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会  議  録 

会議の名称 第２回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２７日（金）午後３時～５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・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： 小野内雅文 

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 
９人 

 

会 議 次 第 

 

１．開会 

２．議題及び説明事項 

（１）ごみ量の推計について 

（２）検討会のスケジュール 

（３）その他 

３．その他 

４．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．議題及び説明事項 

３．（１）ごみ量の推計について 

（２）検討会のスケジュール 

（３）その他  

○司会 新井次長 

みなさんこんにちは、１１月もそろそろ終わりなんですが、ここ２・３日小春日

和に恵まれまして良い天気が続いております。なによりでございます。第二回東村

山市秋水園リサイクルセンター整備基本計画検討会を始めたいと思います。開催に

あたりまして出欠でありますが、グラングレーヌから出ていただいております委員

さんが、今日は仕事上の都合で欠席させてくださいと連絡がありました。それから

市長なんですけど、今商工会館で会議がありまして、それが終わり次第、駆けつけ

るということでありますので、多少遅れますけれども宜しくお願いしたいと思いま
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す。それから会議に先立ちまして、会議資料の確認をまずさせていただきたいと思

います。事務局のほうから今日の会議の資料の確認をしますので宜しくお願いしま

す。 

○施設課村野主任 

それではお手元の資料、ご確認をお願い致します。 

まずはじめに本日の次第です。次に廃棄物減量等推進審議会についての法律、及

び条例、これになりますが、よろしいでしょうか？次に集団回収量の品目別内訳、

これになります。次に燃やせないごみ、こちらのＡ４サイズになりますがよろしい

でしょうか。それから施設規模ということで２５ページに亘るこの書類ですけれど

も。よろしいでしょうか。なにか不備がありましたらお願いしたいのですが。それ

から、１１月２４日の第１回会議録を作成致しました。それを事前にお届けしてあ

りますが、大丈夫でしょうか。次に、委員から不燃ごみ処理、粗大ごみ処理、資源

物処理のあり方について、これも事前にお配りいたしましたが、よろしいでしょう

か。何か不備がありましたらお願いをしたいのですけれども、大丈夫でしょうか。

それでは以上です。 

○司会 新井次長 

会議の資料を確認させていただきました。会議次第に行く前に若干確認させてい

ただきたいと思います。事前に配布しましたけれども、前回の第一回目の会議録、

全体で２７ページのボリュームになりますけど、何か訂正すべき点があれば、会議

に先立ってですね、訂正していただければ幸いであります。何か指摘がありますか？

ちょっと全部発言をそのままテープで起こしましたので、要約でなくて全部お伝え

しましたので、ボリュームが多くて大変申し訳ありませんが。よろしいですか。 

○委員 

  私もテープ録についてですね、案という形で来ましたよね、ということは、内容

上これでよろしいでしょうかという照会だったと思うんですけど、その時に誰が発

言したのかというのは、少なくとも案のときに伺い知れませんよね、だからこれ自

分で発言したものなのかってことは大体想像がつくけれど、案のときに最終的に外

へ出す時に個人で出さない方がいいという配慮があればね、それはそれでＡでもＢ

でもいいんですけど、そうゆう形で修正されるのは構いませんけれど、少なくとも

チェックされる段階では、誰が発言したのかっていうことを、逆に出してくれて返

してくれれば、その部分は確実に自分の問題だということで、お答え返せるわけで

すよ。だから２回目以降はぜひその辺の配慮をお願いできないかなと。 

○司会 新井次長 

 ええとこれは、あえて委員の方については個人名を省いたんですね、個人情報の

関係があって、これから公表する段階では、色々と配慮の関係あって、流れ等につ

いて割愛させていただくかもしれませんが、事前の段階であれば自分の瑕疵があれ

ばそこだけ見たりチェックすればよいということになりますので次回からはそうさ

せていただきます。 

  この今回の会議録なんですけれども、行政側については個人名で載っております。

委員の方については個人名は載ってないんですね、公表する段階では委員という形

で、あえて氏名は載せないようにしたいと思うんですけれども、皆さんに全員に配

る会議録の段階では委員の氏名の記載はあったほうがよろしいでしょうか。 

○委員 

  その資料というのは、いつどのような状態で洩れるかっていうのは分かりません

ので、委員は委員でいいと思う。自分の発言したものについては、少なくとも分か
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って欲しい。 

○委員 

  基本的には分かっているつもりです。ただ、その全部を通してね、自分が言った

のと同じような趣旨で、というのは、一字一句違わないテープ起こしならば、それ

は分かるんですけどね、ある程度テープを起こしている人の判断が入ってくる部分

が出てくる場合は、それは誰が喋ったものなのかって事を事前に教えてくれた方が、

私自身が喋ったことに対しては責任が持てるなと思ったんです。 

○司会 新井次長 

  今お話があったように、会議録を確認していただく段階での名称を記載するか否

か考え方が分かれていますけれども、これについて検討会の委員の皆さんで集約し

ていただきたいと思います。このまま委員名称を記載しない方がいい、名称を記載

した方がいい。と二通り意見がありますけれども。 

○委員 

  私は、記録を頂いてちょっとびっくりしたのは、名前が出ていなかったことなん

です。ここでする発言は、傍聴者もいらっしゃるし、まあ責任を持って発言をして

おりますから、むしろ、お名前を出して頂いた方がはっきりするかなと思います。

  それで、後で、公表する時にみんなが一致したことでまずければ、それはどうで

もないけれど、最初から入れないんじゃなくて、入れていいんじゃないでしょうか

ね。さきほどの委員はそうおっしゃってましたけど。 

○司会 新井次長 

  他の方で、この件に関しまして、考え方ありますか。 

○委員 

自分が発言した事はこれを見れば分かりますし、責任を持って喋ってますので、

あえて名前が無くても私はいいと思います。 

○委員 

  何も書き立てることはないわけですよね、そんなに世の中にだされて、私自身に

とってそんなに失礼な事はなにもありませんし。なんで出しちゃいけないのかなと

逆に。そんなに個人名というよりも、委員たかだか１３人しかいませんから、その

個人が、なにも代表して出てる訳じゃありませんしね。たまたま選ばれているだけ

であって、抽選で当っただけであって、そこで発言した事が、非常にあとで私に不

利益になる、そういうことではない。 

○司会 新井次長 

  公募の方は、抽選で選出されましたが、周辺対策委員の皆様は自治会で２名選出

され、代表という性格が強いです。 

○委員 

  色々な事喋っているが、公表して別に構わないと思います。 

○委員 

  私も公表してまずい部分は無いかなと思いますよ、傍聴も入っているくらいです

から。 

○委員 

  全町の方が居るんですから、名前を出さなくてもいいんじゃないかなと思います

けどね。私は 

○司会 新井次長 

  意見が二つに分かれていますが。 

○委員 
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  目的が何かというとね、自分がこれをチェックする時に分からないのであれば、

そういう人が質問するんだったら、僕は出さない方がいいっていうことです。自分

が言った事は自分でチェックする時に分からないんじゃなくて、忘れちゃったから、

自分の名前がこうやって出てる方がいいっていうことですか？ 

○委員 

  私は、自分がやったのは見れば分かるんだけど、まあ責任を持って言った発言だ

しね、それでまた傍聴者もいらしているし、名前あっていいんじゃないかなと。そ

の方がいいっていうよりも、大体いろんな記録って名前があって、それで、もしこ

れがどこかに出るときに、名前出されちゃ困るっていうときに、そこで初めて伏せ

ていいと思うんですけど、元の記録ですからね、それは色々な立場からも記録に残

すという元のものですから、あったほうがいいんじゃないかと思います。 

○司会 新井次長 

  今はあくまでも案の段階での名前があった方がいいのか、悪いのかっていう話で

す。 

○委員 

  まああの、いろんな意見が出てるんですけど、家に帰ってですね、もう一回色々

勉強しなおして、あの人はこういう意見をもっているんだなと。そういう面から、

記録っていうのは何にも書いてないでしょ。そういう面では名前を書いてあった方

がいいのかなと思う。 

○委員 

  結論をいいますと、私は、この会議録を一回目と同じように毎回ずっとやるんで

すか。それは質問ですが。基本的には、傍聴の人もいるし、公の席でやってるので、

名前を特に出す必要はないというふうに私は思います。で、毎回、今回も同じよう

なことをやるんですか。 

○司会 新井次長 

  名前を出すか出さないかは、皆さんに決めていただきたいと思いますが、会議録

については、毎回出していきたいというふうに思います。そのために、後ほど了承

をさせていただきたいと思いますけど、録音の方を取らせて頂きたいと思います。

○委員 

  これは、一字一句テープを起こしているんですか。 

○司会 新井次長 

  一応録音から、一字一句に傾けていますけれども、１００パーセントっていうこ

とではないですね。 

○委員 

でも、書ける限りのことは書いているってことですね。 

○司会 新井次長 

  そうです。そういうことです。 

○委員 

  なぜ、私がそういうことを言ったのかといいますとね、これ今現物見ると２７ペ

ージあるんですよ。これ確かに内容的に全部読むっていうことは私もやっています。

ただ、自分が喋った事を案として返してくれっていう指示があった訳ですよ。だか

らこの自分の喋った中身については、やはり、自分が喋ったところを確認するにあ

たって、まずそれを消化するっていうのは、まず私は必要だと思ったものですから。

全体を読んであのときの雰囲気はこんなもんだったよねっていう話じゃない訳です

よ。だから自分が喋った部分っていうのは、たとえば同等の書き出しで、これは私
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喋った部分ですから、それは分かります。だけど、それを全部こうやって追っかけ

