

くことが必要です。 

３ページをお開きください。 

「１ 処理の基本方針」 

東京都災害廃棄物処理計画に準拠し７つの基本方針を定めました。「（３）リサイクルの推進」

について補足ですが、発災後の混乱した状況下では適切なごみの分別が非常に難しいことが予想

されますが、分別が徹底されているごみは当然処理が迅速に行うことができますし、例えば鉄類

など売却してリサイクルが可能となるものもあります。逆に、分別が不徹底で混合状態となって

しまったごみは資源が含まれていても混合ごみとして処分せざるを得ず、災害時はどこの処理施

設もフル稼働していますので処理に時間がかかることも予想されます。また、危険物が混入する
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と火災等に繋がってしまうことからも、リサイクルの推進を方針として取り入れております。 

４ページをお開きください。 

「１ 災害廃棄物処理の進め方」 

過去の災害の例から概ね３年以内に処理を完了することを目標とします。発災直後は、帰宅困

難者対応や避難所運営に従事するなどの人命救助にかかる業務が優先となりますが、そういった

中で廃棄物担当所管として実施すべき事項を、発災直後から復旧・復興期まで時系列で整理して

います。 

「水害廃棄物処理にあたっての留意点」 

計画では地震災害を被害想定としますが、近年頻発化している水害についても廃棄物処理にあ

たり留意すべき事項を整理しています。ここでは概要の記載となっていますが、詳細は資料１の

28頁に記載しております。 

５ページをお開きください。 

「１ 組織体制」 

発災時は地域防災計画に基づき災対資源循環部を組織します。災対資源循環部は総務班、資源

管理班、処理班、受援班からなりますが、東京都と緊密に連携していくため同一の機能を持った

組織としています。 

「２ 協力・支援体制」 

発災時は市の処理体制では対応困難となることが予想されることから、平時から、東京都、国、

他の市区町村・一部事務組合などの関係行政機関や、廃棄物処理業、建設業等に携わっている民

間事業者との連携体制を構築していきます。また、ボランティアの方からの支援も想定されるた

め、ごみの分別や健康被害を避けるための必要な情報の周知を行います。 

「３ 市民、事業者への広報」 

災害廃棄物の処理には市民・事業者の皆さんのご理解ご協力が不可欠ですので、被災者である

点には十分に配慮しながら、発災直後から初動期、復旧・復興期までの各段階において分かりや

すい広報を実施していきます。 

６ページをお開きください。 

「１ 仮置場について」 

処理施設に搬入できないほど大量の災害廃棄物が発生した場合、仮置場の設置を検討します。

先程の災害廃棄物発生推計量 39.9万ｔを前提とすると、約 11.5万平方メートルの仮置場が必要

と推計されます。ただし、これは発生する災害廃棄物を一度に仮置きする場合に必要となる面積

の推計ですので、実際には徐々に廃棄物が排出され並行して処理を行うことから、これより少な

い面積での対応も可能となるのではないかと考えております。 

「２ 仮置場の選定」 

仮置場は公有地を基本として選定します。法律等で使用が制限されている場所等は除外し、物

理的・環境的・立地的条件を考慮し、災害廃棄物の発生量や市内の被災状況などをみながら必要

となる仮置場を選定していきます。 

６ページ下段をご覧ください。 

「１ 災害廃棄物の処理」 

平時のごみ処理と同様に、自区内処理を原則とします。既存の応援協定等や、市内の民間事業
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者との連携によっても処理が長期化する等の場合には、都内の自治体及び民間事業者と連携し、

それでも処理が困難となる場合には、都との協議・調整のもと、都外処理を検討します。 

７ページをご覧ください。 

「１ 今後の進め方」 

今年度３月の公表を目途に、現在このようなスケジュールで進めていきたいと考えておりま

す。今後は、本日のご審議後に計画素案を取りまとめ、１１月頃にパブリックコメントを実施し

ます。 

以上、資料にそって、現在まで調査・検討を進めて参りました本市の災害廃棄物処理の考え方

についてご説明させて頂きました。これまでの内容につきまして、委員の皆様からご意見等を頂

戴できればと思います。以上です。 

 

○志賀会長 

事務局から説明がありましたが、委員の皆様のご意見、ご質問等がありましたらお願いいたし

ます。 

 

