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会  議  録 

会議の名称 第３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１２月１８日（金）午前１０時～１２時 

開 催 場 所 秋水園ふれあいセンター 大集会室 

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・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）金子副市長・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： 市川忠文・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 
８人 

 

会 議 次 第 

 

１．開会 

２．議題及び説明事項 

（１）リサイクルセンター整備基本計画について 

① ごみ量の推計について（前回の継続） 
② 今後の検討会で検討すべき事項の整理 

（２）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  

○司会 新井次長 

おはようございます。１２月師走に入りまして大分日々も経過いたしまして今年

も残り少なくなりました。また、今週に入りまして大変寒い日々が続いていますけ

れども、只今から、第三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

を開始させていただきます。会議に入る前に渡部市長でありますけれども、他の公

務の関係でどうしても調整が付きませんでしたので、今日の検討会につきましては

金子優副市長が代わってみえていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○金子副市長 

  金子でございます。よろしくお願いいたします。 

○司会 新井次長 

それから、委員の欠席のお知らせになりますけれども、市川委員でありますけれ

ども、ふれあいセンターに関する用事ということで欠席したい旨の連絡がありまし

た。それから、小野内委員でありますけれども、どうしても会社の関係がありまし
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たので今日欠席ということです。ただし、次回１月９日につきましては、参加する

旨の連絡がありましたので、よろしくお願いしたいと思います。それから、次第に

入る前に事前に配った資料と本日追加資料がありますので、資料の確認を事務局の

方からさせていただきたいと思います。 

○施設課村野主任 

それでは、お配りいたしました資料の確認をお願いいたします。まず、第３回の

次第ですけれども、次に２０年度集団資源回収補助金交付実績報告です。それから

委員の方から提出いただきました秋水園リサイクルセンター整備基本計画検討会検

討すべき課題項目というこの用紙ですけれども、よろしいでしょうか。次に施設規

模、同じく委員から提出していただいたものですけれども、これはＡ３の大きさに

なります。これは既に配布した、ご自宅の方にお持ちしたものであります。それか

ら、これはご自宅の方にお持ちした会議録です。それから、同じく一般廃棄物処理

基本計画ですね。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、以上です。

○司会 新井次長 

  お手元に全ての資料があるということを、確認させていただきたいと思います。

会議録の関係、事前に配布させていただきました。前回の冒頭にですね、会議録に

つきまして、行政側の職員は名前を入れるということで確認されましたけれども、

委員の方の名前につきまして、名前を記載すべきあるいは記載する必要はないとか

二つの意見があり、いろいろ意見を出していただき決まで採らせていただいて、当

日１名欠席しましたので１２名の委員だったのですね。名前を省略すべきだとする

意見、挙手の人が６名、それから名前を記載すべきだとする方が６名です。丁度６

対６の、過半数を超えないで６対６になりましたので、欠席された委員の方の意見

を聞いて、そのうえで決定しましょうとなりました。そういうことで、事務局から

欠席されました委員に、第２回目の会議録についても内容と経過を報告しまして、

その欠席された委員の方についても、委員の名前については記載しなくて良いとい

うことになりましたので、その関係で７対６という形で過半数を超えて、記載の必

要なしという意見になりましたので、今回から従前どおり委員の方につきましては、

今の段階では委員の名前を省略させていただきたいと思います。それから、今日も

会議録の関係で録音を取らさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  それから、本日の議題でありますけれども、会議次第にもありますが、基本的に

は前回、ごみの推計量につきまして事務局の方から報告と説明をさせていただいて、

ご意見をいただきました。今回も基本的には継続の議題として行いたいと思います。

特にごみの推計量につきましては、ごみ処理の対象品目ですとか推計することが、

施設のあり方ですとか施設規模などに重要なインパクトを与えるということで、あ

えて前回と今日の２回に分けて継続して審議することになりました。前回、施設課

長からですね、ごみの推計量につきまして検討資料の説明をさせていただきました

けれども、かなり数字が細かく羅列されていて、なお且つ統計用語を含めてですね。

馴染まない部分もあったと思いますけど、その後、持ち帰られまして、各々委員の

方が吟味されたことと思います。今日はそういうことの中で、前回の継続というこ

とで、ごみの推計量につきまして、前回を踏まえまして意見ですとか、分からない

不明な点ですとかありましたらですね、始めさせていただきたいと思います。はい、

委員。 

 

○委員 
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  今のですね、推計量も重要な課題になるのですけれども、②のですね、一体どう

いう検討項目が今後６回に残されているのか、その１項目として今おしゃっている

中身も必要になってくる訳ですね。だから、ちょっとその前にですね、検討すべき

課題項目を皆さんと確認してですね、それから今おしゃっている中身に入った方が、

残されている回数は６回しかありませんから、その６回を毎回毎回、同じような議

論をしてても非常に無駄が出てきますので、項目を絞って効率よくですね、前へ進

めてゆかないと課題なんかがいつの間にか終わってしまう可能性もあるんでね。今

日皆さん、一体どういう項目があるのかということを、当然ご意見を持たれている

方もいらしゃっると思いますので、一応、私は私なりに気が付いた所を整理したも

のを、既にお配りいただいているわけですね。そういうことでお願いできませんで

しょうか。 

○司会 新井次長 

  次第では、順番からいって前回の継続のごみ推計量を終えてから、委員の指摘さ

れました今後の検討すべき検討会での議事の整理をしてゆきたいと思っていますけ

れども、これを最初にやった方がよいというお考えでしょうか。 

○委員 

  というのはですね、私の方の項目にも排出量の今後の推計量ということで、①で

すね。あの今、この検討すべき課題項目というこの１枚の資料の、この中の１の①

に入っていますから、こういうことを含めてね、どういう検討項目があるのかとい

うことを、事前に確認した方がよいのではないでしょうか。 

○司会 新井次長 

  承知しました。それでは今、委員の提案で、次第でありますけれども、２の（１）

これが①と②になってますけれども、委員の提案は②を最初に行って検討すべきだ

ということなんですけれども、いかがでしょうか。よろしいですか。度々恐縮なん

ですけれども賛成の方は手を挙げていただけますか。承知しました。多数というこ

とでありますので、議題につきましては、②の今後の検討会で検討すべき事項の整

理について優先順位をつけて、これを最初に行ってゆきたいと思います。これにつ

きましては、今日の追加資料でも、先ほど確認させていただきましたけれども、事

前に委員から私案が提案されております。まず、この委員の検討すべき課題項目と

いうことで、この主旨の提案をお願いしたいと思います。 

○委員 

  これに時間を掛けるのは大変もったいないので、簡単に項目確認でお願いしたい

と思います。追加的にあれば是非出していただきたい訳です。私はこの大きく分け

ますと１．２．３．４．５項目に、今まで考えられる項目を分けてそれぞれの中身

を補充してます。今、新井さんの方からおしゃってた排出量の今後の推定量、これ

は一番基本になるところですから、①にあります現状施策のまま推移した場合の推

定量、これは前回市長の発言からも、現状施策であることを確認いただけましたの

で、現状やっていることを続けると想定した場合の推定量です。これは資源循環部

から前回新しい推定量の内容が出てますから、その妥当性の点検ということから入

ります。それから②のですね、更新内容の検討が始まる（新）一般廃棄物処理基本

計画、２３年度～２７年度でも扱われる推定量との整合性は図れるかと、今日の資

料の中にも入ってますよね。基本計画、貰ってらしゃっる・・。今現在使われてい

るものが、この一般廃棄物処理基本計画で１８年１０月というものですね。で、こ

の後の部分との整合性ということが当然課題として出てきてますので、それもこの

中で進めるべきではないのかと、それで２のですね、現行の一般廃棄物処理基本計



 4

画、今言いましたこの計画書の各施策、減量施策計画の進捗状況の点検、この中に

は来年２２年度までの進めるべき課題がいろいろと網羅されてます。ですから、そ

の項目が一体どの段階にあるのか、それを項目的に皆さんと確認する必要があるな、

ということは、ここへ搬入する絶対量を減らすということが最大の課題になってま

すから、その施策が今現在どこまで進行しているのか、そういう点検が必要になる

と思います。それから、②のですね、センター整備基本計画書の、これは既にいた

だいています、３－２，２６ページになりますけど、缶・ペットボトルの収集方式

などの現行施策が、このセンターの整備基本計画の中にも載せられています。こう

いった施策が、妥当なものなのかという点検もまた必要になると思います。それか

ら、③にありますように生ごみ処理ということが、ずっと引き続いて検討課題とし

て今現在も残っている訳ですね。そういったような新施策がセンターの整備計画と

の関連性を抜きには検討できないのではないかと、こういったものを新しいセンタ

ーで処理するということになりますと、今考えているセンターの整備基本計画はか

なり手を入れる必要が出てくるはずです。ですから、そういうことを一体どういう

ふうに整合性を取るのかということです。それから、３番目に排出抑制、これは最

大の課題ですけれど、重点施策の実施検討等、これは分散化ということを含めまし

て、推定量に対する減量目標というものをどのように設定するべきなのか、それに

よって施設の規模も決まるはずですから、そういう計画なくして現状の推移のまま

でですね、施設を作るということは、かなりそういった無駄な可能性が出てくる訳

です、そういうことを検討する必要があるのではないかと。それから②にあります

ように秋水園以外の施設への分散化、これはまさしく秋水園への搬入量の減量策に

なる訳ですが、特に今現在ここで処理されてます有価物、缶・びんの民間事業所へ

の直接搬入のような方式は、やっぱり検討すべき課題ではないのかと。それから③

に店頭回収の扱い種目拡大と一層の回収推進で、これは店頭にはですね、牛乳パッ

クだとかトレーだとか、こういうところを中心にかなりの店でやっているようです

が、こういうところで、もっと積極的にペットボトルとかびんだとか缶だとかです

ね、そういった種目拡大、それから今現在まったくそういう対象になってないと思

われている大型チェーン店、スーパーなどに限定せずにですね、最近ドラッグスト

アーというのがあちこち出来てきてます。こういったものに限らず、小売業などで

も可能な限り協力していただけるお店をですね、やっぱり拡大してここへ搬入する

量をどうやったら減らせるのかということを考える、そういう必要性があると思う

んですね。それから④に集団回収の扱い種目拡大、既存の集団回収の扱い種目の拡

大推進と、その場合、現在の市補助金１ｋｇ当たり４円という対象が現在、紙と布

類に限定されてます。で、これ以外に有価物としてありますような集団回収、今日

は資料が出てきているようですけど、集団回収の仕組みをまず私共も知らないとで

すね、どういうやり方が可能なのかということも検討できないと思いますね。で、

回収方法や民間事業者の役割、有価物売却費の収受という受け渡しがどうなってい

るのだとか、あるいは今、対象になっていない缶、アルミ・スチールそれから生き

びんのビール・一升ビンなどへの拡大などできないものなのかどうか。それから４

番目にですね、センター整備基本計画のまさしくこの実施時期ですね、こういうこ

とも十分に検討してゆかなければいけないと思ってます。これは現在稼動している

施設の状況などもですね、点検、聞くところによりますと、とんぼ工房なんかは出

来てまだ５年しか経たないということでありますし、そういう物を全部壊すという

計画になってますから、やはりそういうものと考えると、緊急度というのはどの程

度あるものになってるのかということなど検討すべきだと思います。それから５番
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目に建設費用の負担について、これは皆さんご存知だと思いますが、総額２５億ぐ

