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会 議 録 

 

会議の名称 令和元年度第２回 東村山市廃棄物減量等推進審議会 

開催日時 令和２年２月19日（水）午後２時30分～午後４時45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・加藤

宣行委員・紺野琢生委員・中根晶子委員・秋本幸子委員・上村麻

弓委員 

（事務局）大西岳宏（資源循環部長）・肥沼卓磨（資源循環部次長）・田

口輝男（ごみ減量推進課長）・戸水雅規（廃棄物総務課長）・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 

糠澤琢朗・石垣歩 

●欠席者：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 

１名 

会議次第 １ 開会 

 

２ 議事 

 議題１ 東村山市一般廃棄物処理基本計画実行計画について 

・令和元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

況及び令和２年度同計画（案） 

 議題２ 次期東村山市一般廃棄物処理基本計画の策定について 

・基礎調査の報告 

・個別施策の評価と今後の方向性（案） 

・課題の整理（案） 

 

３ 報告 

 ・ごみ処理施設整備基本方針について 

 

４ 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 

・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。お忙しい中ご参加いただきましてありがとうございます。本日は議題が多

いため効率よく進めてまいりたいと思います。 

 それでは、令和元年度第２回東村山市廃棄物減量等推進審議会を開会いたします。 

 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、次第のとおりで、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】 

 

〇志賀会長 

ご異議がないようですので傍聴を認めたいと思います。 

 

【傍聴者入場】 

 

２ 議事 

○志賀会長 

 それでは、議事に入ります。 

 議事の議題１について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

〇小山（市事務局） 

 資料１にそって、令和元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と令和

２年度実行計画の説明を致します。委員の皆様からご意見等を頂戴し、次年度実行計画内容につ

いてご承認いただければと思います。 

 

基本方針１ 発生抑制・排出抑制、再使用の推進 

(１)発生抑制・排出抑制に関する取り組み 

①食品ロス削減の取り組みの推進については、3010運動やフードドライブ等のイベントを通じ

食品ロスの啓発を行ってきました。令和２年度においても、イベント等により啓発を引き続き行

ってまいります。また、ごみ・資源カレンダーに記事を掲載し啓発を行ってまいります。 

 ③生ごみの自家処理の促進については、生ごみ減量化容器補助台数の数値目標120基に対し12

月時点で22基となっています。今年度はミニ・キエーロや段ボールコンポストを紹介し、取り組

みを進めました。令和２年度の取り組みとしては、自治会を通じた生ごみの減量や、減量化容器

補助の呼びかけを行っていきたいと考えております。 

 ④集団資源回収の推進については、集団資源回収参加団体数の目標数値148団体に対し、12月

時点では147団体となっておりますが、１月に１団体増となったため、今年度の目標は達成され
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ております。来年度についても参加団体数を増やす努力を行っていきたいと考えております。 

 ⑥リサイクルショップ活動の拡充については、数値目標のリサイクルショップ入館者数は達成

に向け順調に推移しております。令和２年度については、アンケートにより市民ニーズに合った

講習会を開催し、多くの方々の来館をいただけるよう取り組みを進めてまいります。 

 ⑨事業系ごみ（民間収集分）の排出指導については、数値目標の抜き打ち検査を第４四半期に

４回実施予定であり目標達成の見込みです。また、検査によりリサイクルできるものがあった場

合には、排出事業者や収集運搬事業者への協力依頼をしていきたいと考えております。 

 ⑪店頭回収の拡大については、市内のほぼすべての大型スーパー等で既に実施されている状況

にあり、更なる拡大は大変難しい状況にあります。また、自動販売機脇回収ボックスについては、

今年度は設置状況調査を行っており、回収ボックスの設置率の数値目標は達成されています。令

和２年度は、調査結果をもとに回収ボックスが設置されていない自動販売機の設置者に設置依頼

を行ってまいります。 

(２)再使用に関する取り組み 

①フリーマーケット、不用品交換の推進（不用品交換）について、数値目標の交換成立件数は

現状29件と目標達成は難しい見込みです。交換申し込みをされている方は多くいますが、原因の

一つとして写真掲載がないため成立件数増につながっていないものと捉えていますので、できる

限り写真の提供を求めてまいりたいと考えております。 

 

基本方針２ 合理的な収集と資源化の推進 

(２)資源化の推進に関する取り組み 

 ①生ごみの資源化の推進について、生ごみ集団回収参加世帯数の数値目標455世帯に対し現状

134世帯と横ばいであり、目標達成は難しい見込みです。今年度は回収事業参加者にアンケート

を実施し、アンケート結果を踏まえ事業の方向性を検討しました。令和２年度では、令和元年度

の検証結果と参加者意見を踏まえ、参加者へ事業の今後について報告し、事業の円滑な移行を進

めてまいりたいと考えております。 

 ②使用済小型家電の資源化の推進では、今年度新たに使用済みインクカートリッジの拠点回収

を開始いたしました。 

 

基本方針３ 安全で確実な処理体制の構築 

(１)安全で確実な処理体制の構築に関する取り組み 

③ごみ処理施設更新の検討について、今年度は市の考え方を整理し、市民説明会やイベント時

のパネル展示、パブリックコメント実施により、東村山市ごみ処理施設基本方針を策定いたしま

した。令和２年度は、基本方針のもとに、ごみ焼却施設の基本仕様や施設配置などの骨格を定め

る「（仮称）東村山市ごみ焼却施設整備計画」の策定に向け検討会を設置して検討を行うととも

に、秋水園周辺住民をはじめ幅広く市民の意見を伺う機会を設けながら取り組みを進めてまいり

たいと考えております。 

 ④災害発生時の対応に向けた取り組みの推進では、今年度は台風15号、19号、21号と大きな被

害をもたらした台風があり、台風19号では河川が氾濫して大きな被害を受けたことにより環境局

関東ブロックが支援体制を組み、多くの自治体に派遣要請があったため、本市も資源循環部から

茨城県大子町と常陸太田市への職員派遣を決定しました。現地では、仮置場の運営業務に従事し
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ました。また、災害廃棄物処理基本計画をもとに資源循環部内で図上訓練を実施いたしました。

