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会 議 録 

 

会議の名称 令和元年度第１回 東村山市廃棄物減量等推進審議会 

開催日時 令和元年10月28日（月）午後２時00分～午後４時15分 

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・佐藤斉委員・武内守委員・紺野

琢生委員・中根晶子委員・上村麻弓委員 

（事務局）渡部尚（東村山市長）・大西岳宏（資源循環部長）・肥沼卓磨（資

源循環部次長）・戸水雅規（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

課一般廃棄物処理基本計画策定担当主査）・小山健（廃棄物総務

課管理係長）・木下哲一（ごみ減量推進課事業係長）・高瀬直之

（廃棄物総務課管理係主事） 

（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：加藤宣行委員・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 会長・副会長の選任 

３ 諮問 

４ 議事 

・廃棄物減量等推進審議会について 

・東村山市環境審議会委員の選出について 

・これまでの経過等について 

議題１ 一般廃棄物処理基本計画の策定について 

５ 報告 

６ 閉会 

問い合わせ先 資源循環部廃棄物総務課 

電話番号 042－393-5111（内線2612） 

ファックス番号 042－391-5847 
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会 議 経 過 

・委嘱状の交付 

・市長挨拶 

○渡部（市長） 

 皆さん、こんにちは。本日は大変公私ともお忙しいところ、令和元年度第１回東村山市廃棄物

減量等推進審議会にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。また、常日頃、皆さ

まには東村山市の清掃行政、資源循環行政をはじめ、行政全般にわたりまして、ご理解ご協力を

賜っておりますことに、この場をお借りいたしまして、厚く御礼を申しあげます。 

 ただ今、委嘱状を交付させていただきましたが、それぞれの専門的なお立場、あるいは市民的

な視点で、東村山市の廃棄物等の減量が推進できますよう、今後ともご指導ご協力のほど、よろ

しくお願いを申し上げます。 

 武内委員以外の方は、基本的には再任ということなので、流れはよくお分かりいただいている

かと思っておりますが、現在の一般廃棄物処理基本計画につきましては、計画年度が令和２年度

で終了するため、令和３年度からスタートする新たな一般廃棄物処理基本計画の策定をお願いす

るのが今回の一番の柱となります。当市を取り巻く様々な状況の中で、更にごみ減量、リサイク

ルが推進できますように、皆さまからご指導をいただきたいと考えております。 

 現計画の策定以降、皆さまのご指導ご協力、また市民の皆さんのご理解ご協力により、当市は

環境省が実施する調査において、人口10万人以上50万人未満の都市の中で、１人１日当たりのご

み排出量の少なさが10位、リサイクル率の高さが７位となっており、全国的なレベルで見ても、

ごみ減量と資源化の取り組みが進んだ地域であるといえます。これもひとえに、皆さま方をはじ

め、市民の皆さんのご理解とご協力の賜物と考えております。 

 当市では、市の最上位計画である総合計画の見直しも進めており、こちらもこれからの人口減

少等を踏まえ、持続可能な地域づくりが大きなテーマになっております。国連ではＳＤＧｓ、持

続可能な開発目標が提唱され、わが国においてもＳＤＧｓにのっとって、国や地方自治体が取り

組みを進めていくということになっております。総合計画においては、今後、ＳＤＧｓを意識し

た作り込みをしなければならないと考えておりますので、一般廃棄物処理基本計画についても、

廃棄物を取り巻く課題を踏まえ、より的確かつ実効性のある計画を作り、当市のごみ減量、リサ

イクルを推進するとともに、国際的なＳＤＧｓの推進にも貢献できるようにしてまいりたいと考

えておりますので、皆さまの英知を結集していただいて、よりよい計画を作っていただけるよう

心からお願いを申し上げます。結びに委員の皆さまのご健勝とご活躍をご祈念して、ごあいさつ

に代えさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

・委員紹介 

・職員紹介 

・資料確認 

 

 

１ 開会 
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○戸水（市事務局） 

 本日は加藤委員、秋本委員、三田村委員からご都合により欠席との連絡をいただいております。

現在、７名の委員にご出席をいただいております。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、委員の過半数が出席されていることから、本会議

は成立することを確認いたします。 

 それでは、これより令和元年度第１回東村山市廃棄物減量等推進審議会を開会させていただき

ます。 

 はじめに、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、次第のとおりでござ

います。特段の非公開情報はないものと思われますので、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】 

 

○戸水（市事務局） 

 特段異議がないようですので、傍聴を認めたいと思います。 

 

２ 会長・副会長の選任について 

・会長の選任についての事務局説明 

○戸水（市事務局） 

 ただいま会長の選任についてご説明させて頂きましたが、こちらについてご意見等いただけま

すでしょうか。 

 

