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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の 名称 東村山市秋水園リサイクルセンター整備基本計画検討会 

開 催 日 時 平成２１年１１月６日（金）午後２時～４時 

開 催 場 所 秋水園ふれあいセンター 中集会室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）肥沼愼次郎・芦田玲子・小島秀明・有山孝・肥沼誠司・ 

      渡辺孝雄・市川忠文・小池紀枝・小野内雅文・福岡美興 

      小松恭子・鈴木佐和子・上原雅子 

（市事務局）市長・西川資源循環部長・新井次長・当麻ごみ減量推進 

課長・田中施設課長 

 

●欠席者：  

傍 聴 の 可 否 
傍聴可

能 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴者

数 
１０人 

 

会 議 次 第 

 

１．開会 

２．委嘱状交付 

３．市長挨拶 

４．委員自己紹介 

５．職員紹介 

６．議題及び説明事項 

（１）ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ整備基本計画検討会要領について 

（２）ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ整備基本計画検討会の傍聴等の確認について 

（３）東村山市秋水園ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ整備基本計画の主旨説明 

（４）その他 

７．委員の抱負 

８．その他 

９．閉会 

問い合わせ先 

資源循環部施設課資源再生係 担当者名 名倉・村野 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線２６３４） 

ファックス番号 ０４２－３９１－５８４７ 

会  議  経  過  

１．開会 

２．委嘱状交付 

３．市長挨拶 

４．委員自己紹介 

５．職員紹介 

６．議題及び説明事項 

（１）ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ整備基本計画検討会要領について 

○司会 新井次長 

要領について説明させていただきます。要領なんですがあえて今回来年の 3 月 31
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日まででありますし、行政的な組織でありませんので規則とかいうことではなく要

領にさせていただきました。この要領につきましては、第１から第９まででござい

ます。特に目的、第１でありますが東村山市秋水園ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ整備基本計画に関し東

村山市と周辺自治会等が共に必要な意見の交換や聴取等を行うことにより、円滑な

計画の策定と推進を図ることを目的とする、ということでございます。それから第

２役割でございますけれども、整備基本計画の策定及び推進に関し意見の交換や聴

取等を行う。第３ 組織でありますが先ほど委嘱状を交付させていただきましたけ

れども 13 人になります。13 人の内訳でありますけれども、１番目といたしまして

秋水園周辺対策協議会を構成する自治会員から８人以内それから一般公募市民４人

以内この公募市民につきましては 12人のかたが応募されました。４人を超過してお

りますので 10 月 16 日ちょうどこの場所でありますけれども、渡部市長参加の下、

抽選させていただきました。それで４人とさせていただきました。（３）であります

けれども今新しい住宅が建っておりますけれども秋津町４丁目 16 番地これはグラ

ン・グレーヌに住所を有する方１人、それで 13人です。それと先ほど部長が紹介し

た資源循環部職員でこの組織を運営していきたいと思っております。任期でありま

すがさきほど委嘱状で申しましたとおり、この委員の任期につきましては平成 22年

3月 31 日まで、短期間でありますがぜひよろしくお願い致します。それから謝礼は

先ほど市長の挨拶にもありましたが、大変恐縮では有りますが無償とさせていただ

きます。7番でありますけれども、この検討会の性格にも関することでありますが、

検討会における議事の経過等は、市長及び東村山市廃棄物減量等推進審議会に報告

するものとする、という形で規定させていただきました。検討会の性格として、遠

い先の将来ではなく老朽化した資源化施設を新しいﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰをどう作っていくの

か整備基本計画を原案にして検討していただいて、そしてそれを固定化して結論を

出すものではなくして、一定の、皆さんの意見集約を行ったうえで市長や審議会に

報告していくこうしたスタンスを取って進めていきたいという考えであります。以

上でございます。以上が検討会実施要領でございますが、何か質問なり意見なりご

ざいますでしょうか。 

○委員 

  この 7条の、東村山市廃棄物減量等推進審議会とはこれは誰がやっているものか。 

○委員  

  大変不勉強で申し訳ないのですが、東村山市廃棄物減量等推進審議会の規則なり 

 要綱なりを今日でなくて結構ですがいただきたいのと、今おっしゃったように、名

前だけじゃなくて学識経験とか市民とか、これは報告してどうなるのか。 

○司会・新井次長 

廃棄物減量等推進審議会でございますが、これは廃掃法、いわゆるその法律に定

められて市町村が設置を義務付けられていて置かなくてはならないことになってい

る。それに基づきまして東村山では廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例で

規定しておりまして、委員は１０名の審議会になっております。次回になりますが、

条例を含めて委員のメンバー含めてご提示していきたいと考えております。 

○委員 

今の進行のさせかたですが司会者の立場は、答えをいう立場でもあるのですか。

今、審議会の中身を聞いているのに、司会者が何故答えるのか。司会者をどのよう

に決めていくのか、一応８回という回数をいわれていますから、そういう中で司会

進行を職員の方がやられるのか、10数名のかたの中から選ぶのか、新井次長の立場

も答えるのなら答える立場としてそういう立場におくべきだと思う。それともう一
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つは、この報告、第７ 報告ですが、以前郵送されてきた整備基本計画ですが、こ

の中身ですが、あくまで、これは西川部長も再三議会でも答えられておられますが、

あくまでたたき台だとおっしゃられている。私どもも、この中身についてかなり数

字的な部分について掘り下げ始めているのです。この中身もですね実際に建物の構

造みたいなものまでわれわれ素人は全くわからないのです。ですからそれについて

は全く議論の対象にならないと思いますし、私どもはﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰという基本計画はい

ったいどういう視点で捉えようとしているのか、基本的な部分のあり方から議論し

たいわけです。だから、単に審議会への報告とはいったいどういうことを意味して

いるのか。この会議はどういう意図で始めようとなさっているのか。そこのところ

を、立場の方が説明いただくことがまずあるのかな。 

○司会・新井次長 

では、今の関係を、部長のほうから。 

○西川部長 

  では、自分のほうからご説明をさせていただきます。まず、このﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰにつき

ましては、現在の廃棄物処理基本計画に基づきまして、焼却炉の施設をどうするか

という問題とﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰをどうするかという問題、この 2点が議論されております。

その基本計画を策定する段階で、基本計画の策定から別の組織を作りまして、秋水

園施設のあり方について検討会を設けました。それについては、専門家と学識経験

者、一般市民の公募枠の中で検討しまして、その中で決まった内容としては 2 点ご

ざいます。１点につきましては焼却炉は、現在の焼却炉を利用し延命化処理をして

いこうということで、おおよそ１０年の延命化をするということが決まっておりま

す。２点目としましては、現在老朽化した不燃物・ビン・缶・ペットボトル等の施

設についての施設整備を早急に行う必要がある、という答えが出ておりまして、こ

れに基づいてﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰの整備計画を検討するという作業にかかっております。です

からﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰの現況処理されているものについて今後どのようにしていくかとい

くことがまず大きな前提としてできています。次にですね、会議の進め方としまし

ては、基本的にはもうすでにﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰを先ほどお話しましたように検討するという

形になっておりますので、ここにつきましては議事進行基本的には新井次長のほう

で進めさせていただき、皆さんからご意見等いただきたいと考えております。それ

と、東村山市廃棄物減量等推進審議会につきましては、廃棄物と清掃に関する法律

第５条にですね、各市町村は廃棄物減量等推進審議会を設置しなければならないと

いう風になっております。それとともに、第６条には廃棄物処理基本計画、法律上

基本はないのでが、廃棄物処理に関する計画を作らなければならないという風にな

っております。今現在は、廃棄物の清掃に関する基本的な計画をこの減量審に現在

資源循環部が委ねておりますので、結果としてその計画の中には、施設整備を含め

た計画を作るということになっておりますので報告という形を取らせていただいて

います。以上です、よろしいでしょうか。 

○司会・新井次長 

  他の方で意見・質問ございませんか。 

○委員 

  今部長から説明があったように、ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰが老朽化してきた、それはやはり実情

に合わせてそこに働いている人たちも雨風にあたる状態でその環境を改善するため

にも大事なんだというそれでﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰを作るという、そしてそういう状況の中で市

側から提供された計画の中で改善すべきものがあれば私どもとして、積極的にご意

見を言っていく、こういうスタンスでよろしいですか。 
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○西川部長 