らいの非常に大きなお金の計画になってますので、こういったものが今果たして本

当に出費できるものなのか、そのようなものについても検討する必要があると思い

ます。残された回数は、全てで８日分の内、既に２日消化して今日で３回目ですか

ら、残された６回の内にですね、この１から５項目を上手に組み合わしてですね、

それで一つ一つの項目を潰してくという形を取られた方がいいんではないかという

ふうに考えます。一応私としては、その一番下に例えばと書いてありますが、課題

項目１と２を合わせて１回の会議、ということは今日ですね。それから３のみで２

日間、３というのは減量策ということですから時間を掛けてもいいんではないかと。

それから４と５を合わせて２日間、それで最終回の最後の回は総まとめ、このよう

な形でやれば一応全ての課題が網羅できるかなと、課題は私が気が付いたところは

こういうところですけど、皆さんがあれば当然出していただきたいなと思います。

以上です。 

○司会 新井次長 

  ありがとうございました。今、委員から案としてですね、今後あと今日を含めて

６回ほど検討会が予定されていますけれども、そのなかで委員の提案では５項目で

すか、これを分けて、これからこの項目について検討会のなかで議題として設定し

て検討すべきだとの主旨の意見が出されました。今、委員の話された内容の中で、

まず質問点あればお願いしたいと思います。特に質問お伺いすることはないですか。

はい、どうぞ。 

○委員 

  一つあります。全体的には非常にいい内容になっていると思います。只ちょっと

気掛かりなのは、２の③ですね。２の③の生ごみですね。今までの経過からですね、

生ごみにするというのは、臭いの問題とかそういうもんで非常に難しい問題があり

ます。またですね、現在の生ごみの中には食品添加物かなりの物が入ってます。直

接それがですね、肥料化が難しいというようなことで、それも引き取り手もないよ

うな現状です。そういうのを考えるとこの３番というのはですね、あまり時間を掛

けていますと委員が提案されたいい内容についてですね、時間がなくなるので、こ

こら辺は慎重に時間を割いて検討して行きたい。以上です。 

○司会 新井次長 

  他の方で何か質問と意見はございませんか。はい、どうぞ。 

○委員 

  ここの中で、リサイクルセンターの設備について何も謳わないというのは、どう

考えてもおかしい。これは行政側の方から説明を聞かないと書けないと思うんです

けれども、非常に設備をどうするかということはかなり大事なことになると思いま

すので。４番について、実施時期についてとだけで謳われているので、逆にいうと

具体的にいうとね、後の問題になると思うんですが、燃えないごみ、粗大ごみ、こ

れをどう選別するか、誰がやるか、機械的にやるか、人がやるのか、これはかなり

重要な問題に後でなってくると思います。以上です。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  今の委員と関連して、確かに設備の問題、大事だと思います。ただ、今の委員の

私案ですけれど今後の検討会で検討すべき事項の整理というと、きっと市側も何か

案があるのじゃないかなぁと、もしそういうのがあれば出していただいて、それこ
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そ足らないところは補足するとかね、基本的には私これ賛成ですけれど。そんな感

じで一緒に質問というより一緒に案があれば出していただければどうかなという感

じがします。 

○司会 新井次長 

  あと他に・・はい、委員。 

○委員 

  今日、私、市長さんが見えてればお聞きしたいなと思っていたのですけど、隣に

建物が出来ることによって訴訟問題が起きるというような懸念があったというよう

なことを、１０月１日ごみ環境ありましたときの結果報告を見たんですけれども、

市民が訴訟を起こそうとしたのか、業者が訴訟を起こそうとしたのか、知りたいと

思いました。それは、市長さんでないと分かりませんか。 

○司会 新井次長 

  隣の建物というのはグラン・グレーヌですか。 

○委員 

  はい、お隣の建物が出来ることによって、ここの建物が悪臭があるとか破壊の音

があるとか、いろいろなことをいっておりましたけれども、訴訟が起こされそうに

なったというような経過を、市長さんの言葉が書いてあったんですけれども、それ

は市民が訴訟を起こそうとしたのか、あるいは建築する・・ 

○金子副市長 

  具体的に訴訟という話にはなってなかったですね、訴訟になるという話は業者か

らの、それから住民の方々もそういう話は来てないんですが、実際には起こってい

る騒音だとか振動というものを考えると、そういうものが起きても訴訟になる可能

性があるというそういうお話を市長は申し上げたと・・ 

○委員 

  いや私は、その懸念があるので、そこで焼却することも不可能になるんじゃない

のかという言葉が懸念されているというのを報告書に書かれているのを見ましたの

で、市民がもし訴訟を起こそうとしたのであれば、ただ単にリサイクルセンターを

建てればいいという問題ではないという気がするのですね。というのは今でも悪臭

はありますよ、そうことを考えると今、生ごみの問題が出てますけれども、やっぱ

りごみはもったいないという原点に立って、そこから出発しなければいけないんじ

ゃないかという気がしてますので、そのことも含めて検討していただいたらいいか

と思います。３番目に書いてあること、大事なことだと思います。 

○司会 新井次長 

  他の方で、はい。 

○委員 

  僕の方からちょっとお願いしたい、今回の考え方はリサイクルセンターを作ると

いうことで考えている訳ですから、ごみの減量これも重要なことだと思うんですけ

ど、例えば、３の③でここのところに書いてある協力店へ拡大だとかこういうもの

というのは、リサイクルセンターにとっては影響はありますけれど、時間を掛ける

ようなものじゃないかなと思ってます。僕が一番関心するのは、ここのところにも

書いてある３の②の分散化、それから５の建築費用というより建築の施設のことに

ついても検討してもらいたい、費用の負担について検討すればそういう項目も検討

することになると思うんです。それから、あとここのところで抜けてるのは、こう

いうものがもし出来たときに、ここの道路、地元に対してどういう対策を打つのか

というのが抜けているような、僕はこの自治会の一番秋水園の近い所をやってます
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ので、こちらの方の人たちはやはり一番迷惑を被っているわけですから、その対策

をどうするのかというのを、僕は検討していただきたいと思います。 

○司会 新井次長 

  委員の方から何点か委員私案につきまして質問とそれからこういう課題も入れる

べきだとの意見が出ました。その主な点につきましては、設備のあり方内容等につ

いても、リサイクルセンターを作るにあったてのそのハードの内容ですね、どうい

う運営をしてゆくのかということも含めて必要じゃないかということと、周辺対策

が・・・抜けていますけれども、分散化とのいろいろ表と裏の関係になるのか分か

りませんけれども、周辺環境についても課題として抜けているのではないかという

ことと、それと市側としてどのように残された５回の検討会の課題を考えてるのか

という指摘がありました。さまざまな意見がありましたけれども、あくまでも今日

を含めて６回でありますので、その中でストーリを作っていかなければなりません

ので、委員私案が出されましたけれど、これに基づいて進め方につきまして皆さん

の意見をお願いしたいと思います。 

○委員 

  市側としてはないのですか。 

○司会 新井次長 

  では、部長から。 

○西川部長 

  市の方としては、先ず最初にごみの推計量を取らなくてはなりません。皆さんも

ごみの量がそのまま施設の規模になるだろうというお話がありました。ですので、

まずごみの推計量について議論したいという考え方、それから実はですね、先ほど

の委員からのお話にも関連してくるのですが、設備をどのように考えているかとい

うご説明をまだしておりません。ですので、それをですね、４回目か５回目のとこ

ろでタイミングを見計らってですね、やらせていただこうかなというふうに考えて

おりました。で、そこから、その設備と合わせてその設備から発生する規模といい

ますか、その部分をご説明させていただいて、最終的にはごみの推計量から設備と

規模が妥当かどうかという段取りでですね、お話をさせていただこうかなと考えて

おりましたが、ただせっかく皆さんからですね、検討会を開いてご参加いただいて

意見をいただく関係から、取り立ててタイムスケジュールを最初には作っておりま

せん。おおまかなの流れとしては考えておりましたけれども、その後きちんきちん

とやっていってしまいますと、せっかくのご意見を出していただくタイミングがず

れてくる可能性がありますので、とりあえず今日までは正式には作っておりません。

今のお話の中でですね、委員から出されました課題とタイムスケジュールですか、

その辺を次回までに整理をさせていただいて、皆さんからのお話いただいたものを

加味してですね、こういう感じで、今後１月９日以降進めていくものを、改めて作

らさせていただくということで、よろしいでしょうか。 

○委員 

  ちょっと聞いていいですか。今のお話は今日の議題はこれでやりますということ

ですか。 

○西川部長 

  そういう考え方でこの次第を作っておりますので、今日は先ほどのごみの推計量

がまだ終わっていませんので、前回今回で推計量を押さえ、それと予定では、先ほ

ど委員の方からご説明いただいた内容で進めようというふうには考えておりまし

た。 
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○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  ということは、減量政策なんにもなしで、とにかく自然増の形で考えていくとい

うことしか考えていらっしゃらないのですか、行政は。普通ならば、右肩上がりの

この間数字が出されましたけれども減量政策なしで、一般廃棄物処理基本計画の中

にも減量政策は載ってますよね、排出抑制とか、そういうものについては一切触れ

ないで、ただ自然に増えることだけで施設を造っていこうという計画なのでしょう

か。 

○司会 新井次長 

  部長 

○西川部長 

  今時点での現状施策は一般廃棄物処理基本計画に基づいて実施しておりますの

で、その意味ではそれに基づく推計量というふうに考えておりますので、方法は正

しいと考えております。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  これにも書いてありますけれども、基本方針にも推進方針にも一番に書いてある