○紺野委員 

 これまでの経験等踏まえまして、引き続き、志賀委員が会長にふさわしいのではないかと思い

ますので、推薦させていただきます。 

 

【異議なしの声。全出席委員の意見の一致により、会長に志賀委員が選任された。】  

 

○戸水（市事務局） 

 それでは志賀会長に就任のごあいさつをいただけたらと思います。お願いいたします。 

 

○志賀会長 

 改めまして、皆さんこんにちは。これで４期目の会長ということになります。委員の皆さま、

それから事務局の皆さんと協力して、東村山市の廃棄物減量等の取り組みが適正に、そして更に

進展するように、審議を進めてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたしたいと思い

ます。 

 

・副会長の選任についての事務局説明 
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○紺野委員 

 副会長につきましても、志賀会長をしっかりとサポートされてきた細渕委員に引き続きお願い

したいと思います。いかがでしょうか。 

 

【異議なしの声。全出席委員の意見の一致により、副会長に細渕委員が選任された。】  

 

○戸水（市事務局） 

 では、細渕副会長からごあいさつを頂戴できますでしょうか。 

 

○細渕副会長 

 はい。ただ今推薦していただきました、副会長をやらせていただきます細渕です。微力ではあ

りますが、委員の皆さんのともに、志賀会長をサポートしていきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

 

３ 諮問（東村山市一般廃棄物処理基本計画について） 

○渡部（市長） 

 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第７条第２項の規定に基づき、東村山市

一般廃棄物処理基本計画について諮問したします。 

 令和２年度を計画目標年次とする、現行の東村山市一般廃棄物処理基本計画は、低炭素と効率

性に配慮した循環型社会の実現を基本理念として平成23年に策定し、これまで計画目標の達成に

向けて、廃棄物の減量やリサイクル等の各施策の取り組みを進めてまいりました。 

 この間、国は第４次循環型社会形成推進基本計画を策定し、食品ロスの削減の推進に関する法

律が施行されるなど、廃棄物に関する動向に対応するとともに、本市の資源循環事業の現状と課

題を踏まえ、更なる減量、資源化を推進していく必要があります。 

 つきましては、令和３年度を始期とする、次期東村山市一般廃棄物処理基本計画の策定につい

て、貴審議会のご意見を求めたく、ここに諮問いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

（別の公務のため、渡部市長退出） 

 

４ 議事 

○志賀会長 

 では早速ですが、議事に入りたいと思います。まず初めに、廃棄物減量等推進審議会について、

事務局より説明をお願いいたします。 

 

・廃棄物減量等推進審議会について 

○小山（市事務局） 

 資料１ 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例（抜粋版）をご覧ください。 

 廃棄物減量等推進審議会は、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第７条、法

第５条の７の規定に基づき、一般廃棄物の減量及び再利用の促進に関する事項を審議するため設
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置されております。 

 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。 

 

○志賀会長 

 今、事務局から２点ご説明ありましたがいかがしょうか。何かご意見がありましたらお願いし

ます。 

 

○武内委員 

 初めてなので、ちょっと内容がよく分からないですけれども。 

 

○中根委員 

 他の審議会ではどのように決めているのでしょうか。審議会ごとに違う形式なのでしょうか。 

 

○渡邉（市事務局） 

 審議会ごとに作成方法は違っています。例えば、廃棄物減量等推進審議会では委員名を苗字で

記載し、発言内容を要約したかたちで記載しておりました。他の例では、個人名が特定されない

よう、委員名をＡＢＣで記載したり、またＡＢＣという区別をせず「委員」とだけ記載したりと

様々ございますが、いずれも会の中で承認された形式で作成されております。 

 

○中根委員 

 別の審議会に参加した時には、「委員」としか記載されない形式で作成されていましたが、審

議会ごとに決定ということでしたら、それはそれでよろしいかと思います。 

 

○志賀会長 

 皆さまいかがでしょうか。ご異議がなければ、これまでどおりということでよろしいかと思い

ますがどうでしょうか。 

 

【異議なしの声】 

 

○志賀会長 

 では前期と同様の形式で作成をお願いします。２点目の名簿の公表についてはいかがですか。

前期同様としてよろしいでしょうか。 
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【異議なしの声】 

 

・東村山市環境審議会委員の選出について 

○志賀会長 

 では次に、東村山市の環境審議会委員の選出について、事務局からご説明願います。 

 

・事務局説明 

○志賀会長 

 皆さまからご意見等ありましたらお願いいたします。 

 

○佐藤委員 

 審議会からの推薦ということですので、会の代表である会長に後一任ということでいかがでし

ょうか 

 

【異議なしの声】 

 

