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会  議  録 

会議の名称 第５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２３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・当麻ごみ減量推進課長 

●欠席者：  

傍 聴 の 可 否 
傍聴可

能 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴者

数 
５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 減量施策の展開について 
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 

  大寒を過ぎて本格的な寒さの時期なんですが、今日はちょっと曇っていますが、

穏やかな週末となりました。出席ありがとうございます。検討会も回を重ねまして

本日で５回目となります。ただ今から秋水園リサイクルセンター整備基本計画検討

会を開始していきたいと思います。開始にあたりまして、今日は資料が当日配布で

ありますけれども、資料の確認を事務局からいたします。 

○村野主任 

  それでは資料の確認をさせていただきます。テーブルにおいてありました第５回

次第です。次に委員から配布依頼のありましたＡ３の用紙ですがよろしいでしょう

か。それと昨日配布させていただきました会議録、今回は以上です、大丈夫でしょ

うか。はい。 

○司会 新井次長 

  今回資料は極めて少ないのですが、皆さんありますね、はい。次にですね、今事

務局のほうから説明がありましたが会議録の事前配布、昨日になってしまいました
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が、今回は２５ページ位ですが、事前に見ていただいた中で、特に修正すべき点、

直すべき点があれば最初にお願いしたいと思います。それでは早速ですが、次第に

沿いまして議題を進めてまいります。議題に入る前に前回４回目でありましたけれ

ども、質問されて持ち帰ったものがあります。特にですね、調布市のごみ減量がな

ぜ急激にランキングアップされたのかその理由と背景ですね、それと集団資源回収

等団体の経歴等実態について２点になりますが、当麻ごみ減量推進課長から説明さ

せていただきます。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  それでは説明をさせていただきます。調布市が２０年度で、多摩地域ごみ実態調

査の中で、５位になったと。その理由なんですが、単純明快でした。持込みごみの、

事業系持込する際の料金を値上げしたという調布市の回答でした。値上げしたと言

いますのは、３１円/㎏から４９円/㎏に値上げをしたということを言っておりまし

た。当市はですね、今現在３５円/㎏でございます。それと今いろいろ問題になって

おります小金井市は５５円/㎏だと思いました。ということでガクーンと下がったと

いう説明を調布市からいただきました。それともう一つ、資源回収を楽しく進める

会はどうなっているかということなんですが、資源回収を楽しく進める会は、会員

８人と少し小さいのですが、任意団体といいますか、市のお手伝いをいただいてい

るという団体でございます。この会は、集団資源回収の総会、５月に行われますが、

その時に色々な説明をしていただいています。その他に、お手元に配ってあります

が、エコクッキングやアクリルたわし、市民とリサイクル工場への見学等この方々

にお手伝いをいただいています。そういった組織でございます。以上です。 

○司会 新井次長 

  前回質問いただき、持ち帰らせていただきました件につきまして、説明させてい

ただきました。調布市につきましては、事業系ごみを３１円/㎏から４９円/㎏に値

上げをしたこと、それが主要な原因ではないかということであります。それから資

源回収を楽しく進める会について内容について説明させていただきました。今説明

された中で疑義がございましたらお願いします。質問でも結構です。特によろしい

ですか。はい、承知しました。では第５回目の議題に入っていきたいと思います。

今日の議題につきましては、減量施策の展開について、委員の皆さんから活発な意

見を出していただいて意見交換をさせていただきたいと思っております。それでは、

委員の資料でありますけれども最初に説明をお願いします。 

○委員 

  前回提示した資料が薄かったので、改めて分かり易くしてきましたので提示しま

した。左のほうは、行政が出してきたものをそれぞれの項目ごとに、整理し直した

ものです。見ていただくと内容が理解いただけると思います。Ａ３の右面をご覧く

ださい。行政回収と集団回収の年度別実績の比較表、これも行政資料に基づいた数

値を平成９年から２０年までの流れを率で表したもの、ですからこれをみると①の

表は集団回収は平成９年は５５％の比率を占めていましたけれども、それが最新は

３９％、ここまで落込んできているということです。それから②平成２０年度にみ

る行政回収と集団回収の実績比較、これも行政資料に基づく中身です。ここで言い

ますと、１１５団体とその内訳世帯数は、２７，２９９世帯というふうになってい

ます。ですから１月１日現在で６８，３９１世帯が市の世帯数ですので、それから

比率を求めると６対４、４０％にあたる。それから回収量のですね、行政資料を回

収率で表すと、ちょうど同じ様な、４割の世帯が４割の紙類を集団回収で集めてい

る。③平成２０年度にみる行政回収と集団回収の収支実績比較ですが、これも行政
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が出された資料を基に、ここにありますように、作りました。行政回収は、２，５

７３万円の持ち出し、それから集団回収のほうでは、１，５７６万円の持ち出し。

その場合にですね、対比するために集団回収の部分が仮にこれを行政回収で４割部

分回収した場合の負担額です。この場合に売払金額、これは収入として上がってく

るわけですけど、これが実績の単価を１㎏当たりで出しますと、１，６５３万円に

なります。それから経費合計、これも１㎏当たりで整理しますと１０．２４円、こ

れらを基に計算すると、収支が１，６２８万円これ位の金額になると、これを上の

集団回収１，５７６万円と比較するとその差額が５１万円ほどでる。これが、集団

回収のほうが５１万円安くなる。ということは、行政の持ち出しが５１万円少なく

なる。集団回収は、現状の４円という単価を想定しますと決して行政の持ち出しが

大きいわけではない。そういうことが２０年度では試算できます。簡単ですが以上

です。 

○司会 新井次長 

  はい、こちらはいいですか、左側は。 

○委員 

  ええ。①、②は倍率を求めました。今言いました集団回収の関係と、行政回収で

ある。⑤の数値はあくまでも行政回収部分での収支経費ですから、あるいは処理経

費ですから、これを見ると、他の項目を見るとですね、かなり金額が違っています。

それぞれの２０年度だけの倍率出しましたけれど、ペットボトル１５倍、例えば収

集経費だけ見ても紙と比較して１５倍の金額になっている。その背景は、今このデ

ータだけではわかりません。それからその隣の処理経費、これは田中課長に聞いた

ところ、下の注意書きにもありますが、資源循環部の職員人件費を、各資源品目に

配分しているのだということでした。細かいことはそれ以上私も聞いていません。

それを単純に倍率で金額を紙と比較すると、ここにあるような倍率になる。まあそ

ういうことで、集団回収をかなりやればですね、その収集経費あるいは処理経費も

低減できるのだなということが推定できます。或いは出された資料では、その程度

の説明ですがだいたいおわかりいただけたでしょうか。 

○司会 新井次長 

  ありがとうございました。今、委員から、第４回の時に資源循環部から資源物の

収支一覧（平成１８～２０年度）の資料を提示してその説明をいたしました。それ

に対しての独自の分析した資料の説明がされました。これにつきまして、何か質問

とか意見がございましたらお願い致します。はい、委員。 

○委員 

  はい。委員に質問というよりは、委員が一生懸命やっていただいたと思います。

これは、このまま数字として使って良いのですね、市として。間違いの無い、この

まま・・・。 

○司会 新井次長 

  はい、西川部長。 

○西川部長 

  質問の意味がわかりかねますが。 

○委員 

  ですから、この数字を合っていると見て良いのですね。 

○西川部長 

  どの部分がでしょうか。 

○委員 
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  例えば、集団回収率が５５％から３９％に減っているのだけど、こういう数字で

す、一つ一つのね。 

○司会 新井次長 

  はい、西川部長。 

○西川部長 

  この右側の①の表の部分ですか。 

○委員 

  例えばですよ。 

○西川部長 

  ですから、この数字の算出が市側に問われるということではなくて、委員のほう

がお出しになりましたから、委員のほうの数字として合っているということであれ

ば、委員の数字としての意味ではないでしょうか。 

○委員 

  そうじゃないでしょ。今の委員の説明では、市から出された数字を基にして、市

が分析をしていないものを、出してみたよということですから、委員が勝手に算出

根拠を持ってやったのではなくて、あくまでも今まで出された市の資料を基にして

るということなので、そこから分析するとこういう数字になるよということですか

ら、これはこのまま使って良いですねということです。 

○司会 新井次長 

  はい、西川部長。 

○西川部長 

  電卓たたいたりそういうことをやっていないので、この場で、この数字が合って

いるうんぬんということは、お答えできないので、今のご質問だと、現段階ではま

だ市のほうで責任を持ってということで、ご質問なさっていると思いますので、こ

の場で「はい、いいですよ。」とは言いづらいです。例えば我々が電卓たたいて確か

にこの数字が出るよということであれば、自分たちがお答えできるのは、確かにこ

の答えは我々の資料から出たものを委員さんが整理をしてやっていただいたものと

して数字としては合ってますとお答えできます。ちょっとまだ電卓をたたいてない

ものですから。いいですねというご質問だと、なかなかお答えにくいのですけれど

も。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  私も、数字を写して電卓をたたいた時に誤りがあるかどうかの程度のことで、基

ネタは私が勝手に調べたわけではないので。あくまでもここに出すという、改めて

ここに入れたのは、私が責任持って出していますよと表示も入れているわけですか

ら、それを前提に、そんな大きな、右と左が違ってくるようなそういう基ネタには

なるとは思わない。一つの傾向値として、例えば５５％から３９％という話で。そ

れが４０％になるのに、末を切り上げるか切り下げるか、四捨五入するかという。

行政が四捨五入なのに、私が切り下げというそういう違いが出るだけで、基本的に

はどうこう言われる中身ではない、という前提で使ってくれれば良い。 

○司会 新井次長 

  はい、西川部長。 

○西川部長 

  ですから、自分もこの数字が合っているとか間違っているとかではなくて、逆に
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言えば、質問をいただいた委員さんの意図がよくわからないのです。 