  はい。基本的にはそれで結構だと考えています。 

○委員 

  私もこの基本計画をいただいて、施設のことをかなり詳しく書いてあるのですが、

それ以前に秋津町というのは、もう５０年近く焼却を含む色々なごみを処理してき

ているはずです。それでまた新しい施設を建てるとなるとあと何十年も処理をして

いくことになると思います。１０数年前の計画から、分散化についてはずっと言い

続けていますが、今まで容リプラ以外はほとんど何も分散化になっていないはずな

んです。もしここで分散化のことを検討していただかないと、ここに出ている数字

は今までの秋水園に持込まれた数字をそのまま来年度・さ来年度積み重ねていって

出されている数字であって、秋津町の住民としてはごみの処理量をできるだけ減ら

してもらいたいというのが長年の願いだと思うのです。そういうことを考えていた

だかないと、秋津町だけは汚い物を持っていけばいいんだ、生きていくとか健康に

暮らしていくには秋津町に持っていけばいいんだと、ひがみではないのだけれど、

そういう風にとりたくなってしまう。ですから、この前６月２７日の説明会でも質

問させていただきましたが、分散化については行政はどのように検討されてきたの

でしょうか、お答えいただきたい。 

○西川部長 

  では、分散化についてはおそらくお話としては９８プランと言われている検討会

の中での内容をお話すればよいと考えますが、それでよろしいでしょうか。 

○委員 

  そのあたりからずっと続いていますよね。９８プランというのはこの秋水園をど

ういう施設にしたいかというところから始まりましたから、そこから続いていると

考えて思っています。 

○西川部長 

  そういうことで、確認をさせていただきたいのは、９８プランまでをご説明すれ

ばよろしいですね。東村山市が過去に市民と行政がどういう形で秋水園の施設整備

を行ったらいいかという計画を検討しております。それが、通称９８プランといわ

れている９８年当時に発行された計画書になっております。その中にはですね特徴

的にいくつかのことがうたわれておりました。その一つとして施設全体を市内全域

に分散化するというものでございます。施設全体を分散化するというのはその当時

はこれをどういう風にという具体的な方法は書かれておりません。それともう一つ

が生ごみの堆肥化という問題がやはりそこにうたわれております。生ごみの堆肥化

についてはおおよそ東村山市で戸建住宅については 2,000 世帯の生ゴミの堆肥化を

しようという風にうたわれております。それと集合住宅は 12,000 戸ですか、12,000

戸の集合住宅につきましては当時都営住宅の建替え計画がありました。その都営住

宅の建替えに合わせて都営住宅に大型の生ごみ処理機を設置して都営住宅の生ゴミ

については、それぞれに設置した機械に投入をして生ごみ処理をしていくように計

画がなされております。それともう一つはですね全体に対する分別の徹底をもっと

していくべきだというようなうかがいかたが９８プランの中にはされておりまし

た。そのそれぞれの計画につきまして、東村山市はまず分別につきましては、皆さ

んご存知のように現在９種類ですか、の分別を実施しております。おかげさまで９

種類につきましては、順調に分別作業は進んでおりまして、成績としては良い成績

になっております。９種類といいましても、最初は８種類で平成１９年１月からプ

ラをスタートした関係から９種類に確かなっているという風に考えております。そ
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れと２点目の、生ごみの堆肥化につきましては、東村山市内のスタートとしまして

はおよそ３箇所という風に考えていいと思うんですが、恩多町にありますグリーン

ランド自治会、それと富士見町にあります NTT 社宅、それと同じく富士見町にあり

ます市営住宅、この３箇所にですね大型生ごみ処理機を設置しましてそれで実験を

スタートしました。まあ残念ながらグリーンランド自治会につきましてはおよそ１

年程度で臭気の問題が一番大きな問題になりますが、大型生ごみ処理機について撤

収の依頼があり、撤収した経過がございます。それと富士見町の NTT 社宅につきま

してはおおよそ４年くらい確か動いていたかと思います。こちらにつきましても、

NTT 社宅の自治会のほうから撤去という依頼がありまして最終的には、設置したのは

NTT の関連会社が設置したものですから、そちらのほうで撤収した経過がございま

す。それと市営住宅は結果として一番長くて、本年の３月まで動いておりました。

ここにつきましては、およそ８名から９名の市営住宅の協力員のかたに協力してい

ただきまして、日々の日常管理をしておりましたが、老朽化とボランティアで作業

していただいていた方たちの都合といいますか、実際にはかなり長くやっていて、

ご高齢にもなって大変だったということで、本年の３月３１日に撤収しております。

そのほかですね、秋水園に大型生ごみ処理機を置いてレジ袋に入れたものを集めて

実験をするという実験を２年から３年続けてきたとか、あるいはそのほかの地域で

も色々な手法でやってきたのですが、結果としてどの生ごみの堆肥化についてもう

まくいかずに現在は、狭山市でやっております５世帯が１グループになりまして指

定した場所に市が委託した業者が週１回取りに行くという、生ごみの集団回収事

業・・・ 

○委員 

  ちょっと、はい、このね、こういうやり方でやっていくんですか、発言は３分以

内とするってね、一方的な説明を求める会議ではないはずなんですよ、もうちょっ

とお互いが意見交換できるような形に持っていかなければ、あなたたちただ説明す

るだけになってしまうのではないですか。 

○西川部長 

  では、短縮しましょう。 

○委員 

  だから、今そういう疑問が出されたという風に受け止めておけばいいじゃない。 

○司会・新井次長 

  ちょっと待ってください。いま、内容に入ってしまっていますが、まだ要領なの    

 で。委員の申し上げられたことを含めて、部長答えていただきます。 

○委員 

  だからもうちょっとキャッチボールできるような中身にしてくれないと、何か一

方的に言われたことに対して反論するような。今までの会議のやり方はみんなこれ

だったんだよ。これじゃ意味ないんだよ、我々来たって。我々も建設的な意見を出

すから、そこに耳を傾けてくれるような形で、この中身を変えてくれなければ、こ

んなことやっても意味がないんですよ。今までこういうことをやってきたことは

我々見ているんだから。 

○西川部長 

  わかりました。 

○委員 

  ちょっと待ってください。委員はわかっていてもわからない委員もいるのですよ。 

 質問した委員の回答を説明しているのだから、聞きましょうよ。 
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○委員 

  それとね、その温度差をどうするかという、議論これから８回くらいやるうちで

問題に対する認識度はすごく違う。その辺が、どうやって皆さんに同じレベルで理

解を進めてもらうか。 

○司会・新井次長 

  今、ちょっと要領の確認なので、内容に入ってしまっているので。要領につきま

しては、確認させていただいてよろしいでしょうか。この形で進めさせていただい

てよろしいでしょうか。この検討会の性格を持って進めさせていただきたいと思い

ます。それで、当たり前のことで大変恐縮なのですが、今日の資料の中に会議のル

ール決め方の（案）があるかと思いますが、委員からのご指摘がありましたが、こ

の４点あくまでも当たり前のことなんですが、ちょっと確認させていただきたいと

思います。まず１番なんですが、委員が発言する場合は、挙手をし司会者の指名を

受けてから、または司会者の指名により、発言する、ものとする。２番目がですね、

他の委員が発言中は、発言を妨げる言動はしない。３番目ですが、発言は３分以内、

３分を目途とする。４番目でありますけれども、これからその他の中でも次回以降

の会議についても説明させていただきますけれども、会議の時間はおおむね２時間

以内とする。という風にさせていただきたいと思っております。これをまず前提と

して、これからの検討会今日を含めて８回ほど展開していきたいと思っております

けれども、いかがでしょうか。 

○委員 異議なし 

○委員 異議なし 

○司会・新井次長 

  それでは・・・ 

○委員 

  ちょっと異議があるのですが、会議の時間をおおむね２時間以内とする、という

ことなんですが、この前ここでやった会議でも、みんな集まってくれたにも関らず

時間ですから解散します、そういうことをいうと、東村山の会議の進め方にものす

ごく反感が出ている。焼却炉があるとかそういうことより、健康だとかいうことよ

りも、気持ちの問題がいらいらしている。今まで市のやり方は、会議は短く、始ま

ったら２時間で終わります、はいもうそれでストップです。それ以上はできません、

はい、解散です。そういうやり方をしているから、この周辺の人たちはみんないら

いらしている。この前 NHK でやっていたが音だとか何か自分の悪いように感じるも

のについては、ものすごく嫌な音に聞こえる。逆に自分が受入れやすい音について

は、ものすごく心地よいものに感じる。今までやってきた市と周辺住民というのは

みんなそういうやり方で段々段々感情がおかしくなっている。そういうやり方じゃ

なくて、みんなが納得できるような色々な質問だとかやっていけばもうちょっとこ

の周辺の人たちも穏やかに協力してやってくれると思う。２時間以内で区切るとい

うのは、多分こういうところで紛糾すると、２時間だからやめます、という風にす

ると、８回の２時間だから１６時間しかないですよと、そういうやりかた。だから、

そういうのはやめてほしい。 

○委員 

  その意見に賛成です。やはり、私は、市長も出席されていますが、さっき私自己

紹介のときにも言いましたが、ワークショップという市長が７２人全員採用でね画

期的なことをやっていただいた経過があるわけです。やっぱりあの中で当初行政側

が準備したのは、８ヶ月くらいの間に８回～１０回位の会議予定だったが、実際は
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倍くらいやった。それはやはり内容が時間の制約があるとか２時間だとかの制約は