○志賀会長 

 よろしいでしょうか。それでは、前期においても環境審議会委員として推薦させていただきま

したが、引き続き上村委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

○上村委員 

 はい、分かりました。よろしくお願いします。 

 

○志賀会長 

 一言ごあいさつお願いします。 

 

○上村委員 

 前回の任期では１回しか審議会がなかったので、まだ様子も分からないのですけれども、これ

からも引き続き務めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

・これまでの経過等について 

○志賀会長 

 次に、一般廃棄物処理基本計画についてのこれまでの経過等について、事務局からご説明お願

いいたします。 

 

○渡邉（市事務局） 

 資料３をご覧ください。一般廃棄物処理基本計画の次期計画策定に向けた議題としまして、今
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までの経過と取り組み等についてのご説明をさせていただきます。 

１ これまでの取り組み 

東村山市では、平成３年度に一般廃棄物処理基本計画を策定し、これが最初の計画になってお

ります。平成23年度には令和２年度までの10年間を計画期間とする第４次となる計画を策定しま

した。こちらについては毎年度実行計画を策定し具体的な取り組みや目標を定め、これまでごみ

の発生抑制、排出抑制、再使用、再生利用を推進してまいりました。 

この間、ステーション等での収集における課題の解決、利便性の向上のために、びん、かん、

有害ごみ、ペットボトル、古紙、古着を戸別収集に変更し、全てのごみや資源物を戸別収集に移

行しました。処理施設については、平成26年度に秋水園リサイクルセンターを建設し、またペッ

トボトルの民間委託処理を開始し、ごみ処理の分散化を図っております。ごみ焼却施設の整備に

つきましては「東村山市ごみ処理施設のあり方検討会」において、平成28年度から平成29年度に

かけてご議論いただき、最終報告書をご提出いただきました。こちらをもとに検討を進め、市民

意見交換会、市民説明会などにより、市民参加の場を設けながら、取り組みを進めてまいりまし

た。 

 後ほど、報告事項にてご説明させていただきますが、令和元年度には「東村山市ごみ処理施設

整備基本方針」を取りまとめる予定で、現在進めております。 

 

２ これまでの基本計画 

平成23年度を始期とする現行計画では、基本理念を「低酸素や効率性に配慮した循環型社会の

実現」とし、それまでの循環型社会づくりという理念を継承しながら温室効果ガスの削減や財政

的な視点に配慮しながら進めていくということで、５つの基本方針に沿って各施策を進めてまい

りました。 

 

３ 廃棄物をめぐる動向 

 ＳＤＧｓとは、平成27年に国際連合で合意された国際社会の目標で、令和12年までに持続可能

な社会を実現するため達成するべき17の目標とターゲットが定められています。世界各国で達成

に向けた取り組みが進められている中、東村山市としても、この社会を構成する主体として、Ｓ

ＤＧｓの目標達成に向けた役割を果たしていく必要があると考えております。資源循環分野では、

「目標12：持続可能な消費と生産の確保（つくる責任、つかう責任）」という分野があり、具体

的には、2030年までに廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により廃棄物の発生を大幅

に削減する、と定められています。その他、様々な関連目標問題が関係しながら記載されており、

横断的な視点から考えていく必要があります。 

 国内では、平成30年に第４次となる循環型社会形成推進基本計画が策定され、その中において

もＳＤＧｓと関係付けられた目標が設定されております。資料では特に関係するものを記載して

おり、３つあるうちの一番上の１人１日当たりのごみ排出量（集団資源回収分を含む）は、本市

は平成30年度実績で684グラムと、目標とされる850ｇを大きく下回る水準にあります。その他の

「１人１日当たりの家庭系ごみ排出量」「事業系ごみ排出量」については、現在、指標にあわせ

た統計をとっておらず、大変申し訳ございませんが比較することはできません。 
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 食品ロス、プラスチックごみについては、資料のとおりの動向となっており、ごみの中でも特

に対応が重要とされる課題となっています。 

また、東京都は平成28年度から令和２年度を計画期間とする「東京都資源循環・廃棄物処理計

画」を策定し、目指すべき姿として「持続可能な資源利用への転換」「良好な都市環境の次世代

への継承」を掲げています。関連計画として東京都計画の動向にも注視しながら、整合性の取れ

た計画としていく必要があると考えており、都の新たな動向が見えてまいりましたらご報告させ

ていただきます。 

 資料３のご説明は以上です。 

 

○志賀会長 

 事務局から説明頂きましたが、何かご意見ございますか。こちらは、今こういう状態であると

いう話ですので、確認したということでよろしいかと思います。では、次に進んでください。 

 

