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会  議  録 

会議の名称 第６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２月９日（火）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 

      渡辺孝雄・市川忠文・小池紀枝・福岡美興 

小松恭子・鈴木佐和子・上原雅子 

（市事務局）金子副市長・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： 肥沼誠司・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 
１２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 リサイクル施設の整備内容及び施設規模等について 
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 

  それでは、こんにちは。今日は急に春めいた陽気に恵まれまして、なによりでご

ざいます。いよいよこの検討会も６回を重ねてきましたが、只今から第６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してゆきたいと思います。

最初でありますが、議題に入る前に、今日傍聴者がですね、１０名以内ということ

なんですけれど既に１１名来ております。１０名超過しておりますけれども、この

場に参加させていただいてよろしいでしょうか。 

○委員 

  はい。 

○委員 

  はい。 

○司会 新井次長 

  それで、先ず出席者の確認をさせていただきたいと思います。市の理事者、渡部
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市長でありますけれども、大変この検討会を重要視されてスケジュール調整してき

ましたけれども、今日は重要な公用がありまして、渡部市長につきましては出席で

きません。その代わり金子副市長が代理で出席する予定であります。ただし、副市

長も年度末を迎えて色々なスケジュールが重なっている関係がありまして、この場

に来るのは３時半から４時の間ということで、遅れて大変申し訳ありませんけれど

も、そんな形で市長は出席できませんけれども副市長はちょっと遅れて３時半以後

に出席しますので、何卒よろしくお願いしたいと思います。それから、検討会の委

員の出欠の状況でありますけれども、委員につきましては、会社勤務の都合上、欠

席という連絡がありました。それから委員でありますけれども、急用が出来てしま

いまして、欠席させてもらいたい趣旨の連絡がありました。ということで、今日は

検討会のメンバー２名が欠席ということでありますが、始めさせていただきたいと

思います。最初に資料の確認を、事務局から行います。 

○村野主任 

  お手元の資料の確認をさせていただきます。先ずテーブルの上に置いてありまし

た資料から行います。第６回の次第、次に委員から配布依頼のありました１．東村

山市の自治会として、この用紙ですがよろしいでしょうか。次にこの黄色い用紙で

すけれども、あるでしょうか。次にこの水色の用紙です。次に先日、ご自宅に配布

させていただきました第５回の会議録です。よろしいですね。合わせて第５回リサ

イクルセンター整備基本計画、前回検討会での意見を集約したこの用紙です。大丈

夫ですか。はい、それでは以上です。 

○司会 新井次長 

  手元に全てございますでしょうか。はい、確認させていただきました。それでは

又、例によりまして会議録の確認をさせていただきます。これは膨大なページ数に

上っていますけれども、読んでいただいて自分が意見したところの中で、不適切な

表現ですとか内容等で不適正がございましたら、最初にお願いしたいと思います。

特によろしいですか。まだ６回の途中でありますけれども最後、総ざらいして会議

録の確認につきましては、もう一度確認してゆきたいと思いますので、不適切なと

ころ自分が発言していた事と相違点があれば、事務局の方に後ほど伝えてください。

それでは早速、今日の会議次第、議題に入ってゆきたいと思います。今日とそれか

ら２月２７日になりますけれども、リサイクル施設整備内容及び施設規模等につい

てということで、これを検討テーマとして議題として行ってゆきたいと思います。

このリサイクルセンターの整備計画、特に施設整備ないし施設規模につきまして、

第１回の検討会の中で主旨説明、概要を説明させていただきました。これはあくま

で概要ということでありますので、この施設整備とそれから施設規模の議論に入る

前に検討に入る前に大変申し訳ありませんけれども、もう一度事務局からこの点に

絞っての詳細な説明をさせていただいて、それから色々意見交換ないし議論をさせ

ていただきたいと思っていますけれども、よろしいでしょうか。 

○委員 

  それにどのくらい時間掛かりますか。 

○司会 新井次長 

  １５分程度ですが。 

○委員 

  どうしてもそれを先にやる。 

○司会 新井次長 

  目の前で具体的にフロー図で説明させていただきたいと思います。 
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○委員 

  昨日、市議会の特別委員会が行われまして、私も傍聴させていただきまして、そ

の中で、私たちの検討会が現実に進行してるっていうのも、勿論議員の方々は皆さ

んご承知です。で、その中で私ども大変気掛りな、この会そのものがどのような意

味合いを持っているのか、みたいなことがですね、議員の中からもそういう質問が

出てる訳です。で、私たちも今具体的にまた中身の検討をというのは、当然そちら

ではそういう形で、私どもも施設はするという前提で入ってますけど、一体そのあ

と、我々のここで検討した中身は、どういう形で行政の計画に反映しようとしてい

るのか、その辺が全く見えない訳です。で、これは一番基本に関わる、私たちこれ

だけ貴重な時間をですね、無報酬で割いている訳ですよ、８回も。そういう中で、

ここで聞き置くことはいったい今後どういう展開をしてゆこうとしてるのかね、昨

日の特別委員会のですね、遣り取り聞いててもスケジュール表が、私たち知らない

ようなスケジュール表がですね、具体的に公にされている訳ですよね。で、３月に

は方針決まるんだ、みたいなことをですね言われている訳ですよ。皆さんそういう

こと全然聞いてない訳ですよ。で、そういうような中でね、今最初に言ったように

いったい我々のこの検討の中身というのは、相当色々なことも、私も時間を割いて

勉強したり調べたりしています。だけど、これが具体的にこの計画書の中にどうや

って反映していただけるのかが、全く見えていません。ですから、これは勿論、こ

のあと、特別委員会も立ち上がりましたから、同じような議論を当然今度、議会も

やっていただきたい。私たちと基本的に違うのは、私たちは何の権限もありません。

１５万人分の１の市民です。だけど市議会議員の方々は選ばれた立場で、やはりこ

ういう問題を掘り下げて当然の立場におられて、最後の予算の執行に対する権限と

いうのは議会っていうのが握っている訳ですよね。そうすると、こういう計画の中

身でいいのかっていうのは、我々が検討する以上に議会で検討した結果が、そんな

簡単に通る中身にはならないなと思っていますので、その辺のちょっと、私たちも

ここでまた後３回ありますけど、今までの５回分を含めましてね、一体どういうふ

うに展開していただけるのか、そこのところを先ず明確に説明してくれませんでし

ょうか。 

○司会 新井次長  

  はい、西川部長から 

○西川部長 

  今のご質問にお答えします。先ず最初にですね、要領を配布させていただいた訳

でありますけれども、こちらの方で出された意見につきましては、理事者及びごみ

減量等推進審議会の方に報告をさせていただくということで考えております。また、

そのようなご説明もさせていただきました。あとちょっと蛇足ですけれども、先ほ

どの議会の関係は、議会の方の特別委員会の設置そのものが議会で設置されるもの

ですから、我々の方でどういうふうに進めていくかというお答え出来る範囲ではご

ざいません。それとですね、どういうふうに反映されるかというお話でございます

けれども、それにつきましては、これから実際に計画を組んでゆく中で、確かにと

いうものについては、特別委員会の中でもお答えさせていただきましたが、その内

容を計画の中に反映してゆきたいというふうに考えております。以上です。 

○司会 新井次長  

  委員、関連ですか・・・ 

○委員 

  関連です。前にも聞いてる訳ですよ。どういう遣り方をするか、でも言葉として
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はね、分かるようで分からないんです。例えば、今まで毎回ですね、大変細かいこ