当初なかった。要は与えられたテーマに対して市民が自由な討論ができたわけです。

だから、その位その中に皆さんが没頭していって盛り上がった。だから私は今回も

そういうものを期待して、たまたまくじに当たりましたから、いい雰囲気の会議に

変えたいなという意向を強く持っている。私は残念ながら、旧環境部の会議の形態

というのは、どうしてこんな対立するようなばっかりを表に出してくるやりかたし

かできないのか、ここ７～８年ずっと思ってきた。それがここで新しいこういうス

タイルの会議を市長自らが立って始めていただけたというのは、私もすごく期待し

ているのです。だからその辺を私どもも承知で来ていますから、あまり杓子ばった

さっきのようにダーと返ってくるようなそういうものじゃなくて、やはり出た中身

をみんなで揉むような形に、そうするとさっきおしゃってたように、相当認識度に

差がありますからその差をどうやって埋めるのか、ここに参加している１０数名の

お互いがお互いそういう認識に立たないといけない、何か他の人がわからなくても

わかっている人だけがどんどん進めていくやり方は非常にまずいと思いますので、

その辺をぜひ工夫していただきたい。ただ私は、来年の 3 月は区切りは区切りとし

てやむをえないと思いますが、やはり、数だとか時間については余り制約を設けず

に、自主的に勉強会を開くだとかそういうことも積極的に受け入れていただきたい

なと思います。そうしませんと、やはりこれだけの中身を限られた時間で進めると

いうのは、かなりしんどい話ですから。ただ私もかなりそこが、この資料を送って

きていただいてから調べ事やっています。もういきなり今日出さなくちゃいけない

のかなと今感じちゃうんです。だけどもうちょっとゆっくりでいいんじゃないのと

思いますしね。一緒になって考えて、いい物つくろうよと、やはり秋水園だけにご

み処理施設を集中しているのはおかしいんじゃないのという視点、私は富士見町で

すので、私にとって痛くもかゆくもないのですが・・・ 

○委員 

  あの今はそうじゃなくて、会議の進め方で話をしている訳ですから、あなたの演

説を聞いているわけではないのですよ。 

○委員  

  はい。 

○委員 

  それでですね、今、委員のほうから異議ありとのことで、会議というのはやはり

これエンドレスでやるというのは非常に疲れますし、我々も忙しい身ですから大変

なんですね、ある一定の時間を定めるべきだと思うんですよ。定めた中で若干ね意

見が出なかった場合は、やはりそこで 30分ずらすとかということは私も賛成ですけ

れども。最初からエンドレスでやりましょうというのは、それはやはり難しいこと

です。時間帯で 2 時間という限度があるのならば、その中でやはり濃い会話をして

いくことで。 

○司会・新井次長 

  まあ、あくまでおおむね２時間ということで、あくまで目安ということで、そこ

を了承願いたいと思います。 

○委員 

  日にちは。 

○司会・新井次長 

  後ほど、開催日程をお知らせします。 
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○委員 

  開催日程というよりも、そういう忙しい方もいるわけで、今日平日ですよね、ず

っと平日にやる予定なんですか。 

○司会・新井次長 

  ですから、後ほど調整させていただきたいと思います。 

○委員 

  ２時間ですからやめましょうというやり方はしないわけですね。 

○司会 

  はい。一つの議題で継続していたら時間ですからということはなく、その一つ一

つのテーマがありますから、それが終了する形で進行したいと考えております。 

○委員 

  この検討会の性格について、ちょっと確認をさせていただきたいのですが、第７

に報告がありますが、減量審と市長に対する報告と。ということは、この検討会は、

一つの結論を出さなきゃいけないということにはならないんですね。検討の結果が

併記されていなくてもかまわないんですね。 

○西川部長 

  よろしいですか、その予定でおります。 

○委員  

  したがって、最初にリサイクルセンターの施設をこういう風にやりますというこ

とは、我々は決定はできないんですよね。 

○西川部長 

  はい、そういうことです。 

○委員 

  はい、わかりました。 

○司会・新井次長 

  それでじゃ、ルールまで確認させていただいたと思います。次にですね今日の資

料リサイクルセンター整備基本計画を事前に配布させていただいておりますけれど

も、改めまして資源循環部から秋水園リサイクルセンター整備基本計画の趣旨につ

いて、説明させていただきたいと思います。田中施設課長からお願いします。 

○田中課長 

  それでは秋水園リサイクルセンター整備基本計画の趣旨についてご説明いたしま

す。資料は先日お配りしたものを使用し説明いたします。秋水園の施設の中には、

粗大ごみ施設、ペットボトルの減容施設、ビン・缶の減容施設等が、老朽化や機能

低下して、また暫定的な施設として建設されたため、防音とか防臭とかの十分な対

策ができておりません。そこで秋水園の西側の西武グラウンドが宅地化されまして、

平成２１年度から騒音対策といたしまして、不燃ごみ・粗大ごみの処理施設の破砕

を中止して不燃ごみはそのまま破砕をせず民間の処理施設のほうに運んでいるとい

うことでございます。またビン・缶の施設は秋水園敷地の北側のほうにありまして、

騒音等が出ている状況であります。また、ペットボトルの減容施設につきましては、

以前に使っていました車庫を改造いたしましてペットボトルの減容施設として使っ

ております。このような状況でリサイクルセンターという資源化の施設を計画しな

ければならないという現状に立っている状況であります。そこで、お配りしました

報告書について、中身について説明いたしたいと思います。最初に９ページの、表

２－４リサイクルセンター処理対象量の推計というところです、この計画書は参考

資料とさせていただいております。処理でございますが、不燃ごみと粗大ごみ、そ
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れから資源物の中のびん・缶・ペットボトルそれから有害物、乾電池・蛍光管を処

理するようなデータを提示させていただいております。容器包装プラスチックにつ

いては、現状どおり、民間の施設を利用するということで計画しております。続き

ましては１０ページをご覧下さい。表２－５リサイクルセンター処理対象量の推計

について、施設の規模ということで、不燃ごみが日量９．５トン、粗大ごみが１１．

７トン、びんが７．５トン、缶とペットボトルで６．７トン、缶のほうが約３．２

トンペットボトルが３．５トン位です。計画では、現在は缶とペットボトルは別々

に収集しているのですが、今回では施設の中に一緒に集めて処理する考えでありま

すので、缶とペットボトルを一緒にパッカー車で集めて、施設の中で分ける、そう

いうような形になっています。それから、乾電池が日量０．２トン、蛍光管が０．

３トンでございます。続きまして、２６ページでございますが、基本処理方針であ

りますが、不燃ごみ処理では今現在も民間に出している状況でございますので、破

砕機による処理工程を設けないで作業員による有価物を回収しまして、その後民間

施設に持ち出しましてそちらのほうで破砕して処理をする、そのような考えでおり

ます。粗大ごみ施設につきましても同様な考えで、使用できる家具等は、工房のほ

うで修理をいたしまして再使用するような形で、残った物は不燃物と同じように民

間のほうで破砕処理をする。それから、資源物の処理の中で、びんは今までどおり

生きびんも回収しまして残った物をカレットにして５種類に分けて協会に出しま

す。それから、缶とペットボトルは先ほど言いましたとおり、収集方法につきまし

て、戸別の混合収集にしまして施設の中で分類して減量していきたいと思っており

ます。施設の大きさでございますが、添付図面のほうをご覧頂きたいと思います。

添付図１がですね秋水園の今の現況図でございます。２ページ目が建設に伴いまし

て解体とか撤去される部分の図でございます。添付図３が、計画では大体この辺の

位置にこのくらいの大きさの物を作ろうというものです。大きさがですね、幅５３

メートル、長さが９３メートルの３階建ての建物ということで計画しております。

それから７５ページの概算建設費でございますが、解体費が約１億３,８００万円、

表７－１ですが、建設工事費が２３億５００万円、工事監理費が３億５，０００万

円で約２４億７，８００万円で今は考えております。それから、リサイクルセンタ

ーでございますので、循環型社会形成推進交付金の補助をいただくことを考えてお

りますので、約３分の１が、国のほうから交付金としていただけるような形です。

それで、今後のスケジュール、予定でございますが、地域計画ということで、循環

型社会形成推進交付金の交付をいただくための調査・資料作りをしております。そ

れから 3,000 ㎡を越えますと東京都の環境確保条例の関係で、土壌汚染調査を行わ

なくてはならない、その地歴調査を今年度行っております。それから、来年度、廃

掃法による生活環境影響調査を行う予定でございます。それから、土壌汚染の関係

で、埋設廃棄物調査、それから２３年度に設計関係を行いまして、２４年２５年で

解体工事・建設工事を予定しております。２６年の４月にリサイクルセンター稼動

という計画にしております。以上でございます。 

○司会・新井次長 

  整備基本計画に基づき、概略を説明させていただきました。ここから本題に入る

わけでございますが、それに先立ちまして、これからの検討会の日程（案）をお配

りさせていただきたいと思います。今、お手元に配りましたけれども、月２回程度

を目安に開催させて頂きたいと思っておりますけれども、ただし 12月と３月につき

ましては、議会開催月、３月は予算特別委員会もありますので、その月は１回にさ

せていただいております。それから、会場は基本的にはこの秋水園ふれあいセンタ
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ーにしていきたいと思うのですが、何せこのふれあいセンターは稼働率が高くてな

かなか空いている日にちがありませんでした。そのすき間をぬってということであ

りますが、基本的には、今日 中集会室に傍聴が入ると狭いのですが、大集会室を

取ることができました。ただ、１１月２７日につきましては、どうしても空いてい

なくて和室になってしまうのですが、今後の日程の案でありますが、このような形

で、今日が１１月６日でありますけれども、３月の２５日をひとつのピリオドとし

て、このような日程を案として考えております。これに関していかがでしょうか。 

○委員 

  ２７日は和室で、変えることはできないのですか。 

○司会・新井次長 

  ２７日はどうしても変更できない。 

○委員 

  私は会社に勤めております。今日は会社を休んできました。他にも会社勤めの方

もいらっしゃると思います。例えば土・日とかの開催も入れることはできないでし

ょうか。 

○司会・新井次長 

  そのような意見がありましたが、皆さんどうでしょう。 

○委員 

  そうですね、私も会社勤めをしましたから。そういう人がいるのだから土日とか

の開催もしたら。 

○委員 

  土曜日は大丈夫なのですか。 

○司会・新井次長 

  今、これはあくまでもこれからのふれあいセンターの空き具合を見ながら、議会

との関係を含めがら、設定でございますけれども、全部が全部土曜・夜間というこ

とにはならないと思いますので、この８回の中で、何回目につきましては夜間とか

土日だとか、そういう形で設定させていただきたい。２回目が２７日でよければ、

その時又再度提示させていただきたいと思いますが。いかがでしょうか。 

○委員 

  わがままではないのですが、私ひざを痛めていまして、和室はきついです。 

○司会・新井次長 

  そしたらですね、空きが出たかもキャンセル出たかもしれませんので、もう一度

精査させていただいて、２回目については早急に早く皆さんのところへご連絡させ

ていただきます。和室ではない形で。そしたらですね、２回目につきましては、基

本的には周辺の皆さんがいますから、この秋水園ふれあいセンターを有効活用して

いきたいと思っていますけれども。２回目につきましては、ほぼここが満員なんで

すね、満室で。それでやりくりがつかなかった場合には大変申し訳ないのですが、

市役所だとか、公民館だとか他の場所も含めて検討させていただきたいと思います

ですけれども。その日程につきましては会場確保しだい、連絡させていただきたい

と考えておりますが、いかがでしょうか。 

○委員 

はい。 

○司会・新井次長 

  日程につきましては、再度委員の意見を踏まえてもう一度再提示させていただき

ます。それで今議題で、資源循環部から、皆様もうすでに熟読されている勉強され
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ている方もおられるかと思いますけれども、整備基本計画の概略一般を説明させて