○渡邉（市事務局） 

 資料４をご覧ください。計画目標の達成状況についてです。 

 ごみ排出量の推移について、本市のごみの総排出量は年々減少傾向にございます。直近実績の

平成30年度では、これまでで最も少ない37,634トンとなっております。 

 家庭系・事業系別で見ても減少傾向は変わらず、品目別に見ると、全体的な減少傾向の中、粗

大ごみは増加しており、平成23年度と比較して11.2％増となっています。この背景としては、粗

大ごみは他のごみと異なり、購入されてから長い期間家庭で使用され排出されるものなので、分

析が難しいごみではありますが、１つ考えられるのは平成25年度には消費税増税による買い替え

需要による増加があったこと、また、近年は高齢化・単身化が進み、ご家庭内に排出が難しくス

トックされ続けてきた粗大ごみが、例えば住んでいる方の死亡などにより、一時大量に排出され

る例も出てきており、遺品整理業という言葉も社会に浸透しつつありますが、こういったごみが

徐々に排出されてきているのではないかと推測されます。 

 また、資源物につきましては、平成26年10月の戸別収集の開始の影響で、びん、缶、ペットボ

トルが大きく減少し、新聞雑誌類については平成26年10月の戸別収集開始により一時的に増加し

たものの、その後はまた減少に転じています。集団資源回収も、新聞を中心に大きく減少してい

ます。 

 次に現行計画の取り組み目標について、現行計画では、１人１日当たりのごみ量、総資源化率、

埋立処分量の３つについて目標を設定しています。 

 １人１日当たりのごみ量（集団資源回収量を含まない）は、市民・事業者の皆さまのご協力に

より、年々減少が続いており、令和２年度の目標630ｇに対し平成30年度643グラムと、順調に推

移しているといえます。 

続いて総資源化率は、排出されたごみのうち資源化された割合を示す指標ですが、令和２年度

目標45.0％に対し、平成30年度実績42.8％となっており、計画目標の達成は難しい見通しです。

この指標について若干補足しますと、市が収集もしくは市の処理施設に持ち込みされたごみのう

ち資源化したものの割合を示す指標ですので、例えば、現行計画の施策にある店舗等での店頭回
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収分や、新聞店による回収分などは資源化量にカウントされず、それらによりごみ量が減ったと

しても資源化率としては低下してしまうという関係にあり、そういった意味では、一部個別施策

と逆行してしまう指標であるともいえます。環境省の実態調査の直近実績では、全国の同規模団

体との比較でリサイクル率の高さが第７位という水準にあり、全国的にみれば決して低い水準で

はないと言えます。 

 埋め立て処分量については、平成20年度に燃やせないごみの処理を民間委託による熱回収等の

資源化に変更して以降、埋め立て処分量０ｔを維持しています。資料４については以上です。 

 

○武内委員 

ごみ排出量推移について、粗大ごみの増加についてご説明をいただきましたが、資料では容器

包装プラスチックも増えていますよね。自分のイメージですと、お弁当容器やペットボトルのラ

ベルのようなもので、重さにするとそんなに重くないと思うのですが、増加している理由はある

のでしょうか。 

 

○渡邉（市事務局） 

 失礼しました。粗大ごみだけが増えていると申し上げましたが、おっしゃるとおり容器包装プ

ラスチックも増えています。 

 

○武田（市事務局） 

 細かい分析までは出来ていませんが、単身世帯が増え、個包装のプラスチック製容器包装製品

の消費が増えていることが１つの原因ではないかと思います。また、先ほど説明であったように、

当市は全国的にみて資源化率が高く、これは分別の徹底がされていることの表れでもありますの

で、他のごみとしてではなく、容器包装プラスチックとしてしっかり分別され排出されていると

いうことも理由ではないかと思います。 

 

○志賀会長 

 全国的にみれば、高い水準にあるのは間違いない。ただ、計画目標についてはさらに高い設定

となっているため達成は難しい状況ですが、実は、資源化率という指標は少し矛盾を含んでいる

ということでした。よろしいでしょうか。 

 では次に進みます。先ほど渡部市長から諮問をいただきましたが、ここから基本計画の策定に

関する内容に入っていきます。では事務局から説明をお願いします。 

 

・議題１ 一般廃棄物処理基本計画の策定について 

○渡邉（市事務局） 

 資料５をご覧ください。一般廃棄物処理基本計画の策定について（案）です。 

 計画の位置付けですが、本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第１項の規定に

より市町村に策定義務があるとされる計画で、ごみ処理基本計画及び生活廃水処理基本計画から

なります。本計画は、市の最上位計画である東村山市総合計画の資源循環分野における計画とし
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て位置付けられ、計画策定は、関係計画、国の指針、東京都の計画との整合を図りながら進めて