ういう速記録みたいな物をですね、３０ページからの物を今まで全部起こしていた

だいている訳です。これを審議会にとどけるんですか、それだけの話なんですか、

おっしゃっているのは。今回ね・・・ 

○司会 新井次長  

  ちょっとよろしいでしょうか。スタートに先立ちまして検討会の性格や役割につ

いては、要領等を説明した中でスタートのときに、この場がどういう場であるか確

認して出発したと思うんですが。 

○委員 

  ちょっと待ってください、司会者が説明するのではなく、部長が答えてください。

部長が。 

○司会 新井次長  

  はい、部長から。 

○西川部長 

  今、司会がお答えしたように、最初にこの会の主旨についてはご説明したつもり

でございます。で、それに基づいて皆さん議論をしてきた訳であって、それをです

ね、第６回が終了した段階で特別委員会が新たにスタートしたからと言って、それ

が変わるものではなく、あくまでも主旨については当初に説明した内容どおりです、

というふうにご理解ください。以上です。 

○司会 新井次長  

  関連ですか、はい。 

○委員 

  今まで話し合われた中で、今行政はそちらの方の説明をされたいとおっしゃって

ますが、今まで出されたこの会議の中では、かなり減量という言葉が出されている

と思うんですが、例えば、減量するという数字というのは、今まで出された・・こ

の整備基本計画の中の数字を変えていけるということなんでしょうか。そうしない

と、だって設備の規模ってのは全然違ってくると思うんですけれども。 

○司会 新井次長  

  委員。 

○委員 

  私も委員と同じようなことなんですけれども、今日この説明を受ける、この説明

は市が今、案として持っているものですね。で、それで２５億掛かる。ところが、

私たち最初から、昨日も市長言ってましたけれども、一人も確かに反対はいなかっ

た、何とかしなくちゃねとか。だけど、どうしてこんな大きなものが必要なのかな

というのが大半でした。そして進めていくうちに、もっと減量できるじゃないか、

集団資源回収やろうよ、店頭回収しようよ、そういうところを減量してゆけば、何

もこんな大きなね、施設でなくていいんだから。私それでさっきね、一応聞いても

いいけど、でもこれで行くのというつもりで質問したんですよ。委員おっしゃって

たんですけれど、そしたらこんな大きなものじゃなくって、昨日もすごい長い間ね

説明されていたけれど、これだけのものがね、本当に必要なのかなってある程度一

致してますからね、その辺ではですね。それを説明聞く前に、それならば沢山こう

やって減量出来るよって。ちょっと私ね、今日は今まで見てて忘れてしまって申し

訳ない、具体的に出ないんですけれど、要望事項が沢山出されましたね。これをど

うしてゆくのかという答えなくして、要望は承って置きますではないでしょう。そ

の時点ではっきり出来ない検討すると言ったことも、もうずいぶん時間が経ってい
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る中で、どうされてきているのか。やはりそのね、お答えがこれはちょっと申し訳

ない長期に掛かるので出来ませんって、一項目づつね、きちんとね、お答えいただ

いて、じゃ減量出来るじゃないか、そうしてゆこうよ。今日渡された資料もいいな

あと思っていたら、なんか委員から出されたっていうんで、ああ、そうかって感じ

だったんですけど、自治会の数がこんなにあると、これに皆ね、集団資源回収ね求

めてったらもっと広がるんじゃないかというものですよね。なんか武蔵野のが出さ

れましたけれど、武蔵野は将来の想定焼却ごみ量というのをこんなに減らしていま

すよ。その中でやってる訳ですよ。ここはそれが出てこないというね。だけど皆が

どんどん出している、ならば、やはりここでもう少しそのことをね、きちっとお答

えいただく。私たちは何も反論のための意見を出している訳ではないんです。一緒

にね、何とかこの秋津町にごみを持ってこない、市の全体のごみを減らしてゆく、

２５億もお金使わない、それで済むような計画でありたいと思っている訳ですから、

お答え・・今日ね、私ね、これを市長にお聞きしたいと思ってんのよ。そしたら、

いらっしゃらない訳ですから西川部長お願いします。 

○司会 新井次長  

  はい、西川部長から。 

○西川部長 

  今のお話を要約すれば、今まで出てきた減量施策が実行出来れば、あるいは効果

が結べば、そのときにはごみの量が減るから施設規模が小さくなる、というお話だ

と思うんですよね。合わせて、今現在の推定しているごみ量から算出した施設があ

って、どの部分をどの程度小さく出来るかっていうお話になってくると思うんです

よ。ですから当然、全体の議論の中では今現在考えられている施設の説明が必要だ

と考えています。その中で今まで出てきた減量の方法を取り込んだ場合に、どこに

どういうふうに影響が出るかという議論をすべきじゃないかな、と自分は考えます。

以上です。 

○司会 新井次長  

  はい、委員。 

○委員 

  委員と委員が言っているのはですね、話はよく分かります。ただ、今日の議題は

施設のね、私も図面を大分眺めていましたけれどもね、眺めているとやはり今言わ

れたように減量若しくはもう少し小さくてもいいのかなと思う。また、吹抜のスペ

ースなんかも相当取ってあるし、それが全体の３２％を占めているんで、もうちょ

っとそういうところは無くしたらどうかなってね、そこら辺をもうちょっと市のほ

うから、具体的にどういうふうなものを造ってるかというのを良く聞いてですね、

聞いた上で問題点とか改善の要望を出して、それで一応聞いた上で、それで整理を

して、今までやってきた中の意見をきちんとそちらの方にね、市の方へ意見として

ね、纏まってくのか、そういうのはやっぱり我々のところで、こういうこと、そう

いうこと、要望に出しましょうというのを纏めて市の方にちゃんと言っとくと、そ

ういうことが大事じゃないかと思うんですよね。ですから、今までやってきたこと

は決して無駄じゃない訳ですから。それが全部、全部ね、取り上げることは出来な

いと思うんで、その中で要約をして、これとこれについては市の方に強く申し入れ

ようとか、そういうのが話し合いのために、今日は先ず具体的にまだ全然中身が説

明されてない訳ですから、それはきちんと現状をよく聞いてそれの疑問点を出すと

いうことで、それがね、今回で終わってしまえば、次はねもっと委員とか言われる

ことをね、具体的に個々の問題をどうするかというのをね、入っていけばいいと思
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うんですよね。まだ、全然これ聞いていないからよく分からない。 