令和２年度は、災害廃棄物処理マニュアル作成に向けた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 

 ①啓発活動の推進について、新たな情報発信として、資源循環部公式ツイッターの運用を開始

し、情報提供及び啓発を行いました。 

 ③集合住宅の排出指導強化について、排出指導回数の数値目標15回に対し現状11回の排出指導

を行っております。この目標については、指導回数が少ないほど分別が徹底され排出状況が良い

ことを示すものであります。取り組みを継続し、管理会社やオーナーと連携し啓発活動を進めて

まいりたいと考えております。 

 ④学校への出前授業等の実施について、実施校数の数値目標21校に対し現状では16校となって

おります。小学校では概ね全校実施しているのですが、中学校ではカリキュラムの都合により時

間の確保をすることが難しく、現状では実施できる見込みがありません。令和２年度も実施を働

きかけ、取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 

基本方針５ 市民・事業者との協働 

 ①廃棄物減量等推進員の活動推進について、本年度は二ツ塚最終処分場の視察研修や、各種イ

ベントへの参加をお願いし、推進員と協働で啓発を行いました。また、３月発行の「ごみ見聞録」

に推進員活動について掲載する予定です。令和２年度も、必要な知識の習得の意味で情報提供や

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。ご意見等を頂戴できればと

思います。 

 

〇志賀会長 

 ただいま事務局から説明がありましたが、委員の皆様からご意見等ありましたらお願いしま

す。 

 

〇秋本委員 

 ４頁の⑪店頭回収の拡大（自動販売機脇回収ボックス）についてですが、設置率の数値目標を

大きく上回って達成しており、非常によいと思います。未設置の自動販売機に対してですが、設

置依頼という形ではなく、もう少し強い指導ができないものでしょうか。設置されている箇所と

の不公平もありますし、回収ボックスがない場所ではそのまま路上に廃棄されている例もありま

すので、景観や環境面への配慮からもいかがでしょうか。 

 

〇田口（市事務局） 

 この取り組みは長く行ってきましたが、なかなか設置していただけない事業者の方にお話をさ

せていただくと、他のごみを投棄されてしまうため、以前は設置していても撤去してしまったな

どのお話もあり、なかなか100％の設置まで進めていくのは難しい部分もあります。そういった

個別の事情がある中で、さらに強い指導といったところまでは出来ないと考えておりまして、出

来る限り協力をお願いしたいというお話を繰り返しさせていただいているところです。 
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〇細渕副会長 

 関連して、私も自動販売機と回収ボックスを設置していますが、結構、家庭から出たようなご

みが捨てられていることもあります。桜の時期などは、お花見が終わったあとのごみが回収ボッ

クスに捨てられることもあるので、こういうことがあるとやはり悩んでしまうのだと思います。 

 

〇中根委員 

 推進員として回収ボックスの調査をしているのですが、同じ回収ボックスでも、とてもきれい

に管理されている日もあれば、溢れかえってしまっている日もありますので、設置者の方も維持

管理される方も苦労されているなと思います。資料２のアンケート調査結果を見ると、資源物の

出し方で、自動販売機脇回収ボックスに出しているという方はかなり少ないですよね。私も調査

しながら、この自動販売機で買ったとしても、同じ場所では出さないなと思いながら調査をして

います。また、自動販売機は、災害時の飲料供給や防犯面などで役に立つ面もありますが、環境

のことを考えるならば、少しずつでも減っていくほうがよいのかな、とも思います。 

 

〇秋本委員 

 市としては、それぞれ事情もあるので、これ以上、設置率は増えないと考えているということ

でしょうか。 

 

〇田口（市事務局） 

 もちろんこれで終了ということではなく、引き続き依頼は行ってまいります。自動販売機が新

設された場合は当然お願いしますし、以前お話をして設置が難しかった場所についても、時間を

おいて再度依頼するなど、継続的に続けていきたいと考えておりますので、ご理解いただければ

と思います。 

 

〇中根委員  

 ７頁の①生ごみの資源化の推進ですが、令和２年度の主な取り組み内容の部分が、結局どうし

たいのか、何をしていくのかがはっきり分かりにくいのではないでしょうか。 

 

〇渡邉（市事務局） 

 分かりにくい表現となっており申し訳ありません。これまでのご審議や前回の説明の中でも、

費用対効果等の面から事業継続の難しさに触れられてきたところですが、今後の取り組みの方向

性として、本日の二つ目の議題である、新たな基本計画の策定に向けた検討の中で、詳細な説明

をさせていただければと思っております。 

 

〇志賀会長 

 ほかにご意見等よろしいでしょうか。では、次の議題に入ります。一般廃棄物処理基本計画の

策定に関する議題ですが、まず、基礎調査結果がまとまったとのことで、その説明をお願いしま

す。 

 



6 

〇渡邉（市事務局）  

 私から基礎調査結果基礎調査のご報告をさせていただく前に、前回審議会でご指示のありまし

た、東村山市総合計画の策定状況についてご説明します。 

 