まいります。 

 計画期間は令和３年度から令和12年度までの10年間とし、概ね５年間で見直しを行うとともに、

計画の前提となっている条件に大きな変動があった場合には適宜見直しをします。 

 また、対象区域は本市の行政区域としますが、施策の推進にあたっては広域的な対応も視野に、

他自治体や関係機関等と連携を図りながら進めるものとします。計画の検討スケジュールについ

ては資料のとおりと考えております。以上です。 

 

○志賀会長 

 現行計画には、計画の取り組み目標の他、各個別施策についても数値目標が設定されています

が、これまでの審議会においても、進捗管理にあたって数値目標ありきとなってしまっていて何

のための数値目標なのか分からなくなってしまっているものも一部あるのではないかというご意

見をいただきました。ぜひ、次期計画ではこういったご意見も検討の上、進めていければと考え

ています。 

 

○上村委員 

 市の最上位計画の総合計画についても検討が進められていると思いますが、整合を図りながら

総合計画に基づいて本計画の策定を進めていかなければならないと思いますので、資源循環分野

の部分だけでも資料として、どのように定められるのか確認したいのですが。 

 

○大西（市事務局） 

 総合計画についても、現在、総合計画審議会で審議いただいている中ですので、次回以降の本

審議会においてお出しできるかたちになったタイミングで、資料としてお示しできればと思いま

す。 

 

○志賀会長 

 次回審議会で、本日、市長からいただいた諮問書の写しを委員の皆さまにお配りします。事務

局よろしくお願いします。他によろしいでしょうか。 

 では、審議事項は以上とします。次に、報告事項をお願いします。 

 

５ 報告事項 

・生ごみ集団回収事業の状況について 

○田口（市事務局） 

 生ごみ集団回収事業の状況の報告をさせていただきます。資料６をご覧ください。 

 こちらは、今年の６月に行われました、本事業にご参加いただいている方向けに、毎年行って

いる参加者連絡会で報告させていただいた際の資料です。 

 本事業につきましては、東村山市一般廃棄物処理基本計画における、生ごみの資源化の推進と

いう施策に基づき、平成17年度から取り組んでいるものでございます。平成28年度に東村山市議
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会の当時の都市整備委員会の所管事務調査報告におきまして、一定の期間を定めて、本事業の中

