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会  議  録 

会議の名称 第４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２２年１月９日（土）午後３時～５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・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）渡部市長・西川資源循環部長・新井次長 

田中施設課長・牧野ごみ減量推進課課長補佐 

●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 
９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 第３回指摘事項資料の説明と報告 
・ごみ減量化組織関係図と運営について 

・資源回収等資源物処理のコスト比較 

 （費用対効果及び他市比較） 

② 今後の検討テーマの整理 
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  

○司会 新井次長 

  こんにちは、正月もあっとゆうまで、１月の三連休の初日、大変貴重な時間を割

いて出席してくださいまして、大変ありがとうございます。寒い日が、日一日と増

しておりますがめげずに、第４回目になりますけれども、ただいまから、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催したいと思います。 

  それでは、次第に先立ちまして、1月 1日付けで資源循環部の人事異動がありまし

た。ごみ減量推進課課長補佐として原田が着任しましたので、ご紹介したいと思い

ます。 

○原田課長補佐 

  総務部管財課から 1月 1日付けで異動してまいりました原田と申します。どうぞ

よろしくお願い致します。 

○司会 新井次長 
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  原田課長補佐につきましては、これから、一般廃棄物処理基本計画等含めてです

ね、資源循環部の計画策定の準備を進めていくわけですが、その担当という形にな

ります。ぜひ宜しくお願いしたいと思います。 

  続きまして、本日の当日の配布の資料と、それから事前配布させていただきまし

た資料の確認をさせていただきたいと思います。事務局からお願いします。 

○村野主任 

  今年も宜しくお願い致します。資料の確認を致します。当日テーブルに置いてあ

った資料ですけれども、第４回の次第、それから平成２０年度集団資源回収 町内

別回収量一覧、それから、委員の方よりご提出いただきました資料で資源物収支一

覧、次に施設規模、次に秋水園リサイクル施設見学雑感及び要望事項です。よろし

いでしょうか。 

  次にリサイクルセンター整備基本計画検討会開催日程及び今後の検討テーマ（案）

というものですけれども、これが本日配布させていただいたものです。大丈夫でし

ょうか。次に、事前に配布させていただきました第３回会議録、併せて配布させて

頂きました資源循環部市民組織について。これは１ページ目にそう謳ってあります

けれども、綴じたものということで８ページに及びます。よろしいでしょうか。不

備等ありますでしょうか。それでは以上です。 

○司会 新井次長 

  今、ご説明致しました資料、全部ございますでしょうか。 

  はい、ありがとうございます。 

  そうしたらですね、年末年始持込の方の現場の関係がありまして、若干事前配布

が遅れて大変恐縮だったんですけれども、前回の１２月１８日、第３回目の会議録

の確認をさせて頂きたいと思いますが、この会議録に付きまして、修正ですとか不

都合があればご指摘ください。ページ数が多いので、今度は３０ページになってお

りますけれども。修正点ございますか、無ければとりあえず確認させて頂いて、ま

た後ほど、あくまで中間的な会議録のまとめということですので、ゆっくり熟読さ

れて、その上で何か指摘事項がありましたら、事務局まで連絡してくださればと思

います。 

  それでは、今日、第４回目になりますけれども、次第の進め方でありますけれど

も、まず最初に前回３回目の中で、一般廃棄物処理基本計画ですとか、ごみの推計

量についてご説明させていただきました。その過程で２点ほど資料の請求と指摘が

ありました。まずその説明をさせて頂いて、それに対する質疑応答、検討をさせて

いただきたいと思います。そして、２回程ですねごみ量の推計を行なってきました

けれども、今日も委員から資料が出ておりますけれども、ごみの推計量等について

一定程度確認をしてですね、そして、３回目の時に話題になりましたけれども、今

日を含めて５回ありますけれども、これからの検討会の検討すべきテーマを事務局

の方から案として出してくださいということですので、Ａ４の横の表で出しました。

このテーマの検討についても行なってですね、それを確認されましたら、テーマに

基づいて今日の振り分けた項目につきまして議事をお願いしたいと思いますけれど

も、いかがでしょうか。 

  最初にですね、次第にありますけれども、第３回指摘事項資料の説明と報告とい

うことで１点目、ごみ減量化組織関係図と運営について、こちらにつきましては、

今日は、当麻ごみ減量推進課長はどうしても私用で出席できませんので、ごみ減量

推進課の課長補佐である牧野の方から資料をご説明をさせて頂きたいと思います。

○牧野課長補佐 
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  みなさんこんにちは。第三回指摘事項についての説明をさせて頂きたいと思いま

す。前回の質問事項等により内容を整理した件、廃棄物の処理及び再利用の促進に

関する条例により組織されております組織でございますが、廃棄物の減量等推進審

議会、この審議会は１０名の委員で構成されています。また、廃棄物の減量等推進

委員ですが、これは５３名の方が委員となっておられます。次に東村山市美住リサ

イクル運営委員会委員ですが、東村山市美住リサイクル運営委員会設置規則により

設置されておりますが、組織されております委員は現在１５名ということになって

います。そしてその他、条例、規則等によらない組織と致しまして、東村山花と野

菜の会、こちらの方、会員が１０２名いらっしゃいます。この団体では、生ごみを

堆肥化し萩山菜園・秋津菜園・久米川菜園の３菜園において有機栽培を実施してい

る市民組織であります。この組織につきましては、事務局としても応援をしている

ところです。続いて、資源回収を楽しく進める会、会員は８名でございますが、そ

の集団資源回収に加えて、減量等に関する啓発活動を行なっている組織であります。

  以上は、ごみ減量推進課で組織しています市民組織でありますが、施設課につい

ては、現在のところございません。 

続きまして、ページ２、ページ４をご覧頂きたいと思います。こちらの方はです

ね、多摩地域ごみ実態調査、平成２０年度の統計の数値を参考にさせて頂いていま

す。まず多摩都区部、全国の１人あたりのごみ量の推移が出ていると思いますが、

平成２０年度につきましては、市部が１人あたり８５８ｇ、対しまして区部が１，

１２６ｇとなっています。 

次に３ページですが、１人あたりの排出量及び資源化率の１０位までを平成１８

年度から平成２０年度までの統計を棒グラフで示したものです。当市の平成２０年

度のごみ量は７４０．９ｇ、資源化率についても４３．６％になっております。い

ずれも上位にランクされているということが、この表から言えると思います。 

  続きまして、ページ５をご覧になって頂きたいと思います。集団資源回収にかか

る費用についてですが、こちらの方は収集の委託料と補助金の項目に分かれていま

す。収集の運搬委託経費は、人件費や燃料費等の諸経費を１日あたりの回収量を基

に算出した数字がｋｇ当たり１１円として算出しています。この委託料については、

年度毎の古紙相場と相殺する方式により契約しています。また、古紙相場が高騰し

て１１円を上回る場合は売却金として団体に還元をしております。 

  平成２０年度につきましては、古紙相場が１１円であり、すなわち新聞は０円、

段ボールも０円ですが、雑誌については相場が８円であったために、３円というこ

とで契約しました。 

  平成２１年度につきましては、古紙相場が８円程度であり、新聞３円、段ボール

３円で契約し、雑誌については相場８円ということで３円で契約しました。次年度

以降につきましても、この委託料については、やはり古紙相場に左右されることは

間違いないことであります。 

  補助金についてですけれども、平成１７年度までは５円できましたが、平成１８

年度からは４円という形になっています。 

  続きまして、ページ６、こちらの方は、平成２０年度近隣５市の集団資源回収実

態調査の状況について添付させていただいているもので、この表を参考にしていた

だきたいのですが、各市の補助金、西東京市と清瀬市が７円／ｋｇ、小平が９円／

ｋｇ、東大和市は紙類が６円／ｋｇ、東久留米市が１０円／ｋｇとなっています。

  また、ページ７の近隣市年度別集団資源回収量、棒グラフで表してありますが、

こちらのほうも参考にしていただければと思います。これにつきましては、平成１
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８年度から２０年度の合計となっています。また別紙に、平成２０年度集団資源回