第５次総合計画について 

市では第５次総合計画の策定を進めており、この度、基本構想案がまとまりましたので、こち

らにつきパブリックコメントを実施しております。お配りしたのはパブリックコメント資料で

す。１頁をご覧ください。ご案内のとおり、東村山市の人口は、全国的な人口減少を背景に平成

23年の７月をピークに減少に転じております。この大きな転換期を迎える中で、引き続き東村山

市が将来にわたってまちの魅力を維持、向上していくために、これまでの成長を前提としたまち

づくりの発想を転換して、長期的な変化を見据えた、未来起点でのまちづくりを考えていくこと

が重要とうたわれております。資源循環分野、環境分野におきましては、持続可能性というキー

ワードは今に始まったことではなく、現行の基本計画の中でも基本理念の中で触れられているも

のではありますが、まちづくりという視点の中でも持続可能性が意識されるようになったという

ところです。 

 11頁をご覧ください。人口の将来推計がされており、総人口は2050年（令和32年）には約12.4

万人になると推計されています。一般廃棄物処理基本計画では、この人口推計をもとにごみの排

出量推計を行ってまいります。また、65歳以上の老年人口は、2050年（令和32年）には、人口全

体の約40％を占めるようになり、それに伴い高齢者の単身世帯や、認知症・要介護の方が増加す

ると予測されています。 

 20頁をご覧ください。基本構想において目指す将来都市像が「みどり にぎわい いろどり豊

かに 笑顔つながる 東村山」とされています。これを実現するための基本目標が定められてお

り、資源循環分野につきましては、23頁の基本目標３【くらしの質の向上】の中の「地球環境に

やさしいくらしをしている」とされています。総合計画については以上です。 

 

市民アンケートについて 

次に、基礎調査についてです。資料２をご覧ください。市民アンケート調査につきましては、

前回、速報版でご説明をしておりまして、その追加分の補足になります。 

 54頁をお開きください。問22の市のごみ・資源の出し方、減量・再資源化の取り組みについて

のご意見・ご要望等を記入していただく設問です。現行基本計画の基本方針別に回答を整理しま

した。日頃の取り組みや様々なご意見の他、普段の取り組みに対しての感謝の声も頂戴しており

まして、少し紹介をさせて頂きます。68頁（５）市民・事業との協働、その他の項目で、収集委

託業者、市に対するご意見・感謝の声をいただいております。また、70頁では、本アンケートの

実施について、ごみ問題について考えるよい機会になった、アンケートに選ばれて良かった、と

いったお声も頂戴しており、市民意見聴取のため実施した調査でしたが、環境学習的な意味合い

の効果も得られることができたのかなと、感じているところです。 市民アンケート調査の報告

は以上です。 

 

ごみ排出状況調査について 

 次に、ごみ排出状況調査についてです。 
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 １頁をご覧ください。調査方法ですが、排出ごみの特徴により市内を10の地域に分けて、約

1,000世帯から排出ごみを回収し分析しました。これまで、ピット内に投入された燃やせるごみ

の組成分析調査は実施しておりましたが、ピット内の水分移りや家庭系ごみと性状の異なる事業

系ごみも混入しており家庭ごみの実態把握が難しかったため、本調査では排出されたそのままの

状態のごみ回収し分析しております。２ページをご覧ください。本調査は排出状況の実態を把握

することを目的としたため、排出が不適切で通常時には回収しないようなごみも調査期間中に限

り、回収しました。回収にあたりましては、東村山市環境整備事業協同組合様にご協力いただき

ましたこと、この場をお借りして感謝申し上げます。 

８頁をご覧ください。燃やせるごみの分析結果です。燃やせるごみのうち、分別が適正であっ

たものの割合は79.7％でした。この中で一番多くを占めているのが厨芥類43.5％、次いで紙類も

多く含まれておりました。一方、分類が適切でなかったものの割合は20.3％で、内訳は分別すれ

ば本来は資源物として回収できるはずの資源物が11.2％、不燃物が8.1％などです。資源物の中

では雑紙が多く、不燃物の中では汚れた容器包装プラが多く含まれておりました。 

 ９頁では詳細な内訳を記載しています。加重平均により求めた組成割合から分析項目別で発生

量の推計も行っています。 

 15頁をご覧ください。次に、燃やせないごみの結果です。分別が適正であったものの割合は

76.1％でした。一方、分別が適切でなかったものは合計で24.3％でした。収集不適物が11.0％と

多く、これには、本来粗大ごみとして出すべきものが不燃ごみの中に入っていた例が多くありま

した。16頁はその内訳です。 

 24頁をご覧ください。食品ロスについてですが、食品ロスは「手付かず食品」「過剰除去」「食

べ残し」の３つに分類されます。本調査では、過剰除去部分については、過剰除去であるかどう

かの判断が難しいことから、国の調査手順書にのっとり、その他の不可食部分と合わせて「調理

くず」として分類しました。 

 28頁をご覧ください。調査により、市内の家庭から年間約2,231トンの食品ロスが発生し、１

人１日当たりに換算すると40.5グラムになることが分かりました。内訳は、「食べ残し」が約半

分で、全く手が付けられていなかった「手付かず食品(100％)」が14.0グラム、残存割合が50％

以上100％未満の「手付かず食品(50％以上100％未満)」が6.8グラムで、全国平均より少ない結

果でした。 

 最後に31頁をご覧ください。今後の課題ですが、一つ目が燃やせるごみの中で多くを占める生

ごみ・食品ロスの減量について、二つ目が分別を徹底すれば資源化できるものの再資源化の推進

について、三つ目が容器包装プラスチックの適正な分別と減量についてです。容器包装プラスチ

ックについては、これまで量として把握していたのは指定収集袋での行政回収分のみでしたが、

本調査により、燃やせるごみと燃やせないごみの中に含まれる分についても大まかな量と割合を

推計することができました。合計すると年間約4,176トンと大変多く排出されていることが分か

りましたので、これについても減量に取り組んでいく必要があるものと考えます。排出状況調査

については以上です。 

 

未来を考える３Ｒワークショップについて 

 資料４の未来を考える３Ｒワークショップ実施報告書についてです。 

 １頁をご覧ください。本取り組みは、市民・事業者の皆さんとこれからのごみ減量について考
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え、直接的にご意見を頂戴することを目的に実施をしております。実施内容ですが、第１回「プ