ながら、拾い出していってそれをまた細かく読む。私は全体の流れをこれでつかみ

たい、それと同時に自分の喋った部分については責任を持って返したい。その目的

を二つ持っていると思ったから、少なくとも案として来た時には名前を入れて欲し

い。 

○司会 新井次長 

  委員の考え方はわかりました。 

 この件で他に発言されてない方お願いします。 

○西川部長 

  今のご意見で、名前を入れて欲しいということでしたが、テープ起こししている

人間、実は言葉で聞いているだけだから、１００点じゃない可能性もあるので、そ

こだけはご了承いただきたい。 

○委員 

  ですから、これは二回目からは必ず発言の時に名前を名乗る、それがテープに入

ればいいんでしょ。二回目からはそうしなければいけないなと、私は思う。それは

提案したい。 

○司会 新井次長 

  この問題であまり時間をとってもしょうがありませんので、まだ発言されていな

い方はいかがでしょうか。 

○委員 

  名前を入れないほうがいいと思います。 

○司会 新井次長 

  結構意見が分かれてしまってるんですよね。これはあくまでも行政が判断する事

でなく、皆さん自身で決めていただきたいと思いますので、申し訳ありませんが、

あまり時間を取っていられませんので、公表する場合については、会議録の案とし

て皆さんに提示する時に、案の段階では委員の個人名を入れたほうがいいと思う人

は。申し訳ありません挙手していただけますか。・・・・6名挙手 

反対の人は。・・・・6名挙手 

○委員 

  チェックのためだけなんですよ目的は。だから最終的に外に出すときは入れなく

てもいいんですよってことで、この形態でもいいですよってことなんですよ。 

○司会 新井次長 

  どうしましょう？特段名前が入っていない事で、問題がありますか？ 

 今回の案の段階でも入っていないのですが。 

○委員 

  逆に名前が入っている事で特段何か問題がありますでしょうか。 

○司会 新井次長 

  両方同じ質問になってしまいますよね。 

○委員 

  最終回になってね、名前が入っているとはとはどういう考えでいるかっていうこ

とはこれは見分けがつく。今の段階では分からないんだけど。それは最終回になる

と分かる。今の段階ではどっちとも言えないんですよね。私は入れない方がいいん

じゃないかと思うが。 

○委員 

  会議録を読みますと、これは誰が言った事か大体聞いて分かるから、あえて入れ



 6

なくてもいいのではないかと思う。 

○西川部長 

  入れる方、入れない方が同数になってしまって、決めきれないようですけれども、

入れる必要がないという意見の方がいましたが、どなたかの発言かはわからないん

ですけど、どこでもれるか分からないという話がありましたよね、結局みなさんを

性善説で言うならば、外に出て行くことはないだろうという話になると思うんです

よ、自分のところに留まる。ところが、その中に、やはり、そうだとは限らないっ

ていうご心配がある方がいらっしゃるわけですよね。そうすると自分の議事の発言

を確認するという意味であれば、先ほど言った名前が本当に必要なのって話になっ

てきて、その辺を、みなさんもう一回どうなのかを話す必要があるかもしれないで

すね。 

○司会 新井次長 

  それか妥協点をとって、たとえばアルファベット頭文字にするとかはどうでしょ

う。 

○委員 

  頭文字はＫばっかりですね。 

○委員 

  委員さんが、本日出ていませんけど、あの方の意見はどうでしょうかね。 

○西川部長 

  わかりました。委員さんに議事録を送ってありますから、委員さんに確認します。

そうすれば１３人ですから、それで、その方の意見を結果的に会の意見にするとい

うことで。それでいかがでしょうかね。 

○委員 

  自分で残したいって、施設のためにどうしてもって思う事が私もございますが、

名前と苗字のアルファベットを残したい人は、私でいえばＳＳですけれども、ＳＳ

と入れてはいかがでしょうか。 

○司会 新井次長 

  今、提案があったように、申し訳ありませんけれども今日は１２名で６・６にな

ったんで、グラングレーヌの委員さんの意見を聞いて、記載した方がいいかどうか

の判断をもって過半数が決まりますから、委員さんの考え方に委ねるってことでい

かがでしょうか。この場では６・６が変わらないんじゃないかと思います。よろし

いですか。 

○委員全員 

  はい 

○司会 新井次長 

  それでは、事務局のほうで説明して確認させていただきます。 

 会議録はそういう形で。今日のですね、二回目の検討会のですね、議事録を残した

いと思いますので録音機を置かせて頂きます。確認をお願いしたいと思います。そ

れとですね、次第に入る前に、前回の宿題になっていました要領をですね、私の方

から説明させて頂いて、７条で報告のところにですね、検討会のおける議事の性格

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ということを説明させ

て頂きましたけれども、廃棄物減量等推進審議会とは何かという質問が出されまし

たので、それにつきまして、廃掃法とか東村山の条例だとか、その役割と性格と一

定の内容等についての資料を最初説明させて頂きます。この関係につきまして当麻

ごみ減量推進課長からお願いしたいと思います。 
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○当麻ごみ減量推進課長 

  廃棄物減量等推進審議会についての法律及び条例という資料がですね、一枚お手

元に届いていると思いますので、今、先程配った紙でございます。それに沿って廃

棄物減量等推進審議会についてご説明をさせていただきます。まず、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律、これは国の法律でございます。この中の５条の７により廃

棄物減量等推進審議会を置くことができるということになっています。その後２項

で、廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営に関して必要な事項は条例で定めると

いうことになっております。この条例になりますと、次の白丸ですが、東村山の条

例になっております。この東村山の条例の中で、東村山市廃棄物の処理及び再利用

の促進に関する条例、この中に廃棄物減量等推進審議会という項目がですね、第７

条のところで条例に設置してありますので、宜しくお願いします。第７条の２項で、

審議会は一般廃棄物の減量および再利用の促進に関する事項について審議するとい

うことになっております。この審議に関しまして、一番最後の５項なんですが審議

会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。条例の次に一般的には施行規

則という規則があります。その規則の中に２・３・４は抜かさせていただきまして、

すいません５と６も抜かさせていただきますが、所掌事項、７の次に所掌事項とい

うのがありまして、審議会は市長の諮問に応じ次の各項に掲げる事項について審議

し答申をする、ということになっております。この（１）（２）（３）が審議会から

答申を頂く項目であります。審議会については、一応このようなところですので、

まだこれから回数もありますので、一読して頂いて、審議会については、ご理解を

して頂きたいと思います。また、次回以降に、ご質問頂ければと考えております。

○司会 新井次長 

  今、廃棄物減量等推進審議会ついての法律と条例と、その根拠について当麻課長

の方から説明して頂きました。この関係については、法律と条例でこうなってるん

でそれ以上ではないということですので、よろしいでしょうか。こういう形で廃棄

物減量等推進審議会は規定されておりますので、宜しくお願い致します。それでは、

議題および説明資料に沿っていきたいと思います。次にごみ量の推計についてとい

う議題になっております。これにつきましては、なぜこういう議題にさせて頂いた

かというと、ごみ処理の対象品目と処理量の推計をすることで施設の規模、ハード

面の全景がおよそ決まるものと私達は考えております。従いまして、共通認識をで

すね、本日とできれば次回１２月１８日、次第の２番目に検討会のスケジュールと

ありますけれども、今日と次回を使って年内の検討会の中で、ごみ量の推計は重要

なことでありますので、全体的に情報の共有というか、資料の確認を含めてしてい

ただいて、まずは施設課長の方から資料に基づいて説明しますので、それに基づき

まして皆さんから忌憚の無い意見を、今日とできれば次回に継続して行なってです

ね、全体のごみ量の処理の推計について共通の認識ができたらと思っております。

そういうことで、今日の議題の設定として、ごみ量の推計を議題にさせていただき

ました。 

  早速、今日の資料で、先ほど２５ページに渡るもので、表題が施設規模となって

いるものですが、この説明を、一番元になるデータになりますので、やや丁寧な形

で所管の施設課長から最初に説明させていただきます。それから質疑だとか、それ

から、それぞれの皆様のですね、ごみ量の推計についての考え方等について議論し

たいと思います。そういうことでよろしければ、施設課長の方から説明をさせたい

と思いますけれども、よろしいでしょうか。 

○田中施設課長 
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  それでは、ごみ量の推計ということで、宜しくお願い致します。最初に、リサイ