○委員 

  では、質問に入っちゃうと集団資源回収率が減っているが、３９％、２０年度で。

約４０％あるのだ。集団回収は、本当に増やしたほうが良いと思っているのだけれ

ど、まだ団体等が１１５という数から考えても、計算しても世帯数から考えたら本

当に少ないのかなと、それこそ大変なことなんじゃないかなと、これからどんどん

増やしていくのはと思っていたら、４０％もあるんじゃない。ならね、これを将来

目標に４０、５０％と拡げていくように、可能性がある、まして５５％あったんじ

ゃないと。なぜ減ったかをきちんと分析しながらね、これをもっと上げていくこと

が大事かということ。こんなにあったんだと驚いたんです実は。 

○司会 新井次長 

  他のかたでこの資料の件、特に取扱い含めてなんですが、コメントがありました

ら。そうしましたら資料作成いただきました委員さんの資料は、行政のほうでもも

う一度フィードバックさせていただいて、このことにつきましては取扱い検討させ

ていただきたいと思います。それでは、議題に入っていきたいと思いますがよろし

いでしょうか。 

○委員 

  ちょっと待ってください。その今おっしゃっている意味はどういう意味なんです

か。フィードバックして検討させていただくとは。例えばですよ、例に出された一

番上の集団回収率って、ここに数値が入っているわけですよ。行政回収と集団回収

の合計が平成９年６，０００ｔという数字は暗算だってできるでしょ。６，０００

ｔで３，３０９ｔがだいたい何％占めるかということは大体わかるでしょ、それが

間違っているか合っているかそんな単純な計算をね、また預かってその信ぴょう性

確かめますって。あくまでも５５％あったのが３９％になっているというそういう

目安が分かれば良いわけでしょ。それが４０％、４２％・・・。 

○司会 新井次長 

  わかりました。委員さんがせっかく時間費やして作っていただいた資料ですので

参考にさせていただきます。それでよろしいでしょうか。じゃそういう形で確認さ

せていただきます。それでは、今日の議題になりますけれども、減量施策の展開に

ついてということで、このことにつきましては、これからのごみ施策について極め

て重要なテーマでございますので、様々な角度で意見があると思いますので、出し

ていただいて、意見交換を深めていきたいと思います。それではよろしくお願いし

たいと思います。 

○委員 

  はい。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  減量施策の展開についてということですけれど、一つにはですね、リサイクルは

やっているのだけれど、まだ改善の余地がある。具体的に申しますと、可燃ごみの

中に、まだ雑紙とかねリサイクルできるものが入っている。それからまた不燃物の

中には容器包装プラスチックというものも入っている。ですから、減量のですね、

可燃物・不燃物の中身にどういうものが入っているのか、中身を分析したような資

料がないか、そういう資料を基にして減量施策を検討したほうが良い。二つ目は、

現在はリサイクルやっていないけれども、将来リサイクルが可能だという、今まで
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の反省を込めてこういうふうにすればリサイクルが実現できるのではないか、そう

いうものがあるかないかの検討ですね。あと三番目として、その他色々なものがあ

るかもしれませんけど。そういうことで、進めていったら私としては良いと思う。

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  減量施策ということでやるのならば、良いと思います、そういう進め方しても。

委員がおっしゃったように、やっぱり先ほどから申し上げているように、集団資源

回収をどうね拡げて大きくしていくかという、なぜ減ってきているのか、だけどま

だ４０％あるよ、どうしていったらよいのだろうというね、そういう分析も必要だ

し。集団資源回収と同時に、トレーですとか、びん・缶までねやっているところが

あると。いわゆるスーパーとかそういうところにね。もっともっと業者に直接お願

いして、排出元にそれをもっともっと、秋水園にとにかく持ってくるごみの量を減

らすというそこの工夫はまだまだあると思います。同じ集団資源回収でもその中に

品物を増やす、例えばびん・缶もできるよとか、新聞、古布だけではなくってね。

そうしたものも増やすとかね。その辺もっと業者なんかと話し合ってもっともっと

集団資源回収、スーパーなどの回収、個人商店でもできるかもしれない。そういっ

た、ごみの量をこちらに持ってくるものを減らすという、その辺での検討ができる

のではないかという事と、ごみの量を減らすには今のような計画が必要なのだと思

いますが、私がこの前質問した将来的なごみ減量目標というのは出されてませんね

と言ったら、出てるよ出てるよ１９ページと言われて私家に帰って見たら、そした

ら２２年までしか出てないでしょ、２２年といったら将来じゃなくこの時点では１

０年先かもしれないけれど、やはり今将来といったら３０年、４０年とは言わなく

ても、せめて１０年１５年先を言わなくてはならないのに、その辺がしっかり出て

きていないということ、やはり２２年まででも毎年１％ずつ減らしたら５％減るじ

ゃないかと、本当に減ってきているのかとせめてそれらを総合的に考えていかない

とならないかというふうに思います。 

○司会 新井次長 

  えーと、今の委員の意見の前に、先の委員から可燃ごみ・不燃ごみの組成がどう

なっているかという問合せがありました。それにつきまして田中施設課長のほうか

ら説明させていただきます。 

○田中施設課長 

  ごみの組成分析という事で、市のほうで年４回程度ごみの組成分析を行っており

ます。焼却炉にごみピットがありますので、そこでごみの組成分析ということで、

クレーンでひとつかみおきまして、それを４分割しまして、その２箇所をとって、

最後にバケツに入れましてそれを分析しております。先ほど言われました可燃ごみ

の中に紙類約３０％の量で入っています。水分含んだままの重さで大体３０％位の

重さで入っています。不燃ごみの中に、容リプラがどのように入っているかという

事で、ご質問でしたが、不燃ごみのほうは、今は組成分析していません。二ツ塚に

持って行っている時は埋立の時に、二ツ塚のほうで不燃物の組成を調べて、そのと

きは埋めてたのでやっていましたが、今はやっておりません。２０年度で不燃物と

容リプラの割合なんですが、不燃物が約１，８５０ｔ、容リプラが約２，３７０ｔ

そんな割合で不燃物と容リプラが分かれています。今現在不燃物のごみピットを見

ましてもそんなに容リプラが混ざっているということは見られません。 

○委員 
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  それに関連して、私が作った資料ですけれども、①スチール・アルミ缶が、搬入

量と搬出量の差が７割、７０％と出ているわけですよね計算上。一番下の⑥容リ包

装は、大体９割位の搬出量になっていますから、過去私も見学したり色々経験の中

で、１割位異物が入っているという、その数字は加藤商事さんからも聞いたことが

あるんですけど、そうするとこれは大体こういうことだなという理解するわけ。だ

けど、スチール・アルミ缶というものがなんでこんなにですね、２０年度で７０％、

１８年度は６１％、４割も搬入量と搬出量の差が出ているわけですね。そうすると

これは何が原因なのかなと。そこのところはどうなんですか、田中さん、このころ

いらっしゃらなかったかと思いますが。 

○司会 新井次長 

  では、その質問に、田中課長。 

○田中施設課長 

  搬入量と搬出量の違いは、異物がこのくらい入っているということです。缶の中

にびんなんかの重たいものが入ったりするとこういう傾向になるのかなと私は思っ

ています。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  そんなに分別悪いんですか。スチール・アルミ缶だけ見ても。かごに入れていま

すよね、今ね。その時に、そんなに異物が入っているということですか。私が知る

限り、スチール缶を出す時に、レジ袋に入れたりそのまま置いていっちゃっていく

人いっぱいいますから。だけどその量がここで言うように３割も入っているとはど

う考えても、考えられませんよね。だからそこに生ごみが入っているだとかね、不

燃ごみが入っているだとかどうなんですか。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  確かにこれ私も数字見てびっくりしたんだけど、５年前位だと缶とびんを分ける

ということは決まっていても、けっこうみんな袋に缶とびん一緒に持ってきてね、

そのまま空き缶のところに置いていきますから。今はね、うるさくしましてね、ち

ゃんと袋から出してくださいということにしていますので、少なくなりましたけれ

ども、悪い所は、まだ缶の中にびんが相当入っていて、出ているのではないかと思

うんですね、そこら辺の実態調査がやっぱり必要かなと。どこの集積所がそういう

ものが多いとか、やっぱり実態調査をして、解明していくべきだと思います。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員  

  はい。関連で、私が表を作る時に、週１回とか書いていますよね。黒丸つけてい

る所は、同時回収なんですよ。ということは、スチール・アルミ缶、びん、それか

ら危険物である割るような蛍光管・乾電池それが週１回の回収は同じ回収形態を取

っているわけなんですよ。で、別々の車が来て回収しているわけではないから、そ

うすると、重量はどういうふうに量っているのですか。 

○司会 新井次長 

  ではその質問に、当麻ごみ減量推進課長。 

○当麻ごみ減量推進課長 
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  基本的にはですね、びんはびん、缶は缶で持ってくるというふうに、指導してお

ります。それで、缶の時に、びんのかごを２・３積んでくる時もありますが、それ

は混載と言っていますが、混載はしないようにと指導はしています。それで、缶を

量る時は缶のブルーのカードで、黄色のびんの時は、びんのカードで量っている、

それがその量と考えます。以上です。 

○司会 新井次長 

  今業者の収集の徹底と、計量の仕方含めて説明させていただきました。他に、は

い、委員。 

○委員 

  この減量施策の展開というのは、ゴミを減量するということでしょ。それは今当

麻課長がやっているセクションのことでしょ。そういう中で、それをやっているの

を説明してもらわないと、前こうやって一度説明してもらったものがあるんですけ

れど、一般廃棄物処理基本計画の中で説明していただいたものがあるんです。この

中で、色々検討してこれはおかしいんじゃないか、そんな話はしたはずなんですけ

ど、まだ、その中で質問だとかあるんだったら、リサイクルセンターとは量の問題

とか出てくると思うんですけど、そんなに関係ないかなという感じがあるんです。

○司会 新井次長 

  今の委員の意見についてどうでしょう。はい、委員。 

○委員 

  いいですか。今の委員さんのお気持ちはわかるんだけど、ただリサイクルセンタ

ー２５億もかかる、図面見ても、素人が見てもこれだけでっかいもの。本当に、こ

んな大きいものがいるのだろうかという疑問が一つ。それから今減量減量と言葉で

は言うけど本当に減量されてきているのか、ということを考えた時に、将来に向か

うために、現状の実態を掴まないとできない。他の委員さんもやられていて、本当

に純粋にきちんとみんなが出していくためにはどうしたらよいだろうか。私たち市

民にもあるわけですよ。そういう中から本当に減量しないと。だから減量作戦とい

うのは、基本だというふうに思います。例えばね、正直言ってどんどん減量しちゃ

えばね、リサイクルセンターじゃないわね、誰かがストックヤードだと言ったけれ

どまさにあんなのなくてもという乱暴な言い方して良いかどうかわからないけど、

２５億もかけずに済むよと。生きびんを何百本も置かなくて済むのではないか、そ

の流れも含めて今言っていると思うんですけど。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  この前ここで一般廃棄物処理基本計画の説明をしていただきましたが、その第３