ラスチックごみを考える」、第２回「食品ロスを考える」、第３回「脱使い捨てでいこう」と各

回でテーマを設定し、講師によるご講演の後、グループに分かれ、普段どのようなごみが発生し

ているか、どのようにしたら減量していけるかについてご意見を頂戴しました。参加者募集に当

たりましては、市報、ホームページ、ツイッターやフェイスブックといったＳＮＳ、ごみ分別ア

プリ、公共施設でのチラシ配布、自治会回覧など、あらゆる手段により募集いたしましたが、当

初の想定参加者数には到達せず、非常に苦戦し努力不足であったと認識しております。委員の皆

様にも、参加者募集のご協力や、当日のご参加など多くのご助力をいただきまして、誠にありが

とうございました。 

 各回の詳細な説明は割愛させていただきますが、講師の先生の講演や、グループワークでのご

意見などは、私たち職員にとっても学びとなる部分が大変多く、計画策定のみならず今後の取り

組みに活かしていける内容であったと考えております。 

 長くなりましたが、本年度行いました基礎調査の報告は以上でございます。 

 なお、以上の調査につきましては、基礎調査報告書として製本したものを３月中に公表する予

定です。完成いたしましたら委員の皆様にもご送付させていただきます。 

 

〇志賀会長 

 基礎調査のご説明が終わりました。私から確認ですが、排出状況調査の中で収集不適物とあっ

たのは、具体的にどのようなものでしょうか。 

 

〇渡邉（市事務局） 

 資料３の６頁をご覧ください。分析項目の定義を載せておりまして、指定収集袋で収集しない

ものを含めた市が収集しないものとしています。例えば、家電は10リットルの燃やせないごみの

袋に入るものであれば収集しますが、それ以上の大きさのものや、中身入りのスプレー缶、ガス

ボンベ、土、石などとしています。これらは、民間の処理業者へ依頼いただくよう案内しており

ます。 

 

〇加藤委員 

 資料３の31頁、今後の課題の中の「３ 容器包装プラスチックの適正分別と減量」で、燃やせ

るごみには容器包装プラスチックが6.9％混入しているとあり、これを分別して資源化しようと

いうことですが、結局これは、容器包装プラスチックとして排出したくても、きれいに洗うこと

が難しいなどの事情があって、燃やせるごみとして排出しているという可能性が考えられます。

この割合は、やむを得ず出されたものも含めたものなのでしょうか。もちろん、分別していただ

くという努力は進める必要があるものの、中には出来ない可能性もあるのではないでしょうか。 

 

〇渡邉（市事務局） 

 本来、汚れたプラスチックは燃やせないごみとして出していただくのが市の排出ルールです

が、調査してみると、燃やせないごみとして適正に排出されている量よりも、燃やせるごみに混

入していた量の方が多いと推察される、というのが事実です。 

 加藤委員のおっしゃったとおり、適正な排出は引き続きお願いしていくのですが、現状がこう
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いった排出状況である点については、事実としてきちんと押さえた上で、今後の取り組みを考え

ていく必要があると考えています。指導によってこれを全て解決するのは無理だと考えます。 

  

〇大西（市事務局） 

 今回の調査結果により、我々もはじめて、汚れた容器包装プラスチックの排出実態をつかんだ

中で、総合計画の説明の中でも超高齢化社会について触れさせていただきましたが、高齢の方の

中には分別が難しくなってきたなどの話もいただいているところではありますので、これまで市

が目指してきた方向性は踏襲しつつも、今後の社会情勢の中でどういういった方法で適正処理を

進めていくか、いきなり方向転換ということはないと思いますが、基礎データを元に、委員の皆

様のご審議等の意見を賜りながら我々も検討してまいりたいと考えております。 

 

〇加藤委員 

 弊社は、プラスチックのリサイクルの一翼を担わせていただいている処理工場を持っていまし

て、処理後の品質検査で一度はＤランクになってしまいご迷惑をおかけしたこともあって、改良

を重ねて工場も増設していっているのですが、排出された容器包装プラスチックに混入していた

汚れたプラスチックは洗浄するところもないので、こういった点についての啓発は課題と考えま

す。 

 また、きちんと排出している方と、そうでない方での不平等感はありますので、収集時におい

ての異物混入に対する啓発というのも、やはりやるべきではないかということは意見として言わ

せていただきたいと思います。 

 

〇上村委員  

 今のお話と関連して、容器包装プラスチック搬入後の選別過程で出た、汚れたプラスチックの

量はどれくらいあるのでしょうか。データとして入れておいた方がよいと思いますが。 

 

〇大西（市事務局） 

多い時で３割ぐらいと聞いています。 

 

〇上村委員 

３割ぐらいということは、やはり頑張って分別してくださいと呼びかけるよりも、まとめのと

ころにも書いてありますが、容器包装プラスチック自体を減らすというように施策をシフトして

いった方が合理的かという印象を受けます。是非、次期計画には、容器包装プラスチックを減ら

す取り組みを入れる必要があると考えます。 

 また、市民アンケートについて、やはり「燃やせないごみの収集回数を増やしてほしい」とい

う意見多くあったのですが、燃やせないごみの収集回数と、燃やせるごみの中に混入してしまう

プラスチック量に相関関係があるのではないかと思うんですね。収集回数が増えることによる環

境負荷を考えると悩ましいところではありますが。 

 

〇志賀会長 

上村委員のおっしゃったように、報告書の中に容器包装プラスチックの処理残さ量を加えるこ
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とはできますか。 

 

〇渡邉（市事務局） 

 計量データは把握していますので、最後のまとめのところに追記させていただきます。 

 