いただきました。これから、本題に入っていくわけでありますけれども、今日は一

回目ということでありますので、１３人のかたがた、委員さんは既に思いも含めて

色々ご提案なさっていただいておりますけれども、色々意見ですとかリサイクルセ

ンターに関する考えなどを伺います。 

○委員 

  あの、一番基本に関わる点ですが、・・・ 

○司会・新井次長 

  はい、それで、皆さんひとりひとり話したいという意見も含めて、こちらの委員

さんのほうから、思いだとか気持ちだとか抱負含めて意見を出していただいて、そ

れでも一人５分くらいだと一時間になってしまうので、今日は申し訳ありませんけ

れども、意見を出し切った上で一回目としては閉じさせていただきたいと思ってお

りますが、そのようにしてよろしいでしょうか。 

○委員 

 はい 

○委員 

  今回リサイクルセンターが作られるという事を知りまして、金額もあまりの巨額

で、大きさも川の端からこちらの通りに面するところまでということに非常に驚き

ました。やはり行政がやろうと決めてしまうと、何でも、物事というのは、まかり

通ってしまうんだなと。普段、お金がないないとおしゃっている割には、そんなこ

とないのかなと、痛切に今回は感じています。それで、秋津町に２０何年暮らして

いる身としましては、秋水園の炉から降ってくるものも怖いですし、それから車も、

家の所が搬入車両の出入りのところになっていますので、そういう意味では昔から

ごみ問題に関わっているものですから、少しでも秋水園に持ち込まれる物を減らし

たいなと、なんとか減らせないかなということでやってきまして、今度びんと缶が

わからないうちに、リサイクルセンターの中にみんな入ってしまって結局分散され

なくなってしまった。一時はこれを分散しようという考えもあったので、それに対

する明確な答えがなかったのではないかなと私は思っています。この前の６月２７

日の説明会でも実に簡単に考えたけれどもなかったんだという新井さんがおっしっ

ゃていたのですが、あんな簡単な言葉で済むようなことではなくて、何か方法はな

かったのかな、どの程度考えたけれどもだめだったということをもう少しご説明い

ただけたらなと私は思っています。リサイクルセンターを万が一にも作るにしても、

なるべく小さい物で、音がしないことだとか、そういうことはもちろん大事なこと

臭いがしないことも大事なことなので、作業の方のことも大事なことなので、考え

なければいけませんけれども、とにかく２５億もかけない施設をなんとか考えてい

ただきたい。野球場なんかも非常に手狭ですし、そこへ持ってきてプールまでなく

なってしまう、秋津町というところは何も良い物がなくなってしまうのかなという

気がして。もしリサイクルセンターが少しでも小さくなったなら、そこに木でも植

えていただいて、散策路でも、通れるような所でも有ったらいいのになと思ってい

ます。中で、意見は言わせて頂きます。お願い致します。 

○司会・新井次長 

  それでは、次の委員お願い致します。 

○委員 

  あの、私も今の委員さんと同じようなことを考えているのですが、もう少しごみ

の減量ということに力を皆で注いでいくべきじゃないかと常に思っています。リサ
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イクルセンターのその規模の大きさにに本当に驚いてしまいましたが、昔のように

ジャブジャブとペットボトルをボンボン使う、色々なプラスチック製品を買っては

捨て買っては捨てということを、今、環境問題が随分声高に世界中で言われている

ようになって、だいぶ若い人たちも感覚的に少し変ってきているようなことを、私、

感じていますが。生ごみもそうですけれども、減量化ということをこれだけ皆さん

がある程度意識し始めたにもかかわらず、この表なんかを見せていただくと、結構

ずっと先に行くほどごみがあふれるような形で、書いてありましたが、こうどんど

ん増えていくとは、私は限らないのではないかと。減量化のことでもう少し、市の

ほうでも、皆さんに応援していただけるような、色々な具体的な案ですとか、生ご

みのグループ処理ありますが、ああいうことでもう少し積極的に近所同士でなかな

か声がかけにくいという人間関係もありますので、自治会のほうからでも本気で減

量しようじゃないかということを、声かけていただけたならと思っています。これ

だけ、大きな処理施設が本当に必要なのか、市債まで発行しなきゃいけなくなるよ

うな状況ということ自体、色々な事業を行うときにもビラを印刷するお金もあげら

れなくなっているというひっ迫した状況があると聞いているのに、こんな大きなお

金が本当に必要なのかという風にしみじみ思っております。減量化のことを、その

前に力を入れて考えていただければと思っています。 

○司会・新井次長 

  はい、ありがとうございました。それでは、次の委員お願いします。 

○委員 

  久々のこういう場なので、色々なところ公募に応募しても絶対に当たらないので、

このところ申し込まなくなったのですが、とにかくごみのことなので今回は応募し

てみようということで、久々にこういう会に来させていただいています。私自身も、

非常にごみには一時夢中になっていた時期がありましたけれども、都段階に行った

ところで、全般的に見ると、東村山その時は進んでいたんですね。だけど、帰って

きてみると、今全く一市民になってみて、ちょっとびっくりしている。なぜかとい

うと、平成元年は、ごみ元年だった。燃やさない・なくさないということで、先ほ

どから９８プラン出ていましたけれども、とにかく、本当に全国的に非常に先進的

なごみ処理をする自治体ということで、まあすごい全国からね、西川さんなんかは

まだここにいらしてない頃でしょうけれども。見学が大変多かったんですよね。あ

っという間に、何か、進んだんじゃなくて、逆戻りしているんじゃないかという。

燃やさない・埋立てないというのは、基本だと思うんですけれども、そういう中で

のごみ処理施設リサイクルセンターに２５億と聞いて、またこれ驚いているわけで

す。まして、地方債１５億もね、発行するなんて、じゃなくたって東村山大変なん

でしょと。私も、リサイクルセンターを絶対に建てるなとか、絶対反対などという

そんなことは言いません。やはり、一定な物は必要だとは思います。しかし、ここ

までしなくちゃならないのと、おふたかたおっしゃったけれども、大事な意見おし

ゃっていましたけれども。例えば、まあ少し話が飛びますが、生ごみなんかも、つ

い先日仲間たちが滋賀県の甲賀市に行って来て、いやあ本当にあの堆肥化はすごい

と言っていました。まだ全国に進んだところというのはあって、本当は東村山も進

んでいたんだけれど、さっきお聞きしたら、みんな撤去・撤収とかね言っていまし

たけれども。あのやり方が良いとは思っていません。まだまだやり方があると思っ

ていますけれども。ですから、そういう意味でも今度、リサイクルセンター整備計

画を、やろうとするのに。その次に今度、一般廃棄物処理基本計画の見直しですか、

それがあるんですね。なんかちょっと違うんじゃないのと。そっちがしっかりあっ
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ててね、そういう中で、リサイクルセンターの建設じゃないのって言うね。リサイ

クルセンター建設計画が先にあって、おおもとの一般廃棄物処理基本計画を作る時

に、もう建設計画はあるからということなの。何かこう疑心暗鬼な感じで、ここに

出ているのですよ。何を根拠としてやられていくのかなという、実際、あれは見直

さないのだと。あれは立派なもんだ。あれに基づいて、今度はこれをやりたいとい

うのならわかるけど、あれ自体はもう見直そうというのは、本当にその時期だと思

うんですけど。まあそういう意味で、私たち市民が本当に参加するのは、無償でも

何でもいいんですけど、自分たちの問題だから。だけれど、有意義、有効的な審議

を進めたいなと思ったときに、ここがどうなっていくのか、何を根拠としていくの

かということを、もう少しはっきりさせていかないと、会議は踊るじゃないですけ

れど、本当に、空中分解してはならないなとすごく感じています。まだまだ言いた

いことはありますけれど、あまり一人が言ってはあれですので、会議の中で言って

きます。 

○司会・新井次長 

  最初ですから、どうぞ。 

○委員 

  いや、いいです。 

○司会・新井次長 

  次の委員のかた、お願いします。 

○委員 

  私もですね、基本的にリサイクルセンターの、今新しいものを作ろうとする発想

は、私も基本的にはやらなくちゃいけない課題だと思うんです。それは、さっき市

長もおっしゃったように、老朽化だとか、ふさわしい施設にしたいというその希望

はよくわかりました。ただいつの時期なのかという所については、大変やはりお金

の問題がありますし、それからやはり私は富士見町から来ていて、やはり秋水園と

いうのは、機能的にはできる限り縮小化を図る方策があるのではないかと、やっぱ

りその辺を今回のリサイクルセンターの計画には入れなければいけない。やはり、

リサイクルセンターという一つの箱物ですから、１０年先に使えなくなるというも

のにするわけにはいかないのですね。そうすると２０年３０年という少なくても時

間を読まなくてはいけない。だからそういう中で、先の委員もおっしゃっていたよ

うに、一方で来年さ来年かけて、炉の改修があるわけなんですね。これも１７年だ

か１８年の調査研究会の中で、とりあえず１０年後にどういう技術革新がおこるか

わからないから、とりあえず改修しようという提言がされたわけですね。それに基

づいて、実施が始まるわけです。やはり今は単純な炉ですから、単なる焼却炉なん

です。だけど今作っている炉というのは、ほとんど熱回収だとか色々なその熱を無

駄にしない当然そういった施設というものが今建設されているわけです。そうする

と将来この炉を作るか作らないかという議論はありますけれど、仮に作るとした場

合、じゃあそこで発生する電力だとかそれから熱だとか、そういうものの利用とい

うのは、このリサイクルセンターで利用できないのかな、またそれにそういったも

のを利用するのには大掛かりな設備投資いるわけですよね。そうすると、私は一般

廃棄物処理基本計画が２３年度から１０年計画、ちょうど私１０年前の古いのを持

っていたのですが、１８年度の折り返し点で書き直しされてます。それからその後

調査研究会の提言も出てきています。ですから、これにこだわる理由ないわけです

けど、また５年後、次を作らなければならない時期に来ているわけなんですね。こ

れは市長もそういう認識を持ってらっしゃるので、なぜ、先の委員もおっしゃって
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いたように、これとドッキングさせるような検討にもっていかないのかなと、その