収【町内別回収量一覧】も参考資料としてお配りしております。 

○司会 新井次長 

  これは集団資源回収につきまして、全体では１１５団体で、この１１５団体が１

３町で、どのように団体が分かれているかということと、新聞、雑誌、段ボール、

古紙、牛乳パック、これの収集量も含めて記載してあります。合わせて収集量に対

しまして単価４円でありますので補助金額が記載されています。また補助金のトー

タルの金額は１２,８１８,７９２円ということになります。この資料ございますで

しょうか。 

  今ですね、牧野課長補佐の方から、前回の指摘された事項の資料の説明について

させて頂きました。引き続きまして、資源回収等の処理コストの比較について田中

施設課長の方からお願いしたいと思います。資料の８ページになります。 

○田中施設課長 

  では、資源の収支の一覧ということで説明させて頂きたいと思います。最初に収

集経費のことで説明したいと思います。スチール・アルミ缶の収集ですが、缶とび

んと蛍光管、乾電池を一括の委託契約をしておりますので、これは、びん、缶は週

１回収集しておりますので、これは、重量で按分しまして、平成２０年度では、ス

チール、アルミ缶が約４,３００万円、びんが約４,６００万円、蛍光管、乾電池が

約３７０万円で、それからペットボトルと、容器包装プラスチックは燃やせるごみ、

燃やせないごみと一緒に収集しておりますので、一括して契約しております、それ

を収集回数の回数で按分して算出しております。ペットボトルが、５,６００万円、

容器包装リサイクルが約１億１千９００万円でございます。新聞、雑誌、段ボール、

牛乳パックは月２回収集しておりますが、これが約４,４００万円ということでござ

います。 

  それから、処理経費でございますが、処理経費は、びん、缶、蛍光管の中間処理

経費として主なものは、ここで、選別しておりますシルバー人材センターに委託し

ている費用が主なものでございます。ペットボトルの中間処理の主なものは、再任

用、再雇用の職員の人件費が主なものでございます。新聞、雑誌、段ボール、ボロ、

牛乳パックは委託先の中間処理施設の委託料が主なものであります。容器包装プラ

スチックも中間処理施設の委託料とリサイクル協会の業務委託料ということで計上

しております。 

  売上げの方ですが、スチール、アルミ缶が平成２０年度では約５,５００万円、び

んが、生きびんとして売れているものが、約１０１ｔで約６３万円。ペットボトル

が、容器包装リサイクル協会の配分収入として約１千１４０万という収入がありま

す。蛍光管乾電池は売れておりませんので、処分費のみということになります。新

聞、雑誌、段ボール、ボロ、牛乳パックの場合は、約２,５７０万円です。容器包装

プラスチックの売上げはございません。差引きしますと、すべての資源物について

マイナスの計上になっているという状況です。簡単ですが、以上で説明を終わらせ

て頂きます。 

○司会 新井次長 

  前回の指摘事項という事で、特にごみの減量の年度別のごみの排出量、資源化率、

また集団資源回収に関する経費の関係、それから今、施設課の方で８ページの資源

物収支の一覧の概要が説明されました。今、説明の中で、概略ですので、分からな

い点、聞きたい点あると思いますので、最初質問等あればお願い致します。 

○委員 
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  ３ページの年度別総ごみ量、これとですね再資源化率、平成２０年度で小金井市、

清瀬市、西東京市、東村山市これに再資源化率を重ね合わせますと、いずれもです

ね、再資源化率のいいところはごみ量が少ないということが言えると思うんですね。

それと集団資源回収を熱心にやっているところは、ごみの量も少ないという感じが

しています。ですから再資源化というのは、やはり分別ということが一番大事な要

因になってくるのだと思います。こういうところは、日頃からしっかりやっておら

れるのかなということがこのグラフから読み取れます。以上です。 

○司会 新井次長 

  他に、質問、意見を含めてで結構なんですが、資料の中で疑問というか分からな

い点があれば先にお伺いしたいと思います。 

○委員 

  １ページの資源回収を楽しく進める会という団体は、どういう団体で、いつ立ち

上がってるのでしょうか。というのは、リサイクルショップの運営委員会にしても、

花と野菜の会にしいても、９８プランに基づいて行政がらみで立ち上がったという

経過があると思うんですが、その後この１０年の間に、こういった団体が、こうい

う存在があるということは知っていましたが、ここまで公に認知された扱いをうけ

る、そこのところが経過上分からないので、説明を補足していただきたい。 

○司会 新井次長 

  ごみ減量をすすめる市民組織の関係で、特に平成１０年以後、主だった組織団体

のことについての質問なんですが、大変申し訳ありませんが、本日所管課長がおり

ませんので、次回までに詳細を調べて説明させていただきます。基本的なところで

申し訳ありません。 

○委員 

  １ページの中で、廃棄物減量等推進委員各丁で５３名と載っておりますが、各丁

で平均４名ずつ位いらっしゃることになる訳ですよね、どのような活動、推進をな

さっているのかということ、これが１点目。それと、８ページの一番下、容器包装

プラスチックで加藤商事の恩多町の工場に全部持ち込んでいるはずですよね、加藤

商事さんは処理した後の容リを加藤商事自身が売却するということはまったくない

のですかね。加藤商事が容リを受け入れて売却しているのかどうか。それをちょっ

とお伺いしたい。  

○司会 新井次長 

  ２点ですね。まず１点目の各丁の５３人の推進委員の活動は、どのようなことを

しているかということですけど、課長補佐のほうで分かる範囲で説明をお願いしま

す。 

○牧野課長補佐 

  減量等の推進委員なんですけれども、特にごみの出し方、分別等、またステーシ

ョン等は、みなさんがご利用になる場所なので、そういうところで、一定の説明が

できるような指導を行なっております。それにつきましては、市の方から、指導員

さんの方に直接ご連絡をする。これは問題のあるステーション等がある場合なので

すが、推進委員の方から指導して頂くということがあります。 

○司会 新井次長 

  部長から、補足させて頂きます。 

○西川部長 

  自分の方から、若干補足させて頂きます。５３名はですね、何々町何丁目ってあ

りますよね、たとえば秋津町１丁目、そこから１名、ですから秋津町１丁目、２丁
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目、３丁目それぞれから１名の方が出て頂いています。それは各丁同じようにでま

して、今５３丁ある関係から、５３名という人数になっております。この５３名は

ですね、大きく３つのブロックに分けて頂きまして、丁度ピラミッド型に３つの組

織が活動をするかたまりになります。ごみ減量推進課にですね減量指導員という担

当職員がいるわけですが、その職員と一緒にですね、それぞれの地域のごみの関係

の活動をして頂いているのですが、課長補佐から今説明がありましたように、集積

所の分別の状況はどうなのかということを点検して頂いていたり、あるいは極端に

出し方の悪いところをこちらにご連絡頂いてですね、指導員とともに分別の仕方の

指導にあたっております。それと各丁から出ておりますので、そこにある老人会等、

あるいは自治会に対して、出前講座をしているんですが、その出前講座の募集ある

いは要望等をこちらに伝えて頂くというような役割もして頂いております。ですか

ら、各丁で自主的に、うちの指導員と一緒に活動を行なって頂いているというのが

実態になると思います。以上です。 

○委員 

  この人達につきましては費用というか、ペイは出ているのでしょうか。 

○司会 新井次長 

  基本的には、ボランティアの性格が強いのですけれども、今、年間２回に分けま

して 1万円ずつ、だから年間２万円になりますけれども、図書券をお渡ししている

んです。 

○委員 

  委員の選出は、どのような形を採られているのでしょうか。 

○西川部長 

  各自治会からですね推薦して頂いております。 

○司会 新井次長 

  それでは、２点目の容リプラの加藤商事の関係で、田中施設課長の方にお願い致

します。 

○田中施設課長 

  容リプラはですね、週１回収集してまして加藤商事にすべて搬入されます。そこ

で不適物等を選別しまして、容リ協会に出せるものは、容リ協会の再商品化事業者

の方に出しております。残渣物だけが秋水園の方に戻ってきまして、これはまた不

燃物として処理されます。受け取るものはございません。 

○委員 

  それは、分かっているんですが、そうではなくて加藤商事が売却しているものが

あるかどうか。 

○田中施設課長 

 加藤商事が売却しているということはありません、処理のみです。 

  それとですね、今年に容リ協会のほうから、再商品化合理化拠出金というものが

今年度から制度としてできまして、おかげさまで、市民の分別が良くなったという

事で、東村山市のほうに合理化拠出金が納入されました。それが、ここには載せて

いないのですが、ペットボトルの関係で約８１万７千円市のほうに入っております。

それから容器包装プラスチックの関係で約４,５５０万円の合理化拠出金が入りま

した。これは、容器包装プラスチックの容器包装比率が９０パーセント以上で、前

年度比率２％以上を達成したところが対象になるということで、今回東村山市は該

当しました。 

○司会 新井次長 
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  ということで、加藤商事につきましては、そこから売却ということはありません

ので。他の委員の方で、前回の指摘された資料に関することで、質問、意見ありま

したらお願いします。 

○委員 

  ３ページの年度別総ごみ量グラフの中で、調布市が急に上がってきています。平

成１８、１９年度載っていなかったのに、平成２０年度に５位ということで、何か

特別な理由があったのかどうか情報があったら教えてください。 

  ８ページの収集費用のことなんですが、スチール缶とかすべてのもので、搬入量

と搬出量でかなり違っているということの理由は何でしょうか。まあ異物が入って

いたり、なかったりして、はじかれたものがあるのかもしれませんが、量が相当違

っているので教えて頂きたいのです。 

○司会 新井次長 

  先ほどの年度別の総ごみ量で、調布が２０年度いきなりランキングされて、５番

になっているその理由なのですが、詳細が掴めていないので、次回までに調布市に

聞いてですね、その傾向と対策について確認したいと思います。 

  それから、８ページ目の収集量と搬出量に相違があることなんですけれども、こ

の説明につきまして、施設課長の方から宜しくお願い致します。   

○田中施設課長 

  今、ご指摘があったとおり、異物の混入で搬入量と搬出量が異なるということで

す。色々なものが混入されており、缶は軽いのですが、そこにびんが混ざっていた

りという傾向があります。 

○委員 

  たとえば、缶の収集の中で、びんが混ざっていたら、缶としてカウントされるん

ですか。 

○田中施設課長 

  そのとおりです。 

○西川部長 

  収集を持ってくる時がありますよね、その時に車は、缶は缶しか積みません、び

んならびんしか積まずに、そのまま台貫に乗るから、もしその中にびんが入ってい

ると、搬入としては缶ということになります。逆にびんの中に缶が入っていると、

当然それはびんということになりますから、それを分け直すと、必然的にそれぞれ、

びん、缶が減ってしまうということになるんですね。 

○司会 新井次長 

  他の方で何かありますでしょうか。 

○委員 

  先ほど、田中さんから容リ法の再商品化合理化拠出金の説明があったのですけれ

ども、趣旨が私は違っていると思うんです。やっぱり、容器包装リサイクル法の中

で、もう既にこの法律ができて、１０数年経っているわけです。前回の１８年の制

度改正の時に、それまで、いわゆる分別収集を行政の業務として始め、それから、

選別、保管という業務がまったく容器包装リサイクルのお金が落ちてこないという

仕組みで、それが地方自治体にとって大変な負担になっていたわけです。それが、

１８年の制度改正時に、いわゆる生産者責任的な発想でですね、新たに１８年制度

改正で１８年、１９年、２０年度と段階的に色々と制度改正を始めていったわけで

すね。それで最後の２０年に、ということは前年度ですが、この時から拠出金制度

というものが始まったわけです。そして初めて、４,５５８万というそういう大きな
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金額が落ちてきていますし。ですから、これが確定的な金額になりませんけれども、