〇紺野委員 

 資料３の９頁、燃やせるごみの組成割合についてですが、大分類の資源物の中で、私どもが扱

っている紙類をみると、雑がみが5.1％、ほかの紙類を含めると8.2％という結果となっています。 

 イベント等で雑がみ回収袋を配るなどアピールを続けているのですが、これだけのリサイクル

できる紙類が、まだ燃やせるごみに混入しているということですので、プラスチックごみがかな

りクローズアップされていますが、紙類についてもぜひリサイクルを進めていくことを次期計画

に盛り込んでいただきたいと思います。また、市民アンケートのなかでは、燃やせないごみだけ

でなく、紙類についても収集を増やしてほしいというご意見がありましたので検討していただけ

ればと思います。 

  

〇渡邉（市事務局） 

 紙類は燃やせるごみの中でも、生ごみに次いで多く割合を占めるものですので、特に雑紙を中

心に、減量・資源化は引き続き重要になってくると考えており、市民アンケートの中でも質問を

設定しております。普段、雑がみを分別して古紙として出しているかという質問で、「いつも分

別」と「だいたい分別」を合わせると８割を占めており、多くの方が分別意識をお持ちだという

ことが分かります。分別していないとした方の理由の分析もしており、このあたりを今後の啓発

に活かしていければと考えています。 

 また、収集回数につきましては、環境負荷や財源確保などの難しい問題もあり、ご要望として

真摯に受けとめたうえで、今後の課題として捉えていきたいと考えております。 

 

〇志賀会長  

 アンケート結果を見ると、今の雑紙の部分でも、分別意識は大変高いように感じるのですが、

残念ながらアンケートの回収率は４割に達していないんですよね。お忙しい中、アンケートにご

回答頂いた方は、おそらく市の取り組みに協力的で熱心な方なのではないかと推測されるのです

が、一方で、そのような方々であっても、市の具体的な施策についての認識度を見ると、非常に

低いと言わざるを得ません。これをご回答いただけなかった方も含めて考えると、全体の認知度

はさらに低くなるのではないでしょうか。 

 これまでの審議会においても度々指摘していますが、市の取組をご存じでない方に対して、い

かに情報発信して伝えていくか。難しい課題ですが、これが本当の一番の減量・リサイクルにつ

ながるのだと思います。広報戦略については、次期計画の中でも重要になると考えます。 

 

〇大西（市事務局） 

 ありがとうございます。会長のご指摘のように、広報戦略という部分では、今回のアンケート

でも、分別や排出の仕方など市民の方々にとって、どういう部分が分かりにくいのかなど参考と

なる結果も出ていますので、調査結果を生かしながら啓発や情報提供をしてまいりたいと考えて
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います。 

 今回、我々も衝撃的だったのは、排出状況調査報告書の24頁に食品ロスの写真を掲載していま

すが、調査期間中のみで、これだけの量の全く手つかずの状態のままの食品が廃棄されていたと

いうところで、こういった状況は市民の皆さんはご存じでないと思いますので、３月発行の「ご

み見聞録」でも掲載してお伝えし、食品ロス削減を呼びかけていきたいと思います。このように

工夫しながら啓発等行っていきたいと思っておりますので、是非委員の皆さんからも、「こうい

うふうにしたら、もっとインパクトあるのではないか」などご意見いただければ幸いです。 

 また、今年度は新たに資源循環部公式ツイッターも開始しております。今後も様々な手法によ

る広報を行ってまいりますので、こちらについてもぜひお知恵をいただければと思います。 

 

〇中根委員 

 ちょっとしたことなのですが、現在ごみ焼却施設がない小金井市の住民の方は、ごみ減量につ

いてもかなり高い意識をお持ちかと思うのですが、市の啓発といった取組も学ぶところがあるの

ではないかと思いました。 

 

〇上村委員 

 市民アンケートを見ても、食品ロス発生の理由として、食品を買ったけど忘れていたなど、我

が身を振り返っても思い当たることが多々あるなと思います。生活態度を改めてまで食品ロスを

減らしてくださいというのは、理想とはいってもなかなか難しいと思うので、楽しみながらでき

るようなアクションを仕掛けていくといいと思います。例えば、「防災用に備蓄してあったもの

の消費期限を確認してみましょう」とか、「お家にあった賞味期限切れの食品を写真に撮ってツ

イッターにアップしましょう」とか、ちょっとおもしろいなと思えるような仕掛けがあると、「じ

ゃあやってみようかな」と思ってもらえるかもしれない。 

 

〇紺野委員 

 フードドライブのような形で、常時、不要な食品を持ち込めるような施設はあるのでしょうか。

また、集団回収に似たような形で、例えばご近所で段ボール１つ分、食品ロスになってしまいそ

うな食品を集めて送ったりできる手段はあるのでしょうか。１年に１回のイベントですと、その

時点で賞味期限切れになりそうなものがなかったりしますので。 

 

〇大西（市事務局） 

やはり、食品を扱う以上、安全性の話が出てきますので、常設というのはどこの市もなかなか

できていないようで、現状ではイベントでの実施としています。また、市民レベルで、例えば自

治会などのグループ内で余っているものを交換し合うという形もあるかと思いますが、行政介入

でとなるとかなり難しいかなと思います。 

  

〇上村委員 

 今、フードドライブで集まったものはセカンドハーベストジャパンへ送っているかと思います

が、市内で、例えば社会福祉協議会などの福祉部門で、そういったフードバンク的役割を果たす

ような仕組みはないのでしょうか。 
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〇木下（市事務局） 

 社会福祉協議会との連携につきましては、ちょうど今週初めにご相談へ行ってきたところで

す。現在、社会福祉協議会では年に１回実施されていて、社会福祉法人等で食品を集めて必要と

している団体に分配しているとのことでした。そういった中で連携について検討をしたのです

が、現状としては、社会福祉協議会も年１回の実施といった状況でしたので、今後も引き続き、

市内のそのような活動をされる団体のノウハウを共有しながら、ご相談をしていければと考えて

おります。 

 