○司会 新井次長  

  ちょっと待ってください。はい。 

○委員 

  同じことですから。今日６回目ですね、５回重ねて来たのはね、そこはこれから

入るのはハード面なんです、建物の問題なんです。今までソフト面中心にずーと来

た訳ですよ。で、ソフト面だけでも例えば今出てたような集団資源回収だとか店頭

回収だとか、そういうこともっと具体的にやりましょう、それによってうーんとご

みを減らせるじゃないですか、そういう提案してきてね、どこでどういうふうに検

討されて、今の計画案に反映して貰えるのかっていうことを答えてくださいと言っ

てるんですよ。だからそれをね、単に行政に投げかければどこかがやってくれるん

じゃなくて、審議会に出せば審議会にそういう機能があるんですか、検討する。 

○司会 新井次長  

  関連ですよね、西川部長。 

○西川部長 

  今のお話聞くとですね、従来のお話の中では、例えば集団資源回収をもっと積極

的に進めてゆくべきであるっていうお話だと思いますね。それと店頭回収を積極的

にやるべきだ。要約するとその２点がきてると思います。それと後は、集団資源回

収の際にびん・缶の品目を増やすというようなことも、入っていると思います。た

だ、今まではですね、ソフトというお話で委員の方からお話がありますけれども、

実は方法論はあっても具体的にどういうふうにいくかと、それによって具体的にど

の程度の影響があるかというお話はほとんど無いんですよ、数値的なものをですね。

ですから、その数値が仮にどのくらいに仮定したというふうにしてですね、それが

施設にどういうふうに影響するかというふうに順序立てて考えていかないと、その

部分の議論は成立しないというふうに考えております。ですから、どこかの段階で

施設規模を１回やる必要がある訳ですよね。で、それは従来の予定表にも出してお

りましたように、今回・次回の中で施設規模の説明をし、仮に減量施策を進めた場

合にはどこに影響を出すか、皆さんと議論すれば順序が整理されるのではないでし

ょうか。以上です。 

○司会 新井次長  

  今、会の進め方について、入口の段階で色々意見が出ている訳なんですけれども、

少なくともこの検討会は今日で５回を積み重ねています。今までごみの推計量これ

を２回程やって、ごみの減量施策ですとか新たな展開と言うことで、かなり時間を

取って前回までやって来た訳です。それを確認して、ソフト面を一応確認して、そ

れをどういう成果として集約するかは８回目でありますけれども、施設規模に入り

ましょうということで、今日の６回と７回目が持たれ、それは全体に確認されたと

思うんですね。そのもとで今日スタートさせていただいた訳です。ですから、この

進め方について他の方でいかがでしょうか。はい、委員。 

○委員 

  いいと思います。あの過去ですね、５回検討会やってるんですよね、ごみ減量の

ことばかりなんです。それはいいんですけれどもね。ただ本題に入らないと、いつ

まで経っても減量減量とやってたらね、やっぱり何の意味もないと思うんですよ。

私たちは新しく出来る建物に関してのですね、その意見を聞きたくて来たのですか

ら。ですから、その話がないと後２回しかないのですから、その間に何も、建物が

どういうのが出来るかも分からないでですね、そのまま終わっちゃうのはちょっと



 7

問題じゃないかなと思います。それから後、ごみの減量はいいんですけれどね、こ

の問題というのは新しい建物が出来ても出来なくてもですね、同じだと思うんです。

ごみを出す人がいなくなるまではね、この問題はいつまでも続くと思いますよ。で

すから、建物を建てても又そういう問題は出てきますから、これはいつまで経って

も続けなければいけない問題だと思います。というのは、新しいアパートだとかな

んだとか出来てきますから、その方々がどんな出し方をするのか、これからどんど

ん見てゆかなくちゃならないし、注意したって不動産屋さんも変わっちゃうしね、

お客さんも変わっちゃいますから、１回や２回注意したって駄目なんですね。です

から、その辺のところも出す人のあれもありますから、今ごみの減量をね取り上げ

るのはいいですけれどね、どんどん変わっていきますので。ですから、そう言った

問題というのはね、これからずーっとずーっと続けなければならないんですよ。で

すから、この辺で打ち切っていただいてですね、建物に対してどういう設備を造る

のかそれに対して又ごみはどういうようにやるのかというのをね、ちょっと議論し

てゆかないとね、いつまで経っても切りが無いんじゃないかなと思うんです。あと

はですね、秋津町にですねそういう秋水園みたいなものをもう一回建て直すことが

出来るんであれば、出来れば完璧なね、施設を造ってもらいたい、中途半端じゃな

くね。で、それであと、代わりにですね秋津町住民にはちょっと恩恵をね、いただ

きたいなと思う、市の方からね、秋津町に住んでいるということに関してのね。以

上でございます。 

○司会 新井次長  

  今日のテーマは決まっているんですけど、ちょっと進め方で、入口の段階で委員

の意見が出ました。今、委員のおっしゃったこと、今までの減量施策だとかそうい

うソフトを踏まえた上で、施設整備、本来の議題等を含めて、入っていくべきだと

の意見ですけれども、他の方でいかがでしょうか。はい、委員。 

○委員 

  私この検討会が始まるときに、２５億も出してその建物を建てる必要があるのか

っていうことで、１・２年減量を試みた上での結果でいいんじゃないんですか、と

申し上げたんですけれども、一番最初の段階で。ですけれども、その間にこういう

ふうに回を重ねて皆さんの意見を聞きました。私なんかも考えたことから総合して

又秋水園を見学しましたときに、やっぱりそんな大きなものは要らないよって、そ

ういうような気持ちになっているんですね。というのは、皆さんいろいろ・・・ 

○司会 新井次長  

  すいません、今日の進め方、議題としてどういうスタートがいいでしょうかとい

う話なんですが。 

○委員 

  ・・建物ありきで話をされているなっていう感じがしましたんで、申し上げまし

た。 

○司会 新井次長  

  僕は司会ですけれども、少なくとも今までは、建物の話からごみの減量とか結構

ソフトな話を５回ほど積み重ねて来て、６回目の位置付けがあるんですよね。委員。

○委員 

  皆さんもこうやって、入口でこういうことをずっと言わなければいけないという

ことは、やっぱり規模を決める前に減量ということを、もう少し具体的に努力をも

っともっとすれば減るのが目に見えているのに、先に規模を決めてしまわれている

という市の遣り方に、どうも納得がいかないということを皆さんが思っているんで
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す。私もさっき委員が言われたように、一番最初のときにどうして先に決めたのか

というふうに私も質問したような気がしますが、減量ということを先にやるのが本

当に筋じゃないですか。それであと２回しかないのに、いろんな意見を皆さんが出

したにも関わらず、どうやって反映されるのか、とても今不安な気持ちですよね。

だから、委員始め皆さんそういうことを、この入口で言っているんだと思いますが。

○司会 新井次長 

  他の方で、今日の進め方ですけれども。はい、委員。 

○委員 

  進め方につきましてはですね、先ほどちょっと話がありましたが、我々はこの図

面でこういうものが出来ますよってのは見させていただきましたけれども、現実に

細かく建物の内容ってのは聞いてない訳なんですよね。これを聞くことによって、

ここは削減した方がいいんじゃないの、ここは小さくした方がいいんじゃないのと

いう部分が出てくるはずなんですよね。ですから、当初どおりですね、今回我々は

建物についての説明を、どういうものを造るのかということをね、具体的に聞いて、

その中で改善してゆく点があれば改善してゆくという方を答申したいと思いますけ

どね。ですから、そのまま進めていただきたいと思います。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  私は秋水園の中を何回も見学していまして、この粗大ごみそれからびん・缶、露

店でやっているような劣悪な環境でやっていると、これは先ず何とかしなければい

けない。先ほど委員から、２年ぐらい待ってもいいんじゃないかっていうようなこ

とを最初は思っていたと言った、でも実際あれを見るとそうはいかないんですよ。

だから、規模の問題は委員も言われましたけれども、減量というのはこれはね、我々

が毎日毎日、１年・２年・３年ずーっと続けていかなければいけない内容なんです

ね。で、だけれどもリサイクルセンター名称は兎も角として、やっている作業の環

境をよくして、所沢の市民に対しても音が聞こえないようにするとか、臭いを出さ

ないようにするとか、そういうことは必ず必要なんです。それとあと、私は秋津町

の人間ですから、委員も言いましたように造るからには、造った以上は又秋津にそ

ういった負担を掛けるのですから、他の１２町の方は掛けるのですから、それに対

する秋津に対するどういう施策が出てくるか、そういう合意事項を、合意事項ね、

今ここに市議会議員も１名居るのでね、作ってほしい。で、あと分散化という議論

も入っていましたけれども、なかなか難しいと思うんですが、理想としてはね、秋

津の住民としては分散化してほしいんですよね、理想としてはね。なかなか難しい

面が多いだろうと思います。で、いずれにしても、設備の問題に入っていかなけれ

ば、我々今まで何やってたんだいということになっちゃうんで、入っていきましょ

うよ。 

○司会 新井次長 

  設備を説明しても、施設ありきではないのです。順番を追っていますので、施設

を説明することによって又ソフトな話も出来る訳です。兎に角まだ、主旨説明、概

要しか説明しておりませんので、改めて１５分間ぐらい時間をいただきますけれど

も、詳細な説明を施設規模等についてですね、一番これが核心的なことだと思いま

すので、ちょっと改めて説明させていただきたいなと思うのです。その上で、議論、

検討をしてゆきたいと思うのですけれども、よろしいでしょうか。 

○委員 
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  結構です。 

○委員 

  はい。 

○司会 新井次長 

  では、そういう形でこれから進めさせていただきます。田中施設課長。 

○田中施設課長 

  それでは、リサイクルセンターの、基本計画に載っておりますごみの流れを、説

明したいと思います。先ず図面のですね、添付図４をご覧ください。これは１階部

分の平面図になっております。不燃ごみの流れですが、ここが入口になっています。

ここの入口がですね、二重扉になっていまして、騒音とか臭いとかそういうものが

出ない形の扉になっています。不燃ごみはここから入りまして、ここに不燃ごみの

投入ホッパーがあります。ここに直接パッカー車から入れまして、これが供給コン

ベヤに乗りまして、２階の方に上がります。ここに上がって行きます。２階に上が

りまして、不燃ごみの中から鍋とかの鉄類を取りまして、残ったものはこちらの１

階に下りて来まして、不燃物の貯留ヤードの方に収めるようになっています。不燃

ごみに関しては、破砕とかはしないで手選別でごみを処理する形にしております。

このごみは、民間の方の処理施設に行きまして、そこで焼却し熱回収をして、その

あとスラグの形に変えてリサイクルするような形になっております。続きまして粗

大ごみですが、粗大ごみも受入エリア、こちらの方へ車で来まして、再生される家

具等は２階のとんぼ工房リサイクル工房、こちらの方で再生されまして、美住リサ

イクルショップの方に運ぶ形にしております。それで、粗大ごみはここで受け取り

まして、可燃性の粗大ごみそういう物は、ここに破砕するパッカー車がありまして、

そちらで破砕を掛けまして、そのあと既存の焼却炉の方に運びまして焼却するとい

う形になります。あとの残ったものは、不燃ごみの投入ホッパに入れまして、不燃

ごみと同じようなラインで流れます。 

○委員 

  粗大ごみはどこに入るのですか。 

○田中施設課長 

  粗大ごみはここの受入エリアに入ります。そこで粗大ごみを、どういうものか確

認しまして、そのあと可燃系のごみはパッカー車、一時粗大ごみ受入ヤードに置き

まして、リサイクル出来るものは２階の工房に運ぶという形になります。よろしい

でしょうか。 

続きまして、びんでございますが、びんはこちらの受入エリア、ここのところに

びんを入れまして、びんの受入コンベヤここのところで生びんとかキャップを取り

まして、生びんを抜いたあとのびんは、こちらのびんの受入ホッパの方に入りまし

て、ここから２階へ、こちらの方の供給コンベヤに乗りまして、そのあと、ここの

コンベヤで色分けしまして、それを１階の貯留ヤードに落とします。ここで割れて

カレット化されます。それからあと、缶とペットボトルですが、この真ん中の受入

ヤードに入ります。供給コンベヤで先ず３階へ運ばれます。３階のところで、先ず

破袋機で袋を破きまして、そこで人力で袋を取り除きます。そのあと、ここに磁選

機がありまして、ここでスチール缶だけを取り分けます。そのあと、２階に下りて

来まして、こちらがスチール缶のコンベヤで、上の方がアルミ缶とペットボトルの

コンベヤです。ここのペットボトルとアルミ缶のコンベヤのところで、アルミ缶だ

けを取り除きます。残ったペットボトルだけがこちらの方のラインに流れまして、

キャップとかラベルとかを人力で取ります。そのあと、１階に下りまして、アルミ
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缶とスチール缶のプレス機とペットボトルの圧縮梱包機があり、こちらの方で梱包