のは、発生抑制ですとか減量というのは、かなり強く謳ってあると思うんですね。

まず最初に減量ありきではないかと思いますが、その具体的な方法としていろんな

他の行政、日本的にいろんなあちこちで徳山の・・とか北九州市なんかもごみをゼ

ロにしてしまった、かなりここと比べると大きな町ですけれども、ごみはほんとに

ゼロになってしまっているとのことを、いつかテレビでも言っておりましたが、減

量ということをまず一生懸命したうえで、推計量というものを測るのが、私は道筋

じゃないかなと思っています。この間からちょっと不思議に思っていたのです。推

計量が、先ず最初に詳しくいろいろ数字から年度から説明がありましたけれども、

先ず具体的にごみを減らす努力というのを、ほんとに小さい力でしょうけれど市民

一人一人がやるということが、どれだけ一番大きな減量に繋がると、私は昔から思

っていますけれども。生ごみを乾かすのに７０％ぐらい燃料費を使うとか、そうい

うことでしたら、台所で、一般家庭で新聞紙に包むだけでも相当水分は減りますか

ら、ごみ袋に入れる前にそういうことを一つ一つ具体的なことでも、もう少し強く

一般の人たちにアピールということを、市側は今までどういうことをしてこられた

のかなって、減量に先ず有料化というのが一つあると思うのですけれども、それ以

前にもうちょっと具体的なことを、知恵を絞ったお仕事をしていらっしゃる訳です

から、アピールしていただければ、今より大分生ごみなんかは減るんじゃないかと

思うんですけどね。推計量・・・ 

○委員 

  ちょっといいですか。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  そういう問題を今日やるならやる、先ず最初のね、これをやった方がいいかな、

今のは大事な問題だけど、これに入っちゃうとグッグッとその問題に入いちゃうん

でね。 
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○司会 新井次長 

今後の進め方で、ごみの推計というのは、当然我々ごみの減量だとか資源化とか

全て当然だと思ってます。今回は委員の提案のあった排出抑制、かなり３番目項目

を取ってますし、そのことは施設のあり方だとか処理のあり方だとか含めて連動す

る問題ですから、やってゆくべき問題だと思うんですけれども。今日はこれからの

議題の整理ということなので、課題等について意見がありましたらお願いします。

○委員 

  出された意見を考慮して私なりに再整理をかけると、４に実施時期という謳い方

だけしかしてないんですけれど、その施設の計画内容と実施時期という形でね、そ

の前後に、今出てた施設内容の計画の中身を説明いただくようなことを入れてもい

いのではないかなと、私は思うんですけど。そうすると、もうちょっと４の部分が

内容的には膨らませると、で、これも改めてですね、事務局的に再整理を掛けるこ

とは無駄だと思うんです、要は中身をやっぱりやらなければ、こんな議論すること

は、ほんとはもっと短い時間で済まさなければいけないと思ってたんですけど。ま

だ、入口の問題ですから、要は項目的にはこのぐらいあるでしょうと、いうことを

確認していただければね、ただ、１の議論の時に、例えば５の議論を始めちゃうと

話があちこち飛び過ぎちゃって、やはりそれじゃ何の話になって行くのということ

ですから、だから今委員のおっしゃってるようなこともその中身でいえばですね、

具体的にどう排出抑制をするかって、まさしく３のところでやりましようと、そう

いう交通整理を事前にしたいということなんです。 

○司会 新井次長 

  はい、部長から。 

○西川部長 

  今、委員からおしゃっていただいた内容が、先ほど自分が言わせていただいた皆

さんのご意見で再度次回までにスケジュールをきっちり決めましょうというお話を

したと思うんですけれども、そのなかで今の委員のお話をすべき内容で、先ず今日

については、ごみの推計量という内容を先ず確定させてゆきたい、そこで問題があ

れば、ここはこうしようああしようという議論の中でその推計量の見方を変えてゆ

けばいいわけですよね。そういう段取りでいいのかなと・・ 

○委員 

  私は更に今日１日目に２本入れてくださいといってる訳ですよ。一般廃棄物処理

基本計画の中身は今配っていただいている訳ですね。そうすると今現在どこまで進

捗しているのですか、それはまさしく今施設計画とは離れた現実にこれで動いてい

るわけですから、どんな現状施策だとか手を打ってるんですかということを、その

時間を今日掛けましょうといってるんです。そのくらいの中身を今日やらないと、

後へどんどん詰まってしまうんですよ。 

○司会 新井次長 

  今後のですね、開催日程は決まってますし回数も決まってますし、概ね今ごみの

減量策、よく言われる３Ｒの推進だと思いますけれども、そうした内容の大きなテ

ーマとそれから施設規模のあり方など、ソフトとハードの二つに分かれると思いま

すけれどもそれらを含めてですね、議題として今後は検討させていただきたいと思

ってます。今、さまざまな意見が出ましたので、今日の段階ではですね、再度ごみ

の推計と当然それはごみの減量の話に含めて出てきますので、それを先ずさせてい

ただいて３回目と４回目につきましては、排出量の関係を踏まえたうえで、設備の

あり方機器のあり方等含めてですね、連動した形にもって行きたいと思っています
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れども。特に委員から提案のあった３番目の排出抑制のテーマが一番項目的にも大

きな位置を占めると思いますので、この辺ごみの推計とですね、表裏一体の関係に

ありますので、今日ごみの推計、大体今の現状の推計はさらに進めて、その上でさ

らに減量策をどういう方法を取ってゆくのかということだと思いますので、連動し

た形でですね、進めさせていただきたいと思ってます。 

○委員 

  だから新井さんがおっしゃってるのは、建物はハードの問題なんですよ、だけど

それを作るためにはソフトの問題も、今いったようにどういった施策をやっている

のかというのが、すごく重要なわけですよ。だからそれを少なくともこういった計

画書が実行されている部分があるのだから、なんで一般廃棄物処理基本計画を今日

検討するという中身を点検することができないんですか。そこのとこを明確にちょ

っとおしゃってくださいよ。 

○西川部長 

  ちょっとよろしいですか。そうしましたら今日については、先日推計量は先ず・・・

推計量については先ず話を説明させてください。それと委員のおっしゃってるのは

今現在どういう減量策を行っているか、今持っている一般廃棄物処理基本計画に基

づくですね、それを検証といいますか説明といいますか、それをさせていただけま

すか。で、お時間の状況を見ながらどこまでいけるか、時間によっては次回にそれ

を引き継ぐということでよろしいですか。では、そういう形で行きまして、結果と

して、②の今後の検討課題というのは先ほどお話しましたように、皆さんに資料と

して提示し直すということでよろしいでしょうか。よろしいですか。 

○委員 

  はい。 

○司会 新井次長 

  そしたらですね、推計と共にですね、今一般廃棄物処理基本計画これ事前に配布

させていただきましたけれども、これのごみの減量策が極めて大きく占めてますけ

れども、それと含めてですね、論議していただいて、４回目からの議題につきまし

ては今いったようにごみの減量策ソフト面を踏まえたうえでですね、ハードに入っ

ていくということで、４回目からの議題等について、今日さまざまな案を出されま

したし各委員の方の意見も出ましたので、それを含めて行政案もちりばめた中でで

すね、更に整理をしてゆきたいということで集約させていただきたいと思います。

また、議題、最初に戻りますけれど１番目に戻りますけど、前回と引き続きでいろ

いろ持ち帰ってですね、勉強されたと思いますので、推計とそれからごみの減量策

も含めてですね、意見があれば・・・。推計についていかがですか。前回さまざま

な方から意見が出ましたけれども、今日の段階で更に質問なり意見がありましたら

お願いいたします。はい、委員。 

○委員 

  推計値がそれぞれで違うところを取ってますよね、何種類かの推計を出したもの

でなんていいますかね、ロジスティックとかいろいろあって、項目ごとに違うもの

をこれが推計だというものを取ってましたよね。 

○田中施設課長 

  推計方法ですけど、ごみの現状の出方について現状と傾向を見ましてですね、そ

のなかでいろんな推計式で検討します。 

○委員 

  関連しましてね、いいですか。 
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○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  まったく分からないから、例えば、べき乗だとか自然対数だとか指数だとかね、

その言葉の中身はどういうことを想定した何の違いがあるのか概略をちょっとだけ

説明してほしいんですよ。 

○田中施設課長 

  推計式はべき乗とか指数とか直線とかですね、あるんですけど、前回もちょっと

簡単に説明したのですけど、私もちょっと統計学というのはあまり詳しくは分かり

ませんけど、とりあえず、べき乗というのは経年ごとにですね、増加減少とかが顕

著になった推計式、年数が経つごとに極端に増えたり減ったりするような推計式、

指数がですね、それよりも少し緩やかな経年ごとに増加減少が、大きくなったり小

さくなったりする推計式、直線はですね、単調に増加減少がそのまま単調に推移す

る、自然対数は、経年ごとの増加とか減少が緩やかな推計式、ロジスティックとい

うのは、最初に増加減少し途中から緩やかな伸び方とか下がり方をするような推計

式、二次関数というのが、徐々に増加減少が大きくなるような推計式で、年が経つ

ほど大きく増えたりする推計式、以上です。 

○司会 新井次長 

  委員 

○委員 

  なんか今の聞いてても、ちっとも分からない。皆さん分かりました。なんかちっ

とも分からない。私、頭が悪いのかなぁ。 

○司会 新井次長 

  はい、部長 

○西川部長 

  ちょっと補足をさせていただきます。結局ですね、推計というのは統計学という

学問があるくらいで、かなり我々が見ても本当に難しいです。それと正確に当たる

ものは恐らくないと思います。あの、東村山もですね、一番困っているのが実は人

口なんですね、人口推計というのがいろんな計画の中で必ずやらなきゃいけないも

のなんですが、あまりにも種類が多すぎるのと現実の動きと一致しないというのが

一番悩むというか一番難しいところなんですね。結果的に今、田中課長の方から指

数なり直線なりという説明をさせていただいたのは、動きの特徴でしかないんです

よね。これが当たりますというのはありません。結果として今回皆さんにお配りし

た資料のですね、下のグラフを見ていただきたいんですよ。一番重要なのはこのグ

ラフというふうに考えていただいた方がいいのかなと思います。で、グラフが何を

示すのかというと、答えとしてこういう線を描きますよということですね。それが

このグラフになってくるんです。例えば、前回の４ページをご覧になっていただき

たいんですけども、４ページを開くとですね、べき乗というのがエィと下に下りて

ますよね、これが現実にこんなことはありえないだろうということで外すんです。

そうすると結果としては、将来一番近いかなという最終的には感覚の話にならざる

を得ないです。これもどの統計をやってもそうです。それでですね、この表を見ま

して将来一番近いところかなということで、それぞれを選んだ結果として、あるも

のはべき乗であったり、あるものは自然対数であったり、あるいは二つを採用して

それの平均値を取ったりということで、選ばさせていただきました。ですから重要

なのはどちらかというと、数字上の表ではなくて下のグラフがあって、これが皆さ
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んの感覚の中でいいとこかなという感じで見ていただくより、統計学だけはですね、