〇志賀会長  

 基礎調査によって、これから検討していくべきことが洗い出されてきたかと思います。具体的

な取組については、またこの先の審議の中で、皆様と検討していきたいと思いますので、よろし

くお願い致します。 

 では次に、個別施策の評価と今後の方向性について説明をお願いします。 

 

〇渡邉（市事務局） 

 資料５をご覧ください。現行基本計画における個別施策の評価と今後の方向性の（案）につい

て説明させていただきます。次期計画を考えていく上で、現行計画の振り返りを行う必要がある

ため本資料を作成しました。 

基本方針１ 発生抑制・排出抑制、再使用の推進 

（１）発生抑制・排出抑制に関する取組 

①食品ロス削減の推進 

１頁をご覧ください。排出状況調査により、市内で約2,200トンもの食品ロスが発生している

ものと推計されました。ワークショップの中でも、食品ロスはついうっかり出てしまうのが実情

だというようなお声もありました。現在、他市でも様々な取組が進められていますが、そういっ

た動きも参考に、減量に向けたさらなる取組を進めていく必要があると考えます。 

③生ごみの自家処理の促進 

 現行計画では、生ごみの減量化容器補助により減量を進めるとして数値目標を設定しておりま

すが、先ほどの説明のとおり、目標には遠く到達していないという状況です。ただ、市民アンケ

ートによると、何らかの方法で自家処理を行っている方は１割程度いらっしゃることが分かり、

割合としては決して少ないものではないと捉えています。場所や衛生面などの課題があり、ご家

庭での自家処理に難しい面がありますが、それぞれの生活に合った取り組みやすい方法の提案な

どにより減量を進めていく必要があると考えます。 

⑤レジ袋の削減 

 数値目標として、レジ袋削減協力店舗数を設定して進めてきましたが、33店舗の目標に対して、

直近実績30店舗となっています。継続的な依頼により、市内の大型店舗のほぼ全てにおいて協力

を得られるという状況になってきておりますが、プラスチックごみという側面で考えますと、海

洋汚染が世界的な課題となっており、今後はレジ袋のみでなく、他のプラスチックも含めた減量

に取り組む必要があると考えます。２頁をご覧ください。 

⑪店頭回収の拡大 
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数値目標として、店頭回収実施店舗数を設定し、目標40店舗に対し直近実績で30店舗となって

います。数字の上では目標と離れていますが、市内の大型店舗のほぼ全てにおいて協力を得られ

ている状態にあり、計画で目指してきた姿に近づいています。 

 また、自動販売機脇回収ボックスについては、働きかけにより、設置率は約９割近くとなって

います。近くに管理者がおらず、場合によっては散乱により海洋プラスチックごみの原因となっ

たり、不法投棄の温床になったりという課題もありますが、一定の成果を得たと考えます。これ

まで店舗での回収とは別の取組として回収ボックス設置に注力してきましたが、今後は店頭回収

の拡大と一本化して取組を進めていきたいということで、見直しとしています。３ページをご覧

ください。 

（２）再使用に関する取組 

①フリーマーケット、不用品交換の推進（とんぼ市） 

とんぼ市交換成立件数を数値目標としてきましたが、年間200件の目標に対し直近実績で56件

と未達成の見込みです。市民アンケートのクロス集計結果を見ますと、本事業は比較的高い年齢

層の方に利用されている傾向にあります。インターネットオークションや不用品交換アプリの利

用者と比較すると、若い年代の方はこれらの利用割合が高いものの、本事業の利用割合は低く、

一方で年配になっていくと、この傾向は逆転しています。そういった意味では、本事業について

は、計画目標値には達していないものの、不用品交換アプリの利用が難しいような高齢の方にと

って安心して利用していただける制度として、一定の役割を果たしてきたと考えます。 

基本方針２ 合理的な収集と資源化の推進 

（１）合理的な収集に関する取組 

②資源物の持ち去り防止の推進 

 日常的なパトロールのほか、古紙の戸別回収実施や古紙価格の下落の影響もあり、持ち去り行

為の目撃件数は年々減少しており、ＧＰＳの追跡調査は役割を終えつつあります。パトロールは

推進員さんのご協力により行っており、こちらは継続の必要があると考えます。 

（２）資源化の推進に関する取組 

①生ごみの資源化の推進 

 生ごみの集団回収事業により資源化を推進する施策で、これまで参加要件の緩和や普及啓発に

より働きかけを行ってきましたが、目標数値には未達成の見込みです。こちらにつきましては、

現状の集団回収事業の形での継続は非常に困難な状況にあり、後ほど資料７で補足説明をさせて

いただきます。 

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。 

 後ほど報告事項の中で12月に策定した基本方針についてご報告させていただきます。今後も市

民参加の機会を取り入れながら、丁寧に進めていく必要があると考えます。 

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 

 啓発や情報提供については、資源循環部では「ごみ見聞録」のフルカラー化、「ごみ・資源物

収集カレンダー」の多言語化、「ごみ分別アプリ」のリリース及び多言語化対応、市ホームペー

ジでの情報提供はもちろん、フェイスブック、ツイッターといったＳＮＳの活用や、秋水園の紹

介動画を作成して公開するなど、これまで考えられる限りあらゆる機会を通じた情報提供や啓発
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を実施してきました。しかし、先ほどの志賀会長のご指摘のとおり、事業や取組の認知といった

