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会 議 録 

 

会議の名称 平成30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31年２月13日（水曜）午後２時30分～ 

開催場所 リサイクルセンター３階研修室（秋水園） 

出席者及び欠席者 ●出席者： 

（委員） 志賀敏和会長・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・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）・渡邉広（廃棄物総務課計画調査係長）・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：細渕太郎副会長・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)東村山市災害廃棄物処理計画（案）について 

(２)平成30年度東村山市一般廃棄物基本計画実行計画の取り組み状況

及び平成31年度同計画（案）について 

(３)今後のごみ処理施設の基本方針策定に向けた取り組みについて 

３ 報告 

４ 閉会 

 

問い合わせ先 資源循環部廃棄物総務課管理係（旧計画調査係） 

電話番号 042－393-5111（代表）内線2612・2613 

ファックス番号 042－391-5847 

 

 ※１ 平成 31年度の組織改正により「計画調査係」から「管理係」へ名称を変更したが、会議の

開催は平成 30 年度中であることから、本会議録の作成は会議開催当日の係名（計画調査係）

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 

 

１ 開会 

○志賀会長 

皆さん、こんにちは。本日は寒い中お集まり頂きましてありがとうございます。平成 30 年度第３

回東村山市廃棄物減量等推進審議会を開会致します。 

初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、特段の非公開情

報が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 

ご異議がないようですので傍聴を認めたいと思います。傍聴の方いらっしゃいますでしょうか。 

 

○渡邉（市事務局） 

現在のところ、いらっしゃいません。 

 

○志賀会長 

はい。では、いらっしゃいましたら順次入場していただいてください。 

 

 

２ 議事 

（１）災害廃棄物処理計画（案）について 

○志賀会長 

それでは早速ですが、議事に入ります。議事（１）について事務局から、説明をお願いします。 

 

○渡邉（市事務局） 

本計画は、今年度第１回、第２回審議会においてご審議頂き取りまとめを進めてまいりました

が、この間、数多くの貴重なご意見を頂戴しまして、誠にありがとうございました。 

前回頂戴したご意見を参考に計画（素案）を修正し、１１月から１２月にかけてパブリックコ

メントを実施致しました。 

資料２をご覧ください。実施したパブリックコメントの結果概要ですが、平成 30 年 11 月 28

日から 12月 17日までの 20日間実施し、３名の方から 15件のご意見を頂戴しました。ご意見の

詳細な説明は割愛しますが、頂戴したご意見を参考に計画（素案）を修正し、資料１の「東村山

市災害廃棄物処理計画（案）」を取りまとめました。前回からの変更内容としては、パブリックコ

メントでご意見をいただいた箇所の文言修正や、49頁以降で用語集を追加した点です。 

簡単ですが、本計画（案）についてのご説明は以上です。委員の皆様からご意見を頂戴できれ
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ばと思います。 

 

○志賀会長 

 皆様からご意見など頂戴できますか。 

 

○上村委員 

 資料２の５頁の通し番号９番の市の考え方に「オープンスペースの把握に努めてまいりたいと

考えており、これにつき計画に追記致します」とありますが、計画のどこに記載されていますか。 

 

○渡邉（市事務局） 

資料１の 21頁の上から９～10行目に記載しております。 

 

○秋本委員 

計画（案）の 10 頁の写真にもあるとおり、洗濯機や冷蔵庫など家電リサイクル法で業者回収

が義務付けられているものも、災害時には仮置場に排出されると思います。膨大な量になるでし

ょうし、おそらく誰が出したものか分からなくなるので、処理手数料の徴収は出来ないと思うの

ですが、そのための処分費用の試算はしているのでしょうか。 

 

○渡邉（市事務局） 

災害廃棄物処理にかかる費用については、国からの災害等廃棄物処理事業費補助金によって賄

われることになりますが、補助率としては約９割以上となっています。もちろん一時的に市の予

算から支出することになりますので、不足することがないよう十分に確保しながら進めてまいり

ます。秋本委員のお話にあった、家電リサイクル法関係のリサイクル費用も補助の対象になって

おりますので、かたちとしては補助金の中から支出させていただくことになると考えています。 

 

○肥沼（市事務局） 

補足させて頂きます。災害等廃棄物処理事業費補助金の活用にあたっては、資料１の 38 頁に

あるとおり災害報告書を作成し申請を行うのですが、補助の決定にあたっては国の査定が入り、

補助の基準を満たしているか、当然厳しく確認されます。 

災害に起因する廃棄物でなければ補助はされないため、同じ資料１の 22 頁にあるようないわ

ゆる便乗ごみについては補助対象外となってしまうことから、日頃からの市民の皆さんなどへの

広報により、便乗ごみの排出禁止について啓発していく必要があることは、こういった面からも

必要となってきます。 

 

○志賀会長 

 他にございますか。では、この計画（案）の内容で本審議会として承認するということでよろ

しいですか。 

 

【異議なしの声】 
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○志賀会長 

はい、ありがとうございます。今年度審議してきた内容については本計画（案）に十分反映さ

れているものと考えておりますので、これをもって承認とさせていただきます。 

 

 

（２）平成 30年度東村山市一般廃棄物基本計画実行計画の取り組み状況及び平成 31年度同計画

（案）について 

○志賀会長 

それでは議事の（２）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３をご覧ください。私から新規の取り組み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 30 年度数値目標の実績値

につきましては、平成 30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ついては、今年度は 3010 運動を啓発する卓上三角柱ＰＯＰ