クルセンターの整備基本計画の後に地域計画というものを作成しておりますので、

それが２０年度の実績値の結果を基に、ごみの推計をしておりますので、少し基本

計画と違いますけれども、最新のごみ量ということで、地域計画に合わせて説明し

ていきたいと思います。最初に３ページを見て頂きたいのですけれども、最初に人

口の推計ということで、推計方法は、指数、直線、ロジスティック、べき乗、自然

対数ということで、５つの推計方式で、ごみ処理の方も推計を行なっております。

最初に指数というのは経年ごとに増加減少が大きくなるような推計式でございま

す。次に直線というのは単調に増加減少していくような推計式です。ロジスティッ

ク式というのは、最初増加減少が大きくなり、途中から緩やかな推計になるような

推計式です。べき乗というのは、経年ごとに増加減少が顕著になる推計式、自然対

数というのは、経年ごとに増加減少が緩やかとなる推計式です。この５つの方法で

ですね、推計しまして現状とこれからの予測が妥当だというものを採用しておりま

す。最初に３ページでございますが、人口の推計ですが、第４次総合計画の方で人

口の推計をしているのですが、まだ確定しておりませんので、資源循環部として推

計を出しております。これの推計ですが、平成１１年度から平成２０年度までの実

績値を使いまして、推計しまして、その結果、指数というのが現状に一番近い推計

式という事で、これを採用しております。２０年度というのは、２１年の１月１日

の数値であります。ですから、２１年度が２２年の１月１日ということになります。

今一番近いのが２１年度、１５万５８４人になっていますが、２１年の１１月１日

現在では、１５万２０４１人となっています。来年の１月までの数値よりも少し増

えているという現状でございます。それで、ごみ量の推計で、後で言いますが、平

成３２年の人口が、ごみ量の推計の規模を算定する数値になっております。続きま

して４ページの、収集可燃ごみの推計ということで、この収集可燃はですね、平成

１４年１０月から有料化しておりますので、１５年から２０年度まで、６ヵ年の実

績値を使いまして集計しまして、自然対数が現状と合っているということで、その

数値を採用しております。表の出し方ですが、ごみ量をですね、まず原単位という

ことで、一人一日何ｇごみを出しますかということで、まず、ごみ量の年当たりの

トン数を人口で割りましてそれを３６５日で割った数字が１５年度では４０４．１

ｇということで、２１年度が３８２.３ｇ、それで、これの答えから年間の量を出す

には、この数字に人口の１５万５８４人をかけまして、それに３６５日をかけます

と２１,０１２トンということで、こういう数字となります。よろしいですか。 

  続きまして、直搬可燃でございますが、これは、直接許可業者が行政回収ではな

くて、秋水園の方に運んで来るごみでございます。これは人口には、そんなに影響

されないということで、１５年度から２０年度のごみ量をそのまま推計して、出し

ております。推計式では自然対数と指数という事で、この両者を採用しまして、こ

れの平均値をごみ量として推計しております。これは、推計式によって、差があり

ますので、自然対数と指数の平均値ということで量を算定しています。 

続きまして、収集の不燃でございますが、６ページですが、収集不燃は、平成１

９年の１月１日から容リプラを分別してですね、容リプラは別に集めるような形に

なりましたので、１８年と１９年を見て頂くと分かるとおり、１８年が４,０４４ト

ン、それが１９年になりますと、１,７０９トンということで、半分以下になってい

るんですね、それでデータが１９年、２０年という２ヵ年しかございませんので、

この推計に対しては原単位を１９年と２０年の平均を出しまして、一日あたり３１．

６g ということで、これに人口と日数の３６５日をかけまして、１,７９２トンとい
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うことで推計しております。 

続きまして、直搬不燃、これも直接秋水園に入ってくるごみではなくて、人口を

考慮しないで推計しております。平成１５年から２０年の実績値を使いまして、推

計した結果が、ロジスティックという形の推計式を採用しています。 

  続きまして、収集粗大ごみでございます。これは、市の方に、今はシールを貼っ

て予約して搬入されるごみでございます。平成１３年から２０年度の原単位を使い

まして、推計しまして、直線とロジスティックの推計値の平均を用いて、それに人

口と日数をかけてごみ量の算定をしています。 

  続きまして、直接搬入の粗大ごみですが、これも直接、秋水園の方に運んでこら

れますので、人口を考慮しないで、推計しております。直線とべき乗の平均を用い

まして、その値を推計値として推計しております。 

  続きまして、びんですが、これも原単位を利用しまして、平成１１年から２０年

度の実績値を用いて推計しまして、これは、べき乗の推計値を採用して、ごみ量を

算定しています。  

  続きまして、缶ですが、びんと同じように原単位を使用しまして、平成１１年か

ら２０年度の実績値を用いまして推計しまして、べき乗を採用しております。 

  続きまして、ペットボトルですが、ペットボトルもびんと同じように原単位を出

しまして、これに対して１１年から２０年度の実績値を用いて推計しております。

これは、自然対数の方式を採用しております。 

  続きまして、容リプラのプラ製容器包装でございますが、これも先ほど申しまし

たとおり、不燃ごみと同様にデータが少ないもので、１９年と２０年度の原単位の

平均を使いまして、それに人口と日数をかけまして推計しております。 

  続きまして、新聞、雑誌、段ボール、古着、牛乳パック、乾電池、蛍光管、これ

らは皆同じように原単位を使いまして、現況に合ったようなグラフに合わせて、推

計曲線のどれにするか決めて推計しております。細かい事は宜しいですかね。それ

でですね、今、推計した数字がですね、２ページ目の秋水園のごみ量予測というこ

とで、将来予測のまとめというところに、先ほど推計した数字がここに書き込まれ

ています。実績としては、平成９年から２０年までということで、２１年から３５

年までは推計値として記載されております。 

  続きまして、最初の１ページ目に戻っていただきまして、施設の規模を決めるの

に、稼動から７年間の中で一番ごみ量が増えた、最大値を利用して規模を決めるよ

うにということで、旧厚生省の方から通達が出ておりまして、それに沿ってやりま

すと、平成３２年が６,７７６トンとそれが一番大きくなりますので、平成３２年の

ごみ量に対応できる施設規模に決定することになっています。まず、不燃ごみです

が、下の表の上から１番目ですが、３２年のごみ排出量２,００１トンを３６５で割

りますと、一日あたりのトン数がでます。それに対しまして、計画の変動係数をか

けます。それと稼働率というのは１年間は３６５日ですが、その施設の動く日数と

いうことで、土日が１０４日、年末年始が６日、その他に施設の整備ということで

１０日間予定しております。そうしますと、１２０日間施設が動かない日がありま

すので、つまり２４５日は動きますので、３６５日で割りますと稼働率が０．６７

ということで、２,００１トン÷３６５×１．１２÷０．６７＝９．２トンになりま

して、９．２トンの処理量ということになります。計画の変動係数ですが１６年か

ら２０年度までの各月のごみのその年度の平均に対して、その月がどのくらい出た

かということを出しまして、その一番大きな数字を各年度ごとに出しまして、それ

を５年分で割った平均を変動係数ということで出しております。それがですね、不
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燃ごみ１．１２、粗大ごみが１．２５、びんが１．２、缶が１．１５、ペットボト

ルが１．４５、ペットボトルは夏と冬とではかなり使用量が違います。乾電池１．

３７、蛍光管１．８２。そういうことで先ほどの３２年度のごみを先ほどの方法で

やりますと、不燃ごみ９．２トン、粗大ごみ９．６トン、資源物合計として１４．

５トン、びん７．８トン、缶が３．４トン、ペットが３．３トン、有害物の合計が

０．４トン、乾電池０．２トン、蛍光灯が０．２トン、合計３３．７トンというこ

とで、約３４トンになりますが、前回の基本計画では３６トンだったんですけれど

も、２トンほど減っております。今の考え方で、平成２０年度、現在ではどのくら

いの施設になるかと言いますと、不燃ごみは２０年度は将来の予測を見てもらいま

すと、１,９２０トンでございますので、これを同じように３６５で割って変動係数

をかけて稼働率をかけますと、８．８トンになります。それから粗大ごみが１,３３

９トンでそれが６．８トン、びんが１,１４０トンでこれが７．１トンになります。

缶が７５５トンで３．６トン、ペットボトルが４１４トンで２．５トンになります。

有害物は乾電池が４０トンで０．２トン、蛍光管が２９トンで０．２トン合計約３

０トンということで３２年よりも４トン少ないというような状況になっておりま

す。以上がごみ量の説明です。   

○司会 新井次長 

  ありがとうございました。今日いきなり詳細な資料を出しましたので、今日のご

 みの推計につきましては、先ほども申しましたけれども、今日も含めて次回継続し

て協議していきたいと思っています。その上で秋水園が扱っているごみの対象品目

とごみの予測をですね、平成３５年度まで説明させて頂きました。推計の仕方で色々

な指数、直線、ロジスティック、べき乗、自然対数といった統計の用語が含まれて

いて、大変お分かりづらさもあるわけなんですけれども、まず今説明したごみ量の

推計について、今の説明の範囲内で分からないこと、聞きたいこと質問があればお

願いしたいと思います。  

○委員 

  こんなにも、処理対象量の推計が変わるんですか。前に私たちが頂いた数字と変

わってきていますよね。出されてる数字によって随分変わってきているっていうの

は。もっと言えば、これが今一番正しくて、私の方は言われた数字を信じるしかな

いんですけれども。あちこち数字が違うんで面食らってます。 

○田中施設課長  

  ２０年度のごみ量の推計を入れていますので、少し変わってきています。 

○委員 

  そうではなくて、例えば平成３２年度最終の、この推計が出てくるところで、私

たちが頂いたこれと、まあよく本当に色々と数字が違ってきていますよね。 

○司会 新井次長 

  今、施設課長が言ったように、その整備計画は１９年度実績なんですね、それで

今説明した、今日の資料は平成２０年度が入ってるんです。それで平成１９年度と

２０年度の違いは不況の影響があって、全体的にごみ量が減っているんですね。そ

の換算の仕方、今の数字については若干の変更が出てきています。 

○委員 

  それは分かるんですが、しかしあまりにもね。減るだけではなくて、増えている

ところもあった。 

○委員 

  確かに推計というのは、誰がやっても大変難しい。今おっしゃったように景気の
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変動だとか色々な要素が加わって、当初は予測がつかない、大きな変更が伴うって