決して、お金の額を決めるにあたって評価の仕方としては、田中さんの説明のとお

りなんですけれども、趣旨はあくまでも行政のお金を補填するという意味合いです

から、そういうところを、やはり市民は良く知って頂かないとですね、単に何かお

金が落ちてくるような仕組みができたのでは、容器包装リサイクル法では市民には

多大な負担をかけているわけですから、そういった部分を正しく市民にも周知して

いかなければいけない。そういうことです。 

○司会 新井次長 

  確かに法改正によって、そういったことになっているんですね、それで今回の事

につきましても周知等含めて行なっておりますので、今後もその PR 等につきまして

は、積極的に進めて行きたいと思います。ただ、今回のは、Aランク、Bランク、D

ランクとあるんですけれども、Aランクが容器包装化率が９０％以上で、それが維持

されたということで、田中施設課長が言いたいのは、その Aランクという再商品化

しやすい良い状態になったということで、その結果が出たということで説明した訳

であります。他の方、資料の関係で何かありますでしょうか。 

○委員 

  資源物について、資源物収支資料の中に鉄屑関係がどうして載っていないんでし

ょうか。スチール・アルミ缶などは載ってますね、ペットもありますが、鉄屑関係

が載っていないのはどうしてですか。 

○田中施設課長 

  資料には出ていないんですが、鉄屑は２０年度で、約１１９ｔで約１５６万８千

円でございます。１ｔ当たり１９,９００円です。これは２０年度なんですけれども、

これは景気の影響に大きく左右されますので、確か２１年度は１ｔトン当たり５，

０００円くらいの金額です。 

○委員 

  私の方から配りました資源物収支一覧、８ページ、みなさんもご覧になっていた

８ページの私が手書きで加えたものを別紙でお配りしてあります。コピーがちょっ

と薄くて申し訳ないのですが、補足的に喋りますので、何をこれで言いたいかとい

いますと、この一覧表を見ても統一的な尺度が見えない、そのへんのためにスチー

ル、アルミ缶の収支経費って一体、他の収支とどういう関係にあるのか、そのへん

をはっきりさせるために、１ｔあたりの金額を計算上出してみました。たとえばス

チール・アルミ缶、一番上の表ですが搬入量７５５ｔでその隣に５７と書いてあり

ますがこれは１ｔ当り５７，０００円の収集経費がかかっているということです。

その隣の処理経費は２６と書いてありますが、２万６千円、経費合計は８万３千円、

搬出量は７０％、これは、さっき委員もおっしゃっていた様に、搬入量７５５ｔに

対して搬出量は５３５ｔですから７０％しか搬出されていない。ですから３０％も

田中さんのさっきの説明によると異物が入っている解釈。これを素直にやれという

理解なのでしょうか。 

  他も同じようにびんも数字が手書きで入っている部分は、たとえば、びんは２０

年度、収集経費は３２，０００円、経費合計は４８，０００円。これも搬入量に対

する搬出量は８７％、以下１９年度も１８年度も同じような数値になる。それから

ペットボトルも同様です。これを見る中でですね、比較しますと下から２番目にあ

ります新聞・雑誌・段ボール・ボロ・牛乳パック、これは秋水園に搬入していない。

収集後直接業者が処理しているわけです。これを見るとですね２０年度が搬入量４，

９８９トン、収集経費が、これ１ｔ当たりに直すとですね８８，０００円ではあり
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ません８．８と書いてあるのは８，８００円です。それで処理経費は１．３ですか