されます。アルミ缶とスチール缶のプレス機は、アルミ缶とスチール缶のどちらに

も対応できる形にしております。ここでプレスした物はこの一時貯留ヤードにスチ

ール缶とアルミ缶を置きまして、こちらの方はペットボトル、ここはびんですね。

それから、受入ヤードなんですが、２日以上受け入れられる形の大きさになってい

ます。あと、プラットホームなんですが、６ｍ・６ｍ・６ｍの１８ｍ結構広いんで

すが、これが行政用の収集車と一般の市民の方の受け入れをするので、通路を分け

まして安全に通行する形にしております。あと、大きなホイルローダーで受け入れ

たごみを、こちらの投入ホッパの方に入れます。ホイルローダーが動きますので、

この辺のこともあり広いスペースを取っております。 

○委員 

  ホイルローダーって何ですか。 

○田中施設課長 

  ごみとかそういう物をすくい入れて持ち上げたり運んだりする車両です。上げる

と７～８ｍの高さになりますので、高さもある程度の高さを取っております。 

  それから、貯留ヤードの方もここにトラックを置いてですね、びんのカレットを

積んだりとか、またあと、不燃ごみの方はコンテナを置きましてアームロール車で

運ぶ方法です。それがいっぱいの場合にはこちらの貯留ヤードの方にごみを置きま

すので、これも積み込むためにホイルローダーを使いますので、そのスペースを取

っております。工場棟というかこの建物の仕様概要ですが、面積は約５０ｍ×１０

０ｍの５，０００ｍ２位になります。高さは３階建て、構造は鉄骨造りの鉄筋コンク

リート造り、外壁はプレキャストのコンクリート壁にフッソ樹脂の吹き付けタイル

ということで考えております。屋根はＰＣ板又は合成スラブの上に防水コンクリー

ト押さえで、自然発光の自然の採光になっております。また一部、３階のその部分

に太陽光発電を設置するような形にしております。それから、２階の部分ですが、

こちらが事務所でその下がリサイクル工房、あと会議室とか大会議室、作業員の控

室とか更衣室、それから電気室とかそういうものを諸々の施設・部屋を２階に纏め

ています。それで、断面図で見ますと、建物の大きさを先ほど３階建てと言いまし

たけれど、一部３階建てということで訂正させていただきます。こちら〝Ａ"－ 〝

Ａ"断面ということで、不燃ごみの供給コンベヤがありまして・・すいません、添付

図７をご覧ください。２階に上がりまして、ここで選別しまして、残りは貯留ヤー

ドの方へ入ります。真ん中辺がペットボトルと缶の流れの断面図です。３階に行き

ましてそこで破袋機と磁選機それからアルミ缶の分別機、缶とペットボトルを分け

ております。それから、一番上がびんの関係のところの断面図です。あと先ほどか

らお話に出ています概算の事業費ですが、７５ページです、プラントメーカー・ゼ

ネコンから参考見積もりをいただきまして、それを見直しまして、既設の解体費が

約１３，８００万円、建設費が２３０，５００万円、それから工事監督費が３，５

００万円、合わせて２４７，８００万円ということで、概算を出しております。説

明はこの辺で終わりにしたいと思います。以上です。 

○司会 新井次長 

  今、図面を用いてですね、概略を１回目よりは時間を取って説明させていただき

ました。先ず意見に入る前に、補足の説明を部長からさせていただきます。 

○西川部長 

  全体の建物の考え方を、簡単に説明させていただきたいと思います。今、施設課

長から細かい説明をさせていただきましたが、今回の施設については、全ての作業
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を屋内で出来るようというふうに考えております。ですから、ホイルローダーとか