辺が私もですねこう、リサイクルセンターの建設計画についてはですね、非常にあ

の素直な疑問です。ですから、そこのところを、ぜひなんとか方向性をですね、こ

の後引き続いてまた一般廃棄物処理基本計画のその準備が出てきますから。そこの

ところにこれをどう結び付けていかれるのか、そこを大いに私たちも知恵を出した

いなと思います。それともうひとつ先ほど別の委員がおっしゃっていましたけれど

も、発生抑制ですね、やはりごみというのは、１０年で終わりじゃないわけですよ。

人間が住んでいる限り、誰しもが多大なごみ出しているわけです。そうすると、や

り方も時代と共にどんどんどんどん変ってきている。例えば、容器包装リサイクル

法も平成７年にできまして、平成１８年に制度を作り直しているわけです、法律改

正しているわけです。それによって新しい動きが出てきて、東村山市でも容器包装

一生懸命やった結果、２０年度には４，６００万円なんていう予定もしていなかっ

た金が転がり込んできているわけです。そういうような、考えられない変化がどん

どん変化がでてきているわけです。そうすると私は、この計画もですね、これは本

来的な中身ですからこの後機会ある時また改めて言いますけれど、こういう現在の

ままを単純に移行するような計画で果たしてよいのかという、ここのところが私の

２つ目の疑問です。時間がありますから次のかたどうぞ。 

○司会・新井次長 

  今日、どうぞ。 

○委員 

  いや、いいです。時間の制約がありますから。 

○司会・新井次長 

  そしたら、次の委員のかた、よろしくお願い致します。 

○委員 

  はい。私は、先ほども申しましたとおり、今年の夏頃に引っ越してまいりました。

その後、家のポストにこの検討会の委員募集の紙が入っていて、隣の施設のことで

すし、こういう計画があるということで、皆さん環境汚染・大気とかちゃんと考え

てあるとは思うんですけど、興味がありましたので参加させていただきました。計

画されている建物は非常に大きい物ですけれども、みなさんおっしゃっていること

ですけども、金額も、例えば個々人がごみの減量ということが進めば、このような

大きさはいらないということだと思いますけれども。子供たちにむけて、これで大

丈夫かと。そういった多角的な視点で参加させていただきたいと。 

○司会・新井次長 

  はい、ありがとうございました。次の委員のかた。 

○委員 

  私は、このリサイクルセンターができることと２５億円という金額にまず驚きま

した。そんな巨大なものが必要なのかと、まず思いました。そして、皆さんもそう

であるかと思うんですが、秋水園にごみを持込まないようにするということを、皆

さん努力してもらいたいように願うんですね。生ごみは別にしても、これからリサ

イクルしていくびん・缶の収集ですけれども、最初の頃は、色別に白とか茶色とか

分けるような形で出していましたけれども、今は、もうまとめて回収していますよ

ね。そして秋水園に運んで、手作業で分別して、機械で処理するということになり

ますと、どんどん秋水園にごみが運ばれてくる形態になりますので、できればその

拠点でちゃんと分別する形をとって回収していけば、直接業者に運び込むというこ

とにすれば、リサイクルセンターに持込まなくて済むのではないのですか。そうな
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れば、これほど大きな建物を建てなくても経費もかからないで済むだろうし、東村

山の財政から考えたら、本当にお金がないお金がないと言いながら、どうしてこん

な構想になるのだろうかという思いが強いです。そういうことがありましたし、ま

た他にも、この冊子をいただいた時に、私たち単純に読み返して理解できておりま

せん。あのわかる部分は、読みますけれども、内容についてはほぼわかりません。

こういう難しいことについては、専門家が作るのでしょうけど、作る段階で、これ

ほど大きなものが必要か、もっと東村山の身丈にあった施設でいいのではないかと

いうその辺のところを、根本的に話し合っていくのがこの検討会かと思って参加し

ております。よろしくお願い致します。 

○司会・新井次長 

  ありがとうございます。次の委員のかたお願い致します。 

○委員 

  はい、私もですね、まずリサイクルセンターがこんなにすぐにね、こういう計画

が出てくるとは考えもしなかった。というのはですね、現在グラン・グレーヌが工

事が始まった直後に、緩衝地帯を市のほうでお買いになりました。４か５区画だっ

たところを緩衝地帯を設けましたね。それはですね、やはり現在ペットボトルと裁

断しておりました不燃物、あの音が今回入ってくる皆さんに迷惑がかかるためにあ

そこ緩衝地帯を作ると、いう風に解釈しておりましたものですから、それをやった

ばかりの直後に、これだけのリサイクルセンターを作るということはちょっと考え

ずに予想もしなかったのは事実でございます。ただ、現在ペットボトルそれから缶・

びんあそこの劣悪な環境の中で、皆さん従業員のかた一生懸命やっている、暑い寒

い中でやっている。そういうことを思えばリサイクルセンターの必要性が十分に私

は理解できます。ただ先ほど皆さんがおっしゃっていたように、要は規模の問題と

金額ですよね。現在本当に市が財政困難な中で、２５億円強のですね資金投下をす

べきかどうかという問題、確かに、交付金が６億１千万円あるとはいえ、市が市債

なり起債なりを起こすものは、１８から１９億円位になるますと、大変長い負担は

市民に負担がはね返ってくることですから。そういった意味では、やはり規模とい

うものを最小限に抑えるべきかなという考えを持っております。以上です。 

○司会・新井次長 

  はい、ありがとうございます。それでは、次の委員の方お願い致します。 

○委員 

  はい、私も皆さんの意見を聞いていて、本当にそれだけの費用をかけるのであれ

ば、びん・缶を他の市に持っていくことはできないのか。何もここで処理しなくて

も、他の引き取り業者の産業廃棄物でも何でもあるのではないか、そのように思っ

ています。家内の２番目の兄が山形県で処理をやっているんですよ、産業廃棄物の。

ですから、その辺のところを、市でやらないで他の業者に持って行かせれば、良い

のではないかと私はそのように考えます。 

○司会・新井次長 

はい、ありがとうございます。それでは、次の委員の方お願い致します。 

○委員 

  皆さんだいぶ長くごみの問題について勉強されたかたがたくさんおられるようで

すけど、一応秋津三丁目に住んでいますけれども、特にごみ問題に対して勉強した

ことはありませんので、皆さんのご意見を聞きながら、勉強していきたいと思いま

す。先ほどの委員さんが言われたとおり、確かに今の現状を考えた場合、少し環境

のいいリサイクルセンターが必要だなと感じる考えでありますけれども、そう思っ
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ております。皆さんと一緒に勉強していきたいと思っております。よろしくお願い

致します。 

○司会・新井次長 

  ありがとうございました。それでは、次の委員の方お願い致します。 

○委員 

  基本的には、リサイクルセンターは必要だと思っています。今秋水園の見学を、

私も３・４回やってますけれども、露天でやってたり、大変な環境、悪い環境の所

で作業員のかたやっておられるので、それはまず直さなきゃいけないと、周辺の我々

に対して、音の問題、それから臭いはあまりないと思うのですがそういう問題を解

決しなくちゃいけない。だからリサイクルセンターの建物は必要だよと、ただその

規模の問題は、ちょっとここでこれからの提案になるのですが、たまたまこの委員

の中で東村山１３町の中で、富士見町１名、美住町１名、が出ておられる。後は全

部秋津町の人間だと思います。これ行政の方に検討してもらいたいのですが、減量

化、減量化とスローガンは述べているけれども、具体的な動きを具体的にどういう

風にやったらいいのかという動きが何も出ていない。それで、大変恐縮なんですが、

秋津を含めて１３町一人あたりどういうごみが何ぼ出しているか。データを資料で

提示してください。それでどこまでを減量化するか目標を立てて、それは、富士見

町や美住町も同じです。美住町はこれだけ減らしました、秋津に迷惑をこれだけか

けません、そういうことをお願いしますよ。一般論で言っているだけじゃだめなん

ですよ。そういうことをお願いしたいと思います。以上です。 

○司会・新井次長 

  はい、ありがとうございます。続きまして、次の委員の方お願いします。 

○委員 

  では、私のほうから２・３点。基本的には、今のリサイクルセンターというのは

老朽化しているので、建て直しは必要だと思います。規模の問題、やはり皆さん述

べておられましたけれど、やはり少し規模が大きいなという感じは率直にします。

昔の話になるのですが、私もある会社で、そういう環境問題をやっていましたけれ

ども、びん・缶のびんを雨の日にドラム缶を置いてとんかちでこう破砕してね、そ

れでリサイクル業者さんにそれを持っていってもらう。そういうようなことがあり

まして、アメリカから破砕機をね、ハンマーの破砕機を買いまして、それから初め

て雨の中でそういう作業をやらなくて、建物作った時に、そういうことを思い出し

まして。そういった関係で、だいぶ老朽化していますので、これはやっぱりそうい

う面からも直す必要があると思います。それから、減量化なんですけれども、私の

会社では、焼却していました。会社ですから、生ごみとかそういったものは入って

いなくて、どちらかというと、不用書類の他に出る紙屑、極端に言えば鼻をかんだ

紙屑なんかも入っています。そのような紙屑を全部集めまして、トイレットペーパ

ーの原料にして出しまして、そこで作ったトイレットペーパーをそこの工場で使う

という、そういうことをやったことがあります。それから一つのアイディアとして、

例えば生ごみと紙屑類というのは分けて、プラスチックはまた別ですけど、それで

焼却場で燃すのは生ごみだけにするという、そういうことになれば、減量化のね、

本当に減量化になるのではないか。ですから、これからまだまだそういうところを、

一般の民間でやっていることを参考にしていただいて、少しでも進めていく、減量

化というのはある程度国が規制をしないと、なかなか進まないですよね。容器包装

プラスチックだって、ある程度規制が必要でね。昔は量り売りというのがありまし

て、量りでお酒もしょうゆも何だって売ってくれたんですよ。ですから例えばああ
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いうことをやる、スーパーがそういう制度をして、少しでもそういうものが出ない