ら１，３００円です。経費合計は、１０．２で、１０，２００円。その搬出量は搬

入量に対して８８％、売払金額が１ｔ当たり５，８００円という見方です。これを

見るとですね、今秋水園でまったく対応していない業者任せのものが他のスチール

からびん、ペットボトル、いかに収集経費、処理経費が高いかということが、一目

皆さんにもお分かりいただけるのではないかと思います。これを見ますと、ちょっ

と鉛筆書きで薄くて申し訳ないのですけれども、２０年度のスチール・アルミ缶の

売却金額、１０３と書いてありますけど、これは紙と比較しますと１８倍の違いが

あるわけですね。ですから当然スチールとアルミ缶ですから、アルミ缶は相当いい

値段がついているはずです。お金に換算すると１８倍ぐらいの高い数字になる。そ

れに対して収集経費は２０年度の５７，０００円これ６倍です。それから経費合計

は８倍です。そうやって見ていくとですね、ペットボトルなんかは２０年度収集経

費１３５と書いてあります１３５，０００円ということですね。これは紙で比較し

ますと１５倍、それからペットボトルの経費合計は１８９,０００円で、これは約１

８倍というように、何でこんなにペットボトルの収集経費、あるいは処理経費がか

かっているのかなと、このへんは建物を作るのに直接的に関係がないけど、私はこ

の課題をですね、ぜひ次の一般廃棄物処理基本計画の検討の場にですね、ぜひ、こ

のへんの中身を精査して頂きたい。そうしませんと、ここに搬入するやり方より業

者に任せてしまったほうがはるかに安いんではないのかなという、そういう今回大

変いい資料を出して頂きましたんで、それを、こうやって簡単な整理だけでもかな

り読みきれるわけです。それとですねもう一つ、前回資料で、第３回の中に集団資

源回収補助金の裏表という、円グラフなんかが入った資料がありました。委員の方

からも今回のテーマのひとつになってますように、いわゆる費用対効果、経済的に

どうなのかという経費のご指摘があって、私の方も集団資源回収っていうのは、一

体お金がかかる扱いなのかどうなのか、すごく行政にとって負担になるやり方なの

かどうなのか、そこを頂いた資料で分析致しました。 

  その二つをつき合わせしますとですね、全体に配られた平成２０年度の集団資源

回収の補助金の量と額が載っていますので、そのへんを計算していくと、当の資料

の中に先ほど牧野さんの方から４円、業者に払うのはトータル１１円を想定してい

ると、そういうもとで計算していきますとですね、２０年度の集団資源回収の事業

費委託は、今言うように１１円/ｋｇであると、補助金は４円であると、田中さんに

説明いただいた新聞、雑誌の表の補助金額で計算すると、集団資源回収以外のもの

が、経費合計が計算すると１０円２０銭/ｋｇなんです。それと売払い金が載ってま

すから、これをキロあたりに換算しますと５円８０銭、これをトータルしまして、

集団資源回収とやると差が４．４円出てくる。市が余分に払っていると、市の負担

がプラスになるんですよ。というのは、集団資源回収では４円で済むわけですね、

ところが市が直接的にやる場合には、さっき田中さんが説明してくれた新聞、雑誌

の表の中の差額っていうのが売却益が少ないですから、負担分を４円という形で集

団回収してくれる方々については、それで払えば実質的には、市は０．４円浮く計

算ができちゃう。ですから集団資源回収というのは、いわゆるコスト的な計算で、

単純に見ると市が４円負担してくれているように映りますけれども、決してそうい

うものではない。もっと拡大をさせてやれば、結果的には必ず市はプラスになる。

８８％の１２％のいわゆる異物混入も業者任せにしてるんです。ですから、こうや

って見た場合に、費用対効果は集団資源回収は高くはない、逆にプラスに転じてる

ということです。 
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○司会 新井次長 

  委員が自ら言っているように、この関係は確かに検証させていただきます。直接

リサイクルセンター整備とは又違うステージでの議論になっていますので、今日

色々試算だとか提示していただきましたので、それにつきましてはこれからですね、

収集コストですとか在り方を含めてですね、検証する場所が必要だと思っています。

それから先ほど委員がですね、何でこの資源物収支一覧に鉄が入ってないのかとい

うことだったんですけれども、鉄も資源に間違いありません。ただ鉄につきまして

は、それのみで行政収集していないものですから、鉄が年間先ほど１１９トン出た

といいますのは、持込と不燃物でそこから分別して鉄を除いた分ということです。

収集しているものではありませんので、あえてこの表には載せておりません。主旨

はそういうことです。ただ、鉄も資源物としては間違いありません。他に、はい、

委員。 

○委員 

  集団資源回収をされている新聞・雑誌・段ボール・古紙・牛乳パックそれが合計

で３，２０４，６９８㎏ですか、それをもし普通の会社と同じようにね、やったと

きに売り上げがどのくらいになるか、それと集団資源回収の場合は市の売り上げは

ゼロですから、それを経費も増えるんですが、売り上げ金額がどのくらい増えるの

かというのは、この８ページから割り出して計算すれば出てきますが、既に分かっ

ているんでしたら今、言っていただけるとありがたいです。仮定の話です。 

○司会 新井次長 

  田中施設課長 

○田中施設課長 

  売り上げ金額が去年はですね、結構紙の変動がありましたので、４月から１１月

までは新聞の場合１０円で・・・ 

○委員 

  あの、だから細かい点はいいですから、だいたい大雑把にどのくらいの売り上げ

が想定としてあったかと、それだけの話。 

○田中施設課長 

  去年の売り上げの、平均の単価みたいな形でよろしいですか。月によって・・・

○委員 

  だから、ここに２０年度だけ出てるから、２０年度でだいたい想定でどうなのか

と。 

○田中施設課長 

  ２０年度の前半で１０円、１月だと１０円、次が６円・５円と下がっていますの

で、雑誌も５円・３円・２円と下がっていますので、年度の平均でやれば・・・ 

○司会 新井次長 

  あらあらの計算を今やって報告させていただきます。それ以外に他の皆さん、質

問がございましたら、はい。 

○委員 

  関連になりますけれどもね、新聞・雑誌・段ボール等とありますがね、衣類関係

ですよね、新聞・雑誌・段ボール・ボロ・牛乳パック、ボロというのは衣類関係の

ことをおっしゃっているんですよね、古着ですよね。現実には古着回収しても再利

用できる物というのは、１％か２％ですよね。で、残りの物は業者は又秋水園に持

ち込む、バックしている訳ですよね。ですから９９％はバックしている訳ですよね。

こっちに又燃しに持ってきて燃やしている訳ですよね。 
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○田中施設課長 

  一応、２割を返却という形でやっているのですけれど。 

○委員 

  ２割を返却ですか。回収した部分の２割を返却してくださいと、いや２割じゃな

いですね。 

○田中施設課長 

  それからあと濡れた物とかそういう物を・・・ 

○委員 

  雨で濡れた物はダメだけれども、現実にはほとんど回収しても再利用されている

のは１％無いんじゃないかと考えていますけれども、・・・ 

○司会 新井次長 

  関連としまして、部長の方から説明させていただきます。 

○西川部長 

  まず１点目の委員のお話ですけれども、大雑把な話で１㎏７円ぐらいなんですよ、

で、それでやると大体２２，４３２，０００円ぐらい、種類を分けずにですね、平

均的には７円ぐらいで見たらどうかなということで、もしかしたら５円ぐらいが正

しいかもしれません。で、７円で計算すると２２，４３２，０００円ぐらい、それ

と先ほど委員のお話で古布、ボロ布ですよね、これは委員は一番うちの事情をご存

知ですよね、ルールとしては先ほど課長が２割が戻ってくると言いましたが、やは

り実態として、使えない物以外は引き取った業者もごみなんですよね、ですから集

団資源回収で集めている、あるいは資源物として集めているとは言っても、戻って

くる物があるというのは否定できないと思います。 

○司会 新井次長 

  はい、関連ですか。 

○委員 

  関連というよりも、その田中さんに一言だけ聞きたい訳です。というのは処理経

費は新聞・雑誌に対してね、例えば処理経費が１，３００円というね、たいへん低

額な形になってる訳です。それに対して、例えばスチール・アルミ缶は、処理経費

２６，０００円という金額な訳ですね。で、どうしてこれだけの差ができているの

か、というのは一方のスチール・アルミ缶はこの秋水園でやっている訳です、紙は

一切ここに搬入していない訳ですよね、それを業者に任せたときにこれだけ大きな

開きが出るというのは、どういった原因が考えられるのか、この点を簡単にお答え

いただけますか。 

○司会 新井次長 

  施設課長から説明します。 

○田中施設課長 

  スチール・アルミ缶の処理経費はですね、うちの処理施設で働いているシルバー

人材センターの委託料とリサイクル作業場の運営経費ということで、修繕とかそう

いうような費用と計量などの人件費も入れております。それからあとそれに携わる

市の職員、実際に選別ということではなくて、市の職員ですね、私たちとか施設課

の職員の何割かをそういう形で含んで計算をしております。で、あと新聞・雑誌の

処理経費は、委託料ということで契約の形で処理経費を出しています。 

○委員 

  もうちょっとそれに、１８年・１９年・２０年、私の計算では何百何十円の違い

はあるにしてもですね、みんな１，３００円という低額みたいな形になってますね。
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これはそうすると、委託料がみな同じだからということで理解していいですか。１

㎏当たりの値段が同じですから。 

○西川部長 

  今の１，３００円とおっしゃってるのは、委員がお出しになった数字ですよね。

そうですよね、うちの方から出しております数字は６，９５７，０００円から始ま

りまして７，１９１，０００円という数字が出てる、これは単純に毎年のリサイク

ル料です。で、先ほどのお話で紙類については東村山の施設に入ってこないんです

よ、ですから施設に関わる経費がまるまる無いんです。それに対して鉄類とかそう

いうものは全部東村山の施設に入ってきますから、その分の経費が掛かるというこ

とになります。 

○委員 

  もし・・・すると経費は掛かんないですよ。 

○西川部長 

  ですから、そこの部分の経費は掛かっておりません。そうゆうふうに考えていた

だければ一番シンプルだと思います。 

○司会 新井次長 

  収集の委託については、処理量ではなくて、車の台数だとか算定の基準があるの

で、いきなり処理量で割ると問題が生じます。確かに委員の試算が出てますけれど

も、収集の委託、コストを含めてですね、リサイクルセンターの今後の課題として

検証させていただきたいと思います。だいぶ資料につきましては、質問と意見で時

間を費やしてしまいましたけれども、今日の最初のこちらからの２点の事項に対す

る質問、意見はよろしいですか。それでは、次第に・・、はい、何でしょうか。 

○委員 

  いいですか、すいません。６ページのですね、他市との比較の表を出していただ

いてますね、金額を、補助金の単価が、１㎏当たりいろいろ・・ 

○司会 新井次長 

  集団資源回収の実態調査ですか。 

○委員 

  これはどういう意図なんですか。他市はこんなに条件いいですよ、という意味合

いで出されたのですか。 

○司会 新井次長 

  これは前回、委員の意見で他市の比較を含めて出してくださいとのことでしたの

で、そのままストレートに近隣周辺の自治体との比較を出したものです。それ以上

でもそれ以下でもありません。他にございませんでしょうか。なければですね、次

第に入っていただいて、ごみの推計量につきましては２回ほどさせていただきまし

た。いろいろグラフの関係を含めて、それから統計の見方、読み方それから特に将

来人口の中でどのようにごみ量が発生するのかという議論を２回ほどさせていただ

きました。今日、新たに委員から別途資料が出ていますので、それを説明していた

だいて、ごみの推計のことにつきまして、そこで意見交換して、ひとまず締めさせ

ていただきます。 

○委員 

  一番最初のほうで、ごみ予測量というのを出されたのですが、人口増とあれで、

ちょっと数字が読みきれなくて、ヒントを得たところで、これを例えば、一人当た

り１年間にどのくらい出すのだろうと、数字を出してみればその変化が分かるかな

と、数字をはじき出して見ました。一人当たりの不燃ごみ・粗大ごみこれはリサイ
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クルセンターのことなんですから、リサイクルセンターで処理しようとしているも