やりようがありません。人口統計が出生率の予測などはほとんど当たりませんよね。

これはやっぱり統計学の難しさなんですね。答えになってるようでなってないよう

な・・・ 

○委員 

  今ここで統計学の勉強をしようって訳じゃないから、いや人口を予測するという

のはマンション一つ出来たらすごく変わちゃうというのはすごく現実論として分か

るんですよ。そんなにこれに拘るつもりもないんです。だけど、もう一つ先にゆき

ますとね、今、部長もおっしゃってたけど、どうして例えば採用が場所によっては

直接可燃が、例えばですね、採用採用て二つの平均値を出してるとかですね、それ

からもう一つ可燃ごみ、今おっしゃった４ページのですね、自然対数を今度は採用

してると、これはその項目項目によってみんな選び方が違うわけですよ。だから全

部の例えば平均値でやりましたと言えば、あ、そうですかになるんだけど、なんで

そんな選び方をするんですかということをちゃんと説明を聞かないと、そのなんか

恣意的に選ぶんですかと、特にですね、一つ一つ見てゆくと、例えばペットボトル

なんてのは最小値を使ってるんですよ、これだけは、ペットボトルはね。だからこ

れはなんで最小値を使ってるんですかという説明が、恐らく難しいんだけど、そう

いう選び方をどういう意図でやってるんですかという説明が聞きたくなるんです

よ。 

○司会 新井次長 

  施設課長から説明します。 

○田中施設課長 

  ペットボトルについては、けっこう伸びるような推計で前回の基本計画の方では

やってたんですけど、２０年度がちょっと減りましたので、その関係で少し推計傾

向を変えたんです。 

○司会 新井次長 

  グラフがあると思うんですけど、統計的で五つの推計の方法があって、基本的に

はこのグラフで一番上と下を取る方法で細工してるんですよね。一番上と下を外す

形で。 

○委員 

  いいですか、そうするとね、なんか私も頭悪いのかなんかよく分かんなかったの

だけど、べき乗だ、自然対数だ、指数だ、ロジスティックだなんてね、言っても要

するに、それがぴたりと当たるものであるかないかということまで言われてるとし

たら、あんまりね 推計量にね、目くじら立ててね、やる必要もないのかなと、そ

れよりも、いいよ一応置いといてね、今日の論議になりませんけれど、じゃあどう

したらこれをね、如何に減量させるかというその数字にこそね、拘った方がいいの

かなという感じがしてきた・・、今のこの推計量というのはね、むしろその減量こ

うしたらこうなる、こうしたらこうなる、もっとこういうふうにすればいいよ、で

もそれだとお金が掛かるよとかね、その辺に時間を掛けるのかなって気がしました

ね。 

○司会 新井次長 

  はい、部長から。 

○西川部長 

  今、委員がおっしゃったことは事実そのものだと思います。ただ、我々も指数だ

直線だというはっきり言って統計学上の問題は難しいと同時に、我々も長い経験知



 13

があるんですよね、例えば、一つの施策をやって、それをどういくとどのくらいの

ごみが減るかっていうある程度勘みたいなものがあると思うんですけども、それに

とりあえず、近い数字はここかなって選ばさせていただいた、だからそれにプラス

ね、こうしてゆけばいいんじゃないかなという話というのは、十分お話する必要あ

ると思いますし、ただ、それが逆にやったからどの程度減るかというのも、これも

また分からなくなってしまう。例えばですね、委員から店頭回収というお話がある

けれども、店頭回収をやってどれだけ数字を落とすか、これもまた分からないんで

すよね。それと同じようなものがここに・・・ 

○司会 新井次長 

  すいません、いったん司会を通してお願いします。 

○委員 

  今の部長の話はまた後にしますけど、私はね、今施設課長がペットボトルが２０

年少なくなったからというお話でね推計値また変わったんだと、それがね、極端な

わけですよ、今まで前回の出てきた最初に配られた資料では、平成３２年度で１８

０％ぐらいの増を想定したんですよ。１９年度比。それが今度２０年度に１年間経

ったらですね、３２年度１２８％になっちゃたんですよ、増の。単純に見ると５０％

ぐらい減らしてるわけですよ。それがね１万トンの話ではないわけ、たかだかペッ

トボトルこの数値が、私がちょっと鉛筆書きで薄くて申し訳ないんだけれど、この

Ａ３の一枚のものでそれのですね、手書きでちょっと薄いリサイクルセンター処理

対象量の推計、手書きで書いた数値が載ってるんですけど、今ペットボトルが１２

８％増なんですよ、あの２０年度比ね、だから、ここで５３０トン、平成３０年度

で５３０トンですからね、１万トンでどうこうという話ではないわけ、だから、５

０％落ちてしまうということは、実際にはね半分ぐらいになりますよということが、

１９年度と２０年度でそのぐらいの開きが出てきているわけ、だからなんでね、た

った２０年度の実績が出てきただけで、ペットボトルの将来の見込みがこんなに大

きく落ちるんですかということを、やはりもうちょっと説明していただかないと、

やっぱり我々理解できないと思いますよ。 

○司会 新井次長 

  これ前回も言いましたけれど、実績で平成２０年度はまた特殊的状況の時代だっ

たんですよね。特にリーマンショックとかあって大不況でしたからね。そこの実績

がかなり大きいんですよね。そこから見て今後、五つの方法で推計してゆきますか

ら、だから、元の同じ実績値そのものが基準値なんで、そういう意味では委員の指

摘されるような状況も出てくるかと思いますけれども、田中施設課長から詳しくお

話させていただきます。 

○田中施設課長 

   ペットボトルですね、前回の基本計画で推計したのは、二次関数という形で急

激に時間とともに増加してゆくような推計の仕方をしてたんですよね。それが今回

の推計では、自然対数ということで推計の仕方を変えまして、委員が言われたよう

に、二次関数でずうっと伸びていたもので、あまりにもちょっと現実と違うのでは

ということで、２０年度も下がりましたので、今回もう少し緩やかな推計の仕方に

変えたということで、ペットボトルはそういうことで減っています。 

○司会 新井次長 

  委員から意見が出ましたけれど、確かに実績値の基準年がいろいろ目まぐるしい

状況での実績値ですし、それからの推計ということで、さまざまな数字を使った推

計がありますけれど、推計は推計として押さえてそれを纏めたのが、１ページの推
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計になっている訳なんですけれども、これはこれとして、更にごみの減量策、施策

の点検、特に委員からありましたけれども、一般廃棄物処理基本計画の減量施策が

その後どのような進捗状況になっているかという意見もありますので、推計で更に

質問なり意見がなければ、次の段階に入ってゆきたいと思いますが、で、推計はか

なり重要なことなんですけれども、現状を含めながらですね、繰り返しフィードバ

ックしてゆくことで、議論を重ねてですね、してゆきたいと思いますので、一般廃

棄物処理基本計画の、皆さんお持ちだと思いますが、２１ページからですね、第３

節ですけれども、ごみの発生抑制・排出抑制計画が平成１８年に作られて来年の内

に終わる訳なんですけれども、その進捗状況で現在ごみの減量はどういう段階や状

況なのかを含めてですね、大枠の説明をします。はい、どうぞ。 

○委員 

  もう一つあるんです、そこに入る前に、推定値に入る前に。あと集団資源回収な

んですよ。集団回収の推定値・・ 

○司会 新井次長 

  それを今説明しようと思っていたんです。今日の資料にもありますので・・ 

○委員 

  私が作ったこの資料ですね、この資料というのはですね・・この資料ですね。こ

れの一番右下に集団資源回収の数値が載ってんですよね、推計量Ａ．というのは左

の下に説明がありますように、一般廃棄物処理基本計画に基づく推計量が平成２２

年度まで載せられている訳です。これは一般廃棄物処理基本計画の１７年度からの

推計量がＡです。今、施設計画の中の・・・ 

○委員 

  ちょっと、資料はどれなんですか。見出しとか・・・ 

○司会 新井次長 

  Ａ４で二つ折りしてある資料、その横に表がありますけど。それですね。 

○委員 

  それと右下です。集団資源回収のところです。それで集団資源回収の推計量Ａは、

一般廃棄物処理基本計画に載っている計画量です。それから推計量ですね、推計量

Ｂが今施設計画で新しく出てきてる推計量です。平成２１年度から、これは２７年

度で切ってますけど、その後３５年まで載せてます。その隣の実績量というのが、

これは既に公にされた数値ですね。これは２０年度まで明確になっています。で、

これを、推計量を現在の一般廃棄物処理基本計画との計画推計量から見るとですね、

平成２０年度から見ると１７年度から減ってですね、７５％の集団資源回収でしか

なくなっている、１／４はなくなったということです。これだけ集団資源回収量は

減少しているということです。ごみが減少したからいいんだではなくて、集団資源

回収でやっていただく分が減ったということですから、集団資源回収にもっと力を

入れようよという面から見ると２５％も減ってしまっている、そういう意味ですね。

それで、今回の集団資源回収の推計量もですね、この実績量に見合って、この真ん

中の推計量Ｂというのは作られている訳ですよ。だからね、本当に、ここに施策的

な意味合いがこの推計量の中に入れてないんじゃないのか。自然減ではなくて伸ば

してないから減ってることであって、集団資源回収をこれだけ伸ばそうという場合

には、推計量Ｂだって増やしたっていいはずですよ。これは、あの一般廃棄物処理

基本計画が平成１７年度から２２年度までの計画になってる訳ですけど、この計画

を作るにあたって平成１６年度の実績値が３，７４４トンだった訳ですよ。にも関

わらず、推計量１７年度は４，２１５トンと５００トン増やしてるんですよね。計
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画は増やしてる訳です。それが今、新井さんが先に進もうとされてた、この一般廃

棄物処理基本計画の進捗状況を点検する必要が出てくる訳です。何やってんのとい

うことがこの中に書いてある訳ですから。だからね、これはすごく重要なことなん

です。あえて５００トン増やしたのは、集団資源回収もっと強化しましょうという

意味合いが入ってたのでしょう、当然。だからね、今回の施設計画でもなんでこん

な少ない計画に減らしちゃうんですかと、やはり分散化だとかいうこの次に議論し

なければいけない課題の中ではね、これが４，０００トンだとか４，５００トンに

しようじゃないかというようなことをやらないとごみの搬入量減らない訳ですよ。

そういうことです。 

○司会 新井次長 

  よろしいですか。 

○委員 

  はい。 

○司会 新井次長 

  そしたらですね、今集団資源回収の実績とそれから一般廃棄物処理基本計画に基

づく推計量の違い、誤差について指摘がありましたけれども。今日ですね、当日配

布させていただきました平成２０年度集団資源回収補助金交付実績報告等を含め

て、ごみ減量推進課長の当麻課長より今のことにつきまして説明させていただきま

す。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  私から説明させていただきますが、１８年度の一般廃棄物処理基本計画の推計の