ようにするとか、やっぱりそれが大事だと思うんです。もう一つは、やはり我々の

分別ですよね。分別というのは非常に大事なんですよね。なんで、びんを業者さん

に持って行かないのかというと、随分びんの中に割れたコップなんかが入っている

のですよ。そんな物入っているやつは業者は持っていくわけないんですよ。だから、

そういった市民の人がもうちょっとやっぱり分別のルールをきちっと守っていれ

ば、もっともっと減量化につながっていくわけなんですよね。やっぱり市でやるべ

きこと、我々市民がやるべきこと、国がやるべきこと、みんなが協力してやってい

かないと、問題は解決しないんですよね。そういうことを含めて、リサイクルセン

ターなんかも考えていきたいなと、そういう風に思っています。 

○司会・新井次長 

  ありがとうございます。次の委員の方お願い致します。 

○委員 

  私はさっき分散化について話させて頂きましたが、分散化ということ行政はとっ

ても嫌がる言葉なんで使いたくないのですけれども、とにかく持込み量を減らすと

いうことで、していけばこの数値は変らなくて、リサイクルセンターこの２５億と

いう莫大な数字を借金することもなく、全部が借金ではないのですが、と思うので

すがこの見直しをまず最初やっていただきたい。さっき、田中課長のほうから、年

度別にこういうことをやるという話がされましたが、これって国とか都とかそうい

ったところに申請をしているのでしょうか。で、言われたとおりの年度で事業を進

めていかれるということなのでしょうか。ていうことは、であるならば、今頃こん

なことなんでやるのと不思議な風に思いますけれども。さっき施設のあり方で、リ

サイクルセンターを作るという事になっていると、西川部長の方から話がありまし

たが、施設のありかたによるリサイクルセンターを作ると書かれていることは、何

人かの委員さんに聞きましたが、殆ど何か覚えていない状態でと、最後でちょこち

ょこと書き込まれたという感じだという風に聞いているのですが、今回の私たちの

この会が、基本計画のこれに基づいて進められいって、このままはいこれで了解を

得ましたという形で、市長と審議会で報告されるのであれば、私はここに参加する

意味はないという風に思っています。そこのところを確認させていただきたいいん

ですけど。６月２７日の説明会と市長さんの方からはこれは決定ではなくて、ただ

のたたき台だという話をされているので、まあそういう風に市長さんもおっしゃっ

ているので、それにうそはないと思うんですが、そこの心配を一番しております。

やはり秋津町住民にとって、私もここに３４年住んでおりますが勝手に住んだろう

と言われればそれまでなんですが、そのころはダイオキシンとかそういうことは無

かったし、ごみの量もそんなに多くなかった時代ですので、あの、今さら何を言う

かといわれても困るんですが、でもやはり時代は変わってきて、真剣に、ここにも

書かれているように地球温暖化だとか、そういう風なものを考えなくちゃいけない

のであるならば、ごみを減らすということに一番力を入れて、本気で取組んでいた

だきたい。それから、やっぱりごみの排出量を計算していただきたいと思います。

そこが、そこがまず第一点だと思います。施設をこのままで作るなんていうことを

やるのでしたら、私は参加するつもりはありませんでした。よろしくお願い致しま

す。 

○司会・新井次長 

  質問が出ましたが、これ全部聞いてから答えます。 

  大変申し訳ありません、最後になりましたが、次の委員さんお願いします。 
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○委員 

  はい。やっぱり、東村山全体でごみというものを減らす努力というものが見られ

ないということを私は感じています。先ほど別の委員さんもおっしゃったように町

単位でどれくらい排出量を出しましょうかといったら、平均するとちょこちょこし

か数字が出ないと思うんですけど、それだったら全部の町別ごとに、１個ずつ全部

分散して処理施設を１個ずつ作ってみればいいんですよ。そうすると、自分たちが

ごみを減量しなければいけないんじゃないか、そういうことをわかると思うんです

よ。で、それができないのだったら、市役所かな、あの辺にどーんと臭いやつかな、

そういうことをすればいいんですよ。そうすれば、みんな秋津町がどれだけ迷惑し

ているのかなと、みんながわかるような施設、そういうものをつくっていただきた

い。まあ、公民館でもいいですし、そういうところに全部作ればもっとみんなが真

剣に考えるんじゃないかと。それから、この場所の近く、秋水園の近く、迷惑施設

だとかで何かプールを作りましただとか、野球グラウンドを作りましただとか、ま

あこの秋水園ふれあいセンターを作りましただとか、これが市からせめてものとい

うことかもしれませんけれども、これを邪魔だと思う人もいるんですよ。みんなが

集まってうるさい。本当だったらね、こういう秋水園の中で、考えていただいて、

近くに住んでいる人というのは、静かな街が必要なんですよ。そういう街づくりの

ために、どうしたらいいか。そのためにはごみを減らす、それから分散化する、そ

れから自分たち、市民の人がね、もうちょっとごみに理解をするような環境を作っ

ていく、そういうことをやらないと、東村山の秋津町はいつもごみばっかりで、市

長のタウンミーティングをやるとごみばっかりしか出てこない。そういう状態にな

っているわけです。だから、他の町はグリーンバスを走らせてほしい、公園を整備

してほしい、緑の木を植えてほしい、桜を植えてほしいだとかそんなこといってい

ますけど。秋津町はそんな話はぜんぜん出てこないということです。それから、あ

と、秋津町でも、秋水園の近くの人、道路をパッカー車が通るところ、それとそう

じゃないところというのは、ぜんぜん意識が違います。ふれあいセンターを作った

時に、この近くの人は無料で、迷惑施設だからいいですよ、と。道路に近いところ、

焼却炉に近いところは、なんであっちのほうまで恩恵を受けているのだと、自分た

ちが迷惑施設だと思っている人、迷惑を知れというように思っている人がけっこう

いるわけです。今度、プールが無くなって本当に良かったと思っている人もいるわ

けです。だから、そういうところを考えて、ここのところの秋水園全体をどうする

かというのは、この近くの人、特にこの道路、秋水園の近くの人の意見を聞いて、

税金を無料にするだとかそんなことまで考えていいと思います。笑っている人がい

ますけど、当麻課長、どうですか。それくらいのことを考えてあげれば、いいと思

うんですよ。私は、そう思っています。 

○司会・新井次長 

  はい、一通り１３人のかたから、これからの進め方に対する注文なり、意見、そ

れから自分の抱負含めて、提案いただきましたが、まだ時間ありますので言い足り

なかったかた、今日の場面でこれだけは言いたいというかた。はい。 

○委員 

  あの、いま皆さん言われたことの共通する部分でですね、やはりこの計画書その

ものの内容なんですけど、例えば入口の時点でね、国っていうのはどういう方向性

なのかということが全く触れられていない。あくまでも、東村山市の事情だけで、

今の新しいリサイクルセンターを作ろうだなんて、国は容器包装リサイクル法とい

う法律が平成７年にできて、１８年に１０年後の見直しをかけたわけです。それを
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法律改正しているわけです。その結果はそれまでの色々な矛盾点を修正かけたわけ