のだけを、対象にして出して見たんですが、不燃・粗大・資源、資源物の中にびん・

缶・ペットボトル・あと有害物とありますが、個々にグリーンで囲った部分が一人

当たりの１年間の排出する量なんです。これは、単位は㎏になります。で、それを

見ていただきますと、１９年度から始まってまして、ずーと３３年度まで追ってい

ただくと、やはり自然でこう１人の排出量というのは、そんなに何年経っても上が

っていってはおかしいんじゃないかな、逆に排出抑制を考えると逆に下げていただ

いたらいいんではないかなと思っているんですが、特にペットボトルはかなり増え

ているように思うんです。今、業者も量を減らそうとして、薄くしたりなんかして

あの手この手と考えていらっしゃるので、それが逆に増えるというのは一人がペッ

トボトル１年間に相当使うのかなというふうに思うと、やっぱり出された表の数字

が不自然ではないかな、と想像するんですけれども。ただそれだけで、出してみた

んです。判断材料として。 

○司会 新井次長 

  補足ですか、はい。 

○委員 

  ちょっと補足します。いい数値を出していただいたんで、委員がおっしゃてるよ

うにね、減っているのは不燃ごみと、３３年度で見ますとね、減っているのは、缶

とそれとここには載っておりませんが、プラ容器包装の中で、これもプラ容器包装

も確実に出ます。それからあとですね、資源ごみの新聞紙は減るというそれだけな

んですよね。前回、前々回に出された推計量の改めて書き直された部分ですね。だ

から、推計量というのは、そんなに大きな議論をしてもしょうがないにしてもです

ね、どうして将来こんなに増やすという見込みになってしまうのか、というのはや

はり今、容器包装リサイクル法を中心にしてですね、排出抑制、発生抑制から始ま

って、排出抑制、メーカーは極力出さないようにしようということで、肉厚を薄く

したりですね、梱包の仕方を変えたり色々やっている訳ですよ。で、こんど買う側

もそれなら買わないということは、排出抑制なんですよ。そういう時代が今後１０

年間ずーと進んでゆくというのに、何で一人当たりこのように増やすようにね、計

画の元数値を作ってしまうのか、そういうところは私もたいへん疑問です。 

○委員 

  ちょっと関連して、それにね。そういうことで出てるのは、このまま出したんだ

けれど、だけど実際にこれから色々考えてるんだと、減量化をね、そうした上での

推計量はこんなに減ってくるよ、というものは無いのですか。 

○司会 新井次長 

  それに関しましては、今後の検討テーマということで、そのことも含めて新たな

検討課題ということで。今現在の東村山の実態は、先ほど牧野課長補佐がいいまし

たように、多摩地域の中でごみの総量だとか資源化率だとか、かなり良い方なんで

すね、その上で更なる減量施策については、テーマの中で今後２回程できれば行っ

てゆきたいと思っています。新たな減量施策として更にＣＯ２の削減と、それから

３Ｒの推進などは大きなテーマでありますので、今日ごみの推計が終わりましたら、

新たな減量施策、こういうこともある、こういうこともしたほうが良いのではない

か、新たな段階としてこういう方向で進めたほうが良いのではないか、色々と意見

があると思いますが、それは推計を締めてから進めて行きたいと思います。はい、

どうぞ。 

○西川部長 
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  今、ご質問でペットボトル等のお話がですね、自治会としては生活様式と販売実

績からですね、特に販売実績から推計をするようになりますから、販売と排出量は

数字としては上がってしまうということなんですね。その後に１０年間の減量施策

により、どのように減るかということを推計値の中に入れるのは非常に危険なのか

な、直接入れるのは危険かなと思います。あくまでも推計の段階としてはやはりど

ういう傾向かぐらいのところで収めて、今回何種類かの推計値の中から選ばさせて

いただいたのが、今回提出させていただいた推計です。 

○司会 新井次長 

  はい、関連ですか。 

○委員 

  関連です。そういう説明ですとね、最初に提案されたこのリサイクルセンターの

計画書の中に書かれている１９年度、それが２０年度という新しい数字が出たので

全面的に書き直しなさった訳ですよね。それがなんと５００ｔ、全体では落として

る訳ですよ。そうすると今おっしゃってるように増えるんだとの言い方は何を根拠

にされるのかですね、というのは１９年度２０年度の違いだけで、５００ｔもごみ

が違うよという、そういう推計値を出されてるんですよ。だからそうなるとね、私

も推計値だから余り大きな議論をしてもしょうがないなと思ってたんだけれど、委

員がこのような一人当たりの量を見て、これおかしいんじゃないのという疑問は、

私もそうだなと、全体の数値を見てると人口増えるしごみの量が膨らむというのも

しょうがないのかなと思ってたんですけれど、やはりそれを一人当たりで見るとね、

１０年でこんなに増えるという数値ばっかり並ぶというのは、やはりおかしいです

よ。これから１０年間、そんなに努力しないでいいんですか、ごみの減量化という

ことに。 

○司会 新井次長 

  はい、部長から今の質問につきまして説明します。 

○西川部長 

  委員のご指摘の種類としてはペットボトルですか。 

○委員 

  いえ全体です。不燃ごみも全部、このグリーンの数字が１人の１年間に排出する

量ですよね、その数字が段々右にゆくに従って、ほとんど増えてますよね、一人当

たりの㎏というのは。そこのところを、だから本来ならば排出抑制とか、そういう

のを考えると一人当たりの排出量というのは、例えば２０年を基準にしたら、２０

年の例えば不燃ごみ１２．７８が、不燃ごみはちょっと減ってますね、あとずーと

ほとんど粗大ごみにしても８．９１が３３年には１１．７５になるというふうにじ

ゃなくて、本来ならば減量してゆかなければならないんであれば、この数字が８．

９１以下にならなければいけないと思うんですが、それがこれだけ増えてゆくとい

うのが、ちょっと私は予測値として納得がいかないというところで、この数字を出

してみたんです。参考資料としてあくまでも。 

○司会 新井次長 

  理論的には、ごみの総量を人口で割り返すということになりますが、社会の動き

とか、経済状況とか、その文化とか、色々絡まってくるわけです。だからそういう

ことで、先ほど最初にごみの推計のときに、色々な手法を使ってですね、出したも

のなんですね。ですから、排出量を人口で割れば更に低くなるのではないかという、

実はそういう推計値の出し方もあるかもしれませんけれども、それだけですとかな

り拘束されてしまうのではないかということで、色々四つの統計学上の手法をもっ
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てですね、いろいろ調和させたりバランスを取ったりしながら作ったのが、今まで

２回ほど検討会の中で説明したごみの推計量というものなんですね。ですから、こ

れは委員にもお話しますけれども、どの統計を取ってゆくのかということで大分違

ってくるのですね。特に２０年度と２１年度は経済状況が激変しましたので、１０

０年に１度の不況という状況もありますし、全体のごみ量はこの１年、がくっと減

っているのですけれども、そこの１年を基準として押さえてしまって良いのかどう

なのかという、確かに難しい点はあるのですけれども。 

○委員 

  新井さん、貴方の言っていることはおかしいですよ。だって私、２回目にね、旧

の予測値と新しい予測値で対比表を作った訳、単純に３２年の段階では、旧は７，

２７９ｔだったんです、それが６，７７６ｔ約５００ｔを新しい推計値では下げて

るんですよね、だから５００ｔも減らしたのかという一面だけを見てたんだけど、

それを一人一人のごみ量で区切ると逆に増えている、そういう実態だということだ

から、５００ｔ減ったということは何だろうと、もっと減らしていいんじゃないの、

ということがこれで見える訳ですよ。だからね、全体だけで見てると何かね、減っ

てるような錯覚なんですこれも。やっぱり数値の扱い方が統一的に押さえられてい

ないから、それだけで目は誤魔化されてしまうんです。それを一人当たりとか１ｔ

当たりだとか統一基準で見ると、さっき言ったような色々な矛盾が見えてくるんで

すよ。 

○司会 新井次長 

  今の関係につきまして、田中施設課長から補足します。 

○田中施設課長 

  ごみ量の推計なんですけど、前回見たのと今回と５００ｔ減ったということなん

ですけれど、１９年度と２０年度の傾向を見直しまして前回出したのはですね、ペ

ットボトルは、伸びをすごく伸びるような推計を出したので、大きくなったという

傾向がありまして、全てのものをですね、人口原単位当たりで出してありますので、

１７年・１８年・１９年という形でごみ量を人口で割って原単位を出しますと、そ

の時点で伸びている訳です。１７年から１８年・１９年・２０年と少し上がってゆ

く訳ですね、その傾向をグラフで見ながら、どのような形のグラフがよろしいかと

いうことで推計している訳です。それが以前は２０年がなかったもので、もう少し

伸びるのではないかということで、二次関数という形の一番伸びるようなグラフで

推計したという経過がありまして、それだけ少し減らしているということなのです。

ただ、一人当たりのごみ量の推計は、１８・１９・２０と少しづつ伸びていますの

で、その傾向を踏まえて推計しているということです。色々な施策でごみ量は減る

かもしれませんけれども、それがうまくいかなかった場合に、施設の規模が小さく

なって困ってしまうことになる、それがありますので、あまり極端な推計は難しい

かなと思っています。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  推計じゃなくて、推計というと表とかそういうのを見て、推計というのは難しい

かと思いますけれども。私は推測、この前の見学会で、粗大ごみとかいったものを

処理しているところを見せていただいたのですけれども、粗大ごみに関してはこん

なもったいない物を壊しちゃうのというような感じの物を見たんですけれども、振

り返って見て、バブル時代に買い求めた物とかそういった物とかが高齢者になって
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不要になったとか、今の家の建て方とかも大分違ってきまして、クローゼットを使