面ではまだまだ十分とは言えない状況ですので、引き続き、委員の皆様からお知恵をお借りしな

がら、より伝わりやすい手法により継続していく必要があると考えます。 

基本方針５ 市民・事業者との協働 

①廃棄物減量等推進員の活動推進 

市民アンケートにより推進員さんの活動についての認知度が低いということが分かり、地域で

活動していただいていることについての更なる周知が課題です。また、高齢化により担い手が減

少しており、将来的には現状のように全町丁53人の確保は困難になる可能性があると考えます。 

 最後に、各施策における数値目標についてです。枠外に記載していますが、これまでも、「数

値目標と実績値が乖離しており現実的でない」「施策としては目指す姿を実現しているのに数値

目標に到達していないため取組が進んでない印象を受けてしまう」などといった課題について委

員の皆様からも度々ご指摘を頂戴しております。10年間の計画のため社会状況や環境の変化によ

って目標値と乖離する例もあり、次期計画における新施策の検討にあたっては、個別施策への数

値目標の設定については慎重に考える必要があります。 

 

資料７ 生ごみ集団回収事業の検証結果 

〇田口（市事務局） 

 私から生ごみ集団回収事業の検証結果についてご報告をさせていただくとともに、今後の事業

の方向性について説明させて頂きます。 

 資料７をご覧ください。こちらは、令和元年６月と11月に行った当事業参加者の団体連絡会で

ご報告させていただいた際の資料に、結論の章を追加したものでございます。１頁の目次をご覧

いただきまして、１番から４番までは第１回審議会でご報告させていただいた内容と同様でござ

いますので説明は省かせていただき、５番の結論についてご説明させていただきます。 

 ８頁をご覧ください。本事業は平成28年度に東村山市市議会、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り、この

事業を継続するかどうかは、現行の一般廃棄物の処理基本計画最終年度である平成32年度、令和

２年度までに判断すべきと考える」との結論をいただいておりまして、担当所管としてこれまで

事業の検証を行い、令和２年度末の令和３年３月31日をもっての事業終了を考えております。 

（１）社会的背景 

 結論に至る社会背景としては、循環型社会形成推進基本法において、廃棄物の減量に当たり発

生抑制が最優先の取り組みであることが明記されております。また、ＳＤＧｓや食品ロス削減推

進法により、食品ロス削減が重要課題となっているところがございます。 

（２）課題 

 また、当検証において整理した事業の課題といたしまして、（２）で３点の課題を挙げさせて

いただきました。 

１点目の処理経費ですが、回収量減少や委託料の増加などにより処理単価が上昇してきている

ということでございます。この傾向は、参加者の減少などによって今後も続くものと想定され、

参加されてない方と負担の公平性を保つことが一層困難となっていくのではないかと考えてい

ます。 

 ２点目は、新規の登録団体があらわれていないことでございます。日常的に忙しい共働き世帯
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や単身世帯が増加傾向にあり、そういったご家庭では事業参加へのハードルが高いものと考えら

れます。また、３世帯以上で団体を構成するという条件が厳しいというお声もいただいておりま

すが、さらなる参加要件の緩和をしていくことは、処理単価の上昇にもつながるため困難と考え

ております。 

 ３点目ですが、高齢化や世帯人数の減少による生ごみ量の減少などの要因から、実際に参加さ

れている世帯の数が減少しているということがございます。参加者だけでなく、東村山市全体と

しても、老齢人口の割合が上昇を続けており、市全体の平均の世帯人数も減少が続いていること

から、事業への参加世帯数の減少も今後は避けられないのではないかと考えております。 

 以上３点から、今後の事業の継続が困難と考えたところでございます。 

（３）終了時期 

参加者のご協力により、これまで一定の生ごみの減量成果は出ておりますが、以上の社会背景

や課題により、本事業は現行計画が終了する令和２年度末をもって終了させていただきたいと考

えております。当審議会において本日ご意見を賜りました後、令和２年度開催予定の生ごみ集団

回収報告会で参加者の方々へ改めてご報告させていただき、その後約９カ月程度の猶予をもちま

して終了させていただけばと考えております。 

 また、次回の報告会の際に、すぐにほかの事業に移行したいという方もいらっしゃると思いま

すので、そういった方々へは、令和２年度より開始する予定のミニ・キエーロのモニター事業な

ど、他の事業のご案内などもしたいと考えております。 

（４）生ごみ減量の更なる推進 

 本事業終了後の、生ごみ減量の基本的な考え方ですが、生ごみ集団回収事業は終了予定でござ

いますが、燃やせるごみの４割を占める生ごみの減量の重要性に変わりはございませんので、事

業終了後も引き続き、食品ロス削減などの発生抑制を中心としながら、家庭での減量化・再資源

化による排出抑制の取組をあわせて、さらなる生ごみ減量を図ってまいります。より多くの市民

の方が取り組めるような、個々の生活スタイルに合わせた複数の生ごみの減量方法を提案・啓発

してまいりたいと考えております。 

 内容としては、発生抑制として、食品ロス削減の推進、生ごみ水切りの促進に取り組んでまい

ります。また、排出抑制として、個々の生活スタイルに合う生ごみ減量化容器の提案や啓発を行

うとともに、ミニ・キエーロのモニター事業を通じて、生ごみの減量化容器の研究に取り組んで

まいりたいと考えております。特にミニ・キエーロにつきましては、従来、生ごみの減量に参加

することができなかった方々へアプローチするには有効な手段ではないかと考えておりまして、

マンションなどの庭のない住宅にお住まいの方、また、単身などでそこまで生ごみの量が出ない

というような方にも取り組んでいただけるものではないかと期待しているところでございます。 

 最後になりますが、昨年11月に行いました令和元年度第２回の生ごみ集団回収の報告会におき

まして、参加されている方々からいただいたご意見を報告させていただきます。 

 当日は、資料に沿ってご説明をさせていただき、今後の継続は困難であって、現行の計画の最

終年度である令和２年度をもって終了させていただきたい旨をお話しさせていただきました。 

 それを受けて、参加者の方からは「以前はうちのグループも多くの参加世帯があったが、家族

が減った、高齢化でやめたなどで世帯は２世帯しかいない。将来的には全体でもっと減ってくる

と思う。ならば、ほかの減量方法に取り組んでみたい」、「やめるのであれば、令和２年でなく

て今年度でやめたらどうか」、「事業に参加することで生ごみ減量意識が高まっていたけれども、
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終了してしまうのは残念だ」といったご意見をいただきました。当日出席された方には、質疑と