ほうからまず話させていただきますが、なぜ４，２００とかの推計量になっている

のかが疑問だと思います。推計量に関しましては、ちょっと古い資料で、お配りし

ていませんが、平成１２年度は、集団資源回収は４，２０１ｔございました。それ

から、１２年度が一番多かったですね。その数値と１４年度は４，００５ｔという

数字になっていますが、その辺を１８年度の時はある程度加味してといった形で取

り入れていったと考えます。それで、実際の量とのかなりの乖離が出てしまってい

るというふうにお考え願いたいと思います。かなり集団資源回収は数量が減ってお

ります。この減っている理由と言いますのが、推測ですが、自治会等高齢化に伴っ

て、自治会等の運営がかなり厳しくなっているということがあるのだろうと予測し

ております。私のほうで、平成２０年度集団資源回収補助金交付実績報告を配って

おりますが、こちらを見ていただいて、１．回収量で約１０％近く前年度比較で減

っております。この中には、４円という補助金ということもあるかもしれません。

他市では、７円とか８円、一番多いところは１０円です。東村山では４円という数

字が原因としてあるのかもしれません。それと自治会等の高齢化もあるのかもしれ

ません。それと３．団体数ですが、その中で見ると、自治会が７０で、突出して多

いです。子供会が７団体、ＰＴＡ等が４団体になっておりますが、こういったとこ

ろの数を増やす、強化する施策が必要なのかと思われます。それと、集団資源回収

はかなり減ってきております。一般廃棄物処理基本計画の推計値がちょっと違うの

かなと思います。推計値、先ほども言っておりましたが、推計値は必ずヒットする

というものではないということを頭に入れておいて頂きたい、ご容赦願いたい。そ

れと、東村山、前回配りましたが、多摩地域ごみ実態調査、お隣の小平市等と比べ

ると小平が２，２４３ｔで、日野が１，６２７ｔ、東村山は３，２０５ｔという実

態もございます。ですから、人口からみて低いということは無いと思いますが、今

後もっと努力は必要かと自覚はしております。それと一般廃棄物処理基本計画の２
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１ページからの・・・ 

○司会 新井次長 

  ちょっとよろしいですか。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  はい、どうぞ。 

○司会 新井次長 

  今のがですね、集団資源回収、一般廃棄物処理基本計画と比較すると推計値は増

えているのに実績は下回っていることについて報告でございますけれども、一つに

は、東村山市は４位だと、それから福祉団体だとか子供会、自治会の高齢化だとか、

子供会は数がかなり減ってきているのです、それも含めて報告がありました。なお

かつ全体的な回収量につきましては、多摩地域の中では人口からすれば、トータル

の中では、自治体との比較の中では、東村山の集団資源回収量はそんなに低いほう

ではない、かなりいいほうになっている、それを説明させて頂きましたけれども、

いかがでしょうか。 

○委員 

  はい。 

○司会 新井次長 

  はい、どうぞ。 

○委員 

  この課題は、集団資源回収の今後どういう展開が必要かというところで、そちら

で集中していただければ。 

○司会 新井次長 

  はい、ではその他に推計のところで質問・意見ございますか。集団資源回収改め

てみましたけど。そしたらですね、前に戻りまして、一般廃棄物処理基本計画２１

ページからの、いわゆる排出抑制と発生抑制の施策の体系になりますが、これは平

成１８年に作られまして、ほぼ３年近く経過していますけれども、現状の施策、進

捗度を含めて説明を、同じく当麻ごみ減量推進課長からお願いします。概略であり

ますけれども、よろしくお願い致します。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  私のほうから、２１ページからご説明させていただきます。 

○司会 新井次長 

  お手元に事前配布させていただきました、一般廃棄物処理基本計画の２１ページ

の第３節からです。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  失礼いたしました。ではご説明させていただきます。１．市民・事業者行政の協

働による取り組みとなっております。①ごみ減量リサイクルのための推進委員会の

設置、ということになっております。これに対しては、現在設置はされておりませ

ん。②に関して、事業系ごみにおける排出事業者責任の明確化これに関しては、日

量 5キログラム以上となっておりますが、基本的に３，０００㎡以上の事業所には、

計画書を毎年１回出させております。それに関して、リサイクルを進めているとこ

ろでございます。それと、東村山市には３，０００㎡以上の事業所に関しましては、

可燃ごみだけが入るということになっておりますが、ほとんどこちらには入ってき

ておりません。それ以下の少量事業者に関しましては、入ってきております。事業

系のごみは入ってきております。③リサイクルショップ活動の地域展開となってお

りますが、ご存知かと思いますが、美住町にある美住リサイクルショップ、運営委
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員さんとして１５名のかたが今現在活動しております。その中で、出張リサイクル

ショップ、出前講座など、ソフト面ではこの前も実施いたしましたが、ごみ講座等

をやっております。また子供を対象に子供エコをやっておりますし、夢ハウスだよ

りを年４回出しております。また、とんぼ工房が新しくなったことに伴い、再生家

具等の販売を美住リサイクルショップでやっておりますが、それに対して、以前は

抽選という形でやっておりましたが、随時販売という形で、また大きい家具等は配

送するというサービスも新たに展開しております。またとんぼ工房を市民参加とい

うことで公開しておりまして、昨年よりとんぼサポーターズというものが動いてお

りまして、今２年目になるところでございます。 

○司会 新井次長 

  今、当麻課長から説明がありました。事業系ごみにおける排出事業者責任の明確

化で日量５キログラム以上で３，０００㎡以上の建築物所有者の数ですけれども、

東村山市は６６事業所であります。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  次の２３ページをご説明させていただきます。市民の取り組みという表題があり

ますけれども、①で啓発活動の推進ということで、３Ｒ、発生抑制・排出抑制、再

使用、リサイクル、これに関しましては年３回のごみ見聞録となっておりますが、

現在は年２回、ごみ見聞録はなっております。年４回の夢ハウスだよりは変ってお

りません。その他ホームページ等で啓発活動をやっております。それに関しては進

めております。ただ、足りない部分もありますので、もっと進めていきたいと思っ

ております。啓発活動に関しまして、市内スーパー５～６店舗において一週間程度

の啓発活動、看板を持って行きまして、午前・午後の２パターンに分けまして、お

店の買い物客の方に、ごみの分け方・出し方の啓発をしております。それと自治会

等にも約３～４０回自治会等にはご説明に伺っております。②生ごみの資源化の促

進ということですが、先ほども５０～５５％ということが有りますが市営住宅に関

しては、具体的に説明いたしますが、市のほうで集団生ゴミ回収というのを実施し

ていますが、それに関しまして、まだ２３０世帯ちょっとですか、増えていないの

が現状であります。これに関しましては、ごみは有料化しておりますが、無料で集

めているというメリットを皆さんにご説明して、ただ５世帯が集まらなければだめ

だということもひとつあるのかなという、ただ５世帯ということは地域のコミュニ

ケーションが必要ということでくくりを設けさせて頂いております。また市営住宅

に関しては、大型生ごみ処理機で実施しておりましたが、約１０年ちょっと経ちま

す。それに関しまして、生ごみ処理機に関しましては、非常に難しい面がございま

す。ごみを投入する部分に関しまして、各自におまかせしますと、ビニールが入っ

たり、ごみ袋が入ったりそういうことがございました、そうしますと機械が動かな

くなってしまう。そういうことで市営住宅に関しましては、市営住宅にお住まいの

方の７～８人に協力員という方で１０年間動かさせていただきました。ただ、協力

員の方も、東村山の現状ですが、かなり高齢化していきまして、平均年齢にします

ともう７０歳を超えているということもございます。それと近隣に関しては、曇り

の時にかなり臭いが出るという苦情もかなりあります。そういうこともございまし

たし、１０年を経過して機械の耐用年数も過ぎてきたということもあり、一時撤退

という形にさせていただきました。③に関しましては、フリーマーケット、不用品

の交換等、これはリサイクルフェアを年１回行っていますし、美住リサイクルショ

ップのほうで年３回行っています。また社会福祉団体のほうでもフリーマーケット

は行っております。④集団資源回収の推進に関しましては、先ほどお話したことで
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ご理解願います。⑤家電リサイクル法に関しましては、国の法律でございますので、

市のほうでは、年１～２回の啓発を市報等に載せてご案内しているところでござい

ますが、家電リサイクルに関しては、かなり市民のかたに浸透してきているものと

考えております。３．事業者の取り組みですが、①ごみ減量・リサイクルを促進す

るための事業者向け制度、先ほど申しましたとおり、２５ページでございますが、

３，０００㎡以上の事業者については減量及び再利用計画書を出させ、可燃ごみに

ついてはほとんど入ってきておりません。また事業者に関しては、不燃ごみ等は一

切入ってきておりません。可燃ごみが少し入っているということです。②多量排出

事業者における減量及び再利用計画作成ですが、これが３，０００㎡以上の事業者

の部分であります。③レジ袋の削減ですが、いまＣＯ2の問題で、レジ袋が一番問題

かと思います。それに関しまして、商工会と手を組んでやっていきたい、そういう

形で話を詰めています。基本的に商工会というのは賛成だという話はあったんです

が、ただ末端の商店までレジ袋の削減のノウハウといいますか、市民の側から聞く

わけですが、それを答えられる、６００軒ほどあるそうですが、答えられる今自信

が無いということで、今商工会とはまだそこまで進んでおりません。今後来年に向

けてもうちょっと進んでいくように商工会とは話しておりますが、まずこの一般廃

棄物処理基本計画とは別になりますが、今現在ポスターを作製して、ポスターをま

ずは配っていただく、今現在の進捗状況としてはこれをご報告させていただきます。

○司会 新井次長 

  今、一般廃棄物処理基本計画、特に排出抑制・発生抑制のところですけれども、

概略を説明させていただきました。要点は、ごみの減量化・資源化につきましては

今後も推進していかなくてはならない、これは大前提でありますけれども、これを

含めて一般廃棄物処理基本計画では当時のごみ減量化施策を載せてあります。これ

をまた次の一般廃棄物処理基本計画、来年１年間かけて作っていくわけですけれど

も、そういうことも含めて今問われている減量施策、色々な意見等あると思います

が、今日の議題で繰り返しになりますが、排出抑制、施策の点検、方策等について

議論していただければと思います。 

○委員 

  前回、私のほうから、一般廃棄物処理基本計画の１９ページにあります２．ごみ

減量目標がどれだけ達成できているのかという数字を出していただきたいというお

願いをしていましたが、どうなっているでしょうか。 

○司会 新井次長 

  １９ページですよね。 

○委員  

  はい。 

○司会 新井次長 

  １９ページ２.ごみ減量目標①１人１日当たりのごみ量７６３ｇを目指す、これは

今正確なデータを持っていませんが、７６３ｇはクリアしていると思いますので、

今資料を持ってきて、説明したいと思います。 

○田中施設課長 

  はい、一般廃棄物処理基本計画の排出量と現状がどうかということですが、委員

さんから出されている資料の表に基づいていきますと、可燃ごみ、２番目なんです

が、推定量Ａというのは、一般廃棄物処理基本計画の１８年度から１％ずつ減量し

ている推定量です。実績値は現状です。２０年度で言いますと、可燃ごみは、推定

量２７，９８２ｔに対しまして、実績値が２７，１９６ｔでございますので、７８
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０ｔ位減量になっている。可燃ごみは減量になっている。不燃ごみは、同じように