って家具は使わないとか、そういう建物に変わって来てますよね。そういう中でこ

れは不要になったのかな、と思われるような勿体ない物が壊されて処分されている

のを見ました。そういうのからすると、これからの社会は生活様式にしても色々違

ってくるだろうし、若者たちの生活意識もおそらく違ってくるだろうという中では、

勿体ないごみは捨てないというような形の傾向になってくんじゃないかなと、そん

なにごみを出さない生活というのが推測されます。推計ではなくて推測されます。

そんなことを考えて如何にごみを減らすかという減量のことも考えると、そんなに

右肩上がりの推計はしなくてもいいかなというふうに思うんですけど、如何でしょ

うか。  

○司会 新井次長 

  ごみ減量施策ということなので、いったん議論を締めた段階で次のテーマも含め

てですね、やってゆきたいと思っています。今このごみの推計で一番難しいのは人

口をどの程度に押さえるか、原単位はだいたい決まっていますから、人口の伸びな

んですよね、そこを含めて読むというのは、確かに今後の社会情勢を読み切るとい

うことは、この時代ですから２年先をやはり読めない今の時代ですから、なかなか

推計値は難しいのですけれども、この間２回ほどごみの推計量をいろいろな統計の

見方により、確かに視点も変わってくるということもありますけれども、ごみの推

計量１回目の時に資料として提示させていただきましたけれども、これらを踏まえ

た形でですね、この話につきましてはピリオドを打って、次の検討項目その中で再

三出てますけれども、ごみの減量施策など、新しい施策も含めてですね是非議論し

てゆきたいということで、これから今日を含めて後５回ほどありますけれども、ど

のような形でこの検討会を運んでゆくのかということで、１２月の段階では、委員

から検討すべき課題項目ということで出された資料を、前回説明を受けました。そ

れを受けてですね、今日は資源循環部からＡ４の横の１枚の刷り物でありますけれ

ども、検討テーマを案としてですね、今から提案させていただきたいと思っていま

す。今日の残りの時間は、今後３月２５日まで開催される５回目までの中で、どの

ような検討テーマで流れを作ってゆくかということを議論していただいて、なお且

つ、減量施策これも新たな有効な減量施策があればですね、そういうお話も是非お

伺いしたいと、今日については考えております。この新たな減量施策の展開、３Ｒ

の展開につきまして非常に今重要なテーマでありますので、できれば今月もう１度、

１月２３日、また土曜日になってしまいますけれども、検討会の開催が予定されて

います。ここにつきましても継続として、テーマとしては減量施策の展開について

考えております、それからですね、２月９日・２月２７日、２月は２回ほど開催さ

せていただきます。これにつきましては、いよいよ本題、ごみの減量施策だとか、

ごみの推計量を踏まえてどのようなリサイクル施設の整備内容、どうのような施設

規模にするのか、費用とか、それから秋水園の一極集中が良いのか悪いのかを含め

てですね、リサイクル施設の整備内容、施設規模等について、これを２月９日と２

月２７日の２回に分けてさせていただいて、ここがメインのお話になるのではない

かと思いますけれども、検討テーマとして大きく幅を持った形でテーマを設定させ

ていただきました。で、最終３月は、議会だとか予算特別委員会の関係があり、１

回しかありませんけれども２５日は最終回ですけれども、今までの７回目までの総

ざらい、そして意見の整理を行ってゆきたい、このような展開で今日の②も含めて

ですね、検討会の持ち方、在り方、スケジュール等について資源循環部として検討

して今日改めて提案させていただきました。これにつきまして、今日残された時間
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を②を含めてですね、進め方、検討テーマ、課題等つきまして意見、質問がありま

したらお願いしたいと思います。はい、委員。 

○委員 

  僕、前回お話しましたけど、この地区の自治会を代表して言いたいんですけど、

ここのところの今ふれあいセンターがあって、このとおり迷惑施設があって、この

とおり無料のことがあったんですけど、それは無料でもいいんですけど、もうちょ

っとここの道路に面した人ね、ここの道路はいつも車３００台とか４００台とか通

るんですけど、その道路に面した人に何とかもうちょっと気の利いたというか、手

厚い迷惑対策というんですかね、それをお願いしたいということをお話しましたけ

ど、今回この検討テーマには載ってないんですけど。 

○司会 新井次長 

  いわゆる周辺環境整備ということですね。それにつきましては、２月のですね、

大変テーマ的に幅が広いんですけれど、リサイクル施設内容及び施設規模等につい

てという中でですね、２回ほどありますのでその中で・・・ 

○委員 

  迷惑対策が入っている。 

○司会 新井次長 

  はい、そういうことも含めてですね、議論したいと思います。他に、大枠のテー

マの分け方で申し訳ありませんが、ちょっと幅があったほうが逆によいのではない

かと思いまして、柔軟性が確保できるような形で、提示させていただきました。 

○委員 

  これは司会にお願いしたいんですけど、ごみの減量だとか何かも重要だと思うん

ですけど、やっぱりリサイクルセンターということで検討してる訳ですから、リサ

イクルセンターに直接、間接・・間接というとどんどん広くなっちゃいますけど、

直接影響のある議論そういうこと、例えば、生ごみはこの辺でもう止めましょうだ

とかね、そういうのは司会の方で止めさせてほしいんです。いいですか。 

○司会 新井次長 

  そもそもこの検討会の主旨は、リサイクルセンター整備に向けてどのような議論

をしてゆくか、そういう場所でありますから、そういう議題に集中して行ってゆく

ようにしたいと思います。 

○委員 

  はい、お願いします。 

○委員 

  言っている意味がよく分からなかったんですけど。 

○委員 

  僕の言っている意味ですか。 

○委員 

  生ごみ止めましょうとか。 

○委員 

  生ごみというのは、リサイクルセンターと直接関係しないものですから、それに

ついての話をしちゃうと時間がないんで、止めましょうということ。 

○司会 新井次長 

ちょっと待ってください。ごみの減量ということであれば、生ごみの話も施策と

してあると思いますけれども、リサイクルセンターの中で、生ごみの処理はごみ品

目としては対象でありませんので、そういう意味で、委員はリサイクルセンターに
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ついては、直接的には絡まないでしょうとの指摘だと思います。 

○委員 

  だけど、それは他の資料を見れば、例えば、一般廃棄物処理基本計画でもそれか

ら秋水園の調査特別委員会の中でもね、そういうものはこれからの課題だという形

でずーと書いてある訳なんですよ。それをね、生ごみは施設には入れないという方

針はない訳ですよ、そういうことを一体どうするのということを抜きに、なんで施

設だけが出来るんですか。 

○司会 新井次長 

  ちょっと待ってください。さっきの中で、生ごみの扱いについては確かに重要な

テーマとしてあるかと思いますけれども、リサイクルセンターについては、その施

設の中で生ごみを扱う対象には実はなってないですよね。全部資源ごみが対象なん

ですよね。ですから、そういう面であくまでもリサイクルセンター整備についてど

のように進めてゆくのかという、色々な意見交換をする場でありますので、そうい

う面では、生ごみを直接リサイクルセンターの中で処理する訳ではありませんから、

と言う指摘だと思います。 

○委員 

  私もですね、ここで生ごみは外しましょうだとか入れましょうだとか、結論を出

すその場ではないと思っています。ただ、そういう方針が定かでないところでね、

何で施設だけがどんどん一人歩きを始めちゃうんですかということなんですよ。だ

からそういうね、課題点が幾つかある中で、新しい施設だけが何で出来るのかな、

というのは今一つ一つ問題を掘り下げているのは、例えば、缶だってですね、外部

へ持ち出せばいいじゃないですか、というようなことが具体的に見えてきている訳

ですよ。紙は全部出しているだとか、容リプラは業者に任せてるだとかね、現実そ

ういう部分があるのだから、今計画にある全てを入れましょうみたいな前提はね、

もうちょっと計画変更できるんじゃないですか、ということを言っている訳なんで

すよ。 

○司会 新井次長 

  委員の指摘は分かりました。はい、委員。 

○委員 

  今、生ごみのご意見が出ましたけれども、やっぱり生ごみは、長年のあれで将来

については必要だと思うんですよね。ですから、例えばですね、リサイクルセンタ

ーの中に実証するような、実験するような場所を確保するとか、そこでですね、例

えば料理をする前の野菜のね、端の方とか魚の骨だとかより添加物が入ってないよ

うなものをね、そういうリサイクルセンターの一角で実験をするとか、そういうた

めのね、施設を設けるとか、そういうことでね、今すぐリサイクルセンターでね、

始めるというのはとても出来ない話ですから、そこら辺も柔軟に考えてね、やって

ゆけばいいことではないんでしょうかね。今すぐ始めましたってね、出来ない訳で

すから、現実的に。 

○司会 新井次長 

  色々皆さん、思いと考えがあると思いますけれども、生ごみの扱いについてどう

でしょうか。はい、委員。 

○委員 

  生ごみそれから減量等につきましてはね、過去ずーとこれ３回目、で、これで終

了してもね、大体意見は出揃ったのかなと思いますし、これからは本格的にリサイ

クルセンターについて論議に入ってゆくと思いますので、委員のお話と・・、ただ、
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リサイクルセンターの中でこれを造るにあたりまして、まず最初は臭いが外部に漏