を作成し、また作成した事業者向けの啓発ポスターと合わせて商工会、市内飲食店に配布及び掲

示の依頼をしました。また、フードドライブや啓発紙でも啓発を行っており、来年度も、引き続

き取り組みを進めてまいります。 

次に、③生ごみの自家処理の促進については、数値目標として生ごみ減量化容器補助台数 120

基と設定しておりますが、平成 30 年 12 月末時点で 19 基となっております。各種イベントでの

啓発の他、生ごみ堆肥化の相談会、自治会へのちらし配布等により、積極的に事業の周知を行っ

てまいりました。来年度も、基本計画の目標値に向けて 120基を目標としておりますが、引き続

き積極的に啓発活動に努めてまいりたいと考えております。 

次に、⑥リサイクルショップ活動の拡充については、リサイクルショップ入館者数を数値目標

としており達成に向け順調に推移しています。今年度は、夢ハウスだよりや夢ハウス予定表等に

よる活動の周知、リサイクルショップ創立２０週年を記念した各種イベントを企画・実施し多く

の方にご来館頂けるよう取り組みを進めました。引き続き来年度も、より多くの方に来館して頂

けるよう取り組んでまいります。 

次に、⑪店頭回収の拡大（店頭回収）については、数値目標として店頭回収実施店舗数 36 店

舗としていますが現状 30 店舗となっております。こちらについて例年同様のご説明ではありま

すが、担当が店舗への働きかけを行っているのですが、特にチェーン店の場合、本部の統一的な

判断に従う必要があるなどの理由で、これ以上の増加は難しい状況となっております。取り組み

としては未実施店舗への働きかけの他、啓発紙での紹介、イベントでの啓発を行っており、来年

度も働きかけを行ってまいります。 
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基本方針２ 合理的な収集と資源化の推進 

次に、①生ごみの資源化の推進については、生ごみ集団回収事業を通じて生ごみの資源化を進

めるという施策で、今年度の数値目標として生ごみ集団回収事業参加世帯数を 380世帯としてお

りますが現状 134世帯という状況です。今年度、事業参加者へのアンケート等により事業のあり

方の検討を進めておりまして、来年度におきましても事業参加者からの意見聴取等を行いなが

ら、さらに検討を進めていきたいと考えております。 

 

基本方針３ 安全で確実な処理体制の構築 

次に、③ごみ処理施設更新の検討については、後ほど議事（３）でもご説明させていただきま

すが、今年度は庁内検討組織において、ごみ処理施設のあり方検討会の最終報告書を参考に市の

考え方を整理しております。また、市民意見交換会を全１０回、また出張意見交換会を適宜実施

して、市の考え方についてご説明をしながらご意見を頂戴しております。さらに、各イベントで

パネル展示やアンケートを行っております。来年度は、基本方針素案を市民説明会等で周知する

などご意見を伺う機会を設け、基本方針の策定に向け取り組んでまいります。 

次に、④災害発生時の対応に向けた取り組みの推進ですが、議事（１）でご承認いただきまし

た災害廃棄物処理計画について、今年度本審議会で３回にわたってのご審議、パブリックコメン

ト実施により計画を策定進めました。また、研修会にも参加し、随時、最新情報の収集を行って

おります。来年度は、災害廃棄物処理計画に基づき大規模災害に備えた各取り組みを進めてまい

ります。 

 

基本方針４ 情報提供や環境学習の充実 

次に、④学校への出前授業等の実施については、数値目標として出前授業実施校数 20 校とし

ており現状で 16 校となっています。出前授業の内容改善を図りながら実施しており、小学校で

は概ね全校での実施が出来ているのですが、中学校ではカリキュラムの都合上、なかなか時間を

確保していただくのが難しく、目標と開きが出てしまっています。来年度も積極的に実施の働き

かけを行い、取り組みを進めていきたいと考えています。 

 

基本方針５ 市民・事業者との協働 

次に、①廃棄物減量等推進員の活動推進については、研修の他、各種イベントにおいて推進員

さんと協働で啓発を実施しております。また、市民の皆さんに推進員の活動を知っていただくた

め３月発行の啓発紙に記事を掲載する予定で進めております。来年度も引き続き、必要な知識の

習得に向けた情報提供や研修会等を実施してまいりたいと考えております。 

 

簡単ではありますが、私からの説明は以上とさせていただきます。本資料につきましてご意見

等を頂戴できればと思います。 

 

○志賀会長 

委員の皆さんのご意見がございましたら、お願いいたします。 
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○上村委員 

６頁の「②資源物の持ち去り防止対策の推進」で、ＧＰＳ追跡調査の結果はどうだったのでし

ょうか。 

 

○田口（市事務局） 

ＧＰＳを仕掛けた古紙の持ち去り行為を確認したのですが、その追跡中にＧＰＳが途中で捨て

られてしまい離れたところで発見され、業者を特定するには至りませんでした。 

 

○秋本委員 

持ち去り行為に地域性はあるのでしょうか。 

 

○田口（市事務局） 

地域による偏りは特にないのですが、例えば、近隣の小平市さんと比較すると、目撃情報自体

は少なくなっています。 

 

○紺野委員 

小平市さんもこの４月から戸別収集を開始されるということで、多少減るのではないかという

期待はあるのですが、一方で所沢の方に古紙問屋が建設中で、それが稼働し始めると、近くの東

村山市や清瀬市さんでまた持ち去り行為が増える可能性があるかなと懸念しております。市内だ

と、集合住宅が多い地域などが狙われやすいかなという印象はありますが、割と目撃情報は色々

な箇所に散らばっているように思います。 

 

○秋本委員 

１頁の「③生ごみの自家処理の促進」について、来年度の取り組みとしてミニ・キエーロに関

する記述がないのですが、まだ載せる段階ではないということでしょうか。 

 

○田口（市事務局） 

そうですね、今、実験段階なので、31年度の計画には記載することまでは考えていません。 

 ミニ・キエーロについて補足しますと、黒土の中に生ごみを入れると３か月ぐらいで分解して

すべて消滅してしまうというものです。ですので、これを自家処理の促進の取り組みに加えるこ

とができて、それが広がっていけば発生抑制・排出抑制の取り組みの一つになるのかなと考えて

いるところです。ミニ・キエーロにつきましては、市のホームページに掲載しておりますので、

ご参考にしていただければと思います。 

 

○肥沼（市事務局） 

今年度は、学校の給食室で生ごみ処理機の実験を行っております。処理機に給食で残った物な

ど入れると菌が分解して、翌日には水になってしまうというものです。それに引き続いて、今年

度はミニ・キエーロの実験ということで、黒土だけを入れて、特にそれ以外に菌を入れる必要も

ないのですが、穴を掘って生ごみを埋めて、翌日の分はその脇に穴を掘って埋めていくというか
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たちです。 

学校で実験した生ごみ処理機もそうですが、入れられる生ごみは人間が食べられるもので、貝

殻や骨など人間が食べられないものは処理できません。キエーロは、油も消滅してしまい一緒に

捨てられるといったもので、今、秋水園内で実験を行っているところです。 

 