節の中で、ごみの発生抑制・排出抑制計画ということで、こういうことをやってい

ますよということを言ったわけですよね。それに納得しないのであれば、そういう

ところから指摘してもらわないと、あまり進行しないのじゃないかと思うんです。

当麻ごみ減量推進課長のほうで担当していると思うのだけれど、うちはこういうふ

うにやっているんだよと、前に説明してもらったんですけど、それについておかし

いおかしいと言うのだったら、こういうことをやったほうが良いのではないかと言

えば良いと思う。どうもあやふやで議事の方向性、どういうふうに発言してよいか

わからない、そんな感じ。 

○司会 新井次長 

  はい、他の方で意見ございますか。はい、委員。 
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○委員 

  今まで出された資料から色々考えますと、秋水園の現状を考えたらこのままで良

いと思っていません。劣悪な環境で働いている方のことを考えてこのままで良いと

は思っていませんが、秋水園のあり方ですか、その中の２３ページに「今後の施設

整備にあたっては、不燃ごみの中の資源物の分別徹底など資源化施策の一層の強化

を図るべきである。その上で施設面の個々の課題を踏まえて、最新のごみ処理技術

の導入、周辺環境対策の実施、作業環境の改善等を行うとともに、不燃ごみ処理施

設及び粗大ごみ処理施設、資源物処理施設を一体的に整備することが必要である。

また、整備の際には、太陽光発電を設置する等、環境学習の機能を持たせた施設と

するべきである。ただし、秋水園への処理施設の一極集中を規定のものとしないた

めに、すでにプラスチック製容器包装の処理を民間委託したように、民間委託の可

能性も含めて検討することが必要である。」とここの所はとっても大事なことだと思

うんですが、この中で周辺環境対策の実施ということは、今まで出された秋水園リ

サイクルセンター整備基本計画の中には、入ってくるごみはそのまま受け入れると

いうふうに見えるんですけど、車のことから考えたら周辺対策と言うのは、車を減

らすということも一つは考えていただかないと、まずいけないと思うんです。やっ

ぱりごみ減量、どうしたらごみを減らせるかという、どうしたらごみを秋水園の中

に持ってこないで済むかということが一番の課題になってくると思うんですが、そ

この所を後で、今日を含めて３回の話し合いの中でどれだけ重要視していただける

か期待しているところです、お願い致します。 

○司会 新井次長 

  はい、施設の関係、ハードの関係、２月に入って２回予定されていますけど、今

日につきましてはごみの減量施策、特に前回、東村山市は１人あたりのごみ排出量

は三多摩地域の中では、２０年度は４位で資源化率につきましても３位とかなり減

量と資源化に努めております。更に減量化を進めていく上で新たな提案や意見があ

りましたらということで、今日検討テーマとして設けさせていただきました。それ

ぞれ皆さんその減量施策を斟酌する形で色々意見を出し合って、減量化率・資源化

率を高めていかなければなりませんから、皆さんから意見を伺いたいと、今日その

設定をさせていただいたのです。はい。 

○委員 

  はい、ごみ減量推進課のほうで、こういうことをやったらこういうふうにできる

という案はないのですか。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  はい、ごみ減量推進課は、数々の施策をやってきたと思っております。生ごみ等

に関しましても、１０年前から生ごみの堆肥化もやってきています。私が言いたい

のは、他の全国各市より、一歩も二歩も進んだ減量施策を採ってきたと自負してお

ります、資源循環部としても自負しております。その他につきましても、ごみ分別

カレンダーを毎年配っておりますし、分別方法につきましても、容器包装プラスチ

ック分別開始の時も配っております。また、スーパー等での出前講座も、まあ知ら

ないと言う方もいるようですが、それもやっていますし自治会等にもかなりの回数

行っております。ですから、まあやりきれたか、本当にやりきれたかと言われると

そこまでやりきれてはいないと思いますが、非常に高い確率で私たちはやっている

というふうに思っています。かなり減量施策ができていないというお叱りを受けて

おりますので、若干言わさせていただきました。 

○司会 新井次長 
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  はい、委員。 

○委員  

  はい、あのね、そういうもうレベルがここまで来ているからとか、出来ないとい

うことではなくて、もっと高いレベルを目指さなければ、いきっこないじゃないで

すか。われわれはそういうふうに言っている訳ですから。西川部長も認識している、

そんなことじゃ出来っこないですよ。１２０％位の目標にして、それで近づく努力

をしていかなければ出来っこないじゃないですか。自分が満足していたら、誰も出

来っこないじゃないですか。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  よろしいですか。 

○司会 新井次長 

  はい、当麻ごみ減量推進課長。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  自分は当然満足はしていません。ただ、やっていますよという事を言わさせてい

ただいたということです。それと、一般廃棄物処理基本計画というのが平成２２年

までで終ります。２３年～２７年の５ヵ年で一般廃棄物処理基本計画を作りますの

で、もっと現実なですね、数値を入れていくと考えております。１２０％１３０％

の思いで数字を設定できるかとなると、ちょっと疑問はありますが、現実的な数値

に落着くと思います、以上です。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  目標と言うのは、人間誰でもそうですけれど目標をここで良いですよと言われた

ら、それ以上成長しない。もっと目標を高くして、自分で思って、こういう事をや

ったらもっと減量になるということが無いのですか。今もうこれ以上考えられない

のですか。 

○司会 新井次長 

  では、西川部長のほうから。 

○西川部長 

  ごみの減量施策というのは、はっきり言って行政側何でも出来ます。ただ実際に

減量をしていただくのは市民のかたなんです。そこがやはり当麻課長も言った、や

ることはやっているが結果としては、大きな減量には繋がっていないということに

なるかもしれない。ただし、前回まで資料を提出させていただきました、東村山市

のごみの排出状況は皆さんがおっしゃるほど東村山多いとは思ってないですね。む

しろ数値から言えば、絶えず２・３・４位にいっている訳ですよ。或いは資源化率

についても、少なくても３・４位にいる状況です。或いは、集団資源回収について

も先ほどお話ありましたけれども、近隣を見ても、東村山市は、東久留米市の次の

量を資源化している訳です。ですから、司会者が言っている内容というのは、現状

の中でやることはやっている、それに加えて何か良いご意見があればというお話な

んですよ。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  そいうことでしたら、こんな大規模なリサイクルセンターは必要だということを

思ってらっしゃるのでしょうか。かなり減量化が進んでいる市というようにおっし
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ゃりましたけれども。そういうことでしたらば、減量そのものの具体的なことが市

民に徹底しているとは思えないのですが。もっとこれは、努力すべきでまだまだ出

来ることはたくさんあると思うのですよ。店頭回収ですとか、集団資源回収もどこ

ら辺でどういうふうに行われているのか、私の近所では全然ないので、もしそうい

うことを市を挙げて一生懸命すれば、もっと少なくなるのではないか。今３・４位

にいるとおっしゃいましたけれど、それでこんなに大きなリサイクルセンターが必

要だと思っているのか、素朴な疑問です。 

○司会 新井次長 

  ごみの減量化とリサイクルセンターの関連で質問でした。 

○委員 

  ２５億もの借金をして、あんな大きな規模のものをどうして造らなければならな

いのか、本当に素朴な疑問です。 

○司会 新井次長 

  はい、田中施設課長のほうから回答します。 

○田中施設課長 

  施設等の大きさなんですが、その施設には、処理施設と受け入れ施設とストック

ヤード、そういうものを建物の中に入れますので、ある程度の大きさになる。その

施設には他にも粗大ごみ・家具などをリサイクルするとんぼ工房なども入れたり、

ごみの減量の啓発をする会議室等、そういった形で多少はそういうものを入れてい

ますので、ある程度の大きさになるという事です。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

大きさだとかは次回以降２回入っていますから、その辺を上手にですね新井さん

コントロールしていかないと。今日は減量施策のことですから。 

○司会 新井次長 

  はい、十分承知しています。それでは、当麻ごみ減量推進課長に補足させます。

○当麻ごみ減量推進課長 

  委員さんに集団資源回収のことがうまく伝わっていないということなんですけ

ど、市報等、ごみの分け方出し方、ごみ見聞録等でご案内はしております。もしも

何か聞き足りないことがございましたら、当課のほうで職員を行かせますから。今

日はそういう手法を提案いただければという場ではないのでしょうか。ですから委

員さんがおっしゃる集団資源回収がうまくいっていないのではということでした

ら、こういうふうにこうしたら良いのではということが、今日の減量施策のテーマ

に沿った形ではないでしょうか。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  はい。私の記憶違いだとすれば申し訳ないのですが、今までの行政側の説明の中

で、びん・缶・ペットボトルは混合戸別回収にもっていくという予定だと聞いた記

憶があるのですが、その場合、減量はどの程度進みそうかなということは予測して

いますか、それが一つと、びん・缶・ペットボトル、ペットボトルのラベルを外し

ていないとかキャップを外していないとかそういうものが結構多いので、そういう

もう少しレベルが上げられる可能性があるかどうか、そういうことを考えています

か、そういう質問です。 
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○司会 新井次長 

  今、戸別収集することによってどれだけ減量化できるレベルを上げられるかとい

う数値を押さえているかという質問です。当麻ごみ減量推進課長。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  先ほどお話しました、調布市の関係、料金を上げると減量になる、あれは確かに

東村山市でも有料化をして減量になった、それも一つの手法だと私たちは考えてい

ますが、戸別収集移行に伴って、今後有料化するかしないかは今全然決まっており

ませんが、もしもそういった手法を採るならば、減量化に反映すると思っています。

今回のこの推計にはこの部分は入っていない、そういうことです。 

○司会 新井次長 

  はい、今の補足を田中施設課長。 

○田中施設課長 

  戸別収集という事で、ペットボトルとですね缶を戸別で自宅の前に出してもらう

という手法でやってみようということなんですけれど、そうすることによって、排

出者責任の明確化により、ペットボトルもキャップを外していないとか、ラベルを

はがしていないとか、そういうことが特定されますので、市のほうから指導に行き

やすいという形になりますので、品質はもう少し良くなるかなと思っています。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  今他の委員さんが指摘されましたけれども、戸別収集というのは減量化のキーポ

イントなんですよね。非常にいいアイディアを持っていて、これからそれをやろう

としているところなんですね。ということは、空き缶の中に鉄くずなどを混ぜれば、

シールを貼って回収できませんということが出来るわけですよ。だから市としても

良いことを考えているのですよ。だからそこは非常に良いことなので、そういう所

をもっともっと、こういうことのためにこういう企画をやるのだよという、ＰＲを

もっとしたほうが良いと思います。だから、必ず戸別収集を拡大していけば減量化

に繋がるという一つの手段だと思います。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  ごみの分別で缶の分別、びんの分別等いろいろあるのですけど、かごをボンボン