○加藤委員 

東日本大震災の時、復旧・復興のマスタープラン策定メンバーとして２年間携わっておりまし

て、今度は地元の東村山市での災害廃棄物対応について考えていくということになるのですが、

以前、環境省の地方環境事務所が主催する講演を聴いた際に、実際に災害が発生した場合を想定

して、机上の話ではなく、かなり現実に近い形での図上訓練を行うモデル事業を行っているとい

う話を伺ったことがあります。関東エリアの地方自治体でこういう訓練が行われているのか今調

べたら、来年度の環境省の予算の中に９億 4,500万円くらい予算が組まれているようでして、こ

ういった図上演習事業などと連動した取り組みを行っていくということはあるのでしょうか。 

 

○渡邉（市事務局） 

計画はつくっただけでは何の意味も無く、計画策定後はそれにそった訓練等も行っていく必要

があると考えています。特に、加藤委員のおっしゃった図上演習訓練は、職員が具体的な発災時

のイメージを持って行うもので、非常に有効なものだと思います。このような演習に参加する機

会があれば是非積極的に参加させていただきたいと思います。外部研修だけでなく、内部でも職

員に対し図上訓練を行っていければと考えていますが、そのためには詳しい知識を持っていて訓

練を指揮できる人材が必要で、これが実施にあたっての課題かなと感じています。そちらについ

ては研修のやり方を示すような資料も公表されているようですので、参考にしながら進めていけ

ればと考えています。 

 

○加藤委員 

もう一点、大規模災害時は東村山市だけが被災するということは考えにくく、おそらく周辺自

治体も同様に被災してしまう可能性があり、となれば周辺自治体でも同様に災害時に備えた取り

組みが進められているのではないかと思います。このあたりでは、比較的大規模な自治体の八王

子市さんなどでは取り組みが進められているのではないかと思うのですが、計画や取り組みなど
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参考になると思うのですがどうでしょうか。 

 

○志賀会長 

当然、他自治体の比較研究は進めなければならないと思いますが、どうでしょうか。 

 

○渡邉（市事務局） 

本資料の取りまとめにあたっては、近隣市はもちろんですが、遠方でも直近で計画の公表を行

っている自治体の計画も参考にしております。加藤委員のおっしゃった八王子市は、多摩地域で

も早い時期から災害廃棄物処理計画を公表されていて、東京都等の研修会でも登壇され担当の方

のお話をお聞きする機会がありました。計画立案もそうですが、その後の取り組みでは各主体と

の連携体制の構築など様々な面で参考とさせていただける部分も多いかと思います。 

 

○加藤委員 

ありがとうございました。 

 

○志賀会長 

水害や地震災害といった災害の種類や、阪神淡路大震災時の神戸のような都市部と農村部など

でも被害状況や発生する災害廃棄物の特徴が違ったりするでしょうから、なかなか同じようなケ

ースというのはないのかもしれませんが、色々と情報を共有しながら研究して頂きたいと思いま

す。他にございますか。 

 

○秋本委員 

今、会長がおっしゃったように、水害と地震とは全然違いますよね、でもこの資料は、中に水

害についても盛り込んではありますけれど、ほぼ同一に進めて行くような書き方になっています

が、災害ごとに対応を分けて整理しないのですか。 

 

○渡邉（市事務局） 

様々な種類の災害がありますが、平時の処理体制を超える廃棄物が発生する際にどのように対

応していくかという面では、基本的な部分では、共通するところが多いと考えています。ただ、

発生するごみの特徴や注意すべき点の違いもございますので、そういったところはしっかりおさ

えていきたいと思います。実は災害ごとに書き分けることも考えたのですが、基本的な考え方と

いう部分では共通するところが多く、計画書が複雑になってかえって混乱してしまう可能性も考

えてこのような形式でまとめました。 

 

○秋本委員 

廃棄物の種類もそうですが、水害では被害を受ける地域はハザードマップで示されていて、例

えば仮置場を設置する際に参考にできるのではないかと思いました。あと、公園は子供達が遊ぶ

場所なので、ごみはいったん置かれてしまうとそのままになってしまうこともあり、仮置場とし

てはあまり使って欲しくないなと思います。 
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○志賀会長 

実は、阪神淡路大震災の１週間後に神戸に派遣されまして、その時に火事で多くの方が亡くな

ったりビルが大きく倒れたりしている中で、あちこちの小さな公園で、避難された方がたき火で

煮炊きをしたりしているのを見ました。それがよいことなのか悪いことなのかということではな

く、仮置場として公園の利用を想定するといっても、そのような状況にもなりうることはおさえ

ておくべきだと思います。発災直後や初動期は、そのような状況の中から、徐々に被災情報を把

握しながら対応をしていくことになるのかと思いますが、一番重要といわれる最初の３日間を含

む初動期を中心として、一番被害が大きな災害を想定して備えておくことで、様々な災害にも対

応していけるのかと思います。 

 