見ますと、２０年度推定量は２，４６６ｔ実績値で１，９２０ｔです。これも減量

になっています。粗大ごみが同じように、推定量が１，１４５ｔ、実績値が１，３

３９ｔこれは増えております。それから下段のペットボトルは、推計量が４５５ｔ、

実績値が４１４ｔです。びんに関しましては、２０年度推定量が１，３２２ｔ、実

績値が１，４４０ｔです。それから、缶がですね推計量が７３０ｔ実績値が７５５

ｔです。集団資源回収が、推計値が４，２５６ｔに対して３，２０５ｔです。以上

です。 

○司会 新井次長 

  すいません、先ほどの１人１日当たりのごみ量７６３ｇですけれども、東村山市

２０年度の実績ですけども、多摩地域で良いほうから４番目です。７４０．９ｇ２

０年度実績値です。一番目が小金井市で、清瀬市、西東京市次いで東村山市が四番

目です。それから②資源化率３５％を目指すとありますが、これも２０年度の資源

化率でありますけれども、多摩地域３番目です。４３．１％です。一番目が調布市、

二番目が小金井市、東村山市が三番目です。ですから３５％を大幅にアップしてい

ます。以上です。 

○委員 

  いま説明があった中で、１の①ごみ減量リサイクルのための推進委員会の設置と

いうことでは（仮称）まで付けているのですけどごみ減量推進市民行動計画作成委

員会という名前はあるけれど、聞いていると無いという、これは１８年度ですよね。

３０ページ見ますとね、ここに推進委員会の設置は１９年度の、私の見方が間違っ

ていなければ、６～７月位ですかねその頃できてそれからということなんだけれど

も、先ほどはできていませんと言うお言葉だけだったんですけど、やはりここが無

くてね、ここに書いてありますけれども、まずは（仮称）ごみ減量推進市民行動計

画作成委員会を設置して行動計画書を作成し、その上で計画作成に関わった市民を

中心に計画の推進組織へと発展させていくこととする、と非常に素晴らしい言葉が

書いてあるんですけれど、まあこういうものを私は絵に描いた餅と言いたいのだけ

れど。実際は、そうじゃないよという答えを出して頂きたいんですが。 

○司会 新井次長 

  では、西川部長から、その件につきまして。 

○西川部長 

  実はここの議論内部でもやりまして、外ともやりまして、ずいぶん議論が発生し

たのですが、今、秋水園と関連する団体が複数あります。美住リサイクルショップ

運営委員、それと各地域にはごみ減量推進委員、それと花と野菜の会、集団資源回

収を楽しく進める会、複数ありまして、そこにもう一度作って何になるということ

でですね、自分たちがそれぞれの分野で、確実にと言いますか、活動している中で

は、必要ないのではないかというご意見をだいぶ頂いちゃいまして、結果として、

当時はその団体を束ねて一つ作ろうかと言う話だったんですが、過去を聞いてみま

すと、そういうふうに活動した時期もあったらしくて、そこは結果としてうまくい

かなかったということで、そういう経過の中でつくることを実質的にはできません

でした。要するにもうすでにある、ある団体が複数団体あるのだからなんでまた作

るんだと言うご意見が多くて、まさに委員がおっしゃった、文書には書いてあるけ

れども、絵に描いた餅に近い文書になってしまったということでご理解願いたい。

○委員 

  いいですか。 
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○司会 新井次長 

  はい、どうぞ。 

○委員 

  そうすると、先ほどね、作っておりませんだけで説明もなかったのだけれども、

ここでは、ちょっとわからないのだけれど、ここでは市がそういう市民を中心とし

た行動計画の作成委員会を作って、そしてそこで行動計画書を作るのだと、そして

今後やっていくという、組織的に正式に組織として発展させていくのだという、と

ころが今お聞きした団体というのは、市民の自発的な団体と市がやっている団体と

両方あるわけでしょ。 

○司会 新井次長 

  では、もう一度その関係につきまして、部長から。 

○西川部長 

  実はそうではなくて、過去色々な計画があって、皆さんがご存知の９８プランも

含めてですね、９８プランの一つの形として美住リサイクルショップがあるわけで

すよ。で、その美住リサイクルショップというのは、美住リサイクルショップを中

核にしてごみ減量にいくべきだということで、あれを作ったわけですよ。なおかつ

そこについては、行政側が主導していくのではなくて、市民と市民が中心になって、

市民に対して啓発活動を行っていくんだという、もうすでに同じことが一回やられ

ているんですよ。ですので、先ほど言いました名前もですね、すべて各団体さんが

自発的に作ったわけではありません。それぞれの、時代時代に合わせて必要だろう

ということで、行政と一緒に作っていった団体なんですよね。そういう意味では、

補強というか、事業をだったら、それぞれもう既にある団体の事業を補強すればい

いという段階になっている。 

○委員 

  いいですか。 

○司会 新井次長 

  はい、どうぞ。 

○委員  

  そうすると、その団体が今いくつあってどういうふうに活動をしてて、今後市全

体のごみ減量推進市民行動計画、これにどう寄与していくのか、これをどうみてい

らっしゃるのか。 

○西川部長 

  よろしいですか。 

○司会 新井次長 

  はい、どうぞ。 

○西川部長 

  一番中核を背負っていくのは、美住リサイクルショップ運営委員会で、あそこが

もう既に１０年、昨年１０周年記念をやったんですけども、その運営委員会が、東

村山市のごみの減量については、中核を背負っていくということになっています。

それで、そこの事業としては、フリーマーケットを実施するということの他、小学

校への出前講座、あるいは地域への出前講座、それと各種イベントの開催、それと

各種事業の開催、皆さんお気付きにならないかもしれませんが、市報のほうにほぼ

毎月リサイクルショップというタイトルでですね、各種の事業を実施しております。

もしそれが、お気付きにならないのであれば、我々の、或いは美住の運営委員を含

めたアピールの仕方がまずいのかなと思っておりますけれども、そういう形で、も
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う既に１０年間かけて減量施策には、中心的に担っていただいている。 

○委員 

  いいですか。そうすると今１０年間かかっている、今２１年ですから１０年前と

いうと１１年から。そうすると、これはもう既にその時にはできていた。そういう

ものを基準として、ここには、そういうもの全然説明も無ければ、位置付けもされ

ていない。私は美住町にいるから、よく通ったり非常に関心は持っているのだけど、

一生懸命やってらっしゃるその方々ね、ただそれをして市のね、減量推進の全体的

な所にね、どう寄与していくかということが見えないのですね。私だけなのかな。

こんなにこの１０年間でこんなにできていて、今後市が援助していくというこれが

基なんですよと、いわゆるここで言うごみ減量リサイクルのための中枢になってい

くということが見えないのですよ、それ私だけなのかな。 

○司会 新井次長 

  では、こちらの委員。 

○委員 

  僕も同じ考え方です。そこにあるとんぼ工房は何をやっているのかなと。今まで

包丁研ぎと、あとおもちゃを作っているだけと、いうことしか認識はなかった。何

であんな所に人がいるのかなという感じでいたんですけど。家具を何か修理を行う

というのは全然知らなかったです。 

○司会 新井次長 

  まあ、その関係につきましては今日の午後の部で、希望者のみ見学があるので是

非見てほしいです。では、そちらの委員。 

○委員 

  今、とんぼ工房や夢ハウスが、どういう役割を担っているのかということは本当

に知らなくて、行ってみても全然感じられませんし、職員に聞いても、私たちは関

係ありませんからとはっきり言われます。減量のげの字も、なんて言うか、貼って

はあるかもしれませんよ。だけど、積極的に運動に携わってらっしゃるとは決して

思いませんね。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  あの、いいですか。 

○司会 新井次長 

  今、減量施策を進めていくため市民組織のどういうあり様が良いのかという議論

だと思いますが、これからの検討会、特に次回の一般廃棄物処理基本計画等につき

まして、どのように検証していくのかという作業だと思いますし、そういう観点か

ら、これから検討していきたいと思います。ごみ減量推進課長。 

○当麻ごみ減量推進課長 

 今、美住リサイクルショップのことについて、お詫びするところはお詫びいたしま

すが、運営委員さんが平日の時間に張り付いているという訳ではございません。あ

そこに張り付いている職員は、再任用職員が事務的な部分で張り付いているという

ことはご理解願いたい。今後委員さんのご指摘のようなことが無い様に指導してい

きます。運営委員さんは日中は仕事を持っているので、他の仕事をやっています。

○司会 新井次長 

  今２１ページの①につきまして設置されていないというご指摘があり、その点に

ついては、今後の検討課題としていきます。はい、委員。 

○委員 

  この一般廃棄物処理基本計画というのは、１８年から２２年までのいわゆる、ご
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み行政を預かる人たちにとって、基本の方針、法律みたいなものでしょ。それに基