ボンと置いといて、そこに何も書いていない。アルミ缶を入れればびんも入れるス

チール缶も入れる、何も書いていないから同じところにみんな入れちゃう。それを

持っていって計量してもびんが入っていれば目方が合わない訳だ。その辺のところ

をまず個人的に注意しなければならない、家の前にあるからよく分かる。マンショ

ンなどもありますから、皆さんの自治会が注意できるかどうか。その辺のところを

変えていかないといつまでたっても目方は合わない。誰かが分別しなければならな

い。その辺のことをやらないとここで騒いでいたって変わらない。 

○司会 新井次長 

  はい、わかりました。はい、委員。 

○委員 

  減量ということでは分別するということは大事なことだけれど、びん・缶のかご

を見ると、最近は缶が多くてびんが少ないですよね、秋水園の中を見ますと、びん

がたくさんありました。ああいうのはどういう所で処理しているのですか。しっか
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りと分別してあれば、まとめて収集するんですか。運び込まれた物をどのくらいス

トックするのですか。中間処理で外に出される時に、どのくらい秋水園に運び込ま

れているのか。それによって、ストックする期間を短くするということを考えられ

ないでしょうか。 

○司会 新井次長 

  委員の質問ですが、生きびん、最近確かに缶の方が多いのですが、びんについて

主なルートについて、当麻ごみ減量推進課長のほうから。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  びん・缶の作業場の東側ですね。東側の所に生きびんはストックしておりますが、

あれは当然黄色いコンテナの中に入っていた物でございます。生きびんはそのまま、

かなり今酒屋さんとか回収ルートに戻らないので、市のほうに出てきています。 

○司会 新井次長 

  では、田中施設課長。 

○田中施設課長 

  生きびんのストックという事ですけれども、清酒びんは年に８回程度、１～２ヶ

月に１回は搬出しています。それからビールびんは年１２回程度、月１回程度。車

は清酒は大体１０ｔ車、ビールは２ｔ又は４ｔ車、量によって車が違います。あと

焼酎とかそういうびんはビールびんとかと一緒に持って行きます。残るのは、ウィ

スキーのびんとかを長く置いているという事で、清酒・ビール等は頻繁に搬出して

おります。 

○司会 新井次長 

  はい、部長から。 

○西川部長 

  びんについては非常に問題が変化してきているといいますかね。以前は、一般の

家庭でビールを買うのはほとんど酒屋さんから買っていまして、その当時はおそら

くびんビールを買っていたと思うんです。そのときには酒屋さんが回収して持って

いってくれるんですよね。ところが各家庭の買い方がびんを持っていくのは大変だ

ということで、重いというのが一番原因だと思うのですけれども、今どんどん缶ビ

ールに入れ替わっているんですね。それと同時にもう一つ大きな問題は、一般の酒

屋さんから買う家庭はほとんど無くなってしまって、ほとんどがお酒の量販店で買

う訳ですね。で、量販店は生きびんの、びんの回収をやってないんですよ。ですの

で、結果的に安い処で、各家庭あるいは一般の酒屋さんもそういう傾向になってき

ています。酒屋さんも含めて量販店で買って、その量販店が回収ルートがないから

必然的に市の回収に出てきてしまう、ということで、結果的にびん関係は商店街、

飲み屋さんの多いところから傾向としては多く出てきています。特にビールびんに

ついては、栄町等が圧倒的に多いですね。そういうことになってきていますから、

びんに関しては皆さんが生活形態を変えない限り、あるいは酒屋さんから買うとい

うことをしない限り、びんのおそらく行政回収は永遠に残ってしまうのではないで

すかね。 

○委員 

  そういうのを回収しません、買った所へ戻してくださいという指導は出来ないの

ですか。 

○司会 新井次長 

  関連ですか、それでは委員。 

○委員 
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  いいですか、関連してね。ビールびんは本来容リ法ではね、牛乳パックと同じよ

うに自主回収が８割以上という前提で、容リ法のいわゆる生産者のお金を払ってい

ない訳なんですよね。それで現実に今おっしゃっていたように、本来ビールびんは

買った時に保証金といって５円取られるという仕組みがあったのに、それが今残念

ながら機能しなくなっちゃていると、それが今おっしゃっていたように大量にごみ

として出されるような事態なんです。だからそれにどう対応するのかって、行政は

私大変だというのは分かる訳、だからそういう制度の問題をね、自治体だけで抱え

ないで、国の来年再来年には又容リ法の改正がありますから、そういうところに声

を大にしてね、やっぱりもうビールびんはダメだよと、それともう一つはこれ小平

で今週聞いてきたんですけど、一升瓶はもうカレット化だと完全に商品化が出来な

くなっているんだと、そういう話も現実のものになってきている訳です。ですから

回収してもリターナブルとしてね、失うのは残念なんだけれども、これはどんどん

ワンウエーびんに変わってきちゃうんですよ、びんであってもね。ですから施設の

計画もあれをストックヤードとして多大の面積を要するようなね、発想も１０年後

には大きく変えなければいけないような問題も見えてきている訳です。だから、び

んの問題というのはね、そういうようにじゃあ缶に置き換わるのかという単純なも

のでもありませんし、ですから私はその辺も考慮してね、施設計画を考えなければ

いけないな、と思っています。それからもう一つ言わせていただきたいのは、さっ

き課長は一生懸命やっています、それは一生懸命やっているんでしょう、それは認

めます、だけどそれは前任者から引継いでいる業務を坦々とこなしているだけを一

生懸命やっているんではないんですかと私にはそう思う訳ですよ。それは今ですね、

さっき店頭回収の中でね、そういうことは一生懸命話してますみたいなことを言う

んだけれど、いま市のホームページを見るとこういう画面が出てくるんですよ、で、

その中でペットボトルを回収していない店舗も載っている訳ですよね、それで他市

でも同じようなことをやっている訳です。例えば、いま私ちょっと調べただけでイ

トーヨーカドーなどはペットボトルやっていません。だけどやるように交渉したこ

と最近ありますか。他の店舗みんなやっているんですよ、それからこの中で西友久

米川店もやってない、ここも他市にある、西友はたくさんありますでしょ、そうい

うところの他市の状況を見るとやっているんですよ。それからもう一つサミットス

トアーもやっています、ここはやっていません。だからね、このホームページ立ち

上げてから何年同じホームページをずーと引きずっているのでしょうか。そういう

ふうに状況は刻々と変わっている訳ですよね。少なくとも店頭回収をお願いするに

は、今はドラッグストアーもいっぱいあっちこっちに出来ている、そういうところ

にも行政は何とか自分の所で売っている訳ですから、それを引き取るような仕組み

を作ってくださいと、１年に１回ぐらいはね頭下げて行くのは仕事じゃないですか。

それでね、店頭回収は決してサービスじゃないんです。これは１８年の制度改正で、

お金をですね、生産者として出すときの仕組みで、回収量を払うお金から引くよう

な仕組みが、簡単な仕組みが出来たのですね、簡易方式が。だから、例えば１００

ｔ分仮にですよ１００ｔの容器を作っているあるいは使っている業者はですね、回

収が例えば１０ｔあると、その１０ｔ分を差し引いたお金を再商品化のために出せ

ばよいと、だからね、店頭で回収をもっと進めるというのは・・・ 

○司会 新井次長 

  一応、３分ルールがありますので。 

○委員 

  分かりました。そういう意味合いがある訳ですよ。決して業者のサービス精神、
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ボランティアでやってくださいではない訳ですよ。だからそういうことを知った場

合にはね、出来るはずなんですよ。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  ちょっと２点ほどあるんですけど。東村山のごみの量が市の方で２倍、３倍で３

位以内に入っているというお話があったんですけど、そういう考え方でいいのかな、

と今感じているのですけど。リーマンショックか何かあったときに今年になったら

ごみが少なくなった、ということはお金が無くなるからごみが少なくなった、東村

山は２３区で２番目か、１番目か２番目の貧乏な市なんですよ、税金がね、貧乏だ

からごみが１番目か２番目か３番目、そう考えられませんか。僕がね、貧乏だった

らね、こういう売れるものは一生懸命売ろうとする訳なんですよ、貧乏だから金に

なるような、それが資源化率ではないんですか。それからあと、びんを回収しなさ

いという条例みたいなものを作れないんですか。東村山に入っている大きな店舗に

ついては何平米以上、牛乳びんを売るびんだとか缶だとか自分とこで全部回収する

ような仕組みというんじゃなくて、そういう法律みたいなものを作っちゃえばいい

んですよ。そんなの市長に頼めば出してくれますよ。出来ない出来ないじゃなくて、

やるような努力をしてないから出来ないんですよ。 

○司会 新井次長 

  先ほど部長が言いましたけれども、ごみの減量は市がある程度、基本的なプラン

を出して、それから市だけではなくて、事業者別とか市民の三者一体となった形で

 ・・・ 

○委員 

  新井さん、司会やってんだから回答しちゃまずいよ。 

○司会 新井次長 

  整理をした上で・・申し訳ありません。はい、委員。 

○委員 

  何を言おうとしたのだっけ、・・忘れちゃったよ。 

○司会 新井次長 

  はい、部長。 

○西川部長 

  すいません、いいですか。びん・缶のお話、ストックヤードの話が先ほどらい出

ているんですが、基本的にはリサイクルセンターの建屋やの中では一時保管はして

も今のようなストックは考えていません。ですから、今の建物の大きさというのは、

入ってきたものを処理をして、それから出すべきところに出すという仕組みになっ

ていますので、ストックヤード分は基本的には入っていないということですね。そ

れともう一つ条例化のお話が先ほど委員の方から出ましたけれども、やはり条例化

というのは確かに条例を決めてですね、やりなさいという強制力を持たせようとす

れば出来るのかもしれません、ただそれは、あくまでも条例として且つ事業者が協

力してくれないと、結果的には絵に描いた餅になってしまう訳ですよね。何が何で

も条例化しろというのであれば、極端に言えばごみの減量、皆さん１００ｇづつ１

日減らしてくださいと条例化してもそれは旨くいかないですよね。それと結果的に

は同じことになりますから、条例化という話は非常に難しいと思います。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 
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○委員 

  市民が協力してくれない事業者が協力してくれない、それだと出来ません。当た

り前でしょ。それをＰＲするとかね、よくホームページを見たらごみのことが１個

載っていますか、一番トップページに、何も載っていないです。新聞見ます東村山

市報なんか、頭のほうに東村山市報で誰かと、あーいうところを貰っちゃえばいい

じゃないですか。あそこなんて東村山市報なんて見出なんかいらないですよ。誰が

作ったとかそんなのは要らない。そういうところにごみをボンと出してあげれば、

もっと気が付くんです。お金が無いんだったら考えなさいよ、頭を使って。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  私もまたかというぐらい、例えば市報は何％ぐらいの人が見ているか分からない