です。そういうことで、国が今どういう考えがあるのかというと、まさにリデュー

スなんです。発生抑制をどうするかという、それが最大の課題になっているわけで

す。だが、残念ながら東村山は、皆さん言っているように、まさに、減量化を全く

していないじゃないかと。それは、ここに書かれていないだけじゃなくて市のホー

ムページ見ても、全くそういうことはない。あまりにも、表面的な中身だけで推移

しているのです。やはり、今は発生抑制というとね、例えばレジ袋は有料化の流れ

がおきていますが、あれも大企業だけが任意でやっているわけではないのですよ。

あれも国の規制が入っているわけです。一定規模以上の小売店は、その一定量を減

らさなければいけないという、期限付きでそういう条件たたきつけられている。だ

から、一生懸命有料化を図り、無料の袋の配布をやめたりしているわけなんですよ。

だから、そういうような社会の動きに対して全く市民に啓蒙活動が、ほとんど無い

といっていいわけなんですよ。これはですね、処理の優先順位ということを法律で

も明確にうたっているわけですよ。今、東村山一生懸命リサイクル、リサイクル言

っているけど、これは残念ながら一昔前の発想なんですよ。今は、いかに出さない

ようにして、なおかつ出てくるものをどういう風に効率よく再資源化しようかなと

いう動きになってきている。今ですね、さらにリサイクルを進展させるためにはで

すね、例えば店頭回収だとか集団回収にもっと力を入れなさいと言っているんです。

しかし東村山残念ながら、その部分ものすごくおろそかにしている。店頭回収、任

意にですね、自主的に、例えば私が住んでいる富士見町のそばのサミットストアは、

トレーとそれから牛乳パックですね、それは回収しています。だけど市は全く関知

していません。だけど調べてみますと他市では、全部市のホームページにどこどこ

の店頭に持っていけば回収してくれますと書いてあります。他のところの多くはペ

ットボトルも回収しているんですよ。東村山の、これ後でまた言いますけど、この

８ページに書いてある将来見込推計値、ペットボトルはなんと平成３３年に、平成

１９年度比、176％を想定しているんです。１．８倍になるよって、どうしてこんな

に膨らむのですかというところを、もう一度数字や根拠をまた聞きますけど。こう

いう数字の羅列は何を求めてやっているんですかと。というのはですね、平成１９

年度、平成２０年度は 9 月議会で決算終りましたから。その数値も今日、これ資料

として配られましたね。この数値を見ると、一年後の見込数値もかなり狂いが出て

きている。だから、これからリサイクルセンターを作るにあたって、一番根底にな

るその排出量の見込さえも、大きく狂い始めているわけですよ。で、そういうとこ

ろを一体何を根拠に出してくるのか、これ簡単なことじゃない。私に聞かれたって

私も将来の 10年後にどういう排出量の見込になりますかって言われても、簡単に答

えきれません。だから、それは、大変な苦労がいると思います。だけど、何を根拠

に 8 ページの表が作られているのかね、ここのところから私たちは見直しをかけな

くちゃいけないと思います。それと今言った、店頭回収と集団回収によって、秋水

園に持込む量を確実に減らせるんですよ。ペットボトルは、今市内では全く店頭回

収、そういった言い方していませんけど、イトーヨーカドーにしても他店、東村山

だけじゃありません、国分寺にもありますけれども、みんなペットボトルやってい

ますよ。だけど、そういうことが全くわからない。ホームページにも載せていただ

いていませんし、イトーヨーカドーだとかいなげやだとか、いっぱい大型店ありま

すでしょ。いなげやだって他市のいなげやは、全部扱っています。で、そうやって、

いわゆる秋水園の持込み量をどうやったら減らせるのかね、私たちはぜひ考えたい。

さっき他の委員さんからも出ていましたけれども、びん・缶、特に缶なんかはです
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ね、有償物なんです。容器包装リサイクル法の対象物になっていないんです。あれ

は資源としてもですね、お金に換わるんですよ、簡単に。それで、集団回収の中で

も、東村山は缶は入れていません。ですからね、非常にそういった細かいところを

再度点検することによって、ここのリサイクルセンターの規模もうんと縮小できる

はずです。そこのところをね、もっと知恵出して、やっぱり原案作りしましょうよ

ということなんですね。だからね、東村山リサイクルセンターを、今の状態のまま

をリサイクルセンターに乗せかえると言う発想なんだけど、その辺が明らかに、規

模が大きいとおっしゃっていたかたたくさんいらしたけど、私も規模が大きいとい

うのは、なぜ大きくなるのかと言ったら、今のままを変えずに持込もうとしている

からなんです。だから、そこには他市で色々な事例がたくさんころがっていますか

ら、それを東村山的に作り直すということによって、相当秋水園の搬入量を減らせ

るわけなんです。搬入量を減らすということは、周辺にお住まいの方は、大賛成な

んじゃないですか。我々富士見町に住んでいれば、痛くもかゆくもないことなんだ

けれど、やっぱ、そういう問題じゃない。さっき別の委員さんがおっしゃっていた

ように、どこがごみを減らしてくれているのかなと。町ごとに数字を出すようだと

か、やっぱりそういうことは本当に切実な問題だと思っています。だから、集団回

収をもっと広げましょうよ、こういうこと一つ一つ。東村山ね、集団回収のお金一

番安いんですね、やっている中で。４円で。最高１０円ですよ、７円だとか。けっ

こう色々なものがあります。今便利な道具があって、インターネットはすごく調べ

られる。ただ行政だって、インターネット全部写るはずですから、そういう周辺の

自治体がどんな事になっているのかというのをね、もうちょっと調べる気になれば、

すぐにでも調べることできるのではないかと。まあ別に報酬もらう目的でやってい

るわけではないですけど。やっぱりこういうところに参加する以上は、どれだけ情

報を持ってね、いい提案に変えられるのではないかと思って。だから、そこのとこ

ろをね、一つ一つやっぱりどういうやり方やっていったらいいのか、皆さんの知恵

を出して、ぜひ考えたい。そのために検討会があると思っている。そこのところを

よく考えていただきたい。それが追加です。 

○司会・新井次長 

  はい、その他で補足なり、追加なりあれば。 

○委員 

  これからも市長ずっと出られるのですか。 

○市長 

  えー、今日は初回ということもあり、委嘱状の交付がありましたし、総括的に皆

さんのご意見を聞かせていただくということで出席させていただきました。後ほど

また再度日程は全部調整するということでありますので、極力出させていただきた

いとは考えていますが、全部に出るかといわれると、全部は多分出られないのでは

ないかなと思っています。 

○委員 

  代わりの人は出るの。 

○市長 

  代わりといいますと。 

○委員 

  市長の代わりですよ。 

○市長 

  所管は出させていただいていますが。 
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○委員 

  資源循環部ということ。 

○市長 

  はい。  

○委員 

  資源循環部もわかるんですけど、西川部長はリサイクルセンターを作ることに頭

がいっぱいになっているようなので。もうちょっと、助役はいないの。 

○市長 

  副市長はいます。 

○委員 

  そういうかたも出ていただいて。 

○市長 

  では、極力私か、副市長がなんとか出るようにしたいと思っておりますので。 

○委員 

  お願いします。 

○市長  

  はい。 

○司会 

  特に補足なり、追加は。 

○委員 

  先ほど缶のことは話がありましたが、市内業者を育てるという意味もあって、雇

用体系が崩れている中にあって、市内のびん・缶を処理してくれるよな業者を見つ

けることはできないのでしょうか。最初は空き工場を利用してとか、機械設備する

ときにいくら援助するとか、それで２・３年面倒見るから、その後はあなたたちが

それ以後はやりなさいとか、そういう企業育成にも繋がると思うので、ここに持込

まないで他の場所で、処理できる方法とかそういうことも考えてほしいなと。 

○委員 

  それに付随してね、実はこれ国分寺のインターネットのプリントアウトですが、

ここにはですね周辺の有価物回収業者一覧表が載っているんです。ここになんと東

村山の三栄サービスさんと、JP 資源東村山事業所２箇所載っている。これみると三

栄サービスさんは、久米川町１丁目にあるのですが、紙類・古布・アルミ缶、それ

で今回立派な冊子出ましたよね、市内の、いろいろなものが見られる。あれにも広

告載っているんですよ。その内容見ますとね、金属類などと書いてある。アルミ缶

だけじゃない、金属類一般を扱います。それで、集団回収のご相談応じますと書い

てある。そこまで、PR している。だけど、それを残念ながら行政動いてないわけで

すよ。だからね、こういう市内でさえも、私実際行っている訳じゃないのでわかり

ませんけど、こういう業者が当然回収してきたものを引き受けてくれるはずなんで

す。それで、周辺を見るとですね、国分寺から、小平から、立川からいっぱい業者

名載っているんです。国分寺はこういうことをごみのホームページに載っているん

です。だから、同じホームページでもなんでこういうやり方を掲げられないのかな

という。 

○委員 

  実際、わたくしたちの自治会では、集団資源回収やっているんです。三栄さんが

やっているんです。 

○委員 
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  あ、そうですか。 

○委員 

  だから、三栄さんが全くやっていないということではないのです。 

○委員 

  でも、おそらくびん・缶はやってないですよね。 

○委員 

  びん・缶はやっていないです。 

○委員 

  補助金は、紙と布だけですよね。 

○委員 

  そうです。段ボールと新聞、布ですね。缶についてはやっていないです。 

○委員 

  それをやることによって、秋水園に入る量が減るわけです。そういうちょっとし

た工夫を色々な部分で、いっぱいあるわけですよ。それを私が考えるのではなくて、

周辺自治体のを見習うだけで、そういう動きいっぱいあるから。まあ遅ればせなが

ら東村山もぜひやりましょうということなんです。 

○司会・新井次長 

  はい、他に今日のことで。 

○委員 

  ごみ発生の推計が出ていますが、これほんとに人口増加に基づいて出しているの

ですか。人口は１５万人突破していますが、それに基づいて出しているのですか。 

○司会・新井次長  

  はい、では施設課長。 

○田中課長 

  ごみの推計は、一人あたりどれくらいごみを出すかを出しまして、それを人口を

かけて、推計しております。 

○委員 

  だから、満了年度人口をどのくらいに見ているか。 

○田中課長 

  市の推計している数字がありまして。 

○委員 

  だから・・・。 

○委員 

  ５ページに有ります。 

○委員 

  ただですね、この数字は、今年の実績値では多く越えています。だから推計値は

もう少し多くなるのだと思いますが。 

○委員 

  今、満了年度人口どのくらいでみているのですか。 

○市長 

  第３次の総合計画では、満了年度人口１６万いくつかで見ているのではないでし

ょうか、確か。１６万いくつだけど、いろいろな統計では、東京都の人口について

は平成３２年をピークに減りますので、今、第４次総合計画で市のほうも人口をど

う読むかはこの間の総合計画審議会では議論になっておりまして、まだ、総合計画

上の、10年後といいますか、平成３３年までになるのかな、の人口について確定し
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た数字はまだ出しておりません。 