そういう積み下ろしを含めて建物の中で出来るように考えました。それとですね、

建物を大きく分けると４つの部分に分かれております。添付図４で見ていただいて、

図面の左側がごみに対する受入ヤード、ですから、先ほどの減量等のお話で、ごみ

の量が減るか減らないかというお話は、ここに一番影響してきます。で、その次の、

上の丸い数字を見ますと、③～⑥の間ここがですね、受け入れする車が動くスペー

スになります。受け入れする車というのは、ごみの収集をしているパッカー車及び

一般の持込みごみの方が車でいらっしゃいますので、その方たちはここの③～⑥の

間を上から下に流れていくようになります。で、この受入ヤードのところでですね、

ちょうど下から○Ｄの右側のところにホイルローダーというのがありますが、このホ

イルローダーというのが実質的には受入ヤードから受入ホッパの方へ入っていく訳

ですけれども、その間、ホイルローダーが動き回ってホッパの中へごみを入れてゆ

きます。現地を見ていただくと分かりますように、ホイルローダーかなり大型の機

械ですので、どうしてもスペースを必要とすると同時にですね、ホイルローダーと

いうのが、ちょうどブルドーザーの大きなパネルがありますよね、それがスコップ

のような状態になっていまして、壁に押しつけて中に入れるんですよ。で、その関

係から、どうしても受入ヤードについては、一番端のコンクリート部分に付設しま

せんと、ホイルローダーのバケットの中にごみを入れることが出来ないということ

で、一番左側に入っています。それと、⑥～⑪ここの間がですね、実際の中間処理

をすると言ったらいいですかね、ここで、今回については一番大きくなる破砕機を

入れておりません。あくまでも全部の仕事を人間の手でやると、結果的には一番こ

れが精度が良くてですね、そういう考え方を採りました。また、合わせて破砕機を

入れない一番大きな理由は、維持費を下げることが出来るということで、従前の秋

水園にありました破砕機、だいたい年間６千万円位掛かっていました、維持費だけ

で。その辺を考慮しまして、今回につきましては破砕機を入れておりません。その

次にですね、⑫～⑮これが実質的な荷物を外に運び出すエリアになっております。

⑫～⑭が運び出すためのトラックと、それとトラックに積み込むためのホイルロー

ダーが動くスペース、それに⑭～⑮が処理が終わった物をストックしておく場所、

というような構成になっております。それとですね、１階・２階・３階という３階

建てになっておりますが、３階建てにすることによって、長さを小さくするという

ふうに考えておりますので、結果的には３階建てになったというふうにお考えくだ

さい。で、大まかにですね、捉えたときのエリアとしては、先ほど言いましたよう

な４つのスペースになりますので、よろしくお願いいたします。簡単ですけれども、

自分の方から概略を補足させていただきました。以上です。 

○司会 新井次長 

  今、補足を含めて建物の概略と、それから処理対象物の処理するフローを含めて、

説明させていただきました。先ず意見に入る前に、今までの説明の中で分からない

点、不明な点がございましたらお願いしたいと思います。はい、委員。 

○委員 

  非常に私も素人ですから、概略で結構ですから質問します。先ず建屋の費用がど

のくらいで、コンベヤを含めた設備の費用がどのくらいか、２５億がどういう内訳

になっているか大雑把で結構ですから言ってください。 

○司会 新井次長 

  費用の内訳ですね。施設課長から。この黄色い本の７３ページを見ていただけま

すか。今、説明いたします。 
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○田中施設課長 

  資料の７３ページをご覧いただきたいと思いますが、プラント工事が約６１，２

００万円、その内、機械設備工事が５０，８００万円、電気計装設備が９，８００

万円、その他試運転関係が６００万円ということで、プラントが直接工事費が約６

１，２００万円で、建物関係が１２６，２００万円、これは直接工事費でこれに経

費が掛かります。以上です。 

○司会 新井次長 

  よろしいですか。他にはい、質問でよろしいですか。委員。 

○委員 

  今、建物の建築の費用は、概算ここに書かれてますから理解するんですけど、こ

れが出来たあと稼動経費というのは、いわゆるランニングコストですね、現状に対

して新しい施設が稼動したときに、どのくらいお金が違うのか、その個々の項目そ

ちらに情報があれば、出来るだけ細かい情報として教えていただけませんか。  

○司会 新井次長 

  はい、ランニングコストの関係につきまして、部長から説明します。 

○西川部長 

  この算出につきましては、まだ実施計画を実質的にはまだやっておりません。で

すので、あくまでも概算ということでプラントメーカーについては見積りを取り、

あるいは建築工事についてはゼネコンから見積りを取るというレベルです。それに

伴いまして、個々のランニングコストにつきましは未だ算出しておりません。で、

この金額につきましても最終的に確定するのはですね、実施設計に入る段階で初め

て確定してゆきますので、当然その間につきましては、施設規模の見直し等を含め

てやってゆきますので、これより下がってゆくというふうに考えておりますが、少

なくとも現段階ではランニングコストは未だ出ておりません。 

○司会 新井次長 

  委員、よろしいですか。今現在ではランニングコストについては未定です。 

○委員 

  もう一つ関連して質問します。今、とんぼ工房がこれの計画通りにいきますとね、

全部解体をするってなってますよね。で、とんぼ工房は平成１６年度にトータル２，

７７６万円のお金を掛けてあの建物を建てて、未だ５年というサイクルなんですね。

で、普通の状態でも未だ償却終わってない訳です。ということは、あれ財産な訳で

すね、そういう物を簡単に壊す、新しい物を造ったら当然壊していいんだっていう

そこの結論に至る、そういった検討というのはどういうふうにされたのか、そこの

ところを説明していただけませんか。 

○司会 新井次長 

  とんぼ工房についての、建てて間もないのに何故、撤去するのか。 

○委員 

  それから昨日、私あまり気にしていなかったんですけれども、遮音壁なんかも、

その西武グラウンドの跡地の・・ 

○司会 新井次長 

  ちょっと待ってください。またそれは話が違いますので。 

○委員 

  ・・お金が４千万円ぐらい掛かっているという話、聞きましたからね。それも実

質的に機能しなくなる訳ですよね。そうすると、それも単純に合わせると７千万円

ぐらいのお金の問題になる訳ですよ。そうすると・・はい。 
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○司会 新井次長 

  ちょっと待ってください。先ずとんぼ工房の関係、部長から説明します。 

○部長 

  とんぼ工房の建替えについてはですね、やはり秋水園をトータルする施設をどう

いうふうに造っていくか、それはやはり考える必要があるということを優先に考え

て来ました。何故かと言うと、従来の建物、現地を見ていただくと分かりますけれ

ども、ペットボトルを既存の中に造り、びん・缶を元々は障害者に対応する施設と

して造り、それを最終的にはびん・缶にアレンジして使っているという状況の中で、

今の騒音・臭いあるいは作業環境の劣悪な状況を作っております。それの主たる原

因は何かといったら、やはりトータルとしての、直す時期のときには直さざるを得

ないと考えて、今回につきましては、確かにとんぼ工房５年間という期間しか使用

しておりませんが、現段階では一番有効な場所にリサイクルセンターを建てるには、

その部分を取り壊さざるを得ないというふうに考えております。 

○司会 新井次長 

  とんぼ工房のことですか、はい。 

○委員 

  とんぼ工房と施設的な問題です。施設的なっていうのは既存の設備ですね、例え

ば今、炉が改修予定になって来てますよね、具体的に、もう作業に入りますよね。

で、それがこのまま永久に使える訳じゃない訳ですよ。ということは、また１０年

後には同じような問題が当然起きる訳ですよね。その炉の改修ではなくて、おそら

く建替えみたいな問題になってくる可能性ありますよね。そういうものと、今ここ

で、そちらで考えられている施設計画とのね、将来的な整合性はどういうところま

で考えていらっしゃるんですか。 

○司会 新井次長 

  焼却炉の延命化工事については、確かに２２年度・２３年度でそういう工事を行

いますけれども、その関係とリサイクルセンター、秋水園の中に於ける施設整備の

これからの展望というか在り方の質問ですか。 

○委員 

  というのはですね、とんぼ工房もそうなんです。５年で計画が変わって壊すって

話がこうやって生まれてくる訳ですよ。 

○司会 新井次長 

  その関係、部長から説明します。 

○西川部長 

  回答としましては、２０年３月にですね、リサイクルセンターの配置計画これを

年度で言うと１９年度にやっております。で、この中で将来の焼却炉の建替えを含

めて検討をさせて貰いました。その回答としては、現在の焼却炉と今回建設予定し

ておりますリサイクルセンター、その中間部分に将来の炉の建替えのスペースを確

保して、リサイクルセンターの建設を計画しております。以上です。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  今ですね、建屋のいろいろ説明をして貰って、大体自分が疑問に思っていたこと

が良く分かりました。それで一つはですね、この添付図４のところを見ていただき

たいんですけれども、受入ヤードとそれと受入エリアの間にですね、車両通行帯が

あるんですよね、何で通行帯が真ん中にあるのかなと思った。例えばですね、ここ
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の受入ヤードからこちらの受入エリアにホイルローダーという馬鹿でかい物でです

ね、ものを運んでいる最中に、もし搬入車両がここを通った場合はですね、作業の

ですね、妨げになる訳ですよね。それで西川部長が今言われたのは、どうしてこの

端に持ってきたかということなんですけれども、アームホルダーがこのものをです

ね、受入のとこに入れるために押しつけてやるから、端にきたんだとの説明があっ

たんですけれども、私はアームホルダーってよく見たんですけれども、何であんな

馬鹿でかい物が要るのかなって感じなんですよね。もっと例えば、ショベルカーみ

たいなもっと小さいやつでね、こうすくって、いっぺんにこちらで作業するわけで

はない訳ですから、その回数を上げるようなことをすればね、こんなアームホルダ

ーみたいな、こんなでかいですね、受入ホッパに入れる道具はね、要らないと思う

んですよね。そういうことを一つ感じました。それから二つ目がですね、何でこの

建物がこんな大きくなっちゃうのか、という原因は色々あると思うんですけれども、

一つにはデッドスペースといいますかね、吹抜ですね、吹抜の面積というのは相当

大きいんですね、ざっと計算すると３０％位が吹抜で占められているということ。

それからもう一つは、各処理施設がですね、１フロアで収まらないですね、１階か

ら２階に行ったり、２階から３階に行ったり、戻って来たりと、今の現状を見ます

とね、非常にコンパクトにレイアウトされてまして、全て一つの１フロア的な考え

で皆、繋がっているんですね。当然２階に運ぶためにはそれだけのコンベヤの長さ

も必要でしょうし。それから、建物としては必然的に大きくならざるを得ないんで

すね。ですから、その辺を現状のようにコンパクトにすれば、もうちょっとこの建

物的な大きさっていうのはね、小さくなるんではないかなっていうふうに考えまし

た。それから３点目、これで終わりにします。作業者の配置のエリアをですね、こ

のところに赤いポッチが付けてあるんですけれども、その赤いポッチは、おそらく

作業者の配置を示していると思うんですよね。それで、単純にこの赤の数を数えま

すと３４個あるんですね、これね、３４個ということは常時３４人張り付くという

ことじゃないと思いますけれども、現在のその作業を実際にやられている方の人数

はね、何人でやっておるんですか。そうすると、やっぱりせっかくりっぱな建屋を

造ったのはいいんだけど、人が余計に増えちゃったりね、現状よりもね。そういう

ことがちょっとね、心配だなって思うんですね。以上３点です。 

○司会 新井次長 

  では、３点ですが、施設課長いいですか。 

○田中施設課長 

  先ほどのホイルローダーが小さければ建物の高さを低く出来るのではないかとい

うご質問ですが、・・・ 

○委員 

  それから、真ん中に車両の作業スペースを確保しているが、一般車両の持込み時

にどう見ても作業の邪魔をするかなと、ですから良い設計ではないなと思います。

○田中施設課長 

  その辺は、安全を確保するために、作業員を配置していきたいと、今は考えてお

りますが、その意見も参考にしたいと思います。 

○委員 

  一般車両の持込みが来た時は、停車するか、作業を中断するかになると思います

ので、その辺を考えてもらいたい。 

○田中施設課長 

  はい、そうですね。 
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○司会 新井次長 

  車の大きさだとか、秋水園への搬入車両の回数だとかは、この整備基本計画の２

２ページに参考としてありますので、色々な車種、大きさだとかイメージしていた

だけるのではないかと思います。補足です。 

○田中施設課長 

  １フロアで処理が出来ないかということですが、上下高さを使うことによって長

さを短縮できるという形で上にして、２階３階で処理する形にしています。人数の

関係はですね、現状と人数的にはそんなに変らないということです。 

○委員 

  今、人数は大体何人位ですか。 

○西川部長 

  ３４～５人位、それ位です。今３４～５人位いると思うのですが、ただ不燃を実

質的にはやっていないんですよね、破砕機止めていますので。３０何人で、この計

画では不燃をもう一度動かしていくという選別作業を入れながら、３６人という数

字を出していますから、実質的には若干落ちるのかなという数字ですけれども。た

だこれはですね、実際にこのとおりやったとしてですよ、変動する可能性はありま

す。今現在の考えとしては、これ位の配置は必要だと考えています。 

○委員 

  先日見学した時に、不燃は実際何も処理せず、そのまま持っていっているという

説明を受けましたので、不燃については実質人数はいらない、いらないといっては

語弊があるかもしれませんが、いらないと感じました。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  さきほどの西川部長の説明で、基本的には自動化機械を入れないで、手作業で選