ですけれども、特に１面はすごく目立つので、シルバーの方が配ってくださって嫌

でも目に入りますので、１面を使ってあそこにごみ減量の緊急事態宣言みたいな形

で毎回毎回載せたらどうなのでしょうか、今度の２５億のリサイクルセンターにつ

いても、７億ぐらいの国の補助をもらっても、あとはほとんど持ち出し借金でやる

訳ですから、今だって６百何十億の借金があるのですから、また何十億も増えると

いうことも書いてしまってね、皆さんそれでもびんでも缶でも使いますかっていう

ぐらいのことを大きな文字でアピールを毎回続けたらどうでしょう。あと市の職員

の方の体制なんですけれど、確か私が去年の４月か５月にどのように減量する人数

が揃っているのか確認したら非常に今手薄になっていて、当麻課長を始めてとして

その以下に何十人もの方が１３町しょっちゅう回っているような体制なのかなと思

ったり、決してそうではなくてむしろ減らされてしまっているんですと、職員が。

そういうことではなくてね、もっと人を増やしてそれでも足りなかったら、この一

般廃棄物処理基本計画に書いてあるような庁内体制を整えたうえで、市民の参加を

求めてやってゆくような、全町あげて全市民あげてごみを減らしてごみにお金を掛

けない体制を是非取ってほしいなと思います。 

○司会 新井次長 

  今、何人かの方から市報の有効活用や指摘がされました。それから平成２１年度

に資源循環部、環境部の組織が改正され見直しさせていただきましたけれども、ご

みの指導員につきましては、その人数ついては減っていませんし、全体で今８人で

す。はい、他の方、委員。 

○委員 

  先ほど西川部長が特にびんの話で栄町と秋津町、やっぱり飲食店の多いところ多

いよと話をされましたよね、ちょっと私の勉強不足で申し訳ないんですが、飲食店

さんはだいたい酒屋さんから買っているんですよね。今そのびんの場合ですよ、酒

屋さんから買ってるんですよ。その酒屋さんには戻ってないんですかね。その認識

を行政はどう思っているのかというのを聞きたいのと、そういうことを指導できな

いのかな、要するに戻しなさいよ、酒屋さんはそこからビールメーカーの倉庫の方

に戻すようなシステムをね。もう一つ、飲食店さんが出されている量は全体の中の

どれくらいですか。 

○司会 新井次長 

  はい、部長から。 

○西川部長 

  酒屋さんと量販店の価格が逆転してきている傾向がありまして、確かに酒屋さん
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から買うと、それはほとんど酒屋さんに戻ると思います。ところが逆転して量販店

から購入するところが出てきてしまうと、量販店は引取りそのものをしていません

ので、それが表にどうも出てきてしまうんですね。で、今の飲食店からどの位とい

う数字は、結果的には集積所に出てきてしまいますから、ちょっと一軒一軒どのく

らいの量ですというのは把握しきれていません。ただ、傾向としては栄町が一番確

か多い数字になっていたと思います。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  飲食店さんの部分は事業系ですよね、当然。集積所に出すということは有り得な

いんじゃないですか。 

○司会 新井次長 

  その関係につきまして、当麻課長から。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  今、委員のご指摘は事業系、一般廃棄物の可燃ごみは事業系で受けています。そ

れで、びん・缶に関しましては、缶はお店ではあまりないのでしょうけれど、びん

に関しましては、事業系といいますかスナックとかそういうところは出てきていま

す。それは受けています。出さないでくださいという指導はしています。 

○委員 

  スナックは出ているということ。 

○当麻ごみ減量推進課長 

スナックは、焼酎類とか、ああ言った類ですかね、具体的には。 

○司会 新井次長 

  部長から補足します。 

○西川部長 

  本来は事業系ですから、びんを含めて受けないということは出来るのですけれど

も、実態としてはそれこそ夜の１１時～１時迄やって、溜まるとそこにコンテナが

ありますから、出されてしまうというのが実態でして、結果として先ほど当麻課長

から言いました焼酎類とかそういうものを見るとですね、一般の家庭で飲まないよ

うなものも出てきていますし、ですから、それが特にスナック等の集中している地

域からは多く出てきているんですね。仮に焼酎が出てくるとすると、ビールびんだ

けそっちに分けるということは有り得ませんから、結果的には安い量販店の方から

購入しているケースが多くなってきていると思いますね。 

 

○司会 新井次長 

  今の委員から指摘されたことにつきましては、びん・缶含めて戸別収集となった

ときにその事業系の対応はどうしてゆくのか、これからの論議の課題になってゆく

と思います。はい、委員。 

○委員 

  ちょっと話題が変わっちゃうんですけど。いわゆる集団資源回収の話ですけど、

集団資源回収を、私が作った資料だけじゃないんですけど、平成１３年度でびん・

缶を止めていますよね、集団資源回収を。僅かな量なんだけれども１１年が１３ｔ、

１２年が１０ｔ、１３年が１１ｔというねそういう数値が載っていたのに、これは

行政のほうで書いてます、１４年度からはやらないと書いてあります。当麻さんは

いらっしゃらないかもしれませんけれど、どういう背景があったのかしら、止めた
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というのは。びん・缶をね、集団資源回収から載せなくなったというね。分かりま

すか。 

○司会 新井次長 

  分かるレベルで答えさせていただきます。当麻課長。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  はっきり言って、ちょっと分かりませんが、今回収していただいているのが東多

摩再資源化事業協同組合、三栄さんとかいう所ですが、あそこでもびん・缶は他の

所、西東京とかそういう所でやってますね。たぶん憶測でということでお答えする

しかないと思いますが、量的に非常に少ないということだと思います。あと手間が

ちょっと掛かるということだと思われます。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  先日、三栄さんへ行ってＫさんにお会いしてですね、色々事情を聞いてきたんで

す。今おっしゃったように他市ではやっていると、東村山でもね、今、紙と布しか

やっていませんけれども、やるのならば対応しますとおっしゃっているんですよ。

それを何故集団資源回収に乗せないんですか、乗せれば少なくとも、さっきの紙の

データみたいに、半分位の缶・びんのリターナブル、例えば今問題になっているね、

ビールびんだけでも集団資源回収に乗せることによって相当量減らせる訳ですよ

ね。だからなんで行政はそういう施策を、この基本計画にも載っているじゃないで

すか。そういうことを推進しますって、集団資源回収を。推進しますってまさしく

ごみの量を減らすということなんだから、そういう施策を導入するということでは

ないんですか。それならば、今からでも遅くないから集団資源回収にもっと力を入

れましょうよ。で、５０％減らせるんですよ。今ある実績の中で。そうすると、こ

こに搬入する量をそこまで減らせれば、施設の在り方だって相当変わるはずですよ。

○司会 新井次長 

  びんと缶のその関係、当麻課長から。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  たぶん又憶測です。１３・１４年でびんを削ったというのは、たぶん、びんは委

員ご指摘のとおり重量が重いですよね、重くて１㎏４円の補助金を出しているとい

うことが関係しているんではないかと思います。更に推進するというところなんで

すが、当然、委員ご指摘のように今後とも市報に載せてゆきますし、委員お知り合

いの自治会ありましたらご紹介いただいて、ということもございますし、皆さん各

委員さんもご紹介の自治会で、私のところもやるよということは十何人集まってく

れていらっしゃるので、自分のところに戻って啓発活動していただけると助かりま

す。うちの方も当然やります。 

○司会 新井次長 

  関連して施設課長から。 

○委員 

  いやいや違うんですよ。聞いていることが。聞いていることに・・・ 

○司会 新井次長 

  ですから、補足という意味で施設課長からしますから。 

○田中施設課長 

  個人的な意見なんですけれど、びん・缶を集団資源回収でやるのは良いことだと

思いますけれど、ただ、びん・缶そういうものを自宅のところにストックしておく
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のはすごい大変じゃないかな、・・集団資源回収で、自治会とかで集めるとき、月に

１回とかの形でやっていると思うんですけど、毎週やっている訳ではないですよね、

月に１回とか。自分の自宅の前にびん・缶をストックする訳ですよね、紙だったら

ある程度しっかり置けると思うんですけれど、びん・缶とかいうのは、そんなにた

くさん置く・・・、 

○委員 

  他市ではみんなやってるんです。他市で出来てることが・・・ 

○司会 新井次長 

  その関係につきまして、部長から説明します。 

○西川部長 

  今のご意見のびん・缶は重量がいろいろあるとかは憶測ですから、品目として東

資協に実際可能かどうか、協議検討させていただきます。それで出来るのであれば

それはやるということを話してゆけばよいし、あとは１ｔいくら１㎏いくらという

ことだけでは、当然、びん重量は重くなっていってしまうという関係がありますの

で、その際びんは１㎏４円で出来るかどうか、集団資源回収の品目として加えるか

どうかは、収集している所と協議してみます。 

○司会 新井次長 

  関連ですか、はい。 

○委員 

  そこまで確認してきています。三栄さんはね、あそこの施設の中では、缶の処理

施設はないんです、びんも勿論ありません。それでね、三栄さんがトップになって

１５社が協同組合を作っていますよね、１５社加入しているんです。他の地区もそ

の会社がみんな分担し合ってやっている訳です。ですから、缶集めたびん集めた 

 というとそういうルートに乗せる訳です。ですから、三栄さんは集めることを含め

て、それで今の、さっき私が言ったように他の収集コストを考えたときに、それよ

り絶対高くなる訳がないんだとおっしゃっている訳です。それは収集を含めて業者

に全部任せてしまう訳ですから。今、集団資源回収は業者さん全部やっている訳で

しょ。その結果がこういう金額でやっている訳じゃないですか、紙も。このルート

に乗る訳ですよ。そうすると、上の少なくとも、びんにしても缶にしても、例えば

スチール缶・アルミ缶を見てもね、６倍掛かっているようなこういう経費の一部の

負担を行政がやっていただければ、何もこんなに高い搬送コストを掛けないで、収

集できるはずなんですよ。それは出来るとおっしゃっているんですよ。 

○司会 新井次長 

  はい、部長から。 

○西川部長 

  今お答えしているように、やりませんとは一言も言っていません。ですから、委

員のおっしゃっている内容はそうかもしれません。ただ、そうだからと言ってこの

場でそうやりましょうとではなくて、実際に収集する業者さんと協議を開始します

よ、というお答えをしておりますから、その遣り方についても、当然そのときに話

も出るでしょうし、そのときに調整させてください。よろしいですか。 

○司会 新井次長 

  他の方で、はい、委員。 

○委員 

  今ね、委員が言ったことって、どうして行政の方が知らないの、そういうのおか

しくないですか。一生懸命こうやって調べてるんですよ、給料もなしに。給料貰っ
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ている人たちは何をやっているんですか。おかしい・・・ 