○大西（市事務局） 

今まで段ボールコンポストも進めてきたのですが、結果、堆肥ができてもなかなかそれを活用

することが難しいという事情がありまして、今回のミニ・キエーロは、消滅してしまうので中の

黒土が増えたり減ったりすることもないし、マンションのベランダでも出来るのではないかとい

うところもありまして、まず秋水園の敷地で実験してみて、上手くいくようであれば広めていけ

るかと考えております。現在、その着手段階でして 31 年度実行計画に記載するには、まだそこ

までの材料がそろっていない状態かと考えています。 

 

○上村委員 

来年度の取り組みには入らないかもしれないですが、今実験されているミニ・キエーロなども、

市民の方の中にはそういったことが好きで研究されている方はたくさんいらっしゃると思いま

す。そういった方と一緒になってやってみて、キエーロや減量化容器など色々なメニューの中か

ら、自分にはこれが合っているとか、これは実験中だけどうまくいかなかったとか、市だけなく

市民と一緒に進めていけるとすごくいいかなと思います。資源循環部だけで実験しても、実際の

生活で出る生ごみではないし、市民の方と協力できると実際に家庭で出るごみで実験できるので

よいかなと思います。 

 

○佐藤委員 

私は花と野菜の会に入っているのですが、生ごみの自家処理の促進の数値目標となっている生

ごみ減量化容器は、目標がすごく高いのに実際 19 基の補助件数ということですが、これはすご

く使いにくいんですよね。それと段ボールコンポストもやってみたのですが、肥料が出来ても使

い道がない、使う場所がないっていうことでみんな一長一短があるので、今お話しのあったキエ

ーロは消滅型ということですごく魅力がありますよね。報告期待しています。 

 

○秋本委員 

学校での生ごみ処理機の実験についてですが、それは生ごみを細かくして入れるのですか。 

 

○肥沼（市事務局） 

処理機の中に菌が入っていて、そこへ生ごみを入れて、電動で一日中撹拌すると、１日から１

日半くらいで分解されて水になって、下水に流れていってしまうというものです。 

 

○秋本委員 

全ての学校に設置するように、増やしていく予定ですか。 
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○大西（市事務局） 

この処理機は高額で導入コストがかかるので、それを全ての小学校でとなるとかなりの予算規

模になるかと思います。また、実験段階でしたので、学校の方でも不純物が入らないようになど

気を使っていただいていた部分もあると思うのですが、これを例えば全校一斉にやった場合にど

こまで運用していけるかというところあり、今後事務レベルで実際導入していけるのかという点

を考えていくところかと思います。 

 

○秋本委員 

外食産業などで取り入れているところはありますか。 

 

○肥沼（市事務局） 

イトーヨーカドーでは会社として意識して取り組んでおられて、実際、厨房に大型の処理機を

入れて生ごみ処理をしているところもあるようです。 

 

○中根委員 

今の生ごみ処理のお話しを聞いていると、とても素晴らしいとは思うのですが、環境に及ぼす

影響というものは無いのでしょうか。ただ、ごみ減量だけをすればよいということではなくて、

処理したものがその行先で影響を及ぼすことがなければよいかと思います。 

私も以前、家庭用の生ごみ電動自家処理機を使いましたけれど、やはり機械を導入すると寿命

が来た時に処分しなければならなくて、それをみんなで一斉に導入すれば、何年か後に一斉にご

みとして出されてしまうことになってしまいますし、すごく残念だと思います。ですから、減量

出来ればそれでよいというわけではないという視点を持ちつつ、より良い方法を選ぶことができ

たらよいと思います。 

 

○大西（市事務局） 

中根委員のおっしゃる通りだと思います。食品ロス削減の話もありましたが、やはり、市とし

ては、発生抑制が基本と考えていますので、もちろん生ごみとして排出されたものは適正に処理

しなければいけませんが、それより先に、食べ残しをしないとか、無駄なものを買わないという

ことの方が施策としては重要になってくると考えております。中根委員がおっしゃったように、

処理機を導入して使えなくなった後のお話しですとか、また、コスト面はどうなのか等、諸々の

広い視野でみれば、やはり影響は出てくるのかなと思います。ですので、繰り返しになりますが、

先ほどの食品ロスについても宴会で食べ残しを減らしましょうといった、発生抑制に今後、力を

入れていくべきかと考えているところでございます。 

 

○志賀会長 

昔は、皮をむいてそれをきんぴらにするとか、うちの母もやっていましたけどね、なかなか今

は、そうやって皮まで使うということはないですよね。野菜は必ず調理くずが出てしまうので難

しいんですけど、キエーロが有効だということになれば、広がっていくかもしれない。 
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○佐藤委員 

3010運動についてですが、食べ残しを無くそうというのと同時に、食べ残したら持ち帰ろうと

いう取り組みをしてみたらどうでしょうか。どうしても食べきれないことはあるでしょうから、

お開きの 10 分前になったら出来るだけ食べ残しがないようにみんなで食べて、どうしても残っ

てしまった物は持ち帰るようにしよう、また、持ち帰りやすいように食べ方をしようといったよ

うに、もう一歩進めていただけるとよいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○肥沼（市事務局） 

 食品ですので、やはり家に持ち帰って、食中毒といった事故も懸念されるので、推奨していく

のは難しいところもあるのかと思いますが、企業によっては持ち帰り容器を用意して本日中に食

べてくださいねということで行っているところもあるようですので、そういったところも含め

て、一つにこだわることなく色々なかたちで取り組んでいければと思います。 

 

○志賀会長 

持ち帰りできるように、鯛など、あえて最初から容器に入っている料理も以前はありましたよ

ね。おめでたい席でお持ち帰りになる前提で作ってあるようなもの。懐かしいですね。3010運動

は、宴会の雰囲気などもありますので、なかなか難しい部分もあるかもしれないですね。 

 

○大西（市事務局） 

やはり、宴会が始まると席を立ってお酒を注いで回ったりしますので、料理を食べる時間もな

くなってしまって、そうこうしているうちにお開きになり、その後は料理を食べるのも何となく

みっともないと見られることもあるかもしれません。例えば幹事さんが「そろそろお開きの時間

ですので、席に戻ってお料理を食べましょう」と声掛けをして頂ければその場の皆さんも食べや

すくなるかと思います。ぜひ、皆さんも宴会などでは協力の程お願いいたします。 

 