いうのは分かります。だから今出た、田中さんがこの会のために計算されたのも分

かりますし、今現実に、一般廃棄物処理基本計画、平成１８年１０月に作ったのが

ありますよね、これの実績値と計画値とどのくらいの誤差が生じてきているか、是

非それも資料として出して頂きたい。だから、推計は誰がやっても難しい、だから

私がやったって当るかどうかわからないんです。だからそういう点では、基本的に

こういう数値をどこまで我々信頼して関わって計画を作るかっていう一番難しい問

題はあるんですけれども、どのくらい誤差が出てくるものなのか、だから現実に、

今１８年に変わった部分があるはずですから、それが１８、１９、２０年度とね、

今、現実に生きている計画の中でどんな誤差があって、その原因は何なのかをね、

今言った景気の変動だとかといった理由もあると思うんですけれども、その辺を是

非出して、それと比較しながら、この後どのように変わるのかを是非我々も点検を

したいと思います。 

○司会 新井次長 

  この内容につきましては、後ほど三回目の日程を含めて調整をしていきたいと思

います。いずれにしても最初に議論になりました会議録を会議の開催に先立ちまし

てお送りしますので、そのときに今、委員のおっしゃった平成１８年度に作成され

た第３次になりますけど、一般廃棄物処理基本計画それと、今日説明した数値の変

動の要因はどのようなものなのか、事前に会議録と一緒に送付させて頂きます。 

○委員 

  それともう一つ。今、田中さんに説明していただいた数値の中で、たとえば有害

物で蛍光管なんかが、平成３２年度の予測値が２９トンとなっていたんですけれど、

今度の予測値を見ると４４トンと大きく膨らんでいるんですね。これは、一体、単

に数値的な処理の仕方では、ちょっと説明つかないのではないかと思いますし、そ

れは今、委員さんがおっしゃったような、上がったり下がったり結構色々してます

から、今点検を全部するだけの、私達には時間的な余裕はないのでね、ただ書き並

べるだけで随分違いが出てきている。そこのところをどうやって説明つけられるの

か、それも是非、推計値がいろんな方式があるというのは分かりますけれど、それ

を改良したからこうなんだという説明だけではなくて、たった１年前に１９年度に

予測したものとかなり数字が違いますから、何でこんなに大きく違ってきちゃうの

かなというところをもう少し、もし今、頂けるならお願いします。   

○司会 新井次長 

  今、委員のおっしゃった質問につきまして、田中施設課長の方から答弁致します。

○田中施設課長 

  違いが出たのは、リサイクルセンター整備基本計画、こちらの方なんですけれど

も、こちらの人口の推計はですね、第三次総合計画で作っている人口の推計値を使

っていましたので、その人口が、今回うちの方で推計した人口と違うので、その影

響で少し数字が違っているという結果になっています。 

○委員 

  人口の推計値って、もっと低い推計値になっているんじゃないですか、今の方が

多いはずですよ、新しいデータの方が。だから、たとえばですね、もうちょっと具

体的に言うと、ペットボトルが、私一回目でも指摘させていただいたんですけれど

も、１．８倍ぐらいの１７６％増ぐらいを当時推計していたんですよね、それが今

回は、ペットボトルは、７４０トンという数字が５３０トンと大きく減らしている

訳ですよ。だから、単純な意見として、１万トンの２００トンじゃありませんから、
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たかだか数百トンの中での２００トンですから、これをパーセンテージで出すと、

すごい隔たりがある。何で一年でそんなに推計値が変わってしまうのか、それが単

純な疑問なんです。 

○委員 

関連で、今頂いた人口の方が、前の計画よりも増えていますよね。平成３２年度

で１６１,４０１人で、前のは１５３,８０７人で私の見方が間違いなければ増えて

るんですよね。それで人口に合わせて、さっきは減ったんだという説明があったん

ですが、そのへんがちょっと分からないところがあるんですが。 

○田中施設課長 

  推計方法でですね、今までは人口を加味しないで、自然の伸びだけでで推計して

いました。そして原単位でなくて、排出された量で推計していたということもあり、

このような推計の仕方が変わったということがあります。 

○司会 新井次長 

  今の、分かりましたか。今までは、説明としては実績をふまえて、自然の増加、

ないし減少になるということで算定していましたが、今回説明させて頂きましたも

のは、すべて原単位に基づいて算定している。だから算定の仕方が若干変わったこ

とであります。 

○委員 

  推計の予測の出し方というのは色々あると思うんですけれども、政策的にごみを

減量する政策を取るんだよね、どうゆう、そういう減量する政策をとった結果がこ

ういうふうにになるかということを説明をして頂ければ大変ありがたい。それで、

私言いましたように、東村山１３町あって、秋津町はそのうちの１町で、そこに全

部集約している訳ですね、美住町はこれくらい減らしますよ、富士見町はこれくら

い減らしますよという、そういうことをやっていただけると秋津町の住民としては

大変ありがたい。要するにね、減量推進課だから、政策を出した上での数字を出し

て欲しい。そうゆうことです。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  これは、統計の仕方によって出しているものですから、政策は入っておりません。

○委員 

  だから、それを何か理論づけて頂きたい。 

○司会 新井次長 

  ごみ減量推進課の当麻課長からお願い致します。 

○当麻課長 

ごみ減量推進課ですが、この推計の、そうですね、町内まとめというところを見

ていただき、２ページですか、見ていただきまして、２１年度以降はあくまでも推

計ですが、数字的には難しい部分がありますので、ごみ減量推進課、私の方ではち

ょっと申しませんが、将来まとめ２ページのところ、２０年度と簡単に言いますと、

１４年１５年がよろしいでしょうか、１４年の１０月から有料化を始めさせていた

だきました。そのときには、１４年、すいません、こうしましょう、１３年度は全

部無料でございました。それと２０年度を対比していただきますと、人口は約７千

人近く増えております１４３，０４５ですね。２０年度は１５０，１９８人という

ことで、約７千人程度増えておりますが、ごみの可燃ごみの収集だけで述べさせて

いただきますと、約５千トンが減量になっていることは、この表を見ていただいて

ご理解をしていただきたいと思います。ごみの減量の仕方と言いますのはごみ減量

推進課でかなりやっているつもりでいます。つもりということではいけないのです
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が、かなり出前講座とかホームページ・市報、また同じ言葉になりますが、ごみ見

聞録それとＭＲＳの運営委員さん等にいただいて、かなりのごみ減量は進んでいる

というふうに私たちは思っているところです。委員さんがおっしゃる各町名でやっ

たらどうなのか、と言うことも一つのご意見なのかも知れません。ただ、一つの業

者で数町を抱えている業者もございまして、美住町なら美住町だけという形で、ご

みのパッカー車が、秋水園の方へ入ってくるかどうかは、今後の研究だとは思いま

すが、そうするとごみ収集回数が多くなる可能性がございます。今だいたい１台の

車で、４回往復していることで計算しておりますが、町名別にピシッ、ピシッとや

りますと、その収集回数が５回６回という回数になってしまって、今４時までです

が、それが５時とかになる可能性もございますので、委員さんの言われてる町名別

回収については、今後、十分吟味して検討してゆきたいと思いますが、ごみの啓発

これからも進めて行きますので、市民の皆様方にご協力いただきたいと思います。

以上でございます。 

○司会・新井次長 

委員さん如何でしょうか、とりあえず、とりあえず分かったということでしょう

か。今、委員さん、手をあげられましたか。 

○委員 

  この数値については、私もちょっと分からないのですけど、それよりも以前、一

般廃棄物処理基本計画１８年１０月に作られた中で、ページ１９にごみ減量目標が

載っているのですが、これが実際にどれくらいのごみ減量になったのか、という実

数値を出していただきたいのと、秋水園のあり方についての２３ページに載ってお

ります秋水園への一極集中を既定のものとしないように、民間委託への検討が必要

とありますが、いままでどのような分散方法を検討されたのかを具体的に教えてい

ただけたらと思います。この分散、たとえば分散すれば秋水園の持込み量が減って

くれば、これだけの大きなリサイクセンターを作る必要はもちろんないと思うので、

これはとっても大事なことではないかと思うんです。で、やっぱり、一般廃棄物処

理基本計画のなかでも、発生抑制とか排出抑制は、かなりどこのページにも亘って

載っているのですが、市ではどのようにしてほんとに真剣に現状に取り組んでいた

だけるのか、そのことを教えていただきたいのと、もう一つ１１月１５日発行の市

報なのですが、ごみ処理方法についての意見交換会の募集を載せておられますが、

この交換会の位置付けと、ここに出された意見がどのように尊重されるのか、たと

えば・・・ 

○司会・新井次長 

  意見交換会とちょっと分けてもらえます。説明します。 

○委員 

  はい、分かりました。 

○司会・新井次長 

  大きなことでは、ごみの推計値の関係と特に分散化することによって、ごみがど

れだけ減量するのか、秋水園には持ってこないことになるでしょう、分散化がどれ

だけ減量化に役立つのかという質問だと思いますけれども、これは重要なテーマで

ありますので、西川部長。 

○西川部長 

  一般廃棄物処理基本計画のですね、減量目標値と今現在の達成具合といいますか

ね、そこについては今日資料を持って来ておりませんので、改めて次回までに調べ

て出させていただきます。それと民間委託を含めた分散化ということですが、まず
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市内に分散化するという事ですと、前回ちょっと話しかけてるんですが、土地の用

途の関係から大きな敷地を新たに工業、準工業の用途地域の中に土地を取得すると

いうことは不可能でありますので、実質的には市内に秋水園に相当するような中間

処理工場を設けるのは出来ないと考えております。それと一般廃棄物処理基本計画

の中での分散化が達成できているのはですね、容器包装プラスチックこれが平成１

９年１月から、恩多町にあります加藤商事が処理を開始しましたので、結果として

はですね、不燃物の量が先ほどご説明しましたように、かなりの量が減っておりま

す。ただ、これが何故できたかということになりますと、加藤商事が市内に工場を

作ったということから分散化が出来た訳ですけれども、仮に加藤商事以外の業者で

というお話になりますと、今収集しているのは基本的には２トン及び３トンのパッ

カー車で収集しております。で、これがですね、先ほどの説明にもありましたよう

に、１日４往復して一般的には収集しております。現在の収集コストになっており

ますので、東村山市とするとその数キロのところに民間事業者の工場があるとする

ならば、そこに持って行くことは可能となりますが、その距離が増えた場合にです

ね、収集回数が当然減ってくる訳です。そうすると、その回収するためには大型に

積替えをして外に運び出すということになりますので、結果的には保管積替えがで

きる場所が必要になるというふうに考えております。ですので、今現在ですね、そ

れに耐えうる業者については、この周辺には無いというふうに考えております。よ

ろしいですか。 

○委員 

  いいですか。たとえばびん缶ならびん缶だけ、びん缶処理を一箇所で全部やろう

というふうに行政は考えていらしゃるのではないでしょうか。そうじゃなくて、そ

の秋水園みたいな大きな施設は作れないというのではなくて、結局、びんならびん

の、たとえば１３町のうちに５町分はここ、４町分はここって、そういうふうなも

のの考えはされたのでしょうか。 

○西川部長 

  よろしいですか。ごみの関係については、廃掃法という法律がございまして、そ

の廃掃法の中で、中間処理をするあるいは積替え保管をするという場合には、全部

都市計画の用途確認からを全部取らないといけません。そうすると、市内に５箇所

６箇所という場所についても、先ほどお答えさせていただいた内容どおり、それだ

けのスペースを確保することは不可能というふうに考えております。 

 