○上村委員 

少し難しいことかもしれませんが、災害時に廃棄物がなるべく出ないように、日頃から物を減

らしておくといった事前に出来ることも盛り込んでもらえるとよいと思います。例えば水害で大

きな被害が予想されるときは、先に二階に家具を運んでおくなど、市内全体で取り組むことがで

きれば効果も大きいと思います。 

 

○大西（市事務局） 

上村委員のご意見は、所謂減災といわれる部分になるかと思いますが、そちらについては、災

害廃棄物処理計画の上位計画となる地域防災計画の中で位置付けられるものと考えています。本

日頂戴したご意見は、私共から防災担当にそういった広報もしたいとお話ししていけるかと思い

ますが、災害廃棄物処理計画の中に入れるのは少し難しいかと思います。 

 

○肥沼（市事務局） 

平時における災害廃棄物に関する広報については、様々な自治体で例えばリーフレットを作成

する等により広報が行われておりますので、それを参考としながら、災害時のごみの出し方など

をお伝えしていければと思います。 

 

○志賀会長 

災害時の分別方法や地域のどこにごみを出せばよいか等を事前にお伝えしていくことは大事

かと思います。計画策定後はマニュアルの整備も行っていくかと思いますが、そういったところ

も整理しておく必要があると思います。他にございますか。 

 

○中根委員 

今の災害時のごみの出し方についてですが、ダミーのごみを先に置いておいて、後から出す方

が同じ場所に同じものを出していけるようにしておくのは、分かりやすくてとても良いと感じま

した。 
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○紺野委員 

東日本大震災、関東東北北部豪雨災害、熊本地震とボランティアに行かせて頂きまして、その

際に気付いた点としては、災害時はごみ資源の収集業務が一旦止まってしまうと思うのですが、

それから再開する際のアナウンスについて、ＳＮＳなどで市民の皆さんに情報を提供できるよう

なシステムを考えておくと、分別の方法などのお知らせもできるのかなと感じました。また、地

震ということでは、熊本地震でも屋根が損壊するケースが多く、ボランティアの方にご協力いた

だくなどでブルーシートを最初にかけることが多いのですが、その前に雨が降ってしまうと水害

のような水に濡れてしまったがれきが出てきてしまうので、そのあたりも含めて想定されるとよ

いと思います。また、し尿関係では、下水道が損壊すると、仮設トイレだけでなく、家庭からは

簡易トイレを使用した後に袋に入った状態で排出されるし尿が大量に排出される可能性がある

ので想定しておく必要があると思います。 

 

○秋本委員 

秋水園のし尿施設が被災した場合はどのようになるのでしょうか。あと、し尿はし尿処理をす

るのですよね、生ごみとは違いますよね。 

 

○大西（市事務局） 

例えば、仮説トイレに溜まったし尿はバキュームカーで収集して、し尿希釈投入施設へ投入し

ますが、段ボールトイレのような簡易トイレに排出されたものは消臭等のために凝固剤を混ぜて

袋の状態で保管されます。そういったものはし尿希釈投入施設で受け入れできないので、燃やせ

るごみとして焼却処理を行うことになります。 

もう一点、秋水園のし尿希釈投入施設が被災して受け入れができなくなった場合、東京都との

協定により、清瀬にある水再生センターへの搬入を行うことになっています。大規模災害時は周

辺施設も同様に被災する場合もありますが、そういった場合には多摩地域や東京２３区といった

都内での連携を図りつつ、それでも処理が困難な場合には、都道府県レベルでの連携により広域

的な処理を行っていくことになります。 

 

○上村委員 

先ほどと重なる話ではあるのですが、トイレについては、例えばコンポストトイレというもの

があって、避難所では使用できないと思いますが、各家庭で備えてもらえれば、災害時のし尿を

先ほどのような燃やせるごみとして出さなくてもよくなると思います。災害が起きてしまえば使

い捨てものを使わざるを得なくなるので、少しごみの減量という視点も取り入れられればと思い

ました。 

 