れてますよと、騒音がしてますよと、こういったものがあるのでリサイクルセンタ

ーを造りたいというのが主旨でございますので、この中に今回ですね、いわゆる不

燃物はやらないんですよと、いままで裁断したものを外部に出してしまいましたよ

ということですよね、それは今回のリサイクルセンターの中では、一切やりません

というようなことでございますよね、何かちょっと、音はですね、びん・缶のほう

の音というのは、対岸の上安松のほうは若干聞こえるかも知れません、それから臭

いはですね、主な臭いというのは、いわゆるピットの臭いなんですね、生ごみの臭

いであってピット以外を除けば、そんなに臭いというのは気にならない部分があり

ますし、それから騒音に関しては、一番当初申し上げましたように、新しい住宅の

方は緩衝地帯を設けて、そこに１億５～６千万円の市のお金を注ぎ込んでいる訳で

すよね、そういった意味ではある程度対策を打ってきているという面もありますし、

そこで裁断をしていたのではうるさいぞというのであれば、リサイクルセンターの

中に何で裁断の部分を外しちゃうのかなというのが、ちょっと疑問に思っているん

ですよ。で、外部に委託に出したほうが安上がりなんだよということでね、そうい

うことをするのかどうかということですね。ですから、リサイクルセンターの中は

ほとんど資源物だけということに限定しているのかどうか。不燃物は、今は山梨と

勝田のほうに出している訳ですよ、これはこのまま継続するというふうな基本方針

ですよね、今の段階はね。 

○司会 新井次長 

  はい、部長の方から。 

○西川部長 

  秋水園の役割というのは、焼却についてはともかくとして、他の物については、

実質的に積替え保管が中心的な役割だと考えています。びん・缶についても、次へ

持ってゆくための中間処理をする訳ですよね。あるいはペットもそうですし、ペッ

トもラベルを剥がして、キャップ外して次へ持っていく、そこから考えてゆきます

と不燃物についてもですね、中間処理をして次のステップに持ってゆくというふう

に考えると、次のところで裁断等をやっておりますので、２箇所でやる必要はない

のではというふうに考えております。ですから、単純な裁断をする装置だけの話で

あれば、そういうことでも付きますのでやっていますよと、むしろ役割としては、

積替え保管が実質的には中心になっていますというふうに、ご説明するのが一番分

かり易いのかなと思います。 

○委員 

  そういうことは、そうしますとね・・・ 

○司会 新井次長 

  ちょっと、申し訳ありません。その話はこれからしてゆきたい、十分理解をして

いただいて、そういうことを含めて、今日残り時間を含めてですね、８回目までの

課題ですか、検討テーマについて一応資源循環部の案として提示させていただいた

のですけれども、この流れといいますか、検討テーマは如何でしょうか。かなり弾

力的にテーマを据えておりますけれども、これからいよいよ本格的な論議をしてい

ただきたいリサイクルセンターのハード面ですよね、そういうことも視野に置きな

がら、今後は中心に置きたいと思っています。はい、委員。 

○委員 

  先ほど委員がいいましたけれども、私も前回のときに最後にちらっと言ったので

すけれども、やはりリサイクル施設ということで、それを細かくご説明し皆さんで
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すね、検討してゆけばいいんじゃないか、生ごみについては、別の場でやるような

形がよいと思います。 

○司会 新井次長 

  一番最初に、リサイクルセンター整備につきましては、整備計画の本で概略を説

明させていただきました。これからは、今後その一つ一つの内部だとか建物だとか

臭いの問題ですとか、さっき言いました不燃の処理の関係だとか、どういうごみの

資源物を処理の対象にするのかとか、そういうことも含めてですね、時間を掛けて

やってゆきたいというのが主旨なのです。はい、委員。 

○委員 

  私の提案を受けて、今、行政側がね、新しいスケジュールを作られ、内容的にも

私の提案部分は、全部それ以上の幅を持たせて書かれていますから、基本的にはこ

れで差し障りがないと思います。ですから、今回・次回はこの形で、施設の前に減

量施策の展開について、これはもう１回ありますから是非有効な議論をお願いしま

す。 

○司会 新井次長 

  他の委員の方で、これからの検討テーマにつきまして・・・ 

○委員 

  賛成です。 

○司会 新井次長 

  こういう形で次回からですね、検討テーマに基づいて、テーマもかなり柔軟性が

できる幅広い名称にしてありますので、あまり細かいテーマに括ってしまうと、返

って固定化されてしまいますので、テーマにつきましては幅を持たせていただきま

した。こんな形で１月２３日以後、決めさせていただきたいと思います。今日５時

までですけれども、時間がありますので前回のですね、１２月１８日のときに、４

人の希望する方が秋水園の視察をしていただきました。その視察をした上で、感想

ですとか気付いたことにつきまして、委員からありましたのでお願いしたいと思い

ます。 

○委員 

  １２月１８日にですね、田中課長さんのご案内で、秋水園のリサイクルセンター

を見学させていただきました。一つ全体的な感想なんですけれど、各リサイクルラ

インですね、ペットだとかびん・缶の処理だとかそういう所のラインは非常にコン

パクトにレイアウトされておりまして、またそれに携わっている人数がですね、少

人数で非常にシンプルな設備と人で稼動していると。ただ、設備とか建物が老朽化

しておりますので、また、作業環境も良好とは言えませんので、新リサイクルセン

ターの建設が、急務であるということを率直に感じました。これだけの人と設備で

ですね、東村山市の１５万人のリサイクルをですね、処理していることに対して非

常に感心しました。又それに対して敬意を表したいと思います。一つはね、今いい

ましたように、各リサイクル処理ラインは大変コンパクトにレイアウトされている

と、ここのリサイクルの設備の場所はですね、元は自動車の駐車場だったらしいで

すね、それが幸いしたのかも知れませんね、狭いところにものを造るというのは、

相当、人の知恵を働かさないといけないんですよ。非常にコンパクトになっている、

そういうところにも言えるかと思います。ですから、新リサイクルセンターに於き

ましても、作業者の歩行距離ですとか、物の移動距離、車の使用距離とかですね、

最短にしていただきまして、今と同様にコンパクトに是非造っていただきたいと思

います。やっぱりコンパクトにすれば・・・適正化にも繋がってくると思います。
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それからあとペットボトルの処理ラインなんですけれども、現状では止むを得ない

のでしょうけれども、暖房に石油ストーブを使用しています。本来燃えやすいペッ

トボトルの施設ではですね、暖房としては適切ではないと思います。新リサイクル

センターに於きましては、当然石油ストーブ以外のですね、暖房を考えておられる

と思いますけれども、やはりコンパクトの処理ラインにしませんと、部分暖房、部

分冷房が効きませんので、やはりこの辺は考えていただきたいと思います。やはり

高齢の方がやっておられますので、夏は冷房、冬は暖房そういう中で是非作業がで

きるようにしたいと思います。それから後は、西側敷地境界線側にリサイクル処理

ラインが今かたまっていますけれども、これは今いいましたように自動車の駐車場

の跡地等を利用したということでこれは仕方がないと思いますので、ここの撤去跡

地にはですね、当然考えておられますけれども植栽をしてですね、出来れば今回の

リサイクルセンターというのは全国でも珍しいような森の中の廃棄物処理場という

イメージをですね、作っていただきたいなと思ってまいすけど。それから裏側なん

ですけど、びん・缶処理ラインにおいてですね、異物を探しております。例えば乾

電池とかが異物として入っていますので、これを木製の何といいますかね、木製の

道具で掻き混ぜながら探しておりますので、やはりここの辺もコンベアー上でペッ

トボトルラインのように楽な姿勢で出来るように考えた方がよいと思います。私、

前から提案しているのですけれども、乾電池等有害物専用の箱をですね、初めから

作っておけば、その中に一般の方、ごみを出す人がですね入れられますので、そん

なに乾電池を入れる箱は大きな箱は必要ないんで、せいぜい３０センチ四方のです

ね小さな箱を１個用意しておいてもらえれば、予め乾電池とか書いておけばその中

に入れときますんで、このように異物を探すというような少しは減るのではないか。

それから生きびんのストックヤードにおいてですね、びんの中に雨水が溜まってい

ます、ですから重量がより重くなりますので、輸送コストのアップに繋がる恐れが

ありますので、やはりストックヤードは屋根付きということで、当然考えておられ

ると思いますけれども、いいと思います。びん及びカレットの電気製品等の保管場

所についても雨風に晒されますんで、これもやはり同じように屋根付きが必要と思

います。あと、蛍光灯のリサイクル処理ラインでは、水銀などが破砕などで大気中

に放出されるようなことはないと思いますけれども、一応・・・が必要かなと思い

ます。それからユニークなのは粗大ごみラインでもコンパクトに配置されておりま

して、家具等がくるとパッカー車で潰してですね、そのままパッカー車が動いて焼

却炉のピットの中に入れるようになってるんですね、おそらくこれは作業者の方が

考えられたのかなと。やっぱりお仕着せの設備じゃなくて、作業者自信が考えたそ

ういった設備というのは、やはり作業の効率化を保障しますよね。ですから、こう

いう自分たちで考えた設備を優先的に、今回のリサイクルセンターを造る際におい

ても入れていただきたい、そういうふうに思います。それから、そこの写真どっか

の写真、これ拝借して廃棄物処理場のイメージというようなものを載せて置きまし

たので、ちょっと他の市ではないようなリサイクルセンターがあるので見学に行こ

うというぐらいのね、そのようないわゆる森の中にマッチするような建物の色です

とか規模ですよね、こういうのも一つ考えていただけたらと、そういうふうに思っ

ています。以上です。 

○司会 新井次長 

  ありがとうございます。あと他の方も視察された方がいると思います、何かコメ

ントがあれば、はい、委員。 

○委員 
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  今の委員の意見で最後のとこで賛成なんですけれども、今回のリサイクルセンタ