身を検証していく時期であるとの結論をいただいておりまして、これまで事業の検証を行い検証

報告をさせていただきました。 

 本事業は、３世帯以上で集まり、専用のバケツで決められた場所に出していただいたものを市

が回収し、処理施設において堆肥として資源化する事業です。 

資料１ページをご覧ください。生ごみ減量につきましては、秋水園再生計画推進プラン‘98「脱

焼却・脱埋め立て」の理念を尊重しまして、平成12年度より東村山市の一般廃棄物処理基本計画

に位置付けられ、様々な取り組みが進められてきました。平成17年度から現在の生ごみ集団回収

事業を実施しております。 

 事業効果について、平成29年度までの累計で168トンの生ごみの減量に成功しております。総ご

み量に対する割合は0.03％となっており、近年はグラフのとおり回収量が減少傾向となっており

ます。 

 続いて、事業の課題としまして、処理単価が平成25年度以前は１ｋｇ当たり30円でしたが、平

成29年度には１ｋｇ当たり223円と、年々増加しています。なお、平成25年度については処理業者

の受け入れ停止により事業を一時中断していたために、処理単価の記載はございません。参加者

の伸び悩みですとか、あと費用対効果、それから参加されていない方との負担の公平性の観点で

すとか、コスト面を考えますと、今後現状の事業内容のままでは継続が困難であるというふうに

考えているところでございます。 

 ２つ目の課題は、登録団体が増えていないという点です。市としましても、より参加しやすい

よう事業の参加世帯数を５世帯だったものを３世帯に見直し、また市報、ホームページ、ごみ見

聞録による広報、自治会へのご案内、出前授業でのご案内など、周知に手を尽くしてきたところ

ですが、登録団体数が増えていないという現状にあります。 

 ３つめの課題としては、参加団体として登録していても、実際に参加されていない世帯もあり、

この参加世帯数が減少してきているという点です。参加者アンケートでは、高齢化や単身世帯と

なり以前のような取り組みが困難となってきた、生ごみの量が減って必要性を感じなくなったな

どの回答を頂いています。近年では高齢化や単身世帯の増加などにより生ごみ発生量の減少が見

られ、当事業のようにグループや団体で取り組んでいただく以外にも、個人で実施できる取り組

みを検討していく必要があるように思います。 

 こういった課題を振り返りますと、市としましても、現状の事業形態のままでは継続が困難で

あると考えておりますが、次期一般廃棄物処理基本計画におきましては、生ごみの更なる減量に

つながるように、市民の皆さま一人一人の生活スタイルに合わせて、より取り組みやすい減量方

法も提案してもらいたいと考えております。 

 続きまして、現在行っている生ごみの減量に向けた取り組みですが、食品ロスの削減の推進、

生ごみ水切りの促進、また完全消滅型生ごみ処理器の「ミニ・キエーロ」の実証実験を秋水園で

行っております。こちらはお庭がない方でも取り組めるもので、継続して生ごみを消滅させるこ

とができるものになります。ただ、生ごみを投入しすぎると虫が湧いてしまったり、投入できる

量が少なかったりなど課題もございますので、現在、秋水園で検証を行っているところです。 

 以上、簡単ですが生ごみ集団回収事業の状況報告をさせていただきました。 
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 ６月に実施した事業参加者への報告会での、参加者の方々からの主なご意見をご紹介させてい

ただきますと、こんなに費用がかかっていたとは思わなかった、これまで長く取り組んできたの

で残念だが費用のことを考えるやむを得ない、個人でも取り組める例えば食品ロスの削減の取り

組みや自家処理に力を入れたい等、前向きなご意見いただきました。 

 今後、11月には再び参加者の報告会を開催し、事業の方向性についてご意見を伺う予定でござ

います。また参加者のご意見などもご紹介ご報告させていただきたいと思います。 

 私からは以上です。 

 

○上村委員 

事業についてとてもすごい分かりやすくまとめていただいてありがとうございます。11月の報

告会の内容を報告して頂くのもよいのですが、生の話を聞けるとよいと思いました。 

 

○田口（市事務局） 

 参加者向けの報告会ですので少し検討させていただきます。 

 

○志賀会長 

 他によろしいでしょうか。では、次の報告をお願いします。 

 

・ごみ処理施設整備基本方針について 

○武田（市事務局） 

 施設課武田から報告をさせていただきます。 

 資料７をご覧ください。基本方針策定の目的ですが、現在稼働中のごみ焼却施設は、日々の適

切な維持管理により、安定した稼働を継続しているところではございますが、竣工から約40年近

くが経過し、老朽化が進んでいる状況です。市では、今後の市民生活に影響が出ないよう安定的

なごみ処理を継続するために、新しい可燃ごみ処理施設が必要となることから、実施主体、施設

整備用地、処理方針など、今後の法制整備に係る基本的事項を取りまとめた基本方針を策定する

といったものでございます。 

 ５ページをご覧ください。これまでの検討や市民の方々のご意見を参考に、新しい可燃ごみ処

理施設の基本方針の柱となる４つのコンセプトをまとめています。 

 ６ページをご覧ください。ごみ処理の実施主体については、東村山市単独としています。市民

の皆さまから排出されるごみを、安全かつ安定的に処理するといったことを念頭に、環境的側面、

経済的側面、社会的側面、他団体との施設整備の計画等の整合性といった実現可能性などを比較

検討した結果、現在の収集形態を変更することなく、更なるごみの減量や資源化を継続すること

ができるということ、また近年頻発している自然災害の際も、ごみの処理を他市と調整する必要

がないことなどから、総合的に判断して単独処理が適当であるとしています。 

 ７ページをご覧ください。新しい可燃ごみ処理施設の整備用地は秋水園用地内とするとしてい

ます。市内全域から、秋水園を含めて、新しい可燃ごみ処理施設を建設するのに必要な面積があ

る土地を、公有地・法人所有地・民有地から抽出し、用地形状や混雑道路などの接道も含んだ、
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それぞれの条件、あるいは用地取得における地権者との交渉期間や費用などの面から検討した結