○加藤委員 

例えば、菖蒲祭りなどのイベント時に大震災が起きて交通機関が止まってしまうと、訪れてい

た東村山市民以外の方も帰宅難民となってしまいます。時間帯によってその数は変わると思いま

すし、たしか立川市だったと思いますが、大型商業施設の最大収容人数が被災した場合の計画を

立てていたかと思いますが、そういった市内における特徴もある程度見越しておいておかないと
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いけないなと感じました。 

 

○志賀会長 

事務局の方、その点どうでしょうか。 

 

○大西（市事務局） 

地域防災計画において帰宅困難者対応の想定をしておりまして、例えば秋津駅や新秋津駅では

秋水園ふれあいセンターに一時滞在して頂けるように誘導行う等としています。また、発生避難

者数の想定もしており、それを基にして本資料においても災害時の廃棄物量の推計をしておりま

す。 

 

○志賀会長 

 所沢市内にある商業施設であっても、場所として東村山市と市境に近ければ東村山市側に避難

していらっしゃる場合もありますし、少し考えておかないといけないかもしれませんね。 

 

○秋本委員 

発災時は、避難所に避難される方や自宅が無事であれば自宅に留まる方など様々かと思いま

す。２、３日経って落ち着いたころにはごみの排出が始まると思うのですが、損壊家屋などで道

路が通行できなければいつも通りの収集はできないでしょうし、であればごみをどこまで持って

行って出しておけば収集してもらえるのかといったような広報は、資源循環部が行うのでしょう

か。 

 

○大西（市事務局） 

発災後は、災害対策本部と連携して、例えばどの道路が寸断されて通行できないといった情報

収集を行い、戸別収集を行うのか若しくは別に排出場所を決めるかなど判断いたしまして、資源

循環部が広報内容を決定してお知らせいたします。 

 

○秋本委員 

 防災無線で行うのですか。 

 

○大西（市事務局） 

 防災無線になるのか、広報車、ホームページ、ＳＮＳなど媒体は様々ありますので、地域ごと

の被災状況も見ながら必要な広報を行ってまいりたいと考えております。 

 

○志賀会長 

発災後の情報収集ということでは、職員も誰が被災するか分からないので、まずは安否確認という

ことになりますが、誰が被災したとしても対応していけるように情報共有して、マニュアルを整備し

ておくことは重要と思います。 
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○佐藤委員 

資料２の５ページの組織体制についてですが、東村山市災害対策本部があって、その下に災対

資源循環部があるのですが、その他の関係部署というのはいくつあるのでしょうか。 

 

○大西（市事務局） 

例えば、災対市民部は物資調達等、災対総務部はコールセンターの立ち上げや職員の動員に関

すること等、災対経営政策部は先程もちょっとお話しに出た他の自治体等との連携の協力依頼だ

とか、復旧・復興計画に対する立案といった内容です。また、災対健康福祉部ではボランティア

の受入れですとか、あと大変申しにくいのですが、もし災害になったら、弔慰金だとか見舞金と

いった業務もでてまいります。他に、災対子ども家庭部、災対まちづくり部、災対教育部、災対

出納部、災対協力部、災対部があり、基本的に通常の業務に関連した業務を担当することになっ

ています。 

 

○佐藤委員 

それに関連して、４ページの災害廃棄物処理の進め方のなかに「発災直後は人命救助にかかる

災害対応業務を優先しつつ」と書いてあるのですが、これはどのようなことを指すのですか。 

 

○大西（市事務局） 

発災後の判断により災対本部を立ち上げ、各部の担当業務を行っていきますが、まずは市民の

生命・財産を守ることが最優先になりますので、災対本部の判断で優先度が高いと判断されるこ

とに集中して人員を割き、ある程度落ち着いた段階で他の業務を行っていくということなろうか

と思います。 

 

○細渕副会長 

市では年に１回総合震災訓練が実施されていて、初動期の対応として火災時の消火活動とか救

助活動、関係団体との情報共有などの訓練が行われていますよね。米屋の組合でも、農協や自衛

隊と協力して炊き出し訓練を行っていて、その時にはなるべくごみが出ない様な食器などを使用

しています。少し違うかもしれませんが人命救助というとそのようなイメージかと思います。 

 

○佐藤委員 

４ページの工程表の中に、発生直後、３日目までという区分があるでしょ。この区分の中に人

命救助に関わる業務が入っているのですか。 

 