ーがもしね、周辺の方たちの音だとか臭いだとか、そういうことに関して非常に何

とかしなければいけないということで、建築することになったということであれば

所沢からの方の景色を、この中でどのくらいの方が見られたか分かりませんけれど

も恐ろしいイメージをですね、払拭するために是非向こう北側の所沢の方にこうい

う森をですね、造って一体そこには何の施設があるんだろうって、大きな公園でも

あるのかしらという施設に是非していただきたいと思います。それから、先ほど委

員の方からお話がありましたけれども、次回お話になると思いますけれども、是非

搬入し始めということで全てが秋津に来ているということに関して、何とか持込み

量を減れしたいということで、コンパクトな施設を目指していただきたいなと思い

ます。びんは非常に細かく分かれて、ニッカのびんだとかトライアングルだったか

な、色々な種類に分けてあれがほんとに年１回か２回しか取りに来ないという、あ

れだけの施設をですね、全部もしリサイクルセンターの中に入れるとしたら、やは

り恐ろしい施設になるんだなと思いまして、あの辺の保管の仕方についても是非お

考えいただきたいなと思いました。 

○司会 新井次長 

  他の方で、参加された方で何かご意見ございませんか。はい、委員。 

○委員 

  私もびんがね、すごく空きびんがストックされていましたよね。あの生きびんが

大量に放置されているというか、ストックされて山積みになっていましたけれども、

ああいう物は運び込まないような方法というのはないものでしょうかね。集積所に

集められるんじゃなくて、お店に持っていってお店で収めてもらうとか、そういう

ようなごみとして扱わないで、あくまで生きびん資源として回収もらう方法を取っ

たらいいんじゃないかなというのがありました。すごく施設の中はきれいに整理さ

れて・・・あのストックされているびんは山のようにあって、これはなんだという

感じを受けましたので、その辺のところの回収方法も考えたら大分違うんじゃない

かと思いました。 

○司会 新井次長 

  今の話は重要なことでご意見として承るとして、施設整備の関係は当然出てくる

と思いますので、そこで又遣り取りさせていただきたいと思います。今日につきま

しては、視察の感想ということでお聞かせください。他になければ、残された時間

が中途半端になってしまったものですから、次回ですね、ごみ減量施策の新たな展

開ということでスタートさせていただいて、特に今日それ以上に課題と意見がなけ

れば、次回からの検討テーマも決まりましたので、４回目の検討会としては終了さ

せていただいて・・・。それとも後２０分やりますか。 

○委員 

  まだちょっと時間があるようなのでね、一つはさっき私が言いかけた、あっそう

かな、後からかなということで納得したんですけど、是非ここでは減量施策の展開

という中で、前に委員も言われていた資源循環部の作成推計量に対する減量目標計

画の作成ね、目標計画だからこれだけ減量するんだぞという、それがやっぱりその

目標がないとその目標が推計量になるという二段構えの、放って置くとこうなるよ、

しかしこの目標に向かってゆこうよという、そういうものをずうっと論議してほし

いのと、市からも出していただきたいのと、それから、ちょっとお聞きしたいんだ

けれど、やはりそれには非常に分散化が大事大事って委員も前にいわれたし、あち

らこちらからも出るんだけれど、分散化という言葉を、私も久々ごみに関係して聴
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いているんですけど、これを市はどのように定義されていらっしゃるのかなという、

その辺での何か皆さんの言葉のニュアンスに対するね、・・・の感じがしたの。それ

は質問です、市としての。 

○司会 新井次長 

  それは今、答えた方がよろしいですか。 

○委員 

  だってそれはさ、皆あるでしょう。分散化といったときに、分散化とはこういう

ものですよって、イロハの質問をしている訳だから。 

○司会 新井次長 

  委員の質問ですね、部長のほうから。 

○西川部長 

  減量目標につきましては一般廃棄物処理基本計画の中で謳っております。ですか

ら、今現在の減量目標でいうとその数字になっています。２２年度に見直しをしま

すので、その中で全体での減量化という話を進めてゆく必要があるというふうに考

えてます。それと分散化の話ですが、分散化というと二通りの方法があるというふ

うに考えています。一つは市が施設を造って色々な地域にですね、そこに集めると

いう従来よくいわれる９８プランでいわれてるような分散化、これについては出だ

しのところでも若干触れさせていただきましたけれども、用途地域の問題が周辺の

ご理解をいただくというところまでを含めて、難しいというのが実態だというふう

に考えております。もう一方がですね、具体的には加藤商事等のですね、民間企業

がやっているところに直接持ち込むというものの分散化という話があると思いま

す。ですので可能なものについて、特に加藤商事のように市内に施設がうまく出来

ると、積替え保管をせずに直接パッカー車を持ってゆくことが出来ますので、経費

の増加が発生しません。これについては、もし他に積替えをせずに持っていける場

所に施設があれば、より具体的に検討することは可能ですし又必要だと思います。

ただし、現時点で市内にそういう施設はないとするならば、それをですね、業者に

造らせるあるいは造ってもらうということは、かなり先ほど言いました用途地域等

あるいは周辺住民の方々のご理解等含めてですね、難しくなるのかなと考えていま

す。 

○司会 新井次長 

  関連ですか。 

○委員 

  再質問です。分散化についてごみ処理の分散化とごみ処理場の分散化、違います

ね。私は違うふうに思っています。だから今、おっしゃったのはごみ処理場の分散

化みたいに思うんですけれど、ごみの分散化というそれこそ今後のテーマだと思う

んですけれども。 

○司会 新井次長 

  ごみの処理の分散化ですか、ごみの分散化ですか。 

○委員 

  ごみ処理場じゃなくて、もっと具体的に言えば例えばですよ、ペットボトルなん

かは集めてるけれど、もっと排出業者スーパーとかそういうところでね集めるよう

な努力をするとか、トレーなどももっともっとそういうのをね、そういうふうにご

みを集めるところをね、大手のスーパーを始め地元の商工会にも声を掛けて、もっ

ともっとごみが分散してここに来ないようにするという、そういう方向・・だから

これからやりたいから、あまり言いたくなかったんだけれどね。 
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○司会 新井次長 

  それは次回そういうことも含めて。 

○委員 

  だからそういうことも含めて、これが分散化と考えないと、分散というと何かど

こかに処理場を造ってみたり、あそこに造ってそれは無理だから、そうじゃなくて

ここに住んでないから分からないけれど、ちょっと自転車で来たって大変だから、

やっぱり大変だろうと思う。だから、せめて秋津町にあまりごみが来ないように、

あっちこっちにね、分散するごみがですよ、収集するね。その話はやっぱりまだそ

こまで入りたくなかったけど、それをもっともっと論議する必要があるから分散化

という言葉でいいんじゃないかというふうに思うんですよ。 

○司会 新井次長 

  関連ですか、はい。 

○委員 

  関連でちょっと。部長は今市内の業者を前提でしか物事を考えていないようなん

ですけど、その資源を市外の業者に直接搬入というのは、何か法律上抵触する部分

があるんですか。 

○司会 新井次長 

  はい、部長。 

○西川部長 

  自分が言っているのは、あくまで積替えせずにという話です。積替えをした場合

に積替えをするための施設が必要なのですね。先ほど委員のときにもお話しました

けれども、位置的に東村山の秋水園は積替え保管場所になりつつありますよ、と説

明させていただきました。それは何故かというと、パッカー車は２トン乃至３トン

の車で集めて、大きい車に載せ替えて持っていってるんですよね。委員のおっしゃ

っているのは、もし今のパッカー車で持っていける範囲、別に市内に拘りません所

沢でも小平でも大和でもどこでもいいです、そこに持っていける範囲で且つ今で、

１日４往復車でしているんですけれども、４往復で理想的には出来る範囲で持って

いける場所があれば、それは十分可能だし検討する必要はあるでしょう。ただし、

それが、４往復が２往復ということになると、単純に車は倍必要となってしまいま

すから、どこまで費用を掛けてよいのかという議論をしなければいけない訳ですよ

ね。そういう意味での、具体的にそういう話があれば必要でしょうね。法的などう

のこうのというのはありません。 

○委員 

  そうですか。中間処理場としての秋水園になっている訳ですよね、今ね。ですか

らその中間処理施設を変えた形のですね、直接業者のところも中間処理施設を兼ね

た最終分別をするようなところに替えることは出来る訳ですよ。それは現に紙をや

っている訳ですから。 

○司会 新井次長 

  そういうことも次回以降からですね、当然触れてくると思います。 

○委員 

  お願いします。それからさっきの減量目標計画は出されている、だとしたらそれ

はどこですか。 

○西川部長 

一般廃棄物処理基本計画、最初に皆さんにお手元に資料を出しましたよね、その

１９ページに・・・そうです。 
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○委員 

  分かりました。それがそうなのね。 

○司会 新井次長 

  よろしいですか、・・・関連ですね。 

○委員 

  ほんとに関連です。２回にですね２回目のときに市長に再確認したことがあった

んです。というのは、この今確認した推計量はですね、現状施策のまま推移した場

合の推計量ですね、ということを市長は確認されたんです。だからね、減量を前提

にしたそういった施策が伴っていないですよということを、まずそれを推計量で押

さえましょう、ということでずーとやってきたんです。だからそれがね、今おっし

ゃてるように施策を入れたときにどこまで減量できるのか、という新しい課題には

答えが出てないんです、まだ。それで、これは前回でしたか私、こういう色はつい

てませんけれど、人口推計及びごみ資源推計量の実績比較という表を作りましたけ

れども、これが今まで出されている公にされている数字ですよ。 

○司会 新井次長 

  分かりました、そうしたらですね、今日の事は継続しながら、次回にそのテーマ

で更に審議させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。特にです

ね、今日それ以外になければですね、５時１０分前ですけれども終了させていただ

きます。 

 

 