○委員 

  ましてやね、こんな地元にね、こんな業者さんいるんですよ。それが一生懸命や

ってくれると言ってて、何でもっとね、ごみの絶対量を減らすために、それで缶は

ね、又かごを置く方式だったら又大変になるなと思った、それでどういう遣り方を

しますかと聞いたら、ありきたりのビニールに入れてくださいという訳。それでは

そのビニールが又ごみになりますねと聞いたら、それは又ちゃんと再生するための

ルートに乗せているという訳。だから、かごを前の日に置いたりするああいう手間

というのも大変な作業ですよ。それを、ありきたりの、今新聞だって雨が降れば直

ぐ袋に入ってくるでしょう、あの袋だっていいんですよ、缶を３つ４つ入れるぐら

いだったら、そういうもので出せば収集しますと言ってくれてる訳。だからね、何

も特別な袋を用立てる必要もないし、あるがままの状態で出来るとおっしゃってい

るんです。 

○司会 新井次長 

  はい、部長。 

○西川部長 

  先ほどから言っているように、検討しますと言ってますから、それをまた何度言

われても検討しますとお答えするしか出来ません。それをビニールがどうのこうの、

袋がどうのこうのと言われても同じことになります。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  さっきから伺っていると、当麻課長、一生懸命やっている、努力しているとおっ

しゃっています。確かに努力しないと申し上げないけれど、私ねさっき言いたかっ

たのも、ちょっと時間が過ぎちゃったんだけれど、ここにね東京新聞の１９９７年

９月２３日に東村山がこんなに大きく載っているんですよ。覚えていらっしゃいま

すよね。これは、渡部市長は当時議員さんでいらしたので、きっと覚えていると思

いますけれども、東村山市が大変身２００５年を目途に、てっね。詳しく全部読む

ことはしませんが、１０年後には９割を資源化し、ごみとして処理する量は１割ま

でに減らすと、１３万都市が総ぐるみ資源循環型の街を作ろうという全国に無い構

想だ、ですよ覚えていらっしゃると思います。それから９８プランとか色々できて

る訳ですから、ごみの９割を資源化、こんなに脱焼却、脱埋立、だから市民と一緒

にやっていることが素晴らしいんだと、だから市民のレベルは専門家の域に達して

いるとまで評価されてね、ここまで評価されているこれは嘘だったんですか、嘘じ

ゃないと思うんですよ。２００５年を目途にこういうね、まったく資源循環型都市

にしたいというものを持っていた訳でしょう、これはどうなっちゃったのというの

があると同時に、これが基本にあったならば、今の当麻課長の、さっきの西川部長

の答えでは、なんだか便所の中でまだこんなになっている感じがする訳ですよ。こ

れ申し上げておきます、いろんな案が出されています、全部あと整理して実現の方

向でね、皆さんが出されたいろんなのはね、いろいろな意見をおっしゃっているけ

れど決して矛盾していないし、みんな本当にごみのことを考えて、減量を考えてね

発言されていると思う。だから、さっき委員との話なんかでも、じゃ委員に理解が

足りないよ、私の言い方が足りないよというそんな問題じゃないんで、ごみをどう

減らそうかということで、あの方は私の問題ではないんですね。だから、その辺で

もっと整理していただいて、検討しますとおっしゃった西川部長のお答えをお待ち
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しております。そして最後にね、市長にね、昔はね、自治会長会議というのが毎年

あったんですよ。で、そこで、各行政から各課からね、例えばごみについて、今は

こうなっています、是非これをお守りくださいと、警察からあったりいろいろな行

政からあった訳。そして皆さんから今どうですかというのがね、結局ブワーと出る

から前もって質問で出すとかね。で、それに答えるとか、今きっと渡部市長はずー

っとね各場所を歩いていらっしゃるからと思うんですけれど、やっぱり自治会長さ

んがしっかり意識するということも大事だな、こちらからのね、今、市長さん、い

ろんなことをね、皆さんからお聞きしていると思うけれど、こちらからもね行政か

らもね、そのごみについてやっぱり指導も含めてのやる場所というのも必要なんじ

ゃないかなっていうその辺もね。これがいいと私、断言はしませんけれど、是非検

討していただいて、ここにも書かれているように１３万人がね、総一元化としてや

るから出来るんだ、だけどそれだけ市民が思っていたのかなんて思う感じもするん

ですけれどもね、そんなことで意見なりお願いなりしておきます。 

○司会 新井次長 

  今のは意見でいいですか。 

○委員 

  結構です。 

○司会 新井次長 

  だいぶ時間も経過していますけれど、はい、委員。 

○委員 

  先ほどですね、委員がちらっと言われたことなんですけども、これは集団ではな

く行政回収ですか、びん・缶のね、今、委員のあれもあるんですけれど、１３万人

が皆ごみのね、一生懸命やっているというようなことなんですけれども、現実問題

としてですね、うちの方の場合、スーパーの袋に入れたままでは困りますよってこ

とで、張り紙貼ってありますよね、だけど現実なかなかそこまでいってないですよ

ね、それがね、見れば注意するということもあるんですけど、なかなか出来ないよ

うな状況で、市の方もいろいろそういうＰＲ活動やってるのも分かりますけれども、

やっぱり一般市民の一人一人のね、心掛けが非常に大事でその辺をどうもってゆく

かが、これからの減量に非常に大事なことだと思います。 

○司会 新井次長 

  ただ今、委員から市の減量というんですか、違う視点から角度から指摘していた

だきました。他の方で、委員。 

○委員 

  それからペットボトルの扱いなんですけれど、現状は残念ながらごみという位置

付けなんでね、業者が直接的に回収するというのは、清掃法の絡みがあるというの

は分かるのですが、だけど今、どんどんあれが一時リーマンショックで、中国の交

流が控えられて、一時滞留が始まったんですけど、今また中国がどんどん輸出で受

け入れていると、まもなくあれは有価物に変わるはずだと思うんです。で、それは

これから３年先か５年先かなのはありますけれど、施設計画の中ではそれを買う業

者が出てきたときには、中間処理施設ではなくて業者が直接的に回収するという仕

組みが準備できますから、それこそ今のびん・缶と同じようにね、ここに搬入する

という想定ではなくて、やはり直接的に業者が引き取るというね、そういう形態も

今から予測しておかないといけません。ですから、この施設計画の中では、びん・

アルミ缶・スチール缶・ペットボトルそれからですね、もう一ついいですか、つい

でに言いますけれど、粗大ごみの扱いです。粗大ごみの扱いの中で、今から十数年
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になりますか、美住リサイクルショップが立ち上がって、家具などはここで補正を

掛けられ売られていますけれど、それ以降の世の中の動きというのは、リサイクル

ショップがいっぱい出来てる訳です、街中に。世の中そんな具合に変わってきてい

る訳ですね。それをいつまでも行政の仕事として受け入れているという遣り方を、

私はそろそろ考え直していただいて良いんじゃないかと。ですから、本当に秋水園

に搬入する物はごみだけを搬入する、そういう仕組みを考えて再生的に売れるよう

な物については民間の業者さんに委ねてゆくようなね、そういう工夫をやらないと

今、将来の３２年迄の予測でも相当一番膨らむのは粗大ごみになっているんですよ、

１４０％ぐらいになっています。ですから、それを減らすようにするには、搬入量

をどうやったら減らせるかという工夫ね、粗大ごみだったら出来るはずです。だか

らいっぱいあちこちに出来たリサイクルショップ店の、それとの関係をどういうふ

うに整理してゆくかね、それもこのリサイクルセンターの建設の前にですね、十分

練る必要がある。  

○司会 新井次長 

  今の委員の指摘につきまして、部長から説明いたします。 

○西川部長 

  まず２点ございます。ペットボトル等の業者の自主回収のお話ですが、実はペッ

トボトルについても、東村山市は今現在は容リ協に全量出しております、その前に

つきましては、半々で確か、民間へ売却、容リ協へ持ち込みをやっていました。そ

れをですね、容リ協へ１００％にしまして、その翌年にリーマンショックが起きま

した。で、結果的にうちは全品が全数量が容リ協で処理が出来たのですけれども、

若干高いんですね、引取り金額が。結果的にはそこをやっていた業者は逆にリーマ

ンショック以降も、にっちもさっちもいかなくなったという状況を経験しておりま

す。ですので、委員がおっしゃることは話として分かるんですが、一方、行政側は

ですね、やはりそういう状況になったときでも、確実に処理できるということでな

いと、なかなか踏み込めないというのが１点あると思います。２点目が粗大ごみの

関係でございますが、粗大ごみについては、現地を見ていただくとだいぶ分かると

思うのですけれども、家具類についてはどんどん減っています。で、ここに持ち込

まれるのは本当にもう最終的に壊さなければならないような家具類が、今は増えて

きていますね。ですから結果的には、先ほど委員がおっしゃったような形でですね、

個人の方が判断をして、中古ショップへ売るというそういう傾向は十分に出てきて

います。ですから、限りなく家具類は減っています、持込みについては。以上です。

○司会 新井次長 

  関連ですか、はい。 

○委員 

  関連というより今ね、ペットボトルの扱いの話なんですけれど、私の言っている

意味、違うんです。ペットボトルは今確かにそういう扱い、容リ法の絡みがあって

扱いがされています。で、それはあの、本来は容リ協会に出す仕組みが事実上出来

た訳ですよね、だけどそういう意味じゃないんです。そういう仕組みが出来ても缶・

びんは有価物という扱いがされているために、行政が転売どこでもそれを買ってく

れるところに売っていいですよになっているんです。それが当たり前の構図にまも

なくなりますよと、それは缶・びんと、特に缶みたいなものになりますよと、有価

物に変わるか変わらないかという今、難しい時期に差し掛かっているんです。有価

物になると例えばアルミ缶は１個１円なんかで売れる時代もあったんです、で、そ

ういう形でペットボトルも１個１円で売れるよと、そうすると業者は買いに来るん
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ですよ。直接排出する自治会なりに、直接的に売れるような仕組みが許される訳で

す。だからそういうときには、正に集団資源回収でもペットボトルは回収出来ます

よ、に変わる訳です。それは缶と同じような仕組みになる訳です。それがまもなく

来ますよ、そういうこともちゃんと先見の明で入れとかないと、結局施設だぶつき

ますよってことになる、そこをゆっている。 

○司会 新井次長 

  これからの社会動向をきちんと見極めた対応が必要だという指摘と思いますけれ

ども。はい、田中課長。 

○田中施設課長 

  ペットボトルですが、民間で買ってくれるんじゃないかということなんですけど、

減容施設というのは、やはり輸送コストとかそういう関係がありますので、ペット

ボトルそのままを持ち出すことはないと思います。やはり圧縮してある程度、減容

梱包して運び出し易いように、輸送コストを下げるために、そういう施設は必要だ

と私は思いますけれど。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  話題がガラっと変わるかもしれませんが、基本的には減量施策の中に入るんじゃ