果、最終的に秋水園内で建て替えることが妥当というふうに判断したところでございます。 

 ８ページをご覧ください。新しい可燃ごみ処理施設は、焼却方式の「ストーカ式」とし、焼却

により発生する余熱を発電等に有効活用できる施設とします。現在のごみ焼却施設は、「ストー

カ式」を採用しており、最終的に発生した焼却灰はエコセメントにリサイクルしています。今後

も、エコセメント化事業を継続していきたいと考えており、既存施設と同様に、焼却灰をエコセ

メント化しリサイクルできる焼却方式を採用したいと考えております。「ストーカ式」につきま

しては、都内で最も多く採用されており信頼性の高い処理方式ということ、また建設費や維持管

理が抑えられる傾向にあることから、この方式を選択しています。 

 ９ページをご覧ください。防災への取り組みとして、災害時にもごみ処理機能を保つことがで

きる自立型の施設の建設を進めます。また、環境への取り組みとして、地域と調和した未来を作

る地球にやさしい施設とします。新しいごみ処理施設の排ガス等の基準につきましては、これま

でも遵守してきましたが、新しい施設においてもこれを遵守するとともに、より厳しい自主規制

値についても検討を進める必要があると考えています。秋水園には、これまで子どもから大人の

方まで、施設見学に訪れていただき、ごみ処理の現状と資源循環について学べる施設としての役

割を担ってきた経過がございます。新たな施設におきましても、ごみ処理や環境に関する学習や

情報発信を担うことができる施設としていきたいと考えています。 

10ページをご覧ください。これが６つ目になりますが、施設の処理能力は暫定的に約100から110

トン/日と考えています。現行の一般廃棄物処理基本計画に示されているごみ量推計や、平成30年

度に策定した災害廃棄物処理計画における災害廃棄物発生量推計を基に算出しておりますが、今

後、次期一般廃棄物処理基本計画の策定段階におきまして、改めて、処理能力が過小過大となら

ないよう検討してまいりたいと考えております。 

 12ページをご覧ください。７つ目の基本方針ですが、施設整備のスケジュールでは、計画段階、

施設整備段階ごとに合わせた市民参加の手法を取り入れた丁寧な計画づくりを行い、令和10年度

中の施設稼働を目指します。これまでも市民の皆さんのご意見を頂戴する機会を設けながら進め

てまいりましたが、施設の具体的な内容の検討を進めていく中で、計画段階、整備計画段階とい

った、段階ごとに合わせた市民参加の手法を取り入れ市民意見の反映に努めつつ、丁寧な計画づ

くりを進める必要があると考えております。 

 本日のご説明では割愛させていただきますが、13ページ以降に詳細な検討内容を記載しており

ます。なお、本日お配りした基本方針案の概要を記載した「ごみ見聞録臨時号」を発行して全戸

配布するとともに、10月15日から11月14日までの期間でパブリックコメントを実施し、市民の皆

さまからのご意見をお聞きしていくところでございます。パブリックコメント実施後はご意見を

検討致しまして、令和元年度内の基本方針の策定に向け取り組んでいきたいと考えております。

以上です。 

 

○武内委員 

 防災の関係ですが、近年は大規模な自然災害が発生していて、この前の台風でも各地で大変な

被害を受けたわけですよね。柳瀬川のよもぎ橋でも過去に溢水したと聞いているのですが、例え
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ば１時間に100ミリとか相当な量が降った場合、対応できるのでしょうか。予想外の雨が降った場

合、秋水園の方に水が来ないとも限らないと思うのですが。 

 

○大西（市事務局） 

 この秋水園付近は、東海豪雨を想定とした洪水ハザードマップでは、最大５メートルの浸水区

域となっております。現在、柳瀬川につきましては、下流域の空堀川との合流、その先の新河岸

川との下流からの整備が進んでおりますけれども、今、委員がおっしゃられた、すぐそばのよも

ぎ橋、秋津橋、柳瀬橋については、やはり時間50ﾐﾘ近くになると、道路越水、これは19号のとき

も、最後は道路冠水している状態になっております。 

 確かに浸水域に指定されているということもございますし、先日千葉県東金市の焼却炉が停電

の関係で動かなくなったというお話もありますので、現在、市で基本方針定める中では、21、22

ページに「久米川第13住宅跡地及び秋水園の比較」という表がございますけれども、水害対策と

いうことで、ランプウェイ方式という、よく立体駐車場にあるようなスロープを上っていく形で

かさ上げをすることによって浸水対策が取れるのではないかと計画をしております。それについ

ての建設費が22ページございますが、具体な実施設計はこれからになりますが、今、委員のご指

摘がありましたとおり、やはり昨今、想定外の水害ということも十分想定されますので、安全か

つ安定的にごみを処理するため、このような対策を含めて検討していきたいと考えているところ

でございます。 

 

○武内委員 

 はい、分かりました。 

 

○上村委員 

 ５メートルというと、建物の何階分に相当するのですか。 

 

○大西（市事務局） 

 建物で言うと、２階、３階ぐらいまでの可能性はあります。 

 

○上村委員 

 ずっと浸水しているということではないのでしょうが、一時的にそこまでくる可能性があると。 

 

○大西（市事務局） 

 そうですね。あと、市民意見交換会においてご説明したとき、今年の台風でかなり水没してし

まっているのは大規模河川の堤防決壊で、住宅街が水面とほぼ等しい地域での堤防決壊による水

没被害がかなり多いのですが、当市の場合は、そういった箇所はほどんどないので、先ほど申し

上げた、一時的に川の水量が溢れて道路冠水等があっても、今までのパターンで行けば、雨がや

めばすぐ引くというかたちですので、いわゆる今回の被災地のように、数日間水が引かないだと

か、比較的多摩地域は23区に比べて元々標高が高いですから、そこまでひどい状態にはならない
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かなとは見ておりますけれども、５メートルの浸水が予想される区域ということで対策をたてて