○委員 

  すると、田中課長今お答えいただいたのですが、この８ページの１９年度は実績 

 値ですよね、２０年度以降は推計で３３年度まで載っていますね、２０年度は今の

時点で実績値に変りました。それで、推計値との差は当然出てきていますよね。３

３年はこれ１９年度比どれくらいの数値を想定しているのか見ますと、例えばびん

は、98.8％、缶は 80.9％私計算したんですよ。それから、さっき言ったペットボト

ルは 176％、それから、プラ容器包装は 88％、これが今いわゆるリサイクルセンタ

ーでやろうとしている資源物で、あと、不燃ごみが 116％粗大ごみは 154％を想定な

さっています。この数字は何をどういう形で求められたのか。 

○田中課長 

  これはですね・・・。 

○司会・新井次長 

  ちょっとお待ち下さい。そこを含めて２回目以降から、具体的な提案なので、さ

せてください。 

○委員 

  あのね、こういう会議の場ではなくて、私が例えばこうやって持っているんだけ

れど、その回答を極力いただけるようにすると、すごく、いまここで問題提起する

と、例えばこれを事前に伝えたとする、そうすると、次の段階に進めるでしょ。他

にも数字は色々な疑問があるんですよ。だからそういうところを聞くような、今後、

任意で、皆さん本業持っていらっしゃるから時間大変厳しいでしょうけど。ぜひ。 

○司会・新井次長 

  はい、今の委員の提案なんですけど。会議進めるにあたってできるだけ効率的・

機動的に行っていきたいと思いますので、事前に質問とか、疑問とかあればメール

等含めてけっこうですから、送ってくだされば、・・・。 

○委員 

  わかりました、どなたに送ればよろしいですか。 

○司会・新井次長 

  田中施設課長にお願いします。 

○委員 

  やっぱり大切な問題ですので、次回はねここの進め方だけはっきりさせていただ

いて、大きくね、そして次回はねという予習じゃないけれど、そういったものを持

って出たいと思いますし、それからこの時間に、傍聴者の方がこんなにいらっしゃ

るなんて、すばらしいことだと思うんです。ですから、有意義にするために、あっ

ちこっち飛ばさずに、きちんと進めていきたいし、だからといってリサイクルセン

ター急ぐという必要は全然ないし、それ以前の問題が今たくさんあったと思うんで

すけど、それをどう進めていくのかだけ、教えてほしい。 

○司会・新井次長 

  今日は１回目ということですので、基本的に委嘱状を交付させていただいて、検

討会の役割と性格を改めて確認させていただいて、会議の進め方等確認させていた

だきました。２回目は２７日ということですが、これは全てオールキャンセルさせ

ていただいて、２回目ですね。場所も固執しないで、他の公共施設活用して、予め

皆さんに提案していきたいと思います。なおかつ、２回目の持ち方等についてはで

すね、一定の３月までの期間ということですから、私たちは大体８回くらい目安に

しておりますけれども、その期間、今日委員の方から、土日だとか夜間だとかとい
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う提案もありましたから、そういうことを散りばめながら、次回日程設定させてい

ただきたいと思いますけども。次回の時に大体流れといいますか、２回目には何を

する、３回目には何をするそういうストーリー的なことが描かれて、確認できれば

と思います。 

○委員 

  それともう一つね、私手元にかなりインターネットでピックアップした資料があ

るんですよ。私だけが持っていても全然話が通じないわけですよ。こういったもの

を皆さんにも渡したいんですよ。それをプリントしていただくのは、どのようにし

たら良いですか。 

○司会・新井次長 

  それでは、メール等で事前に送ってください。どういう内容かとかありますので、

ただ、あまり大量ですと・・・。 

○市長 

  委員さんご本人に印刷してもらえれば。 

○委員 

  私が、自費でですか。 

○市長 

  いえ、そうではなくて。役所に来ていただいて、ワークショップの時のように。 

○委員 

  では、秋水園のほうに。 

○司会・新井次長 

  来て下されば。 

○委員 

  できるだけ共通の基盤に立ちたいので。 

○司会・新井次長 

  あの、１回目というスタートということで、前提を討議させていただきました。

色々皆さんからの意見、貴重な抱負・考え方を含めて出していただきましたけど、

そういうことも含めて、２回目以後に展開つなげていきたいと思っております。今

日ですね、特段なければですね、今日につきましては一回締めさせていただいて、

２回目の案内通知については、早急に場所を確保して、皆さんに提案していきたい

と思いますが、それでよろしいでしょうか。 

○委員 

  ちょっと、計画のスケジュールについて、２１年度に何を都に出されたのかと、

ご説明いただけますか。 

○司会・新井次長 

  スケジュールの関係ですね。 

○西川部長 

  よろしいですか。スケジュールの関係、物事を進める上である程度スケジュール

立てなくちゃならないということで必要なんですね。国に対する申請は、今後進め

ていく予定としております。 

○委員 

  まだ、やってないということですか。 

○西川部長 

  進めます。そのタイミングとしては今年度を予定しております。時期的にいうと、

１２月か１月ぐらいにその辺の作業が入ると思います。 
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○委員 

  それをする時に、規模とかそういうものも全部含めるのですか。 

○西川部長 

  それはですね、手の挙げ方としては、まず地域計画というものを作っていきます。

それで、やりたいんですよという宣言なんですよ。で、そのときに詳細な設計を詰

めてということではありません。手を挙げないことには、今後実施設計を組むとか

そういう設計も、全部市費になってしまうわけですが、手を挙げて、環境省の承認

といいますかね、を受けることによって計画を組む事自体も補助金の対象になりま

すから、そういう意味では、今年の１２月か１月には順調に行けば国のほうに、承

認がなるのかな。 

○委員 

  規模によって、交付金がおりるとかおりないとかあるのですか。 

○西川部長  

  規模よりも中身ですね。 

○委員 

中身。例えば、小さくても。 

○西川部長 

  中身がよければそれはそれで出るのではないか、うちが判断する内容じゃないか

ら。 

○委員 

  判断とかそういう基準とかはないんですか。 

○西川部長  

  その基準はありません。何㎡以上だとか、何㎡以下だったら対象にしないとか、

そういったことはありません。 

○委員 

  それによってどうしても大きくしたいというように話を持っていかれたら、困る

なと思ったんですけど。 

○西川部長 

  それはありません。 

○司会・新井次長 

  では、そちらの委員さん。 

○委員 

  それは、変更は可能なのでしょうか、計画の。今、これとは別な。 

○西川部長 

  要するに、今年持込むのは、地域計画ということで、東村山全体のリサイクルを

進めるよとか、そういう話を文書化したものであって、図面を持込み時期ではあり

ません。ですから、これから皆さんと一緒に、こうやったほうがいいだろう、ああ

やったほうがいいだろうという話の中で、規模を小さくする大きくするを含めて、

変更という取扱いではなくて、まだ申請してませんから。タイミングとしては全然

問題ありません。 

○委員 

  規模の大きさを出すのはいつですか。 

○西川部長 

  それは、いつ、ちょっとお待ち下さい。実施計画の予定では２３年に設計関係を

やろうとしていますから、２３年までにこんなことは必要だ、こういう考え方でや
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りたいという、やるわけですよね。それに基づいて、建物はこのくらい必要だろう

とか、機械はこういうものが必要だろうという予測を２２年後半、２３年に実施設

計にかかります。 

○委員 

  ２３年の前半に申請しますか。 

○西川部長 

  そこまではわからない。申請というのはあくまでも、先ほど言った、今年度の申

請でスタートかかりますから。そこから、先ほど言った２３年に絶対実施設計しな

きゃいけないという話ではありません。２３年が２４年に前後するのは、数年の問

題は、国そのものに変更設計を出してとか何とかという話ではありませんから、２

３年の初めかとか後ろかとかという話は、そんなに気になさらなくて良いのではな

いですか。 

○委員 

  例えば、間が２年３年空いても大丈夫ってことですか。 

○西川部長 

  ２年３年と言いますのは。 

○委員 

  今年の１２月か来年の１月に申請しますよね、それがその設計の書類を出すのが

あと３年後ぐらいとかに。例えばこういうところとかで。 

○西川部長 

  最大が確か５年以内。 

○委員 

  ５年以内。そうですか。 

○西川部長 

  ５年間の間に色々やることがあるわけですよ。例えば地歴調査というものを今か

けていますけど、過去に土地がどういうように使われたかという調査をするんです

よ。それによって、有害物が入っているか入ってないか、入っている可能性がある

かないか。そういうのを調査をして、その調査に基づいてありそうだとなれば当然

地質調査をしてとか、そういうステップを踏んでいきます。そういうステップを踏

んでいって初めて実施設計に入っていきますから、先ほどのご質問の２３年の頭の

段階とか後ろの段階とかは、現状ではわかりません。 

○委員 

  実施設計というのは２３年中に出さなければだめという風に考えたらいいんです

か。 

○西川部長 

  ですから、ある程度の前後は可能です。 

○委員 

  ２４年度に入っても。 

○西川部長 

  はい。 

○委員 

  ごめんなさい、しつこくて。 

○市長 

  検討会の中でそこはよく聞いていただいて。市も、市民の皆さんのご意見を全く

無視して強行してどんどん進めるという立場ではありません。今申し上げたように、
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手を挙げても、実際に色々調査しないと、国の補助に乗れませんので、当市として

は単独でこのリサイクルセンターを作る気は毛頭ございません。国の補助制度に乗

っかるような形にしなければならないので。さっき部長が言ったように、地歴調査

だとか色々なことをやって、地歴調査をして、ここは長年ずっと、委員さんもおっ

しゃったように、ごみ処理をしていた所ですから、有害物等が出てこないとはかぎ

りませんから、その対応もしなければならないし、いくつもハードルというかある

ということで、ただ、先ほど申し上げたように、現状リサイクル系の施設が老朽化

しているし、周辺住宅が非常にもう建っていますので、我々としても、このままで

は良くないだろうということで動きをとらせていただき始めているという状況だと

認識しております。 

○司会・新井次長 

  よろしいですか、細目については、また検討させてください。それでは、その他

特段何かございますか。なければじゃあ今日は第１回目でありますけれども、忙し

い中、お集まり頂きありがとうございました。 

 

 
 