ないかということで、市長がお見えになっているので、ここの秋水園の施設を市立

の小学校、今いくつありますか。 

○委員 

  小学校は１５、・・１５。 

○委員 

  小学生に授業として、６年間のうち１回は必ずここを見学させて・・・ 

○委員 

  やっている、・・全校やっている。 

○司会 新井次長 

  市内の小学校４年生を対象にして施設研修、視察しています。 

○委員 

  それでは結構です。それが基本的には減量の一番のポイントになってゆくと思い

ますので、子供にそういうことを植え付けて、教育の一環としてやってゆくのが非

常に重要だろうと思っています。 

○司会 新井次長 

  今、委員の指摘は、学校等で環境教育の一環として、ごみの問題を組み入れてや

っていくべきだろうとの・・・、はい、委員。 

○委員 

  先ほど店によって自主回収しないだとか、スーパーだとかね、いろいろスーパー

の方にいって、スーパーは自主回収しないとかいうことなんですけれど、そういう

ものをホームページか何かに大きいスーパーについては、このお店はちゃんと協力

して貰ってますよ、名前を公表するだけでもいいと思うんですよ、罰金だとか何か

と考えなくて、この店はちゃんとびんを回収して貰ってますよ、この店はアルミ缶

を回収して貰ってますよ、協力してくれるだけで名前やレベルが上がる訳ですよ。

その店にとっては、協力してないことは何もないことにずーと書いてあるだけ、一

個だけがあるだけ。そういうことで公表してやれば、段々そういう意識も変わるん

じゃないですか。 
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○司会 新井次長 

  委員から指摘されたことにつきまして、当麻課長から。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  集団資源回収の先ほど委員がご指摘なさったあのページのところには載っており

ます。また今、委員がおっしゃったこと、そういった部分で載せるように又検討し

てゆきます。そのほうがいいと思います。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  やっぱり、表彰制度をもっとね、気楽にやりましょうということなんです。やっ

ぱり集団資源回収、一生懸命やってくれている団体があれば、やっぱり表彰してホ

ームページに載せてあげればいいじゃないですか。別に紙一枚の話ですよ、そうい

うことを、去年にだってそれは私、前に２回目にこういった資料を配りましたよね、

そこの中に小金井市の例載せてあります。小金井もやっている訳ですよ、表彰を、

こんなこと直ぐに出来るでしょう、推奨店みたいな形で、だからやることいっぱい

あるんです。簡単に出来ること。 

○司会 新井次長 

  分かりました、あと他の方で、手を挙げてください。今日につきましては、減量

施策の展開ということで、新しい減量施策も含めてですね意見を出し合っていただ

いて、ただ、これとこれをこういうふうにしましょうという決定する場所ではない

んですけれども、色々な減量の仕方、方法、遣り方等についてはですね、歴史的な

経過も含めて、それからこれからの社会動向も睨んだうえでですね、有効な対策、

色々な考え方あると思いますけれども。５時迄ですので残された時間、最後に皆さ

んの意見、屈託の無い意見がありましたらお伺いしたいと思います。はい、委員。

○委員 

  今日、色々意見が出た訳ですけれども、議事録の他にね、今日個々に出た意見を

箇条書的に並べてもらって一覧表にして、それでそこに行政からその説明がね、だ

から市の、簡単で結構ですからね、こういう意見が出たということを一覧表に纏め

て、議事録と合わせて出してもらえたら非常にありがたいです。 

○委員 

  賛成 

○司会 新井次長 

  たいへん色々皆さんから、減量化に向けてこういうことをしたほうが良いじゃな

いか、施策を含めて出されましたので、それについて色々な意見を集約して行きた

いと思います。ただ、その意見について行政として、こういう意見がありましたと

いうことについては、箇条書的にこちらの方で整理させていただきます。 

○委員 

  そうですね、あまり難しくなく箇条書で結構ですよ。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  先ほどちょっと、三栄サービスさん、言ったんですけど、三栄サービスの社長は

減量審のメンバーなんですよ、市の。ですから審議会というのは彼が出てて、この

計画知っていますかと聞いたら、だいぶ前に概要だけ聞いたことがある、この資料

を見せたら、こんなの見たことないんだ、とおっしゃっている。 
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○司会 新井次長 

  どの資料でしょうか。 

○委員 

  ですから今回、分厚いこんな立派なのを作ったでしょう、これ。こういうものが

届いてない訳ですよ。 

○司会 新井次長 

  それは間違いなく出して説明しています。 

○委員 

  だけど私に言わせれば、色々な知恵を出してくれる方々がいるね、審議会に対し

てこういうものをどのような形で提案しようとしているのかね、やっぱりそこのと

ころの在り方をね、やっぱりこれは、今までの遣り方が間違っているんじゃなくて、

根底的な在り方をやっぱり工夫してもらいたい、さっき部長も検討しますとおっし

ゃっているんだから、それを審議会にどういう形で上げたりするのかね、やっぱり

そこのところがね、大分ぐらついちゃっている今の流れだなと思っている訳。だか

らそこのところをね、しっかりしてもらいたいと思います。 

○司会 新井次長 

  審議会の関係等含めて、部長から説明します。 

○西川部長 

  審議会の方にはこの製本とですね、それと内容の説明をさせていただいておりま

す。それと今、委員からあった「ぐらついた」という意味合い、具体的に言ってい

ただけると対応等が出来るのですけども、よく分からない表現になっていますので。

一応、Ｋさんの方でですね、その当時のことをおもんぱかったかどうかという問題

もあるかもしれませんけれども、資料としては出させていただいております。 

○司会 新井次長 

  他の方で、ご意見、はい。 

○委員 

  減量施策ということで、びんのことについては、部長さんこれから検討してゆく

ということですので、それと同じように再三ペットボトルの話が出ておりますけれ

ども、ペットボトルは、私どもはサエキネットカフェといってペットボトルをサエ

キに持っていけますのでね。隅にペットボトルが道端に置いてあるのを見ると、ど

うして買ったところに持ってゆかないのかな、と思ったりしておりますけれども、

そうゆうふうに店頭を利用していただくという方針も、お店に指導していただくよ

うな方法を取ってください。そうすれば、だいぶ違うんじゃないでしょうか。私ど

もはなんで減量とか分別って言っているのは秋水園にごみを運び込まない、狭い秋

津の道路に車が氾濫するのを好まない、そういうことから、減量とか分別というこ

とをしている訳ですから、それに答えていただいて、ペットボトルについてもそう

いう方法を取っていただきたいなと思います。 

○司会 新井次長 

  ペットボトルの店頭回収ですね、その指摘ですね。はい、委員。 

○委員 

  それとですね、私もこの間ね、国分寺の中間施設も見てきました。小平もここに

来るよりも遥かに近い所にあるんです、ブリッジストンのね。で、そこの施設も見

てきました。で、やはり遣り方を見ると、いま東村山が描いているのとかけ離れた

実態な訳ですよ。労働環境として悪い、だからその辺の改善は必要だと思う、だけ

ど施設としての在り方は、何で３階建ての大掛かりな形の施設が必要なのかな、そ
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こは非常に単純な疑問です。だから私はね、単に他市のね何番目か何番目だとかい

う競争じゃなくて、まず実態的に動いているんだから、同じようにそれぞれの自治

体は、そういうところをね、入念に確認してですね、そこの中間処理施設はどうい

う機能になってるのか、もうちょっと研究していただきたい。そうすれば・・ 

○司会 新井次長 

  ちょっと待ってください、ですからその関係は次回とその次回しますので。今日

は委員のおっしゃったように減量化の施策の展開についてなので、メインテーマで

すから。他の方で、はい。 

○委員 

  ちょっと笑われてしまうかも知れませんけれども、私が変人なのかも知れないん

ですけれども、何とか生ごみを減らそうと思って、自分のところで小さなボックス

を作って、そこに腐葉土と糠を入れてほぼ９９％、貝は入れませんけれども９９％

ぐらい堆肥化しているんですね。それからあと、困り物なのは今の時期、みかんの

皮なんです。うちは皆家族が好きで、みかんの皮が毎日大量に出るんですけど、そ

れを晴れてる日は外に出してカラカラにする。そうではないときは、丁度熱風が来

るエアコンの前のところに籠ごと置くと一晩でカラカラになるんですね。例えばの

話なんですけど、そのくらいのことで、ごみなんて１／１０ぐらいになる訳なんで、

さっき１００ｇなんてお話が出てましたけれど、もっともっと広報とか、直接ピン

ポンするとか、あと委員がよく言っていることなんですけども、文化センターだと

かふれあいセンターなんかにたくさんの講座を持っていろんな人たちが来るので、

そこへ始めの５分でいいから、市の方が出て行っていただいて、皆さん分別してく

ださい、ペットボトルはちゃんとラベルを取ってほしいとか、そういうことを言っ

ていくということが、とても大事かなと思います。まだ、やれることがたくさんあ

るんではないかなと、すごく思うんですね。だから、最初に施設ありきではないと

思います。 

○司会 新井次長 

  今、委員から市民に対する減量施策ですとか、分別ですとか、そういう繰り返し

のＰＲ・啓発をしてゆくべきだとのことですけれども、もう一度そこら辺につきま

して、今行っている状況につきまして当麻課長から説明させてもらいます。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  委員が今おっしゃった簡単に出来る減量ということですよね。ですから、生ごみ

なんかを電動生ごみ処理機そういのを使わないで減量する施策、これは非常に必要

だと思います。それで今回からごみ見聞録といのを資源循環部で出している訳です

が、その辺のところをレポートしてお知らせしようと思っています。ごみ見聞録だ

けではなく、ホームページ上にも載せていくようにも考えています。簡単に出来る

生ごみの減量化という形をやってゆく方向で今動いています。で、また市民の中に

もっと簡単な方法でいい、委員とかあと何人か知っているんですが、その方たちに

記事の寄稿をお願いしていこうというふうに考えています、進んでいます。以上で

す。 

○委員 

  まだ時間があるんで、ちょっとだけ。 

○司会 新井次長 

  委員が手を挙げていますので、先に委員の方から、委員。 

○委員 

  ２回目の時だと思うんですが、委員の方から分散化のメリット・デメリットにつ
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いて行政の方から回答をいただくというふうに出ているんだと思うんですけど、