まいりたいと思います。 

 

○志賀会長 

 他によろしいでしょうか。では、アンケート調査の結果をお願いします。 

 

・市民アンケート調査結果について 

○渡邉（市事務局） 

 資料８をご覧ください。ごみ資源物に関する市民アンケート調査結果の報告をさせていただき

ます。 

 現在、報告書の詳細について取りまとめている状況で、大変申し訳ございませんが速報版とい

うかたちで、お伝えさせていただきます。 

 １ページをご覧ください。本アンケートは、令和元年７月１日現在で満16歳以上の方を対象に

市民の方の中から2,000人を無作為抽出し、郵送による調査を行っています。765通の返信があり、

回答率38.3％となっております。 

 ８ページをごらんください。プラスチックごみの減量の取り組みについて、マイバッグを持参

しているという方が最も多く80.7％、マイボトルを持ち歩くが31.4％、そして使い捨てストロー

を使用しない、またラップを使わないで保存容器などを使用するが続いておりまして20％強とい

うところになっております。 

14ページをご覧ください。先ほど、施設整備のご報告をさせていただきましたが、問８で新し

いごみ処理施設の整備に向けた基本方針策定の取り組みの認知をお聞きしており、知っている方、

ある程度知っている方まで含めて14％程度という状況でした。 

 16ページです。ごみ処理施設は市単独で処理を行う施設として、秋津町の秋水園内での建設を

予定していることについては、８割以上の方が、よく理解できる、理解できるとの回答をされて

おります。 

 18ページです。施設整備関係に関連しまして、エコセメント化事業の認知度については、知ら

ないという方が多く、聞いたことはあるが内容はよく知らないという方まで入れると、８割を超

える方がこの事業をご存じでないということが分かりました。 

 20ページです。新たなごみ処理施設での処理の方式について、現在と同じごみを焼却する方法

で、発生する余熱についても有効活用できる施設とすることについてですが、よく理解できる、

理解できるまで含め、８割強の方が、理解できるとご回答いただいます。施設整備の関係はここ

までとなります。 

 26ページ、27ページです。市のごみの分別で迷うものについては、迷うものがあるという方が

６割弱程度いらっしゃいます。続いて、迷うものの具体例を記入していただいており、 例えば、

容器包装プラスチックなのかそれ以外のプラスチックなのかの区別が分かりにくい、汚れが取れ

ない容器包装プラスチックはどうやって出したらいいのか、どれぐらい汚れが取れれば容器包装

プラスチックとして出せるのか、といった内容が多い傾向にありました。こちらにつきましては、

「ごみ資源収集カレンダー」や、今後の周知に活かしてまいりたいと考えています。 
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 33ページ、普段のごみの出し方の新聞に関する箇所ですが、新聞販売店による回収の割合が最

も多く29.8%、また新聞を取っていないという方も24.3%となっています。先ほどのごみ量の推移

に関する説明で新聞の減少についてお伝えしましたが、こういったところも背景として捉えられ

るかなと考えております。 

 47ページです。生ごみに関しまして、自家処理を行っていないという方が多く73.1％、逆に何

らかの方法で自家処理を行っている方は13.3％でした。これを高いと取るのか、低いと取るのか

というところはありますが、10％は超えているという結果でした。 

 49ページです。生ごみの自家処理を行っていない方の理由ですが、一番多いのが、場所がない

67.3%、続いて、においや虫など衛生面が気になるが42.4%でした。やはり場所の問題が一番ネッ

クになっていることが分かりました。 

 51ページです。最後に市の取り組みの認知度について、知っているものはないが一番多く

33.6％、また、廃棄物減量等推進員さんの活動推進、出前講座の認知が低く今後の課題だと考え

ています。簡単ですが、私からは以上です。 

 

○志賀会長 

 市にとっては、結構ショックな部分もありますね。様々な手段で、広報されていますがなかな

か難しいですね。まだこんなにも知られていないのかと。審議会でも委員の皆さんにお知恵をい

ただいてきましたが、本当に知っていただくのは難しいと、つくづく思いました。 

 またこの報告書はゆっくり見ていただいて、今編集中だそうですから、自由意見の詳細につい

ても参考になるのがあるかもしれません。  

 

６ 閉会 

○志賀会長 

 では、長丁場ご苦労さまでございました。以上で本日の審議会を終了させていただきます。お

疲れさまでした。 

 

 