お答えなどを通じて、会の終了後もお話もさせていただいた結果、事業終了についての市の考え

方については概ね理解いただけたのではないかと思っているところでございます。欠席された参

加者につきましては、今回の定例会の内容についてまとめた資料をご自宅にご郵送しておりま

す。 

私からは以上でございますが、委員の皆様のご意見を賜りたいと思いますのでよろしくお願い

いたします。 

 

〇中根委員 

 市民アンケートの報告の時にお伺いすればよかったのですが、実態として、ディスポーザーは

市でどれくらい設置されているのでしょうか。かなり前ですが、市の職員の方から今後、新しい

マンションが建設される際には、生ごみ減量のため、ディスポーザーを設置してもらうようにし

ているというような話を伺ったことがあるんです。今、ディスポーザーを設置して処理も適正に

行っているマンションはあるのでしょうか。 

 

〇肥沼（市事務局） 

 ディスポーザーを売りとしているマンションはあるかと思いますが、市がそれを推奨している

ということはなかったかと思います。 

 

〇中根委員 

 私も、ディスポーザーはマンションでしっかりと処理をしてくれて下水へ流すならよいのだけ

れども、という気持ちがあったもので、わかりました、ありがとうございます。 

 

〇大西（市事務局） 

 当市は下水処理を組合にて広域で行っており、処理側としてもディスポーザー推奨していると

いう話は我々も伺ってないですし、市として新たに新築するマンション等にディスポーザーの設

置を勧めるというようなことも聞いたことがありません。 

 

〇秋本委員 

 来年度１年間は生ごみ集団回収事業を継続するということで、ミニ・キエーロについては研究

段階ということになりますか。 

 

〇田口（市事務局） 

 正式には議会で予算が可決されてからとなりますが、令和２年度にはミニ・キエーロのモニタ

ー募集などを考えています。今、集団回収事業に参加されている方々にもお声がけして実施して

いければと考えています。 

 

○秋本委員 

 では、もう令和２年度から始まるということですね。 
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○田口（市事務局） 

 はい。ただ、ミニ・キエーロは処理できる能力が今の集団回収事業での排出量と比べると少な

いかなという印象ですので、もしかすると思い描いていたものと違うといったご意見もあるかと

思います。生ごみをゼロにするというより、一部でも減らしていくものと考えているところです。 

 

〇上村委員 

 事業の検討では、実施期間など、基本計画に縛られて悩ましい部分もあったかと思いますが、

次期計画では、先ほど個別施策の数値目標の話もありましたが、もう少し柔軟に対応していける

計画になるとよいと思います。新たな取組を検討しても、それを10年間継続しますとなると、慎

重になりすぎる可能性もありますし、多少実験的にやってみる部分といった仕組みが取り入れら

れるとよいと思います。 

 

〇志賀会長 

 生ごみの集団回収事業についてはいかがでしょうか。これまでの課題、費用面での検討などあ

りましたが、これまでご協力頂いた方々に感謝しつつも、事業終了はやむなしということでいか

がでしょうか。 

 

【異議なしの声】 

 

〇志賀会長 

 では、審議会として了承ということで、宜しくお願いします。では、次に課題の整理について

説明お願いします。 

 

〇渡邉（市事務局） 

 資料６をご覧ください。本資料では、これからの取組を考えるため、現状、課題となっている

事項の整理をしています。重複する内容については割愛させていただきます。 

（１）社会状況の変化への対応 

天然資源の枯渇や生物多様性の危機など、地球環境は限界に達しているとも言われ、持続可能

な社会に向け、いま一度、一人ひとりが地球環境への負荷を減らす意識を持って取組を進めてい

かなければならないものと考えます。 

 また、今年度も大規模な自然災害がありましたが、近年、季候変動の影響が顕在化しています。

温室効果ガスの削減といった緩和策についてはこれまでも積極的に取り組んできましたが、今後

は予測される被害の防止・軽減を図るための適応策についても取組を進めていく必要がありま

す。 

 さらに、廃棄物処理行政を取り巻く現状として諸外国の廃棄物輸入規制の影響がかなり大きく

なっており、安定的な廃棄物処理を進めていくため、情報を十分に把握しながら適切に対応して

いく必要があります。 

（５）財政的な効率性 

現行計画にも取り込まれている考え方ではありますが、厳しい財政運営が続く中で、安定して

廃棄物処理を継続していくためには、財政的な効率性にも十分配慮して施策を展開していく必要
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があると考えます。簡単ですが、説明は以上です。 

 

〇志賀会長 

 ご意見などいかがでしょうか。廃棄物処理を取り巻く現状と、基礎調査により把握した内容を

含めて、課題を整理しました。今後はこれをもとに、基本的な考え方や目標などについて検討し

ていきたいと思います。 

 では審議事項は以上とします。次に報告をお願いします。 

 

３ 報告事項 

 以下について報告を行った。 

・ごみ処理施設整備基本方針について報告 

・計画策定にあたっての意見シート記入の依頼 

 

４ 閉会 

〇志賀会長 

 予定時間を大幅に過ぎてしまいましたが、ご協力ありがとうございました。本日の審議会は以

上とします。お疲れ様でした。 

 

 