別作業をやりますよと、いうお話でしたね。その前に先の委員さんの質問で、ラン

ニングコストについてはまだ今計算できておりません、というお話でしたね。ただ

それは行政側としてはまずいなと。というのは、少なくとも新しい設備を作るから

には、現状のランニングコストよりも同等又は下げるという、そういう物の考え方

をしないと、まずいのではないですかと。ただ、こういう、コンベアをかなり多く

使うということは、電気系統がかなり多くなっているので、多分ランニングコスト

は上がるだろう。人の配置も、人為的に全部選別をやらなくてはならないとなると、

現状と同じだろうと。そこの中で合理化して、現状のランニングコストと同じ位に

抑える、そういう施策を考えてもらいたい。それと、委員が言った意見に対して、

私もある意味不安に思うのですが、一般の車両、パッカー車だけでなく、我々の車

が入っていって、この大きなホイルローダー、危なくてこの中運転できないのでは

ないか、特に粗大ごみは我々市民も持っていきますからね、これはちょっと配置上

は、考えてほしいということ。それと、田中施設課長のほうから、上に上げたほう

がコンパクトにまとまるよと、本当にそうかなと、もう一度考えてほしい。上に上

げたほうが建屋の費用がかかるし、本当にコンパクトに出来るのかと。今確かに露

天ですけど、非常にコンパクトに作業しているんですよね、今はね。だからそうい

う点は見直してほしい。 

○司会 新井次長 

  今の委員さんから、ランニングコストの点で質問があり、西川部長から、このリ

サイクルセンターも破砕機を設置せず、人による選別にすれば設置する費用が安く
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なるという説明がありました。それについては議論があると思います。それから、

導線ですよね、特に粗大ごみ等ですが、確かに持込が多いのですが、屋内の導線で

安全が保たれているかどうかですね。それにつきまして、西川部長から説明します。

○西川部長 

  まずランニングコストの件ですが、実はですね、屋内に入れることによって一番

気をつけなければいけないのは、集塵といいますかダストの関係なんですね。当然

中で人が働くわけですから、そのホコリの関係を絶えず空調を入れて吸い上げなけ

ればいけない。それと、照明関係もかなり電力を喰っていきます。ですので、ここ

の部分が実は電力量が現在予測しようが無いのです。なぜかというと、どのくらい

の設備機器を入れるかということは、検討する段階に入っていませんから、試算の

しようが今現在ありません。少なくとも実施設計の段階までいった時点では、当然

試算をして、どれくらい電力量がかかるか、どれだけ落とすものなのか。あるいは

インバータなどの省電力型を使うのかという検討は今後していくようになると思い

ます。それと、プラットホームの中をホイルローダーが動き回るということなんで

すけれども、この受入ヤードにごみが入るケースというのは、恐らく直接パッカー

車が入ってきて、ここの⑥・⑦のところに受入ホッパがありますね。受入ホッパの

所に直接入れるケースの時には、ホイルローダー動かないんです。それが、受入ホ

ッパ以上に大量に入って来た時に、初めて受入ヤードに入っていくという動きにな

っていくと思います。だから一時滞留させる場所というふうに考えていただいたほ

うが良いかなと思います。どうしても先ほど言いましたように、ホイルローダーを

動かすという時に壁に押し付けてバケットに載せる関係から一番端にもってきてい

るのですが、今のご指摘の内容を今後検討して、やり方によっては受入ヤードから

直接受入ホッパに落とすような形式が出来るかどうかは今後検討していきます。そ

うすれば、ホイルローダーと車両がクロスすることは無いですが一点気になるのは、

それをやった時には受入ホッパをかなり深く掘らなければならない可能性があると

思っています。この辺ですと所沢東部クリーンセンターでしたか、あそこ一番新し

い施設なんですが、あそこの受入ホッパはかなり深いのです。そこにどんどん入れ

ていく、その代わり、受け入れ側でホイルローダーを極力動かさない方式なんです

けれども、その場合には、ホイルローダーのかわりにクレーンみたいな掴むやつ、

現在の焼却炉で使用していますが、あれを設置しなくてはいけないという等色々条

件が出てきますから、ここについては、今後の検討課題というふうに考えまして、

なるべく安全に動けるようにということは考えていきます。それと、⑥～⑪までの

機械関係、一部３階建て、２階建てということですが、全体に言えるのは①～⑥ま

での受け入れのスペースありますよね、先ほども言いましたここには、パッカー車

が入る所に個人の持込みごみの車が入り、かつ、受入ヤードの所のホイルローダー

が動くというスペースを確保するためにこの大きさになっているのです。その全体

の長さを考えますと、これ以上、９３ｍという長さを拡げることが難しいという事

で一部３階建て、２階建てにしている訳です。ですので９３ｍをこのままの設備で

ですね、平屋にしようということであれば、１００ｍとか１０５ｍになる可能性が

ありますから、それについては、詳細を詰めていく中で検討していく課題かなと考

えています。 

○司会 新井次長 

  今、施設整備にあたって、イニシャルコスト、建設事業費ですとかそういうこと

は大体総額が出ているのですが、ではランニングコストはどうなのかということで

すけれども、これは、まだ計画が固まっていないので、実施設計の段階、固まった
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段階で現状と新設でのランニングコストの比較をする、今の段階では出来ないとい

うことであります。次の質問、はい、委員。 

○委員 

  ただいまですね、建物は一部３階建てということで説明がありましたけれども、

その３階の部分につきましては、缶・ペットボトルのコンベヤでありますが、２階

の図面を見ますとですね、ここに会議室の他に大会議室があります。その中でです

ね、果たして大会議室が第一会議室よりも広いスペースになっていて、見学者用の

大会議室が必要なのかという点が第一点と、それならば３階のレイアウト変更して

缶・ペットボトルのコンベヤ部分を下に降ろして、吹き抜けの所を利用すれば、も

っとコンパクトに出来るし、３階建ては必要なくなるのではないかという考えがお

きるんですけれども、会議室は２つあり、大会議室を入れて３つということになり

ますよね。大会議室と見学者用の通路がありますけれども、こういった物、外の人

に見せるために造るのではないのですから、そのような物は必要がないとおもいま

すが、いかがでしょうか。 

○司会 新井次長 

  今、大会議室の大きさと、見学者用の通路について質問がありました。では、西

川部長。 

○西川部長 

  実はですね、リサイクルセンターは、やはりある種啓発施設でもあるということ

で、見学コースはほとんどの施設で造ります。おそらくごみがどういうふうに分別

され、ごみがどういうふうに処理されるかというのは、委員さんご存知のように小

学生であれば４年生の時に見学に来ますよね。それを今はすごく状態が悪い中で見

せているのですけれども、そういう意味では見学者用の通路、これはやはり確保す

る必要があると考えます。ただ、大会議室はこれでいいのか、或いはもっと小さく

すれば良いか、無くして良いかは、おそらく一番多いケースは先ほど言った小学生

１クラス、３０～４０人入れる場所があればいいかなというふうに考えます。です

から、ここについては、大きさはこれが良いというのではなくて、今言いましたよ

うな、１クラス受け入れ出来れば良いという検討をしていく必要はあるかと思いま

す。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  大会議室のことですが、今、見学者は小学生だけ想定していますか。それとも他

の方も想定していますか。月にどれくらい稼動するのですか。 

○司会 

  見学者用の通路について質問があり、西川部長から話がありました。その見学者

については小学生だけを対象としているのか、或いは別のことも対象にしているの

かについて質問がありました。田中施設課長。 

○田中施設課長 

  見学については、１５校中１２校が来ています。 

○委員 

  年間ですか。年間ということでいいんですか。 

○田中施設課長 

  はい。それから、一般の方が見学するケースも何回かあります。 

○委員 
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  件数は、年に何回ですか。 

○司会 新井次長 

  ごみ減量推進課の当麻課長から補足説明いたします。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  見学者通路と会議室ですが、先ほど部長のほうからもお話しましたが、それと周