○加藤委員 

３頁の⑨事業系ごみ（民間収集分）の排出指導について、基本的に東村山市内で一般廃棄物の

収集運搬を行う場合には市の許可を得て行い、可燃ごみは秋水園へ搬入するということで、他市

のごみなど受け入れ対象外のごみが入ってこないように抜き打ち検査を実施されているのです

が、これは現状の検査方法しかないのでしょうかね。 

 

○肥沼（市事務局） 

この抜き打ち検査につきましては、他市のごみが搬入されていないかということたけでなく、

搬入物の分別が徹底されているかどうかを確認するという側面もあって行っています。 

 

○加藤委員 

例えば、処理手数料が高い自治体と安い自治体があって、東村山は１キログラムあたり３５円

ですが、これより高い自治体で収集したごみも、東村山市の処理施設で捨てれば安く済んでしま

うわけで、それを防ぐために、特に処理手数料が安いところは気をつけなければいけない。その
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ために展開検査をしたりしていると思うのですが、毎日検査できるわけではないし、これ以外の

方法がないかといつも思うんですよね。是非、許可業者への教育や指導を必ず定期的行ってほし

いなと思います。ところで、市では今現在いくつの業者に許可を出されているのですか。 

 

○渡邉（市事務局） 

27業者です。 

 

○加藤委員 

東村山市内で 27 業者に許可を与えているのはすごく多いと思います。それだけ多くの業者さ

んが採算が合うかたちで収集運搬を行えるだけの排出事業者数が東村山市内にあるのだろうか

と思ってしまいます。先ほど申し上げたとおり、東村山市で収集したものを他市の処理施設へ搬

入しているかもしれないし、これは行政区を超えることができてしまうので、ぜひ教育をお願い

したいなと思います。以上です。 

 

○佐藤委員 

各自治体の処理手数料を統一することできないのですか。 

 

○加藤委員 

処理手数料は、各自治体の議会で決めるんですよね。 

 

○大西（市事務局） 

当市の場合は、処理にかかる経費を算出して、手数料を決定しています。ですので、近隣自治

体の手数料が高いから一緒にするというかたちは難しいと考えています。例えば、柳泉園組合は

３市で構成されていますが、その清瀬市・東久留米市・西東京市でも、同じ柳泉園への搬入なの

に有料ごみ袋の手数料が異なっているということもあります。その辺は、それぞれの市の経費だ

とか、施策の考え方にばらつきがあるので、なかなか全体でいくらにしましょうと金額を合わせ

るのは難しいかなと。とはいっても、あまりに当市の手数料が安すぎて、他市のごみが搬入され

てしまうと問題になりますので、我々としてもそのあたりの認識はしてはおります。 

 

○加藤委員 

例えば、27の許可業者に対して、月次、年間でもいいので搬入計画を出させ、普段の搬入量を

大まかに把握しておいて、搬入時にチェックすると、「あれ、多すぎないか」と気付いたり、そう

いったことでもチェックできるかなという気がしますよね。 

 

○肥沼（市事務局） 

許可業者については２年間毎に許可更新しており、当然、その際には排出事業者一覧とおよそ

の搬入量についての書類を提出させています。また、毎月の搬入量を集計して手数料納付の請求

手続きも行っておりますので、そういったところからも極端に増えたり減っていたりした場合に

は随時確認していくという方法もあるかと思います。 
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○加藤委員 

ありがとうございました。続いて同じ 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、これはどういうことかというと、一回の排出量が少量の事業者の場合は、

事業系の指定収集袋で出せば市が収集するというもので、ただ家庭系のごみ袋の方が事業系より

安いので、事業者が家庭系ごみ袋で排出することを防ごうという取り組みです。私達が日々戸別

収集を行う中で、お店なのに事業系袋で出されていない箇所を発見した場合、市と連携を図って

全て細かく報告をしています。これも、やはり地域性というか、商店街などでは怪しいなと思う

ようなところもあるので、きちんと排出している事業者から見れば不公平ですから、継続して取

り組んでいければと思います。そういったこともあり、あえてこの事業のこともご説明させてい

ただきました。よろしくお願いします。 

 

○秋本委員 

２頁のレジ袋の削減について、かなりマイバッグが浸透しておりよいことと思いますが、この

数値目標の協力店舗数は、お店の規模である程度区分けしているのですか。あまり小規模のとこ

ろまではカウントされていないと思うのですが。 

 

○渡邉（市事務局） 

店舗の規模では区別していません。 

 

○秋本委員 

そうすると、この現状 30店舗というのは少ないのではないですか。目標値も今年度 31店舗か

ら来年度 32 店舗と、１店舗しか増やしていない。東村山市にはもっと店舗があると思うのです

が。 

 

○渡邉（市事務局） 

小規模店舗になるほど、客離れを心配して、例えばレジ袋を有料にしたりといったことに取り

組みにくいという現状があるようで、実績としてなんとか伸ばしていけている分というのは、や

はりある程度以上の規模のあるスーパーなどになってしまっています。それも担当が継続して協

力依頼をして一歩一歩進めているというところで、少なく見えるかもしれないのですが、市内で、

ある程度の大きさがあって協力を得られそうな店舗には既に働きかけは行っている状況です。 

 

○肥沼（市事務局） 

今、国でもレジ袋の有料化に向けての動きがありまして、今後、どういった展開をしていくの

かというところは、注視していかなければならないと考えています。 

 

○加藤委員 

なぜ、マイバッグを使ってほしいのかという本来の考え方が浸透していないと、またマイバッ

グを忘れちゃったからお金払えばいいやという感じになってしまう。例えば、海洋ごみのプラス
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チック問題があって、10ｍのマッコウクジラが死んでいて、お腹の中から何十キロクラムものプ