づいて、例えば実施していないということは一体ごみ行政は何をやっているのかと

いうことになるじゃないですか。それで、色々な団体があることはわかってこうい

う計画を作っているわけでしょ。それで、私一番最初に資料配りましたけれど容器

包装リサイクル法がちょうどこの時期１８年に法律改正したわけですよ。で、２１

ページの第３節１．市民・事業者・行政の協働による取り組み（発生抑制・排出抑

制、再使用、再生利用）の推進、こういうことが法律上明確になったわけですよ。

そういう新しい展開の時期を迎えたわけ。当然行政はそれを受けて、こういう計画

を作っているわけですよ、私はそういうふうに思っているわけ。だけど、単なるそ

ういう法律を、活字に並べているだけで、何も実施計画を具体的に進めているとは

思えない。これ①で市民行動計画作成委員会作りますとやっているわけでしょ。さ

っきから話題になっている集団資源回収もっと力入れようよと、２４ページの④で

書いてあるわけでしょ。それでさっき私が数字言ったように、どんどん減ってきて

いる、１，０００ｔも減ってきている。それには４円の問題があるとか、色々な言

い方されますけれど、それはもう一つ突っ込んで、また別の段階でもいいんですけ

ど、一体市はいくら業者から回収しているのか、明確にして欲しいわけ。そういう

ふうに一つ一つ、生ごみの資源化についても、一体どういうふうに方針化するので

すかということを抜きに、やっぱり施設計画というのは進まないわけですよ。それ

は、委員さんも危惧なさっていたように、生ごみ本当にどうするのということがそ

の中で入っているけど、・・・ 

○司会 新井次長 

  あの、生ごみではなく、今は組織のことなので。 

○委員 

  はい。 

○司会 新井次長 

  その関係で、部長から。 

○西川部長 

  委員さんのお話で、法改正があったというところですが、逆に言えばもう既に東

村山市は、１０年間新組織を作ってきている。ちなみに委員さん、今年度２１度募

集をかけていることはご存知ですか。運営委員の。 

○委員  

  え、運営委員の、知っています。 

○西川部長 

  ご存知ですか。皆さんの中で、どの程度ご存知なのかというのが、我々のＰＲ不

足なのかなということで、今反省しておりますが。運営委員の募集は、２年任期で

すから、その都度募集をかけています。かつ、今年度については、人数が少なかっ

たものですから、再募集をかけて前回 2名の方にご参加いただきました。その方た

ちは真剣に東村山市のごみの減量をどうしようかということで、２名の方参加して

頂きましたし、或いは既に活動なさっている方も、長く活動なさっています。東村

山市が先ほどの委員さんのお話のように全然やっていないということになります

と、委員の方が一生懸命やっているのに大変申し訳ないので、反論させていただい

て、その方たちは日常ご家庭生活がある中で、或いは職業をお持ちになっている方

もいらっしゃいますし、ＯＢの方もいらっしゃいますけれども、活動については年

間通じておやりになっているというふうに、自分の方は認識しております。 

○委員 
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  はい。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  リサイクルショップがやっていないとは、私はひと言も言っていません。行政が

こういうことを展開していないという事を言っている訳ですよ。リサイクルショッ

プに責任転嫁するということはやめましょうよ、市民一生懸命やっているのだから、

そうでしょ。私はね、リサイクルショップの活動については２２ページの③に書い

てあるじゃないですか。やるべき持ち場を。 

○司会 新井次長 

  わかりました。今、ごみ減量を進めていく新組織について、色々な意見がありま

したけれども、施策の内容等について意見があれば。はい、委員。 

○委員 

  さっき部長の方から、委員会を設けるにあたって、花と野菜の会とか色々な団体

があるから、そこでまた新たに作る必要があるかというところで、今作っていない

という話ですよね。だったらば、各会のグループごとに、どういう減量に取り組ん

だのかという、それをまとめるのが行政の役目だと思うのですけれども、ただ作っ

てあればいいというふうにしか、市民には見えないのです。だったらば、定期的に

会合を開いて、うちの会はこういう方策でこれ位減らそうと考えているとか、そう

いう検討会を開いたりしていらっしゃるのですか。行政の方々はどういう形で入っ

ているのですか。 

○司会 新井次長 

  基本的に、行政組織といいますと、廃棄物減量等推進審議会、これが減量施策の

一番の大元です。で、そのもとで、各町丁から１名、５３名から設置されているご

み減量推進委員が、基本的なごみの分別だとか減量の施策を行っている。それとは

別に、美住リサイクルショップ運営委員会とか花と野菜の会とかで横断的に行って

いる。その実態を大切にしていきましょうというのが、部長の発言だったんですね。

○委員 

  統括しなければ、意味が無いと思いますが。 

○司会  

  はい、そこの考え方ですよね。 

○委員 

  今、美住町のリサイクルショップですか、そういうところの市との関係をもう少

し分かり易く図にしたり、それでやはり意見を反映させる、伸ばしていってもらい

たい、そういう意味でもうちょっとＰＲしたり、市民の方にお知らせしてほしい。

１９ページのごみ減量目標ですが、具体的な数字が出ていますが、①１人１日当た

りのごみ量７６３ｇが７４０ｇになったとか、実際に達成しているかどうかをグラ

フとかにして他市の状況等も入れて、やっぱり我々も努力しているのだから、努力

の結果を分かり易く示してほしい。市がやっていることは我々の方になかなか伝わ

らないというふうに、歯がゆい思いをちょっとしています。  

○司会 新井次長 

  わかりました。減量組織図、これをわかりやすい形で次回までに作って、提示さ

せていただきます。それから、ごみの減量の実績値ですけども、これが先ほど私の

ほうから口頭で他市の関係を含めて言いましたけれども、東村山を含めて２６市の

中で、東村山市がどういう減量の実態があるかということを次回資料を提示したい
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と思います。他にですね、ごみの減量施策について、市が行っていること或いはも

う市が行っていない新たな項目を起こして減量施策を進めていくべきだというよう

な考え方、他の委員の方いかがでしょうか。 

○委員 

  はい。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  今、少子化で、美住リサイクルショップが槍玉に上がっているんですけど、そも

そも美住リサイクルショップをどーんと作っておしまいというのではなくて、秋津

の人があそこまで行って、何かを並べているからといって、なかなか行かれないん

ですね。市内何地域かに分けて作ろうというはずだったんですよね。だから、あれ

ほどのものをどんどんどんと建てるのではなくて、例えばですよ、子供たちが減っ

ているので小学校の空き教室を借りて作るだとか、要するにごみを減らすための施

策を考えればよいのですから、発信すれば、発信基地になればいいわけですから、

今後もしこういうことができたら、もう少し広がるかなと。今実際に小学校の空き

教室がどれくらいあるかはわかりませんけれども、新しく今度リサイクルショップ、

ではないですけれども、借金してまですごい物を作るのではなくて、何か市民の知

恵で空いている場所を探してきて、減らすことを考えることも一つかなと思います。

○司会 新井次長 

  今の計画というのは、美住リサイクルショップを作るに当たって、９８プランで

はここを中心にしながら、活用して行こうという計画だったと思います。一般廃棄

物とは別の形です。一般廃棄物については２１ページに記載したとおりであります。

市民の情報発信としてアンテナショップとしての役割等は、これからの課題であり

ます。他に意見ありますか。 

○委員 

  はい。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  さっきのあれには驚いたんですけど、それはそれとして。やっぱり、市としてき

ちんとしたものがないとね、リサイクルショップはその後にあったように、③で当

面は、美住リサイクルショップやとんぼ工房を中心とにしたソフト展開を図るもの

とする、とこういう形で書かれているわけだから、その範囲では本当にやっている

んでしょうけれど、基本はやはり基本だと思うのだけれど、その辺はこれくらいに

しておきますけれど。２４ページ④を先ほどの委員さんもおっしゃたけれど、集団

資源回収ですね、ここでも言っているように、現在古紙類の回収を中心とした活動

が活発である、だけどこれは減少傾向が見られる。その理由は、さっきおっしゃっ

ていた正に自治会とか高齢化している。そこまで分析されているのでしたら、後ど

うするかという、そこはやっぱりここにないとね、ただ減少傾向が見られる、活動

のＰＲ等について支援するだけでは、ちょっとその基本計画にしてはお粗末かなと

いう。事実私の自治会でもやっています、そこで出たのはやはりね、最初２円だっ

たのよね。それで４円ということですが、もっと多かった時期もあったと思います、

私がちょうど離れていた時期。それで、減っちゃったから止めようかという話が出

たんですよ、実際、はっきり言って、大変だと。それで考えたのが、業者の方が置
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いておけば持っていくから、いちいちそこで番していたり、載せるのを手伝わなく

てもよいという話し合いができて、それでも４円になる、無駄になるごみになるも

のだったら回収して、そしてそれを自治会の活動に還元しようよということで、続

けているのですけれど、やはりこれは一つ大きいのは役員のそういうものもあるけ

ど、もっとせちがらいのですよ、自治会の会費も大変だという中ではね。還元金を

増やせばやっぱり違ってくると思いますよ。そういうあれはないですけれど。還元

金が増えていた時、一番多かった時というのは全然違うと思いますよ。ですから、

よその市の還元金もっておっしゃっていたけど、そういう実態も見たいなと思うん

ですけれど。やはりその辺は財政が厳しいといいながらも、色々なことを考えたら

やはりそういうところで予算を使うということは、決して無駄なことではない。リ

サイクルセンターに何十億円使うのであれば、集団資源回収に㎏幾ら増やすという

のはできるのではないか。その辺でもっとこの集団資源回収、中身についてもここ

にあるように、古紙類の回収ということですけれども、うちなんかは業者と話し合

って古紙だけではなく、布ももちろんだし、牛乳パックなんかもいいよと。それか

ら、缶もアルミならいいよと、色々やっているんですよ。ですからそういうふうに

広げるその辺は大元で市が業者と話し合って、集団資源回収の種類の広げをね、し

てもらいたいと、いうこともできるのではないかという。まあその辺でも集団資源

回収は、減少傾向が見られるで済ますのではなく、もっと具体的な形を取っていた

だきたいと思います。 

○司会 新井次長 

  はい。ごみ減量を進める市民組織についての意見をお承ります。それから集団回

収については再三の指摘と意見がありますけれども、これについては、価格が下が

ったということでなく、各市少子高齢化により担い手がいなく減少傾向にあるとい

うそういう社会のしくみも含めてありますので、価格だけの問題でなく、今の状況

に見合った方法なりやり方なりシステムを整えていくということが一方であると思

います。 

○委員 

  だから、全文を出してくださいと、前回も言っている。だから価格の仕組みだと

か、４円で市民参加にはなっているけどね、実際業者が回収行為４円やら３円、㎏

当たり３円にしかならないのか、１０円になっているのかというのはわからない、

それは相場ものだから。二束三文の時代もあったでしょうから。その時に４円とい

うのは、すごい高いものだったでしょう。やはり、今１０円で㎏当たり売れていて

６円の利ざやが全部市の懐に入っているのかどうかも、今の話では何もわからない。

だから今ね、その辺をまた改めてやる時間があるから、今日徹底して始めていって

しまうと、どんどん広がっていくから。 

○司会 新井次長 

  今、委員がおっしゃったことについて、当麻ごみ減量推進課長から。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  簡単に説明させていただきます。集団資源回収と言いますのは、業者に対して収