○委員 

  ちょっとお聞きしたいのですがね。先ほど、工業だとか準工業というのは、あそ

こと固定資産税課でしたっけ、何、都市計画課か、そこんとこで見せていただいて、

地図を見ていただいたら、そこの道路沿いということなんですね。そこの道路沿い

とは所沢街道、その道路沿いはずーとありますということだったね。その人に一応

聞いたら工業とか準工業地域を変更することは東京都の許可がいる、そういうこと

が分かった。では、その許可というのは、市から申請したら出来るんですかと言っ

たら、難しいかもしれないが出来ますという返事だったんですよ。ということは、

今部長が言われたそれは無理ですと言うことはおかしいんじゃないかな、という感

じなんですね。もし、そういう土地がある程度の土地が取得できるんだったら、そ

れについて、東京都にその指定を外してほしいだとか、やれば可能なんじゃないか

なぁ、というのがそこんとこで聞いたときの感想です。 

○西川部長 
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  今のお話というのは、用途地域の変更の仕方ということだと思いますね。で、当

然用途地域というのは決まった永遠というものではなくて、その時期、その時代あ

るいは街の作り方によって、変更してゆくわけですから、変更の手続きそのものは

当然あります。その変更の手続きに対して、なんと言うのでしょう、用途を変更し

一種住専とかですね、住宅用の土地に対して準工業に変更し、それをその場所に中

間処理の積替え保管する場所を付設することは、理論上は可能だけれども本当に可

能かどうかという話に、現実の問題として考えた場合には無理でしょうという、無

理だろうという答えを・・・ 

○委員 

  そこんとこ、何で無理かというところを、僕は知りたいんですよ。仕事がいっぱ

いあって無理なのか、今の金がなくて無理なのか、市に金がないから無理なのか、

何で無理か、やる気、やる能力がないのかどうか。 

○司会・新井次長 

  都市計画区域の変更が、何で困難かという理由ですよね。 

○西川部長 

  まず、よろしいですか。一つ目にはその分散化をして、するために用途変更し、

土地を購入し、施設を作るという・・ 

○委員 

あのね、そうやって、三つだとか、・・それが全部絡みあっちゃうと無理だという

話になっちゃうと思うんですね。 

○西川部長 

でも、みんな絡みますよ。 

○委員 

絡むけれど、そこんとこで全部・・・、土地をどこか東京都から払い下げてもら

うとか、市の土地を転用するだとかね、そういうことも考えられるわけですよ。そ

れを買うという考え方が、それは除いてほしいね。 

○西川部長 

買うということ自体を除くという自体に無理がありますから、今ですね、東京都

も無償払下げは、委員さんは以前いらしゃったからご存知だと思いますが、ほとん

ど無償払下げありませんよね、国も。ですから、実質的には買うようになりますよ

ね。そういうと買うという前提を外してというのは、やはり無理な議論だと思いま

す。で、そういう条件を加えてゆくと用途を変更して、場所ができたら、そこに予

算を投入して、で、かつ施設を作ってやりましようということが、本当に可能かど

うかということになると、やはり分散化したとは言え、音の問題等は出るわけです

よね。 

○委員 

音のないもの、そうです、たとえば古着だとか牛乳パック・・ 

○西川部長 

今、古着、牛乳パックはすでに秋水園には入っていません。 

○委員 

だから、例で、例として言ったんですけど。 

○西川部長 

  ですから、例としても、現実の例としては牛乳パック、古着とか秋水園に入って

いないものですから、あとできるのは、びん・缶・ペット、可能かどうかは別にし

ても現実の話ですよ、びんと缶とここにある・・ 
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○司会・新井次長 

  施設規模の１ページ目です。 

○委員 

  ここにあるやつですか。 

○西川部長 

  はい。ここにあるリサイクルセンター対処量の推計にある表のものは、もし委員

さんのお話が可能だとすれば、逆にいえば全部できてしまうということです。 

○委員 

  できてしまうとは、どういうことですか。 

○西川部長 

  要するに、お金をかけて、用途変更をして、そこの土地をつくって、そこにお金

を掛けて、かつ施設を作ってやれば可能だと思います。 

○委員 

  それで、たとえば今ペットボトルは恩多の方へ持っていっていますか。 

○西川部長 

  いや、ペットボトルは持っていっていません。容器包装・・ 

○委員 

  そういうもの、ペットボトルだとか音のしないもの、そういうものは可能なんで

すか。 

○司会・新井次長 

  ちょっと参考までによろしいでしょうか。平成９年、１０年でしたか昔の話にな

るのですが、美住町１丁目に美住リサイクルショップ、これを作ったわけですが、

第１種住宅地域なんですね、で、あそこで何故販売展示だけなのかといいますと、

当初は再生家具を含めてしたかったのですけれど、どうしても都市計画の変更、東

京都を含めてですね、そういうことで発足したのですが、結局、それは至らなかっ

たのですね。ですから、美住町リサイクルショップは展示販売だけですけれども、

そんなこともあって、都市計画の変更については極めて困難、厳しさというのは過

去に経験しています。 

○委員 

  それは渡部市長がいた時期からですか。 

○司会・新井次長 

  いや、その前ですね。細渕市長のとき・・。それと・・、ここなんですけれども、

先ほどごみの減量の推計値につきましては、次回までにきちんとした資料をお出し

したいと思います。これは、今日の資料でもありますけれども、多摩地域ごみ実態

調査というのがありまして、この資料によりますと東村山市ですけれども家庭ごみ

の収集量１人１日当たりですけれども東村山市は少ない方の上から４番目です。１

番少ないのが西東京市、多摩市、町田市、東村山市です。その０８年度の１人１日

当たりのごみの排出量、家庭系のごみの収集量からみた０８年度が６０１．６ｇ、

０７年度が６１７．６ｇ、０７年度と０８年度を比べては１６ｇ減らしています。

ですから、全体としてごみの減量については、かなり、町と村を含めますと多摩地

域で３０の自治体がありますけれども、それの１人当たりの排出量は上から４番目、

少ない方から４番目ということです。 

○委員 

  分かりました。それからあと一個聞きたいんですけれど、東村山市の全部のもの

をこちらの方の秋水園であーゆうことで一応お考えだということなんですけど、た
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だ、それだけのことをやるためには周辺対策でごみ何とか、ごみ・・小山川、あそ

こんとこに行ったんですけど、そういうとこに行った時にそこんとこは焼却施設だ

けなんですけれど、そのとなりに温泉みたいのを作ってるんですよ、３階建ての。

で、人口は東村山市とほぼ同じなんですね。毎年どのくらいの費用を掛けてる市か

ら持ち出しあそこは組合なんですけど、どのくらいのお金を掛けてるんですかと聞

いたら、年間４千万それだけのものを掛けて、人口１５万９千人ですよね。それだ

けの覚悟があるのかどうか、聞きたいんです。４千万ぐらい掛けて、そこんとこは

焼却施設だけですよ。ここんとこに作るのはリサイクルセンターと焼却施設、だか

ら少なくとも８千万ぐらいの増資をする覚悟があるのかどうか。 

○西川部長 

  よろしいですか。やはり今市長が新しく代わってですね、うちの市の一番やらな

くてはならないことは、身の丈にあった運営をする考え方が第１だと思います。や

はり、潰れるということを誰も望んでいませんのでその考え方からすると、いま委

員のお話については、同じように温泉施設をつくりますかと聞かれるのであれば、

難しいと思いますとお答えせざるを得ないと思います。 

○委員 

  だから、そういう覚悟があるかどうかを聞いているんです。 

○司会・新井次長 

  ちょっと待ってください。２４日にですね、周辺対策協議会が視察させていただ

いたのですが、４千万というのは若干認識が違うようなので担当課の方で整理させ

ていただきます。 

○当麻課長 

  すいません。４千万という数字はたぶん、お風呂の施設の入場料でしたね。７０

０円から６００円とか３００円とかありまして、それがお風呂の方の入場料です。

２０万人入っている形・・。ランニングコストは２億ぐらい掛かっているというふ

うに聞いております。当然持ち出しとしては１億何千万円がお風呂の方には年間掛

かっていることだと思います。まさに東村山のごみ収集委託料だけで、可燃・不燃・

ペットボトルだけの収集委託料でも東村山は４億ちょっと払っていますし・・ 

○委員 

  あのね、僕が聞いたときはお宅も一緒にいたんですよ。「湯かっこ」の費用という

のは年間４千万補助していますということを言っています。収入は５千幾らか、１

９年度は２０万人、２０年度は２２万人、だけど市の方ここんとこは組合の方は４

千万補助しているということは言えてますよ。だから僕の言うことは正しい。 

○当麻課長 

  たぶん、その４千万が赤字になっているということだと思います。 

○委員 

  だから、赤字の分をそのくらい補填しているということだから。 

○当麻課長 

  年間のランニングコストですね。 

○委員 

  補填ですよ。ランニングコストはもっと１億何千万、だから、そういうここんと

こはふれあいセンター年間８００万か９００万。焼却施設があってそれで初めて作

らせてもらった。 

○司会・新井次長 

  施設課長 
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○田中課長 

  私も同じ施設をこの間、見学させてもらったのですけれど、「湯かっこ」という温

泉施設ですが、建設費はどのくらいですかということで問い合わせしたのですけれ

ど、そのときは回答いただけなかったのですが、あとからＦＡＸをいただいたので

すけど、建設費は１７億、運営費も聞きましたら数億かかるとの内容でした。 

○司会・新井次長 

  その数億の中に４千万を市が補助しているという・・そういうことですよね。 

○委員 

  そうです。収入があるからね。 

○田中課長 

  建設費は１７億ぐらいです。 

○委員 

  １７億、じゃあ・・１７億は相当お金が掛かるんですね。 

 