ラスチックが出てきてこれだけのプラスチックを飲み込んでしまっていたんだというようなこ

とから、これを減らしていくために自分達に出来るできることから始めようといったようなこと

を訴えるポスターがあると、お客さんは、レジ袋を買うのはやめようとか、次はマイバッグを忘

れないようにしようといった意識が働くのではないかと思います。削減の取り組みをしていない

お店にはそのポスターは貼る必要はなくて、そういう意味で差別化するだけで、じゃあうちの店

でも削減の取り組みをしてポスターを貼って環境にやさしいお店をアピールしてみよう、となっ

てくれればとてもよいと思いました。 

 

○肥沼（市事務局） 

今、東京都でも海洋ごみの発生抑制の取り組みが進められていて、啓発動画を作成したり、パ

ネル展示したりなど対策が進められているところです。プラスチックの持続可能な利用に向けた

施策ということで、使い捨てのプラスチックを大幅に削減しなくてはいけないというところで、

Ｇ20 サミットに向けて、東京都でも資源循環戦略としてレジ袋の有料化義務化を打ち出そうと

しています。サーマルリサイクルという方法もあるのですが、基本的にはマテリアルリサイクル

を優先して再生利用していくのがよいというようなことが都の審議会でも議論をされていると

いうことで、ちょうど今日の会議でお聞きしてまいりました。 

 

○志賀会長 

加藤委員の提案はとてもよいと思います。レジ袋が有料なので買わないという方もいるでしょ

うが、まあ１円２円なら払っていいと思ってしまう方もいるかもしれない。そこが問題ですよね。

有料化のみでなく、環境面での取り組みとしてもアピールして、経済面と環境面の２つの点でよ

いことだとなれば進展していくかもしれない。ぜひご検討いただければと思います。 

 

○紺野委員 

全体として、施策に数値目標が設定されているものは、どうしても数値の方にばかり目がいっ

てしまうんですね。ご説明を受けてから見れば、ああそういうことなのだと思えるのですが、何

にも知らない状態で資料を見ると、どうしても数値だけを見て、取り組みが進んでないのではと

思われてしまう。中には、リサイクルショップの入館者数のように、来場者数が増えればよいの

かという、施策の趣旨と数値目標がそぐわないのではないかと思えるようなものもありますの

で、もう一回そういうところも見直してもいいのかなと思います。数値だけをみると目標を達成

しているのが２カ所しかないんですね。あと、先ほど話が出ていた生ごみ減量化容器補助のよう

に、かなり目標値とかい離しているものもありますので、ちょっと見直しをしてもいいのかなと

思います。 

あと、これも全体としての話ですが、市民１人当たりのごみの量の目標、リサイクル率の向上

の目標が基本計画全体の取り組み目標であるので、そういったものをここに盛り込むことはでき

ないのかということをお聞きしたいです。 
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○渡邉（市事務局） 

紺野委員のおっしゃるとおり、２頁の「⑥リサイクルショップ活動の拡充」もそうですし、例

えば他にも、「⑤レジ袋の削減」についても、これはレジ袋削減協力店舗数が数値目標になって

いますが、施策としてはレジ袋削減を目指すというものであって、数値目標はそのための取り組

みの一つでしかないのに、やはり数字に目がいってしまう。数値目標をクリアしていないことで、

この施策自体に遅れが出ていると見られがちなため、当然、担当者は数値目標達成に重点を置い

て一生懸命取り組むわけで、本来この施策が何を目指しているかということが、少し置き去りに

なってしまっているんじゃないかと感じることもあります。 

ただ、本実行計画は 10年間の基本計画にそった年度計画ですので、是非、この点については、

平成 33 年度を始期とする次期計画を策定する際に検討していければと思います。数値目標とい

うのは、施策の達成状況を計るものとしてもちろん重要と思いますが、それが施策の目指す姿に

あったものであるのか十分に考えていく必要があると思います。 

また、１人１日当たりのごみ量について、現基本計画では平成 21 年度には 700 グラムであっ

たものを平成 32年度に 630グラムに減らすという目標となっており、平成 29年度は 652グラム

まで減量が進んでいます。目標まであと 22 グラムで、これはだいたいミニトマト２つ分くらい

の重さにあたります。目標達成に向けて順調に推移してきているとは思いますが、あと 22 グラ

ムというのは簡単なようで決して簡単ではないと思っています。 

もう一つ、総資源化率については、平成 21 年に 42.8 パーセントだったものを平成 32 年度に

45パーセントにしていくという目標で、こちらは横ばい状態が続いていて、平成 29年度は 43.2

パーセントとなっています。 

ご指摘のとおり、各施策の目標値のみでなく、基本計画全体の目標と実績についてもお示しす

べきと思いますので、次回以降では資料としてお示ししたいと考えております。 

 

○志賀会長 

多摩地域はごみ減量について先進的な地域ですし、東村山市の取り組み実績は 23 区など他の

地域と比べてもかなりよいものだと思います。私は杉並区に住んでいますが、ここまで厳しい取

り組みはみたことがありません。 

目標達成を目指して取り組みを進めていくということは必要ではあるのですが、本当にそれが

施策の目指す姿と合っているのか、また先ほど生ごみ処理機のお話しでもありましたが、ごみ減

量だけでなく環境面で悪影響がないかなど、色々な面から見て目標として適切なのか見直すとい

うことはやらなければいけませんね。 

 

○紺野委員 

きちんと取り組んでいらっしゃるのに、数字だけで見られてしまうと残念だと思います。我々

も協力して取り組んでいますし、環境整備事業協同組合さんの関わってらっしゃる出前授業も中

学校の協力さえあれば出来るものが、出来ないという状況ですよね。こないだＮＰＯの方で表彰

されたりとか、とっても素晴らしいことをされているのに、何か数字だけで判断されて達成でき

ていないというような感じになってしまうと、すごくもったいないと感じます。 
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○肥沼（市事務局） 

今、紺野委員がおっしゃったように、毎年、委員の皆様に計画の進捗について報告してご意見

をいただいているのですが、各施策の取り組みの報告だけで、１人１日当たりのごみ量や、総資

源化率という大目標についてどう推移しているかといったところをお示しできていなかったと

思います。ごみ量推移はどうなっているのか、そこから見て各取り組みはどうだったかというよ

うに捉えていくものと思いますので、次期基本計画におきましては、数値目標を設定すべき施策

なのかどうなのかもご審議いただきながら進めていかなければいけないのかなと思います。次回

以降はこの点につきお示しさせていただきながら、また、次期基本計画策定につきましてもこの

点を含めてご審議いただければありがたいなと考えております。よろしくお願いします。 

 