集運搬委託料を市から払っています。ですから先ほどの委員さんの自治会から東資

協、三栄とかそういう業者が持って行きます、それは収集委託料で払っています。

基本的に１１円を基本として、３円を委託料、ところが去年一昨年に関しては、中

国景気がありましたよね。それで古紙がかなり増加したことがございまして、その

時には、３円の委託料を０円で払っておりません。ところが、今年になりまして、

また急落しまして、１１円を基本にしながら、３円は市から委託料で払っておりま
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す。ですから、利ざやという言い方がいいかどうかわかりませんが、古紙の相場と

比べまして、だいたい約７円近くは業者のところに運搬料で入っている。ですから、

市には、行政回収は市の方に収入として入ってきますが、集団資源回収に関しては

市には一切お金は入ってきていません。そういうことを申し上げさせていただきま

す。 

○委員 

  ちょっと意味がわからない。１１円で３円が委託料・・・。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  いいですか、１１円が車を使って、人件費等々の基礎の１㎏１１円というたてか

た、１㎏当たり人件費を入れると１１円かかるよという言い方です。 

○委員 

  ３円は。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  ですから、あと７～８円程度は業者のその部分の儲けです、ですから紙を売った

ときの儲けです。それでその儲けにならない部分の３円を市から保証しているとい

う、人件費だとか、運ぶ場合の３円を保証しているという。ですから２年位前はも

う少し古紙が高かったことがあるわけですから、３円という１㎏当たり収集委託料

は払っていません。また、その中国景気の時は、自治会さんに古紙を売ると、売却

金ということで、１１円以上に関してはバックペイで戻しています、各自治会に。

ですから、売却金という形でお金をもらっていた自治会がかなりあったとは思いま

す。 

○司会 新井次長 

  極めて市場世界の関係なので、・・・。 

○委員 

  市が払っているのは、１㎏当たり３円、それから自治会に４円を払っている計７

円ですね。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  そうですね。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  集団資源回収は、業者に幾ら払っているか、今説明されたこれと、市が回収して

いる行政回収、集積所に出している、それの支払内容というか、業者に幾ら払って

いるのか、その支払に対して、その回収したものについての売上金は市のほうに幾

ら入ってくるのか、入っているか入っていないかわかりません、入っているのだと

思いますけれども。そういうもので、表にしてまとめて出していただきたい。 

○司会 新井次長 

  そのことについては、西川部長より。 

○西川部長 

  売払い収入で、入ってくるときには、紙が幾ら、アルミが幾らと項目分かれるの

ですが、集める時には、収集委託料が幾らとやるものですから、それはびんに相当

して幾ら、アルミに相当して幾ら、紙に相当して幾らとは出ませんよ。 

○委員 

  どうしてですか。 

○西川部長 
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  古紙だけは出ますか。 

○司会 新井次長 

  その関係について、田中施設課長。 

○田中施設課長 

  ２０年度について説明いたします。 

○委員 

  もしできたら、聞いてて非常にわかりにくいから・・・。 

○司会 新井次長 

  ちょっと待ってください、説明します。 

○田中施設課長 

  古紙の売上げにについては、２０年度については２，２７０万円位売上げがあり

ます。ただ、収集に行く業者の委託料は、約４，４００万円でございます。ですか

ら２，０００万円位は市の持ち出しです。 

○委員 

  はい。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  これをまとめて表として出していただけたら。これを細かく種類別ではなくても、

業者に対して幾らという形で出していただけたら。何回かお電話して聞いたのです

が、どうも理解できなくて、今回質問させていただいています。 

○司会 新井次長 

  そうすると、収集委託料と売上げ、それの差し引きですか。 

○委員 

  収集量に対してお金を払っているのかどうかも。 

○司会 新井次長 

  収集量に対してではありません、収集台数です。わかりました、次回までにわか

りやすい資料をご用意いたします。 

○委員 

  それで次回出す時は、事前に、他の資料も配っているのだから、事前に配ってく

ださい。そうすれば、即質問できるから。 

○司会 新井次長 

  できるだけ努力させてください。 

○委員 

  はい。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  ちょっと視点を変えてみますと、資源ごみの中で、紙と布と容器包装プラスチッ

ク、要するにここに持ってきていないものがありますよと。そういうものの中で、

なおかつ集団資源回収と戸別の秋水園が回収するものと両方ありますよと。集団資

源回収の場合は、集団資源回収を実施している自治会なり、老人会なりに、㎏４円

を市が払っていますよと。その他に、業者に㎏３円委託料で払っていますよと。プ

ラス、人件費だとか車代だとかそういう費用が１１円払っていますよと。要は市は、

集団資源回収の場合は、資源ごみであるにもかかわらず、市には一銭も入ってこな
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い。それで、資源ごみで秋水園に回収している分については、市がどこか業者に売

っているわけだよね。だけれども、回収費用として、人件費だとか何だか払ってで

も、その説明を田中課長がしたのだよね。そこで、集団資源回収というのは、費用

対効果で本当に利益があるの、ということを出してほしい。集団資源回収をやれや

れといっている委員さんもおられますが、本当にそれが必要なのですかと。資源ご

みを金を付けて、業者の儲けのために市の税金を払う必要があるのですか。そうい

うことを、集団資源回収というのはそういう実態ではないのか。それは自治会にお

金が入ってくるから自治会費が安くなるからいいよ、でもそういう問題はちょっと

違うのではないですか。そういうことを、指摘をしておきたい。 

○司会 新井次長 

  そうしますと、・・・ 

○委員  

  はい、関連して。 

○司会 新井次長 

  関連ですか、ではどうぞ。 

○委員 

  いいですか、びん・缶も集団資源回収、今やっていないわけですよ。そのお金の

仕組みをぜひ教えてほしい。缶なんか有価物で、特にアルミ缶なんかいい値段にな

っているはずですよ。 

○司会 新井次長 

  そしたらですね、先ほどの委員さんの指摘がありましたけど、集団資源回収につ

きまして、費用対効果も含めまして、次回までに資料を作成して事前配布できるよ

うに努力させていただきます。他に、そろそろ時間が迫ってきていますが。 

○委員 

  はい。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  生ごみ、ちょっとさっき言いかけましたが、23 ページに生ごみを含めた可燃ごみ

の処理のあり方については現在検討中であり、それらの検討結果をまって施策展開

を図るものとする、ここにはそういうふうに書いてありますね。それから、後ろの

ほうにいきますと、２７ページの３．生ごみ・剪定枝の資源化・適正処理方策とい

うところで、下の部分で、資源化方策等については、現在検討中であり、検討結果

をまって施策展開を図るものとする、とこれがこの中に書かれているわけですよ。

そうすると、いったいどういう結末を迎えようと準備なさっているのか、どこでど

ういう検討をなさっているのか、施設を今造ろうとしているのに、こういうところ

が定まらないで、いったいどういう施策展開ができるのかなっていう、そういうこ

とを感じましたが、その今検討中というのは、どこでどういう検討が行われている

のですか。 

○司会 新井次長 

  ちょっと待ってください。これを最後にしていきたいと思います。他の方意見ご

ざいますか。 

○委員 

  はい。 

○司会 新井次長 
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  はい、委員。 

○委員 

  私は勉強不足であまりわからないのですが、この検討会とはリサイクルセンター

を造る計画を検討するわけですよね。そうすると、今言われた生ごみの件ですが、

生ごみは直接はリサイクルセンターには関係ない、大事な問題ではあるのでしょう

けれど。生ごみに対してあまり突っ込んでいくと、リサイクルセンター基本計画検

討会からは外れるのではないかと思いますが、どうでしょうか。 

○司会 新井次長 

  先の委員さんの質問の回答はこちらからしますが、今の委員さんの意見について、

最初の一回目の検討会の時に設置要領の説明をして確認させていただきましたけれ

ども、あくまでもリサイクルセンターの建設にあたっての計画の意見交換というこ

となんです。ただ、ごみの推計量、処理量の中で、ごみの推計量というのはごみの

減量策と表裏一体という経過があったものですから、その減量策の一環として生ご

みがある、基本的にはリサイクルセンターについて意見とか目的、それを議論する

のがこの検討会の役割と性格なんです。で、先ほどの委員さんの質問については、

西川部長より。 

○西川部長 

  この一般廃棄物処理基本計画の中で、生ごみを含めて施設整備については減量審

で検討するのではなく、同時進行で秋水園整備計画研究調査会というものを作りま

した。その研究調査会の中で施設整備について議論をしていった中で、炉の建て替

えをどうするかという議論がかなり中心的に議論されたんですね。その議論の中で

将来のごみ処理を大きく分けると三つパターン化されています。一つが現在と同じ

焼却するという考え方。もう一つが生ごみを堆肥化するという考え方。それともう

一つが生ごみをメタン発酵させて処理をするという三つのパターンです。その三つ

のパターンに対して、今度は、新しく施設を作ってその三つを検討するか、或いは、

現在の炉を使用しながら継続検討するか、同時進行していたものですから、ここで

は、施策については検討中なので、そちらに委ねますということで、こちらの文章

についてはこういう表現になっています。結果として、研究調査会の結果を減量審

のほうに報告しまして、内容が結果としては、施設整備についてはその考え方でい

くということになっております。そういうことで、こういう表現になっております。

○司会 新井次長 

  それでは、そろそろ時間が１２時ジャストになってきますけれども、先ほどの会

議録の関係ですが、２回目の内容を確認させていただいてよろしいでしょうか、一

番最初にやっておけばよかったんですが、よろしいですか。修正ありますか。 

○委員 

  はい。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  ２３ページ、真ん中の委員の発言中、５行目で秋津２丁目をと書いてありますが、

秋津町と言っているつもりなんですが。 

○司会 新井次長 

  ２丁目ではなくて、秋津町全体ですか。 

○委員 

  はい、秋津町全体のことです。 
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○司会 新井次長 

  わかりました。他に自分で言ったところで修正等ございますか。おおむねよろし

いですか。それで大変恐縮なんですけれども、今日の第３回目の会議録なんですけ

れども、これから我々の職場年末年始にかけて、繁忙期なんですね。できるだけ事

前配布できるよう努力しますけれども、全文筆記なので時間がかかるんですね。ち

ょっと遅れてしまうかもしれませんけれども、ご了承お願いします。これからです

ね、検討会はこれで終って、次回は１月９日（土）午後３時からです。この後１時

半から希望者のみ寒い風が吹いている中ではありますけれども、施設見学を予定し

ています。参加できる方は、防寒整えてお願いしたいと思います。参加できる方何

人位いらっしゃいますか。はい、わかりました。それでは、３回目締めさせていた

だきます。 

 

 

 