○司会・新井次長 

  ちょっと待ってください。都市計画区域の変更と分散化の話は極めて重要な話な

のですけれども、今日は基本的に論議のペースは先ほど申しましたごみの推計量を

ベースにしながら、質疑意見交換をして行きたいと思います。それでは委員。 

○委員 

  二つ質問がありまして、一つは人口増の問題なんですけど、前回いただいた資料

というのは平成２０年と平成３２年を比較してみますと、増加率が３％なんですね。

１４９，１５３から１５３，８７６。今回出されたのは１５０，１９８～１６０，

４０１、まぁ・７％増なんですね。今回のデータの方がよりその将来を見据えたと

きに正しいものなのかどうか、それの見通しをちょっと聞かせていただきたいのと、

もう一つは、分散化のお話が出ましたけれども、やはり分散した方がいいのか集中

した方がいいのか一度きちんとまとめられて、メリット、デメリットを土地の問題

ですとかあとはそのいろんな条件があると思うんですけどね。これをやるためには

住民の理解を得られなくてはいけないし、今度はそこんとこに収集車が行くわけで

すから。財政、住民・・、そういうものを一回整理されて、それで整理された結果、

集中してリサイクルセンターを作った方がよろしいと、そういう結論になってくる

と思うんですよね。ですから、同じことを何回も何回もこの会議でやりますと、な

かなか進みませんので、１回きちんと整理してそうすれば皆さん、これじゃ無理だ、

もっと改善の余地があるなら検討したらどうですか、と言えるんですけどね。よろ

しくお願いします。 

○西川部長 

  今の分散化と集中化のお話につきましては早急にうちの方でですね。メリット、

デメリットそれぞれ委員の方々の項目のあり方に賛成反対が出るかと思いますが、

うちの方で作業を至急かかってみます。それと人口増の問題についてはですね、実

は非常に人口予想が難しくてですね、特に平成２０年と２１年については大きい開

発が３ヶ所で行われているのですね。もう皆さんご存知のように秋水園の隣２３１

戸ができると単純に１世帯３人とすると、それだけで約７００人ぐらい増えてしま

う。それと同じことが萩山の萩山公園の所に１８０戸の高層マンションそれと美住

町の公団の横にやはり大きい「ココロコス」というものができていますしね。ここ

１、２年は大型開発が集中した年なんです。その関係からですね、推計値を２０年

２１年でやりますと、あっという間に数字が動いてしまうのですね。ただ、ここの
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推計値、一番心配しているのはですね、はたしてこれから同じような大型の開発が

あるかというとそれもよく分からないというのが実態でして、そういう意味では、

今日お出しした推計値が必ず当たるかという自信は正直いって思っていません。そ

れはもうそういうふうに言わざるを得ない、今時点でできることはこの数字ですと、

いくつか他の計画で推計やると思うのですけれど、この数字と違う数字をもってい

ろいろな計画が進められていると思うのです。それはちょっと推計に関しては委員

もおっしゃっておりましたけれど、難し過ぎて分からないというのが正直なところ

です。 

○司会・新井次長 

  渡部市長 

○渡部市長 

  今回のお示ししている施設規模の根拠になっているデータにつきましては、先ほ

ど申し上げたように、基本的には人口掛ける原単位になっていますので、人口推計

は重要なポイントになっています。今、部長からお話しましたように、これはあく

までも現在の資源循環部で推計をしている数字なんですが、実は今、先ほどもちら

っとお話しましたけれども、第４次総合計画の策定中でして、平成２３年スタート

の１０年計画になりますので、人口推計をどうするかというのが、先日の総計審で

も議論になったところです。こちらはかなり低目に実は見積もっていまして、平成

３２年では１５万５千ぐらいの数字で見込んでいます、と申しますのは東京都の人

口推計では平成３０年までは都全体では人口は増えると東京都は予測しているんで

すが、それからはやや下降線を辿るであろうというふうに言われていまして、実は

この辺は人口についてはですね、今後ですね、先ほど委員さんがおしゃったそれぞ

れの街のまちづくりだとか政策的なことで社会増がどの程度あるのか、あるいは自

然増・・・自然は減じていってですね、それぞれの街がこれからは人口減少社会の

中では、どちらかといえば選択をされる、この街の方がいいというような視点で選

ばれるわけでございますので、そこは非常に我々も読み切れないというのが正直な

ところです。ただ一方で、市内での、かなり、既に私が住んでいる萩山町は人口減

少町になっていますが、秋津町だとか久米川町とか恩多町については、非常に人口

がまだまだ伸びておりますし、まだ農地がかなり残っておりますから、やはり、ど

うしても今後相続の発生があるといって・・・住宅供給はあると見込んでいます。

ですから、この数字についても最終的には総合計画の人口推計に合わせて、再度も

う一回推計する必要があるだろうとそんなふうに思っています。そうしますと、さ

らに日量ベースで、そのお示ししているのは３千トンでございますので、これが極

端には半分になるとかいうのは、それこそ先ほど来お話があるような分散化でもし

ない限り難しいであろうし、政策的な努力は当然してゆかなければなりませんが、

日常で１トン２トン減らすというのも、これも又並大抵の努力ではないかなと、そ

こは我々も知恵を絞らなければいけないのかなと思っていますが、一応これは最新

の資源循環部で推計している数値だということで、２０年度の実績を踏まえての数

値だということで、ご理解いただければと思います。 

○司会・新井次長 

  委員 

○委員 

  それ分かりました。ほんとにこの満度人口を出すのもね、ほんとに大変なことだ

と思っております。ポーンと１６万と出したこともあるんですよね。それが１３万

にしてみたり１５万に・・ほんとに大変だと思うんですけれど、ただ人口が増えよ
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うと減ろうとごみ減量はね、どんどんやって行かなくてはならないと思うんですよ。