○秋本委員 

また数字のお話しになってすみませんが、先月末ぐらいの新聞でプラスチックごみ減量の取り

組みが扱われていて、その中で東村山市は容器包装プラスチックのリサイクル量が東京都の中で

一番多いとされていまして、これご覧になったでしょうか、これはとてもうれしいなと思ってい

ます。 

 

○加藤委員 

自治体ごとのリサイクル率が出ているのですか。 

 

○秋本委員 

リサイクル率は出ていなかったですね。リサイクル量が出ていました。ただ、たくさん使って

しまったと捉えると、ちょっと心が痛いかなと。 

 

○肥沼（市事務局） 

ちゃんと分別して、しっかり資源化しているという意味で見て頂ければと思います。市民の皆

さんの意識が高く、しっかりと分別していただいているところですが、さらに言わせていただく

と、汚れているものは洗って出していただけると、とてもありがたいです。せっかく分別されて

いても、汚れているとリサイクル出来ないので。今後も市民の皆さんに周知していかなければい

けないと思っています。 

 

○秋本委員 

うちの自治会では、１年おきくらいで加藤商事さんの見学をさせてもらっているのですが、や

はり実際に処理されているところを見ると違いますよね。 

 

○加藤委員 

そうですね。 

 

○秋本委員 

そういう機会をもっといろんなところがもっていただけるといいと思います。 



15 

 

 

○加藤委員 

ありがとうございます。 

 

○志賀会長 

よろしいでしょうか。色々貴重なご意見いただきましたので、それを事務局において、検討し

て調整していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、本計画案につ

いては承認ということでよろしいでしょうか。 

 

 【異議なしの声】 

 

○志賀会長 

ありがとうございました。 

 

 

（３）今後のごみ処理施設の基本方針策定に向けた取り組みについて 

○志賀会長 

では、議事の（３）について、ご説明お願いします。 

 

○武田（市事務局） 

これまでも本審議会におきまして、報告させていただいておりますが、当市のごみ焼却施設は

昭和 56年の稼働開始以降 37年目ということで老朽化が進んでおりまして、今後も安全で安定的

な処理を続けるためにどうするかということで基本方針を策定するために、本日はお手元にお配

りさせていただいた、平成 30 年 10 月から 12 月に実施した、市民の皆様との意見交換会と同様

の資料にて、現時点で整理した市の考え方をご説明させていただきます。 

資料の２頁ですが、本資料の内容は大きく３つの事項に分けており、一つ目が「秋水園及び焼

却炉の状況、基本方針策定の必要性」、二つ目が「これまでの取り組み、市が考える目指すべき方

向性」、三つ目が「単独処理及び広域処理、施設整備用地、処理方式、施設規模、整備スケジュー

ル」となっております。 

「秋水園および焼却炉の状況、基本方針策定の必要性」についてです。７頁ですが、一般的に

ごみ焼却施設は２５年から３５年程度で寿命を迎えますが、平成２８年度に行った当市施設の状

況調査の結果では、適切な維持管理、修繕を行えば、竣工 50年を迎える平成 42年度までの稼働

が可能と判断されたところです。８頁ですが、ごみ焼却施設は、私たちが生活するうえで必要な

施設で、今後も安全で安定的な処理を継続していく必要があります。９頁ですが、ごみ焼却施設

の一般的な整備工程の①として、どのような施設にするのかといった、コンセプト、方向性など

を定める基本方針の策定、②基本方針に沿って、具体的な設備や施設の運営方法を検討する基本

計画、③施設を建設する事業者の決定、④と具体的な施設の設計を行う基本設計及び実施設計、

⑤建設・工事という流れになります。ですので、現在進めている基本方針の策定は、今後の計画

を進めるうえでも、大変重要な位置づけとなっております。 
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次に、これまでの取り組みと市が考える目指すべき方向性についてです。11頁で、ごみ処理の

整備につきましては当然、市全体で考えていく問題でございますので、そのための取り組みとし

て、始めに、市が策定する基本方針の参考とするため、秋水園周辺にお住まいの方、公募市民、

大学教授や廃棄物処理施設の専門知識を有する学識経験者の方で構成する「東村山市ごみ処理施

設のあり方検討会」を設置し、検討を幅広く行っていただきました。12頁、検討会では、平成 28

年の７月から約２年間かけて、「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」等の５項目につきご議論いただき、いろんな可能性を念頭にゼロから検討