辺自治会の方々と見学に行きました小早川でしたか、そのクリーンセンターについ

ても見学者通路と会議室がありました。そのように、これからの施設に関しては、

今までと比べて、もっと開かれた施設にする必要があるということで、見学者通路

と会議室で、またですね市民以外の方が見学に来るということもありますので、必

要な施設と考えております。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員  

  もう一点。小早川でしたか、あそこの見学用教室がありましたけど、年に何回く

らい使っているか、聞いていませんか。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  聞いておりません。 

○委員 

  というのは、こういう会議室だとか何かを作っても、ほとんど空いていることが

多い。東村山市は、税金が無い、税金が無いと言うけれども、会議室の無駄なスペ

ースを作っている。もしこういう大会議室を造るのだったら、空いているときは、

周辺住民に使わせてもらいたい。そういうような考え方で大会議室を作る以外はや

めてもらいたい。身の丈、身の丈と言っているが、これは身の丈に合っていないと

思う。 

○司会 新井次長 

  会議室の取扱いについて再質問がありましたので、再度西川部長から説明いたし

ます。 

○西川部長 

  先ほどの委員さんにもご説明しましたが、この大きさが確定という訳ではござい

ません。大きさ、設備、使い方等については、実際に検討する段階で検討していき

ますので、ただこの段階で私が造りませんとは回答できませんので、当然検討する

項目としては入れてまいります。 

○委員 

  もし造るのでしたら、ふれあいセンターと同様に、周辺住民が使えるような施設

にしていただきたい。 

○西川部長 

  はい、分かりました。 

○司会 新井次長 

  大会議室につきましては、大きさ、必要性、頻度含めて、これが全てではありま

せんので、検討の一つとしていきたいと思います。はい、委員。 

○委員 

  関連で、今当麻ごみ減量推進課長のほうから、見学者用の通路、これは私も認め

るというか、必要性分かりました。ただ、これに伴っての大会議室、これだけは必

要ないと感じました。もし、さきほどの委員さんがおっしゃったように、多目的の

会議室であって、今ふれあいセンターの稼働率が高くてなかなか使えないというケ
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ースがあるわけですよ、使いたくても。そういう時にね、フリーに、フリーと言っ

たらおかしいが、多目的に使えるということであれば、ある程度は、納得いくと思

いますが、今の段階では、大会議室というのは無用に思われる。 

○司会 新井次長 

  今の委員さんの質問の回答を西川部長より。 

○西川部長 

  共通しているのは、貸し出しが自由になって、周辺住民の方たちが使える部屋で

あれば、有効に利用されるから良いよということですよね。ただ単に見学者用でそ

れ以外は使わせないよという話ならおかしいじゃないかということですね。 

○司会 新井次長 

  用途を多目的として、詰めていきたいと思います。 

○委員 

  もし造るのであればですよ。不用ならば３階部分を２階に下げて建設すれば、２

階建てで済むのではないかということです。レイアウト変更すれば、可能じゃない

かということです。 

○西川部長 

  はい、わかりました。それは、将来の検討、実施設計に入る前には、どういう大

きさにしたらよいか、造るか造らないかを含めて考えます。もし仮に造るのであれ

ば、地域に開放するということを前提に、造るということで、そのような検討を加

えていきたいと思います。 

○司会 新井次長 

  大会議室を含めてですね、扱いを含めてですね、部長の説明でした。それ以外で

ありますか。はい、委員。 

○委員 

  添付図４ですが、⑩のカレット分の扱い、ストックヤードなんですが、今は外に、

野積みみたいな形で、現状ありますね。今回、屋内に持込む理由はまず何でしょう

か。それから、私は隣の小平市と国分寺市の施設を見てきました。両市とも共通し

ているのは、マルチリフトと言いまして、皆さんも知っているかもしれません。よ

く最近は建築現場で、トラックの、ダンプカーの荷台だけを置いていってしまって、

そこに廃材なんかみんな入れてしまう。それを後でトラックが取りに来て、それを

持ち出してしまうという、非常に効率的です。今、国分寺市も小平市もそういった

ストックヤードにしている。ですから、それを外に出している。それが５台、６台

並んでいて、それを取りに来た時に、連結してすぐに運び出している。このように

固定する理由は何ですか。 

○司会 新井次長 

  びんの処理をなぜ屋内でするかという質問です。それについて、西川部長から。

○西川部長 

  委員さんに質問一点。今の小平の例ですけれども、ベルトコンベアから落として、

落とす時には、屋内ですか、屋外ですか。 

○委員 

  もうちょっと説明しますと、私は、処理施設は・・・ 

○西川部長 

  いや、どういう施設でしたか、屋外でしたか。 

○委員 

  屋外、保管所は屋外です。トラックの荷台の中に全部あけてある。 
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○西川部長 

  屋外のトラックの荷台に直接落ちるようになっているのですか。 

○委員 

  いや、違います。それは、施設的にね、いわゆるカレットにするための・・・。

それは東村山でも屋内の施設は当然必要だと思います。ただ、それをどういう形で

保管するかという、東村山の計画では、１階にこれだけの固定した・・・ 

○西川部長 

  まだ、質問が終っていないんです。今のお話ですと、カレットにするのは屋内、

カレットを載せるのはトラックの荷台に相当するところ、トラックの荷台に相当す

るところに載せるのはどうやって載せていましたか。 

○委員 

  小平市は、アームロールで。 

○西川部長 

  アームロールで。カレットにする場所は屋内で、アームロールの荷台を外に置い

といて、アームロールの荷台に入れる時は、屋内でやっていましたか、屋外でやっ

ていましたか。 

○委員 

  そこまで確認していません。要はこんな大きな施設がいるかいらないかという着

眼点で、そういう視点で見ていますから。私が言ったことが全てではありませんか

ら。  

○西川部長 

  いや、今委員さんがそのようになっていたということを言っていたので、それに

対してご質問と回答をさせていただきますけれども、であれば、小平市の方法とま

るっきり一緒です。なぜかというと、屋内で、先ほど委員さんがおっしゃったカレ

ット、びんをつぶしていたという、同じ様につぶしています。これを、アームロー

ルという荷台に載せるか載せないかという違いだけ。仮に載せるべきだというので

あれば、載せればいい話で、今度その代わり、アームロールの荷台をどこに置くか

ということを当然考えなくてはならない。 

○委員 

  私は、あえて屋内に入れる理由は何ですかと聞いている。野積みしてその荷台を

外に置いても良いわけじゃないですか。今はストックヤードは外に出ている。それ

をもう一歩進めて、直接そこへ持っていってしまえば、搬入する作業が無くなる。

そういったような最新の技術が実際に使われている所があるわけですから。 

○司会 新井次長 

  整理しますね。今の委員さんの質問は、ストックヤードは今計画では屋内ですが、

小平市のように屋外でやる。新リサイクルセンターでは屋内でやる理由は何かとい

うことですね。施設課長から。 

○田中施設課長 

  ２階から落として割ってストックヤードに保管するんですけど、その時まず音が

出る。それと、今の委員さんは荷台に載せたほうが良いということですが、このス

トックヤードから積み込む時にまた音が出ます。そのことから、屋内にすることを

考えています。ある程度の量がたまらないと積み込むことが出来ません。 

○委員 

  他市の例を見てください。 

○司会 新井次長 
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  西川部長から。 

○西川部長 

  添付図７をご覧下さい。断面図が３つあります。一番下をご覧下さい。Ａ－Ａ断

面ですね、それの一番右側。これがベルトコンベアからずっと流れてきて、一番右

下にコンテナというものがあります。これはまさに先ほどの委員さんがおっしゃっ

ていた、わざわざホイルローダーで積み替えるのではなくて、コンテナに積み込め

ば良いお話ですね、そういうことですよね。それは、ここのコンテナの所ではやっ

ております。よろしいですか。 

○司会 新井次長 

  委員さん、よろしいですか。 

○委員 

  よろしくないですよ。私が言った意味合いを理解されていないですよ。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  今のことに関連しますが、一回破砕したカレットというのは、現状では、外にス