特にここでね、可燃ごみについてがね、これ確かに人口増えてるから、それに掛け

るとこうなるんだよというんですけれど、たとえばそれじゃあね、この前の計算、

この前の計算がいいとはいってないけれど、しかし根拠は同じだよということにな

れば、前のところで１５万３千いくつなんですよ、平成３１・２・３年度がね、１

５万３千いくつというと、こちらでいうと平成２４年ぐらいなんですよ。でも実際

の可燃ごみをみると、こちらのが多いのね。こっちは、今日いただいた資料では、

例えば平成２４年の１５３，４６０人ですね。それに対して可燃ごみは２７，２６

９トン、今度はこちらの前ので見ますと、例えば１５３，９０６人これ３３年がそ

こで、２６，７９２トンですよ。ここで減量の努力とか成果とかがどうなってゆく

のかなというね、その辺というのは、私は可燃ごみというのは、もっともっと減量

できるという頭がありますからね、いろんなやり方でそういう意味ではこの数字は

ね、ただ掛け算、足し算、割り算したんじゃダメと、さっき委員さんもおっしゃっ

てたように具体的に減量してゆくならばね、もっともっとこの数字絞り込めるんじ

ゃないか、というふうに思うんですけれどもね、で、もってして、今の将来の予測

ですと言い切ってしまうね、予測も出来たらね、やはり厳しいねこの数字、だけど

将来ここまで頑張れるよというのがね、予測の数字であってほしいと思うんですね。

そういう意味では、やっぱりオンですよ。この予測値はと思うんですけど。如何で

しょうか。 

○司会・新井次長 

  関連ですか、どうぞ。 

○委員 

  私は一つ市に確認したいのですが、今出されている新たに出されてきた数字もね、

現状の施策のまま推移した場合の想定ですね、というのを確認したい。ということ

はね、今いろいろ委員さんもさっきおっしゃってた、今、委員さんもはっきりおっ

しゃった、ここでどういう努力をするから次に見えてくるわけですよ。今のままや

って行けばこのぐらいのごみの量になっちゃうよ、だからどういう施策を導入しよ

うかというのが、やっぱり新しい課題になってくる。だから私はこの数字の押さえ

方はすごく大事だと思っているわけ、だから分散化もね、いろんな・・我々もね・・

出せる時間もないですから、また場所を変えて出しますけど、いろんな施策が出て

くるわけですよ。その施策をやった結果がこれの３０％減はできるじゃないかなと

かね、そうすると秋水園の搬入量減るはずだと、そういう数字作ってゆけばいいわ

けですよ。だから一番基になる数字は私すごく大事だと思うんだけど、それともう

一つですね、関連してすごく重要な問題は、このあと一般廃棄物処理基本計画の検

討が２３年までに予定されています。そういうところのデータと、または全然違う

データがね僅か１，２年前にまた動いちゃうんですかと、私その辺をすごく不自然

に感じちゃうわけ。どうして一緒にできないんですかと、そこんとこです。 

○司会・新井次長 

  西川部長 

○西川部長 

  施策とごみ量の推計・・ 

○委員 

  ちょっと、ごめんなさい。今私が最初に言った、現状施策の推移を前提にしてい

るものですね、というのを確認させてください。 

○司会・新井次長 
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  西川部長 

○西川部長 

  今現在で言うと、そのとおりです。２点目の現状施策の中で推計していいのかと

いうお話で要約していいですね。２点目については。 

○委員 

  いいです。それをまず押さえてるんですね、ということを確認して、それを基に

私もこの数字がね・・ 

○西川部長 

  ２番目のご質問・・ 

○司会・新井次長 

  今のはだから、推計は現状の施策のなかで出した推計値です。当然、委員のおっ

しゃるようにごみの推計値とごみの現況とは表と裏の関係でありますから、当然ご

み減量の施策をですね、これから皆さんの意見なり交換しながら、更にごみ減量は

我々の使命ですので考えて行きたいと思います。分散化につきましては、先ほども

言いましたとおりメリット、デメリット含めて資料を作らさせていただいて、ステ

ージを変えてこのごみ量の推計量、議会が終わったらその中でステージ・・ 

○西川部長 

  すると最後の、次期の基本計画との整合性というお話ですが、どうしても基本計

画ができて直ぐスタートがかかる性格ではないものですから、基本計画は５年ごと

に見直しをしております。すると、どうしても先ほどの委員のおっしゃった基本計

画にたえず一致させて、というのは不可能な状態になりますので、今の、現在の計

画は、今現在という基本計画の中でスタートしておりますから、しょうがないと割

り切らざるを得ないと思います。そうしませんと、ごみの推計もまた１年後２年後

を待ってそこから計画を作って、ということになると、また次の計画の時期になっ

てしまう。ですから、現在は今現在の基本計画に基づいて作業をさせていただいて

おります。 

○司会・新井次長 

  委員、手を挙げておられます、はい。 

○委員 

  さっきからの推計の話で思うんですけど、秋水園の整備のあり方についての答申

がありました中に、秋水園の処理施設の一極集中を想定しないで既にプラスチック

とかそういったものが、民間委託されたように民間委託の可能性も含めて検討する

必要があるということで前に謳ってますけど、これを収集の仕方、分別の仕方に、

それによっては秋水園に持ち込まれるごみの量もだいぶ減るわけですから、この推

計も違ってくると思うんです。で、そういう分別回収の仕方で１年なりをかけてや

ってみる試してみるという方法もあるんじゃないですか。それでないと正しく推計

して、大きな建物でない結果も出てくると思うんですけど。 

○司会・新井次長 

  いま委員がおっしゃった、他の委員の方からプリントしてもらっております資料

ですが、その一部も説明していただきましたけども、他の委員が秋水園でコピーし

て大分時間を取ったなかでしたものなんですね。ですから全体的な、もし皆さんが

よろしければこの資料につきまして、概略の説明を受けてゆきたいと思うですけれ

ども。よろしいでしょうか。 

○委員 

  ちょっと、お聞きしたいんですけどね。この数字ていうのは、僕なんか会社・・
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なんかで数字はどんどん変わってるんですよ。で、もうそれはしょうがないからね、

ある程度はもうお任せしますよと言えないんですか。で、僕たちがごみの専門家だ

ったらそういうことは言えますけど、他の市はどうだったか、こうだったとかね、

よく比較ができると思うですけど、人口がぐにゃぐにゃ変わちゃうわけ、で、規模

だとか何か言うのはもうお任せするしかしょうがないんで、僕は市長がせっかく来

てるんだったら、もっと基本的なものをね、こんなと言うと・・数字が多くなりす

ぎたら、これはもうごみの減量化で一生懸命努力して減らすというやり方しかない

んですよ。で、作るものは作らないとしょうがないんですけど、僕はそうやって考

える数字については、もうこれでいいと思っているんですね。あとはこれをどうし

たら秋水園に一括でこうやってやらなきゃ、大きい施設を作らなければいけないか

という、そういう基本的なものを僕は議論していただきたい。 

○司会・新井次長 

  ごみの減量策ですとかごみの推計量ですとかその大枠をですね、情報を発信して

からですね、そちらの方へ一気に入って行きたいなと思います。その前段としてで

すね、今日は敢えて議題を設定させていただいております。それで、委員さん、せ

っかく、どうします、これは。 

○委員 

  そんな改めて説明をしなければいけない中味・・、じゃ、簡単にね、今日本の国

内需要というのが民主党政権だって変わってきまして、最初に皆様ご存知の仕分け

作業ですね、あれでもこの今回の交付金が掛かりまして、それを私一部始終インタ

ーネット中継ありましたんで見ました、で一つ新たに確認できたことは総額２５億

の規模の予定になっていますけど、７億からの交付金を充てにされてます。で、７

億もですね、実はこれ国債発行で賄うということを初めて私知りました。ですから

実質的に国の借金を、我々は市の借金だけ問題にしているようですけど、実は国の

借金でまたこれも残るという、そういうこともご理解いただきたいと思います。そ

れからこれの事業のですね、これの実施率が５９％ということです。ということは

ですね、予算を国も予定するわけですね、その実施率が５９％６割を切るというよ

うな率になってて、その理由としてやはり地方財政が各地非常に逼迫しててなかな

か計画作っても実行に移せない非常に金額が嵩むものですから、その結果が５９％

になっていると説明されました。東村山もこれだけの大きなお金を今ここでほんと

に工面できるのかという、これも新しい問題として今論議されていませんけれど、

こういうことも背景にありますから、それも是非ご理解いただきたいと思います。

それと今この資料であるところはですね、今この間に日本のいろんな法律があるな

かで、どんな経過があるのかということをまとめたものです。ですから一通り目を

通していただくとですね、かなり細かい字でプリントの数をかなりうんと減らした

んで、ちいちゃくなってしまったんですけど現状把握はできるはずですので、でき

るだけ見ていただいて、特にですね今容リ包がらみでは、この間から言っています、

いわゆる集団回収だとか、それから小売店による直接の回収方式だとか、そういう

ものにもっと力を入れるべきだということも謳われていますから、先ほど来分散化

の問題の中では東村山の中ではまだまだその辺の力はですね、相当入れられるはず

だと、今後３回目以降の議論のなかでですね、具体的な話を是非絡めてですね、さ

せていただきたいと思います。以上です。 

○司会・新井次長 

  今日の議題はですね、次回・・・、今日まだ発表されていない方。 

○委員 
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  その他ということでよろしいですか。今はね我々、市の方から与えられた資料を