を行っていただいております。13頁、それを踏まえ、市でごみ処理にかかわる部署だけでなく関

係各部にまたがる横断的な組織として「東村山市ごみ処理施設整備計画推進本部」を設置して、

丁寧に検討を行ってきました。14頁、この推進本部で平成 30年５月から検討を重ね、あり方検

討会の内容を参考に、市の計画や施策内容、行政の視点を加えて、基本方針の柱となる、「目指す

べき方向性」「単独処理及び広域処理」「施設整備用地」「処理方式」「施設規模」「整備スケジュー

ル」の６つの項目について整理しております。15頁、市が考えるべき目指すべき方向性は、大き

く４つに整理しており、①社会動向等の状況に対応し、常にごみを安全かつ安定的に処理できる

施設、②循環型社会を推進し、資源の有効利用に寄与する施設、16頁、③周辺環境に配慮し、低

炭素社会に資する施設、④施設整備及び維持管理・運営にあたり経済性に配慮した施設と整理し

ております。17頁、これらの方向性については、今後、どのような処理を行う上でも市が重要だ

と考える大きな方向性で、守るべき項目と考えております。景観や周辺との関わり等のソフト面

につきましても、当然重要な項目と考えておりますが、こちらについては基本方針策定後に策定

する基本計画の段階で、さらに市民の皆様のご意見を幅広く伺いながら丁寧に検討する必要があ

ると考えております。 

続いて、単独処理及び広域処理、施設整備用地、処理方式、施設規模、整備スケジュールにつ

いてです。20頁、単独処理及び広域処理について、環境的側面、経済的側面、社会的側面、実現

可能性の４つの観点から比較検討を行い、その優位性を検証しました。21頁、環境的側面では、

「ダイオキシン類削減対策」「焼却残渣の高度処理」「資源物の適切な分別処理」「余熱利用」「最

終処分場の確保」「二酸化炭素排出量」など６つの項目を検証し、単独処理、広域処理どちらにお

きましても法律に定める一般廃棄物処理施設の、技術上の基準は順守することはでき、優位性に

差はありませんでした。22頁、経済的側面では、「施設整備費」「施設の維持管理費・運転費」「収

集経費」について検討し、収集運搬経費は距離に応じて当然費用は増加しますが、施設整備、維

持管理、運転費は、規模が大きくなるほど１トン当たりの単価は低減されるという傾向で、トー

タルコストは広域処理に優位性があると判断しております。23 頁、社会的側面では、「日常生活

における市民生活への影響」の項目では、広域化により、分別区分や収集方法の変更が考えられ

ること、また粗大ごみについては自己搬入方法が変更になること、施設が市外で遠方になった場

合に利便性が低下します。「災害時等における市民生活への影響」は、東日本大震災以降、ごみ処

理施設には地域の防災拠点としての役割が求められるようになり、災害廃棄物の処理については

他市と調整が不要な単独処理に優位性があると判断しております。24 頁、実現可能性について

は、近隣自治体と施設整備計画が整合するか、当市の燃やせるごみを全量受け入れてもらえるの

かという点につき検討し、すでに近隣自治体の施設については計画が進んでいるといったところ

もあり当市と計画が整合せず、当市の燃やせるごみを全量受入れてもらうことについて近隣の施
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設の余力状況を検討したところ当該施設の余力を上回ることがわかったため、広域処理は困難で

あると判断しております。25頁、市としては市民の皆様から日々排出されるごみを、安全かつ安

定にすることが最優先と考え実現可能性が最も重要と考え、広域化の実現は現時点においては、

困難という風に判断しているところです。 

27頁、施設整備用地について、単独処理が現実的だということがあり、施設整備用地は市内で

秋水園を含め、それ以外にも適地があるかというところで検討しました。絞りこみの条件として、

最低限必要な面積が 10,000 ㎡、ただし面積を満たす用地であっても現に市民が利用している施

設がある場合は、代替用地の検討が必要となるということで除外しております。抽出した用地で

は、用地の形状、道路の幅員、土地の利用状況、国や都の法令について確認しております。28頁、

この要件により絞りこんだ結果、公有地では、久米川第 13住宅跡地、東村山中央公園をはじめ、

秋水園を含めて７カ所、法人所有地が１カ所。民有地が 13カ所。全部で 21カ所が抽出されてお

ります。所有者への影響を鑑み、法人所有地と民有地は非公表としております。30頁、抽出した

用地の利用状況や、現況、市の施策と整合性からの検証結果、秋水園が整備用地として現実と考

えます。秋水園はこれまで周辺にお住まいの方のご理解、ご協力のもと、安全かつ安定的に処理

を進めてきた経過がございまして、過去には臭気騒音等でご意見をいただくこともありました

が、施設整備等改善を図りながら、現在に至っております。今後はですね、市民の皆様のご意見

を幅広く伺うことであるとか、安全、安定に稼働できるために、誇れる施設にとなるよう、丁寧

に検討を進めることを念頭に、今よりもより良い施設となるように努めてまいる必要があるとい

うふうに考えております。 

32頁、処理方式について、処理方式は主に７つあり、現在当市では焼却方式を採用しておりま

す。最終処分場を持たない当市としては、ごみ処理によって発生する回収物のリサイクルは最重

要視する点で、現在は多摩地域 25 市１町で行うエコセメント化事業で焼却灰のリサイクルをし

ているためこれを継続する必要があり、焼却方式を軸に検討しております。33頁、焼却方式には

ストーカ式、流動床式、キルン式の３種類あり、建設費及び維持管理費の視点から検討しており

ます。34 頁、ストーカ炉の概略図ですが、最も多く採用されており信頼性が高く、23 区清掃一

部事務組合では 16施設、多摩地域では 15施設が採用しており、当市の施設でもこの方式を採用

しております。35 頁、流動床については近年の導入実績が少なく、23 区では２施設、多摩地域

では３施設で採用されております。36頁、キルン式は、ごみ焼却施設としては都内で使用されて

いる例はありません。37頁、建設費、維持管理等の視点から検討した結果、ストーカ式は流動床

やキルン式に比べ建設費が抑えられること、ストーカ炉以外のものは機器点数が多く維持管理費

が高くなる傾向にあること、流動床はごみを燃やす温度がストーカ式よりも変動しやすく燃焼制

御が難しい、といったところから、ストーカ炉に優位性があると判断しております 

39 頁、施設規模について、試算の結果、暫定値として約 100 トン/日という結果となっていま

すが、今後改めて検討していくことになっております。 

41 頁、整備スケジュールについて、施設整備には 10 年程度の期間を要するため、施設の竣工

は平成 39年度、稼働は平成 40年度を目標として進めていくことが現実的と考えます。 

最後に、意見交換会を全 10 回開催しそのうち秋津町では４回実施しましたが、その中で特に

施設整備用地についていただいたご意見を資料としてまとめています。やはり賛否ありますがこ

ちらのご意見も参考に今後進めていきたいと思っております。時間の都合上、意見交換会ではす
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べての方からご意見をいただくことが出来ませんでしたので、アンケートも併せて実施しており

ます。この他リサイクルフェア、産業まつりでも、パネル展示と合わせてアンケート調査もやっ

ており、現在取りまとめを行っております。直近では、31年の１月中旬から３月末まで出張意見

交換会を実施しており、今後はこれらいただいたご意見を参考に引き続き市としてさらに検討を

重ね、基本方針の策定を行ってまいりたいと考えております。 

以上で説明を終わります。意見等いただければと思います。 

 

○上村委員 

焼却方式について、割とすっきりとストーカ炉に決まったような気がします。結論に異論はな

いのですが、もう少し燃焼効率など検討を深めていただいた方がいいのではないかと思います。 

あと、単独処理、広域処理について、なかなか難しいとは思いますが、委託処理を行っている

自治体もあるので、そう考えれば焼却に絞らなくても、残渣を処理できればメタン発酵もできる

のかなという気がするので、そういったところも検討していただけるといいと思いました。 

私は前の検討会のメンバーだったのですが、やはりコストと残渣処理の問題があって、焼却以

外はかなり難しいということで、当時は施設の延命化という結論になったと思うのですが、今現

時点では状況も変わってきているし、他市も外にごみを出すというところも結構出てきていると

思うので、可能性は少しあるのかなという気はしました。 

 