○肥沼（市事務局） 

こちらはあくまでも廃棄物処理を示している計画でして、市全体の災害対応については地域防

災計画に規定されていますが、発災直後はやはり人命救助が第一ですので、廃棄物処理のことだ

けではなくて、人命救助に関わることを優先しますよという意味で記載しております。 
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○佐藤委員 

確かに人命優先でというのは当たり前なのですが、様々な部署でそれぞれの役割にそって対応

しているはずですから、そこに何かの力関係だとか、変な縄張り意識だとか、綱引きのようなこ

とはないのでしょうか。大丈夫ですか。 

 

○志賀会長 

廃棄物処理のことだけやればよいということでは、本来優先しなければならない人命救助が後

になってしまって、自分たちの業務しかやらないとなってしまうので、それではいけないという

ことでこのような表現にしているのだと思います。ただ、発災直後にここにいる資源循環部の方

がみんな人命救助活動にいってしまって誰も廃棄物処理業務をやらないということでもいけな

いので、人命救助に関わる業務を優先して、それが終わったらこっちに取り組みます、というこ

となのです。 

 

○佐藤委員 

あと一つ、仮設トイレの関係で、障がい者の方がかなり不自由な思いをしたと聞いて、私も知

り合いに全盲の子がいるのですが、どうしたらよいのか分からないのですが、優先的というか、

ここでいう人命救助という枠組みでの対応というか、考えられないですかね。 

 

○大西（市事務局） 

避難行動要支援者名簿というものがありまして、例えば障がい者の方、ご高齢で足腰が弱くて

お一人暮らしとかいう方など、市の福祉担当部署へ登録していただくと、発災時に消防や警察と

いった関係機関等がその情報をもとに活動するというものもありますので、ご紹介いただければ

と思うのですが。 

 

○志賀会長  

佐藤委員がおっしゃっているのは、仮設トイレを利用するにしても健常者だけしか使えないも

のでは困るよということで、障がいのある方や例えば介護が必要なご高齢の方もいらっしゃいま

すし、そういった方の利用にも配慮した仮設トイレや簡易トイレが用意できないかいうことかと

思います。なかなか難しいかもしれませんが。 

 

○上村委員 

例えば原子力災害であるとか、テロで使用される化学物質であるとか、通常の処理が出来ない

ごみが発生する事について想定はされないのでしょうか。 

 

○肥沼（市事務局） 

計画では地震災害や風水害などの自然災害を対象としておりまして、それにあたらないものは

含んでいません。 
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○渡邉（市事務局） 

地域防災計画の中では自然災害としては火山災害ですとか、それ以外では原子力災害時の対応

なども規定されていますが、どれくらいの量の廃棄物が発生するか等の情報も少なかったり、他

の計画との整合性を図らなければならないということもあって、私ども独自で決めてしまうのも

難しいのかなと考えています。ただ、基本的な考え方や方針は示されているので、それに基づい

て進めていくことになるかと思います。 

 

○肥沼（市事務局） 

 また追加できる事項があれば、追加していきたいと思います。 

 

○秋本委員 

関係する内容ですが、めったに無いのかもしれませんが、市内の化学物質を扱う事業所などが

被災した場合、特に水害で流出しまったりすると、汚染された廃棄物を処理しなければならなく

なるのかと思うのですが、場所の把握はしておいた方が良いのではないでしょうか。 

 

○渡邉（市事務局） 

たしか、そういった危険物を保管する施設を把握しているところがあったと思います。確かに

水害があれば流失の危険ということもありますし、この場所にはどういうものを保管する施設が

あるということは把握しておく必要があると考えています。 

 

○志賀会長 

他によろしいでしょうか。皆さん活発なご議論ありがとうございました。今日の委員の皆さん

からのご意見等は事務局の方で整理して頂きたいと思います。 

 

○渡邉（市事務局） 

委員の皆様からご指摘等いただいた点は事務局で整理させて頂き、さらに新たな情報があれば

盛り込みながら、次回の審議会において東村山市災害廃棄物処理計画の素案という形で、お示し

したいと考えております。ありがとうございました。 

 

３ 報告 

・ごみ処理施設基本方針策定にむけた取り組みについて（施設課） 

・平成 30 年７月豪雨災害における広島県での災害廃棄物処理についての報告（株式会社東和テ

クノロジー） 

・美住リサイクルショップ 20周年イベントのお知らせ（美住リサイクルショップ運営委員） 

 

４ 閉会 

 