ですね、それを頭に入れるということで、これが終わりましてからで結構なんです

から、１回ですね、やはり現場をですね今の現状の現場を見せていただいて、やっ

ぱり「百聞は一見に如かず」と申しまして、見ればどこに問題があるのかというこ

とがはっきり分かると思うんですね。粗大ごみで時々物を搬入したついでにですね、

ちょこちょこ見させてもらってますけどね。１回よく見させていただいてそういう

時間を是非設けてもらっていただきたいと思います。以上です。 

○司会・新井次長 

  委員からですね、新たな提案がありまして・・・この検討会としてですね、検討

会に先立って現場を見ておく必要があるのではないかということなんですけど、こ

れも次回日程調整させていただいて、ただ年末ですとごみの搬入量が増えたりしま

すので、そういうことも考慮しながらですね、日程を調整させていただいて、でき

ればですね、参加できる方で結構だと思うんですけど、リサイクル施設、現状の秋

水園の中で分散化されています施設を視察していただきたいと思います。これに関

しては年末厳しいので、改めて日程設定させていただいてよろしいでしょうか。 

○委員 

  それで結構です。 

○司会・新井次長 

はい、どうぞ。 

○委員 

  分散化のことで、しつこくて申し訳ないです。とにかく、私の家の前は全ての収

集車が通ります。１台残らずおそらく通っているはずです。だから、ここに来た私

が言わなければ誰も言ってくれる人がいないと思います。秋水園ありきであそこで

ごみを処理するのは当たり前だという感覚で行政が考えられておられるとすれば、

私非常に秋津町を馬鹿にしていると言いたくなるんですね。というのはもう３７年

から、この間もお話しましたけれども、５０年近くに亘ってずっとここで皆さん我

慢して来てるんです。それで、また新たに作るとなれば全てまたここに、分散はで

きないとさっきおっしゃられたってことは、また焼却施設があそこで新しく立て替

えられるんだという結果につながっていくんだと思うんですね。ですから、それこ

そ減量に対しては、本当に真剣に取り組んでいただきたい。もう９８プランのとき

からずっと見てますけれど、確かに有料化になれば減ったというのはありますけれ

ども、もう少し真剣に取り組みを見せてほしい、そう思います。ほんとに秋水園あ

りきと思って考えてほしくないってことは、私の家の前を毎日通る車を見てそう思

っていますので、よろしくお願いいたします。で、さっきの分散のことも容リ包を

加藤商事さんが容リ包でやってくれたみたいに、ペットボトルだって他の業者さん

でやってくれるところがないかとか、そういう当たり方はされたんでしょうか。た

とえば収集業者さんの中で、こういうことはやってもらえないかな、とかそういう

話はしたことはないんでしょうか。 

○司会・新井次長 

  我々の世代ではないですね。 

○委員 

  そういう可能性というのもゼロでしょうか。 

○司会・新井次長 

  分散化ということですか。 

○委員 
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  加藤商事さんみたいなやり方でやる・・・ 

○司会・新井次長 

  ですからその関係、非常に大きな課題だと思ってますし、それですから先ほども

委員の指摘がありましたけれど、分散化のメリット・デメリットを含めて資料作成

させていただいて、そのもとでこの検討会でその分散化について議論する場を設け

て行きたいと思っています。 

○委員 

  是非よろしくお願いいたします。 

○司会・新井次長 

  委員さんのことは十分把握しております。はい、どうぞ。 

○委員 

  教えていただきたいんですけどね。あの資源物の中で実際にですね、売却して市

にアメニティーとしてお金が入ってきているのは、なんと、なんと、なんですか。

資源物の中で。 

○当麻課長 

  資源物の中で・・・ 

○委員 

  お金が市の方にはいってくるものは・・・ 

○司会・新井次長 

  これは集団回収なんで、ちょっと違うんです・・・ 

○西川部長 

  売払い収入・・・ 

○委員 

  そうです。売払い収入になっているものはなんと、なんですか。 

○西川部長 

  それは缶と、缶はスチールとアルミそれにペットボトルは結果的に容リ協か

ら入ってきますから、収入とすればありますよね。・・・びん・缶・ペットあと鉄類。

○司会・新井次長 

  ２０年度まではそこでせん鉄を抜いて・・・ですから２１年度からはアメニティ

ー基金の原資は指定収集袋の売上げ代といま部長が言ったびん・缶の売却金です。

○委員 

  新聞だとか雑誌だとかは。 

○当麻課長 

  新聞、雑誌もいくらか入ってきます。新聞、雑誌、ダンボール。 

○委員 

  ここんとこ２ページに書いてあるんですけど、ここで資源ごみというと、ここに

細かく書いてあるからこの中でびん・缶・ペットボトルとあとなんですか。 

○委員 

  すいません。集団回収、資源回収していただいて新聞とか今のダンボールとか布

とかは、自治会で預かってますけれども、びんとか缶とかは回収に市の方で来ます

ので、売る方の対象になってませんけれども、三栄さんがそういう物も回収してい

ただいて、お金になるということであればお願いしてもいいんですか。 

○西川部長 

  そのまえにお金が入る物から整理させてください。缶のスチール缶とアルミ缶そ

れに容リ協からペットボトルが入ってます。それと鉄類が出てくるんですけれども、



 25

鉄類も今すごく安くなったんですがお金は入ってきてます。それとあと業者回収の

雑誌とダンボールそれについては入ってます。 

○委員 

  牛乳パックは。 

○西川部長 

  牛乳パック自体はうちで収集してないでしょう。 

○司会・新井次長 

  そしたらですね、５時を目安に考えているんですね、今日は。今日の議題につい

てはジ・エンドではありませんので、今日改めて・・・もう一度熟読していただい

て次回もつなげて行きたいと思うんですね。で・・・委員の質問については、ごみ

減量推進課長の方から。 

○当麻課長 

  集団回収の関係なんですけど、私たちは今現在は缶は行っておりません。アルミ

缶に関しては、要するに東村山は非常に４円という少ない金額ですが、お金を出し

ておりません。ですから紙、布、ダンボール類がお金を・・・それでこの前、委員

の方からご指摘があったので、多摩地域ごみ調査というのを出しておりますが、集

団回収の品目と言うのはこの資料でありますが、横の資料なんですが、単独で出し

ておりますが、東村山は約３，２０５トンというのが、集団回収で集めております。

お隣の小平は２，２４３トンという数字になっております。ここまで・・・ただほ

かも、アルミ類に関しては、東村山は今のところ実施してない、ただ三栄サービス

さんにお聞きしたところ年間７５トンかな、は受けてるよ、ほかのところでやって

るよ、という話は聞きました。 

○委員 

  直接販売とかはできるんですか。 

○当麻課長 

  できると思います。集めていただい・・・ 

○委員 

  そういうような形で業者になんていうんですか、回収してもらうとかそういう方

法も市の中で取り入れていただけたら、大分回収するものも減ってくると思います。

この前ある企業の見学会、工場の見学会をしましたときに説明を受けた最後の方に、

工場ではなんですか、全てのものを再資源ということで考えてますので、ごみは外

に出さないようにごみに至るまで、こちらで処理しているんですよという形で、ペ

ットボトルとかそういうものについても、回収して布に変えて制服を作るとかそう

いうふうにしてます、というふうな企業全体がそういうふうな傾向に国の規制かど

うか分かりませんが、なっている中でそんなにごみが増えてゆくだろうという推定

はされないんじゃないかなって気がします。ですから方法によっては大分回収され

るごみも減ってゆくだろうというふうに考えられますので、そういう方法を市が指

導していただいたらいいんじゃないかなという、１年なり２年なり試す期間を持っ

てやっていただきたいなと思いますね。同時に私たち地元の者が被害を受けるとか

迷惑だという形だけじゃなくて、市全体が財政危機を乗り越えるという意味でもこ

れだけお金を掛けるのはダメだとか、それから今検査してますね、プラスチック・・・

とか、容プラとかチューブとか燃やしてますけど、そういうものについても規定内

ですよというのではなくて、こういうデメリットもあるので皆さん協力してくださ

いという市民に呼び掛けるようなそういう方法も、市がとるべきじゃないかなとい

うふうに考えてますけれど、よろしくお願いします。 
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○司会・新井次長 

  今、排出の減量とそれから処理する場所ですよね。これも分散化のくくりにはい

りますので、改めて検討会でですね、ステージを設けさせていただきたいと思いま

す。 

○委員 

  新井さんね、この集団回収のことでね、今回これだけしか資料をだしていただけ

てないわけですよ。私どもが期待してたのは、市内にいくつの団体がやってるのか、

それぞれがどれぐらいの収入を上げてるのか、という参考になる情報がほしいとい

ってたんだけれど、トータル３千トン集めてますじゃ、これはいくらでも他の資料

に載ってるわけですよ。だからね、こういうものではなくて、市の実態を是非教え

てほしいということなんです。 

○司会・新井次長 

  集団資源回収に参加している自治会とか団体がありますので、申し訳ありません

けど、次回提出させていただきます。 

○委員 

  どうしても今日、この間の１１月１５日の市報に、東村山市のごみ処理方法を考

える意見交換会参加者の募集があるんですけど、募集するのが悪いんじゃなくて、

ただ、この基本計画を来年度見直すにあたり、今後のごみ処理方法に関する施策の

参考とするためでしょう、ね、これは意見交換会というんですか、これも１回じゃ

なくて２２年１月から３月までということだから一定のもの、ここではリサイクル

センター、こっちでは見直し、なんかね、その辺の整合性というのかね、あのやは

り何かこう基本のね、一般廃棄物処理基本計画やっぱりここを基本として、それで

話し合って、そしてじゃリサイクルセンターはどうするのってなるのが、私の考え

になるのだけれど、いきなりリサイクルセンターで、わたしも久々でちょっとびっ

くりしてるんですけどね。何かちょっと論がね、ごみの排出量はいいです、それは

大事ですからどこの時点でもね。 

○司会・新井次長 

  基本的なことなので西川部長。 

○西川部長 

  先ほどもお答えしましたように、突然リサイクルセンターではないんですよね。

今現在、基本計画というものについて、５年に１回見直しをしているんです。です

から、見直しの年が２３年になりますので、２２年にやりますよ。同じように、今

このリサイクルセンターの計画は１８年に作った時の計画なんですよ。そこからず

ーと詰めて来るとやはり数年掛かってしまう。同じことがですね、いま委員がおっ

しゃったように、じゃ来年から新たにスタートすればいいんじゃないか、といった

ときに、また２，３年経ってその時にはまた次の計画の検討会が入ってしまう。同

じことが繰り返されるんです。 

○委員 

  ただね、１８年て、そのときは、市民に対してこういうきちんとした話を聞いて

一緒に作ったものですか。 

○西川部長 

  二つの方法でやりまして、一つは、計画そのものは最初にご説明した減量等推進

審議会に諮問し、答申を受けてそれで計画をつくりました。その当時の委員の方も

この中にいらっしゃるというのも、そういう形でやりました。それと合わせて、秋

水園整備計画研究調査会というものを作りまして、そちらで施設を同時進行で検討
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していったのです。それが２年間掛けてやっているのです。ですので、突然リサイ

クルセンターの計画がポっと出てきたわけではないのです。 

○司会・新井次長 

  ・・・そのことも含めて継続させていただいてよろしいでしょうか。 

○委員 

  はい、それでいいんです。 

○司会・新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  ちょっと、次回にやりますけれどね、これはね、いただいた資料の１８ページ、

ペットボトルの扱いでも、もう完全に事業施策が入って来てるわけですよ。たとえ

ば、今後は缶と混合による戸別収集とし、搬入形態をバラで統一する計画であると

書いてあるんですよ。一体これはどこで議論された計画なんですかと、ね。これは

今ね残念ながら２３年に始まる一般廃棄物処理基本計画の中で議論すべき項目がど

んどんこうやって前倒し前倒しで入って来てるわけ、そういう議論もないところで。

じゃ一般廃棄物処理基本計画のところで、一体なにを議論しようとしてるんですか。

だって、この建物ができた後もっと減量化を一生懸命しましょう、という計画がど

んどんいっぱい一般廃棄物処理基本計画の中に出てきたら、この建物との整合性を

どのように取ります、ということなんです。委員さんが心配してるのは。私も心配

なんです。だけど、今日は時間がないから、これ以上やりませんけど。 

○委員 

  ただ、１２月４日だからね、これ、締め切りがもう少し後に伸ばしてくれるなら

いいけど。 

○司会・新井次長 

  その延期はちょっと不可能かと。ですから、いままでのやり取りを聞いていただ

いて、是非判断していただきたいと思います。大変申し訳ありませんけれど、次の

時間がつまっていますので、次回以後のですね、スケジュール案、前回提示させて

いただいてちょっと場所の関係も含めてあったんですけれども、あくまでも案です

ので、前回と比べて違う点なんですけれども、土曜日を３回ほど設定させていただ

きました。土曜日を３回入れさせていただき、秋水園ふれあいセンターの大集会室

が取れましたので、基本的には傍聴の方も入口の場所だったんですが、次回からは

大集会室ですから。こんな形で予定しております。これも案ですので、次回は１２

月の議会がありますので月１回、３月も同じ理由になります。基本的には月２回の

ペースでさせていただきたく思っています。次回１２月１８日で良ければ今日の継

続情報等を共有化したうえで分散化のメリット、デメリット含めて次の議題にも反

映させていただきたいと思います。 

○委員 

  日にちを変えないで、これを夜にして組むことはできないのですか。 

○西川部長 

  場所が秋津という関係から安全を考え、夜間は基本的にはやらないという考え方

をします。 

○司会・新井次長 

  今後このような日程で開催させていただきます。それでは大分時間も押し詰まっ

てしまいましたが、今日２回目としては終わりにしたいと思います。 

 