○大西（市事務局） 

今、課長が説明したのは、現段階での市の考え方であって、この取りまとめにあたっては市民

意見交換会を実施して市民の皆さんから意見をいただいております。来年度は、このいただいた

ご意見を参考に方針を策定するのですが、今、上村委員からもご意見をいただきましたけれども、

決してこの現在の考え方有りきではなく、今おっしゃられた委託は考えられないのかとか、例え

ば、ストーカ式で進めるのは当然いいが燃焼効率といいたデータあった方がいいのではないかと

いったようなご意見をいただいて、それを今後の方針策定の基礎資料として加えるといったかた

ちで進めていきたいという考えで、この場でご意見をいただきたいと思いますので宜しくお願い

いたします。 

 

○加藤委員 

秋津町の方々のアンケートを見ても、全員というわけではありませんが、他の地域にお願いし

たいという意見も見られますので、ごみ処理施設での焼却というその方法が迷惑となっているの

か、また収集運搬車両が近くを通行するのが迷惑となっているのか、様々な迷惑と思われるよう

な状況の改善を考え、秋津町の皆さんのご理解があっての焼却施設建設だと思います。 

また、広域連携については、例えば、今から柳泉園組合に東村山市の加入をお願いしても、柳

泉園組合側にも施設計画があるので難しいのはわかるのですが、余力があるというのも事実なん

ですよね。焼却施設を持つというのは確かにリスクではあるので、先ほど上村さんがおっしゃっ

たように、処理委託というかたちでの広域処理もある。 

行政以外の民間処理施設では、例えば立川市の商業施設から出るごみは、埼玉県の彩の国資源

循環工場に持っていき全部処理するということが決定しています。つまり立川市内で処理しない
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と。このような民間施設の活用の例もあるし、こういったところをもう少し細かく知りたいと思

います。 

あと、もう一つ、経済的メリットという面では、秋水園もしくは東村山市内に新施設を建設す

るにしても、東村山市が他市のごみを受け入れて広域処理を行うという場合もあります。それが

いいと言っているわけではなく、例えば隣接市の方と話し合いをして東村山市にお願いしたいと

いう意向がもしあるのなら、その場合の経済的なメリットはどうなのかといったところを聞いて

みたいと思っています。 

 

○秋本委員 

地域住民への還元と関係しますが、例えば焼却時の余熱で発電して、場内だけでなく地域住民

に還元したりしたら理解も得られやすいのかなと思います。そういったところまで検討して方針

に載せたらよいのではないでしょうか。 

 

○大西（市事務局） 

秋津町でごみ処理を行うかについてはまた別としても、意見交換会でも余熱利用の話は多くい

ただいております。建設場所が決まった際には、地域の方のご意見をお伺いして方針策定を進め

ていこうと考えているところです。 

 

○上村委員 

今までは処理をいかにするかというお話で、私達も、他の処理方法があるなら、個人的にはな

るべく焼却はしないでほしいと思ってきたのですが、燃やすしかないならと考えると、逆に廃棄

物を燃料と考えて発電効率を第一に考える処理、そこで収益というかコスト回収するような事業

として考えるというのも一つかなと思います。 

 

○大西（市事務局） 

当市では、今まで市民の皆様の長い活動等もありまして、一人一日あたりのごみの排出量が少

なく、リサイクル率も高いということは、当市がずっと誇ってきたことですので、例えば、発電

効率がよいのでそのために何でも燃やしますよとすると、今まで取り組んできた資源循環施策と

相反する部分も出てきてしまいます。将来に渡って稼働する施設ですので、次世代のため環境的

な負荷も考えると、資料の目指すべき方向性のなかにも環境への配慮を記載しておりますが、基

本的には現在のかたちを踏襲したようなごみ処理施設がよいのではないかと考えているところ

です。中には、ごみの分別区分が非常に多くて分別が難しく、なんでも燃やせるような炉を建設

して分別を簡略化して欲しいというご意見をお持ちの方もいらっしゃいますので、それがすべて

ということではありませんが、やはり今まで市がやってきた施策と今後のごみ処理をどうするか

ということも併せて、最終的な方針にしていきたいと考えています。 

 

○上村委員 

実際、容器包装プラスチックは、収集した後リサイクルされていますが、サーマルリサイクル

ですよね。年度によって違いましたか。 
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○加藤委員 

基本的に、マテリアルリサイクルの確保が終わってから、サーマルリサイクルという順番があ

ります。 

 

○大西（市事務局） 

ここで出ているのは、焼却炉の老朽化に伴う可燃ごみの処理の話で、今のところプラスチック

類は外して考えていますが、もし何でも燃やせるものをとなっても、容プラはまた違う話になる

と思います。 

 

○加藤委員 

これは３０年後を想像した焼却炉の建築のお話しなので、現状を前提に議論するもかなり難し

いとは思います。例えば、プラスチックは、セルロース系になるのか分かりませんが代替品がで

てきて、もしかしたら、それほど排出されなくなるかもしれない。それに対して、わざわざプラ

スチックの燃える高い炉を作っても、宝の持ち腐れになってしまったり、メンテナンス費用が高

くなってしまったりなど色々考えられますよね。今、大西部長の話を聞いて改めて思うことは、

やはり将来を見越して、無駄のない経費、投資をしていくということを議論の対象にしていった

方がよいと思いますね。 

 

○大西（市事務局） 

この件につきましては、平成３１年度中に基本方針策定していくということで、場面場面にお

いて委員の皆様に今回のように経過報告をさせていただきますので、今日のご意見も大変参考に

なるご意見をいただいておりますので、また忌憚のないご意見をいただければと思っておりま

す。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

○志賀会長 

委員の皆さんから貴重なご意見を多数いただきましたので、事務局において考えていただきた

いと思います。 

 

 

３ 報告 

・平成３１年度の一般廃棄物処理基本計画の改定業務について（廃棄物総務課） 

 

４ 閉会 

 