「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。」っていうふうに言われたと思うんですが、

そのことについては。 

○司会 新井次長 

  これもですね、６回と７回ここのリサイクル整備内容ですとか施設規模等という

ことで、そういうことを含めてですね、この項目の中で進めてゆきたいと考えてい

ます。はい、委員。 

○委員 

  そんなあとじゃ、ちょっと。やっぱり分散する意味を考えたいんですから、資料

としては、たぶん２回目の時の議事録に載っているはずなんですけれども、ですか

ら、少なくとも４回目には出てくるかなと思ってずっと待っていたんですが、今日

未だに出てこないところを見ると、たぶん忘れられちゃったのかなというふうに思

うんですけれども。 

○司会 新井次長 

  忘れてはいないんですけれども、そのテーマの時に当然重なる話もありますので、

その中で検討なり説明をしようかなと考えています。 

○委員 

  そうですか、でも減量の、減量策の一つに入ると思うんで、是非早く出していた

だきたいんです。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  一般廃棄物処理基本計画の中にですね、前回だか前々回だかあの２１ページにご

み減量推進市民行動計画作成委員会の設置って書いてあるんで、これ立ち上がって

ない訳ですよ。で、これは又いろんな委員会があるからっていうそんなような形で

立ち上げない理由を言われていたんですけど、これは本来１９年度からの半ばから

立ち上げていなければいけなかったんですね、先ほど西川さんは検討しますと言っ

たんだけど、まさしくこういうものを立ち上げて、そこで本当は推進の中身をより

具体化してゆくという主旨の中身な訳ですよ。こういうふうに書いてあるんですよ

「（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。」と書いてあるんですよ。まさしくね集団回収もっと活性化させようよって、

それも書いてあるんです、別のところに。で、そういうところを、何でもっと市民

の知恵を借りるような形で導入していく、そういう委員会作るというふうに書いて

あるにも関わらず、もうあと１年もないんですよ。そこでこういうものを今からで

も遅くないから早急に立ち上げていただきたい。そういうための計画でしょ。だか

らね、引き取って検討しますというのは、行政だけが検討すればいいという話では

ないんです。市民も土俵に乗せて一緒になって計画作りやりましょうって、それで

一緒になって計画を推進しましょうっていう形にしていかなければ、やっぱりごみ

の減量絡みはまったく進まないですよ。それだけは是非その設立を早急に検討して

いただきたいです。それだけお願いして置きます。 

○司会 新井次長 

  今の意見に対して、部長から。 
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○西川部長 

  今のご質問というかご意見につきましては、前回お答えをしている内容だと思い

ます。少なくとも集団資源回収を楽しく進める会あるいは美住リサイクルショップ

の運営委員会等で対応しているという回答をさせていただいたと思います。 

○司会 新井次長 

  委員。 

○委員 

  そうすると、確かにそういうお答いただきました。じゃあそれを以ってして、委

員の質問に答えられるような進み方が出来ているんでしょうか。分かりませんか、

言っている意味が。委員が求めた質問は分かりますよね。何故こういう委員会が必

要なのかは分かるでしょう。今、申し上げたんだから。だからこのとおりにやられ

てるかって、今これを作らなくって、進んでいるかって。 

○司会 新井次長 

  前回も答弁しました・・・ 

○西川部長 

  やらない理由を前回お答えして、既に複数の団体が複数の目的でそれぞれやって

いる、なお且つ中心的な活動については、美住リサイクルショップが造られ、その

美住リサイクルショップの中の運営委員会が、主たる事業を担っていただいている

訳ですよね。それで現在は、・・・ 

○司会 新井次長 

  ちょっと待ってください、はい、委員。 

○委員 

  過去にあった話じゃないですか。それを踏まえて１８年１９年にこういう計画を

作った訳でしょう。それを計画作る段階でそういうものあるから、そこの活性化に

よってこういうテーマを紹介しようっていうのは分かるよ、だって計画は立ち上げ

るって書いてあるんだもの、それはまさしく今、格好の委員会になるじゃないです

かと言っているんですよ。  

○司会 新井次長 

  委員の指摘は十分分かります。他の方で。 

○委員 

  だから、指摘は分かったんだけど、どう何ですかと。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ということで、実際にその今

あるね、なにも・・いいんだったらいいんだけど、それが進んでいますかというこ

とを聞いている。 

○司会 新井次長 

  部長から説明します。 

○西川部長 

  それぞれの団体さん、それぞれの活動を精力的にやっていただいていますから、

回答としては進んでいます。総合的に出来ているというふうに考えております。 

○司会 新井次長 

  そこら辺は意見の違いかもしれませんし、他の方で、はい。 

○委員 

  それによって、どのぐらい減量出来たと自負していらっしゃいますか。 

○司会 新井次長 

  はい、部長から。 
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○西川部長 

  減量を具体的に数字にするのは、どういう組織を作っているかですよね、それよ

りも活動そのものは、学校への出前講座も年に数回実施しておりますし、リサイク

ルショップでのフリーマーケットあるいは各種講座の開催等を実施していただいて

おります。以上です。 

○司会 新井次長 

  もうすぐ５時になりますが、発言されていない方とか、はい。 

○委員 

  私、製造業に関わっているもので、そういう視点からですけど、何か物を作って

くって、昔ながらの考え方で言うと、全部自分のところでネジ１本から作っていま

す。それが何というか誇りだったんですけど、最近そういう考え方がだいぶ変わっ

てきていて、いい物があればその人から買ってきて使うとか、そういう視点でトー

タルとしてコストが下がることになってきています。資源化の回収になりますと、

何でもかんでも市の施設に持ってきて処理しますという考え方ではなく、業者さん

に任せてコストが下がるんであれば、それは非常にいい遣り方だと思いますので、

そういう視点で考えていただければという意見です。 

○司会 新井次長 

  今の委員の意見につきまして、部長から。 

○西川部長 

  当然市もですね、全部市でやろうと考えておりません。それは皆様からいただい

ている税金を如何に効率よく使うかというのが、最優先だと思っています。具体的

に言うならば、プラスチックの容器包装リサイクル法に基づいてですね、プラスチ

ックについてはこの秋水園に集めずに、恩多町に工場ができたものですから、そち

らの方に持ち込んで処理をしております。また、他の不燃物等の処理をせずに積替

えで出していくとか、そういうことによって経費の削減とか毎年出来るものについ

ては、かなりやってきております。一番代表的なのは収集等のですね、全てここで

市の収集については全部委託が終わりましたから、委員のおっしゃったことについ

ては、忘れずに努力をするということはやってゆきたいと思っています。 

○司会 新井次長 

  あと残された時間は限られていますけれども、他の方で特に減量施策につきまし

て新たな提案、考え方があればお願いしたいと思います。はい。 

○委員 

  まったく関係ないんですけど、１２月議会で議会が特別委員会を立ち上げました

ね、我々のこの検討会が始まったころにはそういうことがよく見えてなかった段階

だったと思うんですけど、今少なくとも２月の８日だか９日に第１回の議会では特

別委員会が動きます。それとのこの今、検討会との位置付けはどういうふうになっ

ているんですか。見通しというんでしょうか。 

○司会 新井次長 

  今、議会でリサイクルセンターに関する調査特別委員会とこの検討会との関係で

すね。それにつきまして部長から。 

○西川部長 

  特別委員会の開催につきましては、行政側が開催するのではなくて議会側が開催

を決定します。その検討内容についても議会側がどういう内容を検討するかという

ことになりますので、今現在ではご質問にあった内容、全然うちの方でお答えでき

る材料を持ってないんですよ。で、あるいは議会がどういう答えを出すかも全然持
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っていません。 

○司会 新井次長 

  はい、市長から。 

○渡部市長 

  大筋は今、部長が申し上げたとおりです。議会の方としてのリサイクルセンター

の必要性それからキャパそれからコストそれから今も収集の在り方、今日も減量の

いろんなご提案いただきましたけれども、そういったものを含めておそらく議会と

しての調査検討されるのだろうというふうに思います。で、こちらとの会の関係と

いうことになれば、当然議会から求められればどういうご意見を市民の皆さんから

いただいたのかと、それに対して我々がどう答えているのかということについては、

特別委員会に報告するということになろうかと思います。直接、皆様方に対して何

らかの出席要請があるとか、その辺はまったく我々も分かりません。そこは是非ご

理解いただければと思います。 

○司会 新井次長 

  委員、よろしいですか。 

○委員 

  ということはね、あと３月で我々の役割は終わる訳ですよ。で、議会の方は今立

ち上がっている訳ですから、年度内に終わるということになるのか、ならないのか

よく分かりませんよね、そうすると、これから１年ぐらい掛けて委員会は特別委員

会として検討してゆくとなるとね、おそらく行政が描いていたスケジュール表みた

いなものからまったく違うもの、それが動いているのに何か計画だけが一人歩きし

ていくってことは、常識的には考えられないんですけれど、その辺はどうなんです

か。 

○司会 新井次長 

  今の関係につきまして、部長から。 

○西川部長 

  先ほど申しましたように、特別委員会の設置そのものは議会の中で決定されます。

で、一方、予算化につきましても議会の中で可決を必要とする訳です。で、リサイ

クルセンターの検討その他を含めてですね、その年度その年度の予算については、

可決をいただいていますので、そういう意味ではその予算に沿って、作業は進んで

いくというふうに考えた方がよいと思います。 

○司会 新井次長 

  それではですね、まもなく５時になりますけれども最後にですね、もう一度今日

の段階で、ごみの減量施策について特に名案、有効な減量施策があればお願いした

いと思います。はい、委員。 

○委員 

  名案ではないんですけれども、やはりね、例えば目の前に煙突が見えてますよね、

こういうところに住んでいる人たちと、秋津町でもね、どなたかがこの前おっしゃ

っていましたけれど、車の入って来るところ、全然入ってこないところがあるくら

いですから、これが例えば、私はウオーキングしているんですけれども、どんどん

空堀川を外れて行きますとね、もうおおよそね、ごみのことなんか出せばおしまい

という感覚の人たちばっかりなんですよ。今１４万人ですか居ますけれども、です

から、それがそうじゃないように、どうして行くかということなんですね。自分の

問題としてこれを１つ１袋出すことで、どういうことになるのかっていうことを、

例えば、それがどんどん集中して、委員とか委員の家の方へ押し寄せてくるような
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問題も含めてそうなんですけれども、だから市民の問題になっていないということ

を、どう考えるかっていうことがすごく大事なことだと思います。そのことについ

て、全力投球しないとやはり減らないと思います、ごみは。 

○司会 新井次長 

  はい、分かりました。それでは、今日出されました意見につきましては、会議録

とは別に、箇条書程度になりますけれども、ごみ減量化の意見があったという形で

網羅して、次回、資料提供してゆきたいと思います。それでは特段なければですね、

繰り返しごみ減量化施策の話は、話を含めて深めていかなければならない課題であ

りますけれども、今日はとりあえず、検討テーマとしては、これで終了させていた

だきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 