トックヤードがあって野積みされているわけですよね。私が見学しました時に、や

はり雨風にさらされると。有害物は入っていないが雨に濡れた液体が地面に流れ出

している、見た目にも非常に悪いと。だからこういうものは屋根をつけるか、屋内

に置いたほうが良いでしょうというのが私の意見です。ただ、今部長さんがおっし

ゃるように、カレットヤードに置く時に、あらかじめ箱か何か置いておいて、ある

程度いっぱいになったら、その箱ごと外に出すようなそういうような効率的な方法

は必要だと思いますよ。二つめ、質問があります。各処理施設のね、配置エリアで

どのような冷暖房を考えていますか。現状例えばペットボトルのね、ラインの所は

石油ストーブを置いてあります。燃えやすいもののところに石油ストーブは、もし

火災が起きたら、何でという話になりますけれども。関連して、今度の建物は広い

ですから、全館を冷暖房という訳にはいかないと思いますが。ですから、作業者を

配置した所には、間仕切りをして、冷暖房が出来るようなことを考えてもらいたい

ですね。 

○田中施設課長 

  作業員のことを考えて、冷暖房を考えたいです。 

○西川部長 

  おそらくですね、全体の空調は全体でかけますが、作業員がいるエリアについて

はスポット用の冷暖房ありますよね、よく丸い、工場なんかにある丸いもの、あれ

を設置してスポットの冷暖房するようになると思います。夏に１８度１９度に下げ

ようということになると、とてつもない電気量になりますから。全体の温度を下げ

るにしても、なおかつ局所的に下げる場合には、スポットの冷暖房をそこに当てる

ようになるのではないかと考えます。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  びんの破砕施設の環境面なんですけど、現状びんの破砕施設のね、床面を見てい

ますと、相当散らばっているんですよ。ですから、安全上も良くないし、作業者の

健康上もね、びんの破砕した細かい粉塵が舞っている、それを吸うことは無いと思

いますけれども。やっぱり、その辺も考えれば、破砕片が床とかそういうところに
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飛散しない構造を考えていただきたい。 

○司会 新井次長 

  今要望を含めてなんですが、現状のびん処理含めてかなり的確な指摘であります

ので、新施設の中では、そういう解決策を講じていくということで、対応させてい

ただきたいと思います。はい、委員。 

○委員 

  その前に確認したいのですが、添付図５の吹抜は、ホイルローダーのためだけで

すか。 

○司会 新井次長 

  添付図５右側の吹抜、左側もですか。 

○委員 

  はい。 

○司会 新井次長 

  吹抜の説明を、田中施設課長。 

○田中施設課長 

  ホイルローダーの高さの関係、積み込みとかの関係で、吹抜を高く取ってありま

す。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  この添付図７のＢ－Ｂ断面、プラットホームの上がずっと空いているんですね。

Ａ－Ａ断面も。それからＣ－Ｃ断面の右のほうの上も空いている訳ですよ。この広

さというのは、ちょっと測ってみても大会議室が１０個位取れるよと。無駄だと思

いません。それから、もし無駄な所だったら、せっかくこういう場所があるんだっ

たら、市役所の色々な施設があると思うんですけど、そういうのをその中に閉じ込

めてしまえばいい、そうすればお金がかからない。例えば中央公民館だとかそうい

うものを閉じ込めちゃって、その中の一個の処理をあそこのところに持っていって、

見学者の通路として、こういうことをやっているんだというものを見せてください。

そうすることによって、ごみの減量が出来るんじゃないの。見学者通路なんて、き

れいだなと思ったら、もっとごみを出しちゃうかもしれない。あんまり必要ないん

じゃないのかな、そんな感じです。 

○司会 新井次長 

  今、委員からプラットホームに余分なスペースがありすぎるのではないかという

指摘なんですけれども、西川部長から説明します。 

○西川部長 

  吹抜についてはですね、全てホイルローダーの高さです。７ｍでは十分でありま

せん。それが１０．５ｍが正しいかわかりません。右側でいくと１１．５ｍですか

ね。それが正しいのかは、今現在、これが正しいとは言えません。当然ホイルロー

ダーの高さ等を実施設計の段階で検討します。７ｍでは不足します。ですから８ｍ

から１０ｍの間のどこかの線に落着く事になります。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  ホイルローダーはそんなに大きいの。もっと小さいのを入れれば良いじゃない。

○司会 新井次長 
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  西川部長。 

○西川部長 

  実はですね、ホイルローダーのアームは特注品なんですよ。どうして特注品かと

いうとですね、トラックの、鉄と不燃と処理困難物といくつか大きいトラックがあ

りまして、それが一番長いやつじゃないと２階の上から落とせないんですね。です

ので、搬出するトラックの関係から、それが必要です。トラックを小さくすれば良

いではないかということになりますと、搬送コストが極端に上がっちゃいますから。

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  そんなにでっかいトラックなんですか、吹抜の幅いっぱいの。端のほうに、トラ

ックを止めておいて、そこに持っていってやればいい話じゃないですか。こんな吹

抜で大きいの作る必要全然無い。屋外で持っていけばいいかもしれない。それだけ

で吹抜が少なくなる。 

○司会 新井次長 

  今の、添付図５で、右側の吹抜が不要ではないかということですか。 

○委員 

  両方とも。 

○司会 新井次長 

  両方とも。 

○委員 

  中で積むのではなくて、外に持っていって積めば良い。 

○司会 新井次長 

  再三申し上げているように、これ全て固まっている物ではありませんので。 

○委員  

  わかっているから意見を言っている。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  ホイルローダーは今使っている物をそのまま使おうとしていますか。 

○西川部長 

  はい、そうです。 

○委員 

  そうですよね、確かに大きいから高さ必要ですね。今の委員さんがおっしゃった

ように、全てここの所で使うのではなくて、一箇所を決めてそこで積み込みをすれ

ば、全部この吹抜を造らなくても十分稼動できるのではないかと、私も現場にいた

経験がありますのでわかります、やはり２階の吹抜部分がなければ有効に使えるわ

けですよ。そしたら３階部分はほとんどいらなくなる、気がする。ですので、確か

におっしゃるようにホイルローダーは大きいですから、鉄と不燃物積み替えだけで

すよね。 

○西川部長 

  不燃も逆に、実は不燃は今ベルトコンベヤのラインを設置しているのですが、手

選別をするという前提でベルトコンベヤを入れているのですが、今やっていないの

で、この選別ラインをカットしようかと考えています。 

○司会 新井次長 
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  吹抜を有効に利用したほうが良いというご指摘がありました。その後不燃の処理

についてですが、現状手選別していないのですが、今回リサイクルセンターの計画

では、ラインがある訳ですよね、その指摘でした。再度西川部長から。 

○西川部長 

  不燃物のラインがですね、受入ホッパからベルトコンベヤで上がってきまして、

添付図５になりますが、６人の人間が手選別をして、破砕はしません。粗選別をし

た後、機械に放り込むというように考えているのですが、今現在の不燃物のやり方

は、単純に積み替えて業者に持っていっているんです。それで、わざわざこのスペ

ースを造って、選別がいらないんじゃないかと、そうすると、逆に今度また大型の

ホイルローダーが必要になる。ホイルローダーで今も積み込んでいますから、その

作業が新たに出てきます。 

○委員 

  ただですね、不燃物の積み替えについては、カツタがやっていますよね。アーム

ロールでやっていますから、実際下ろしてやっていますよね。ホイルローダーはい

らないと思いますね。 

○西川部長 

  ベルトコンベヤはやめようかと考えています。 

○委員 

  それは、よろしいと思います。 

○西川部長 

  ベルトコンベヤをやめて、ホイルローダーで積み替えすればそこの施設はすっぽ

りなくなってしまう。 

○委員 

  不燃物については、破砕せず、積み替えでラインに出しちゃうという、そういう

説明でしたよね。そういう形ならよろしいんじゃないですか、必要ないですね。 

○西川部長 

  はい。 

○司会 新井次長 

  不燃については今年から全て外部処理しています。このリサイクルセンター整備

計画の中では、その処理過程がそのままいらないのではないかということで、西川

部長のほうから、現状は選別等していないということで、それを踏襲していく考え

であると説明しました。はい、委員。 

○委員 

  リサイクルセンターの中にとんぼ工房が入るのですよね。これ２階ですよね、と

んぼ工房は１階のほうが良いと思います。現状でもとんぼ工房は何をやっているか

わからないですよね。益々どういうことをしているんだろうかということで。リサ

イクルセンターといいながら、ストックヤードみたいに、集めた物をまた積み込ん

でいくという形で、何をリサイクルするのという感じの中では、とんぼ工房がリサ

イクルを謳うのであれば、もっと利用しやすいようにしたほうが良い。土曜日にな

んとか講座とかやっていますけど、限定して人数も少ないですし、本当にみんなが

来てリサイクルを楽しめるような形のリサイクル工房にしたほうが良いと思いま

す。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 
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  僕はとんぼ工房何をやっているかわからない、全くそうなんですよ。とんぼ工房

はおもちゃを作って売っている。これは一個わかります。それからあと一個は家具

だとか何かを修理して、美住リサイクルショップへ持っていっている。あんな美住

リサイクルショップの小さい所に、家具を修理した物がどんどん入る訳ないじゃな

いですか。売れ残りがいっぱい残っている訳でしょ。そういうことをやっていると

言っていますが、基本的に家具の修理は全然やっていないですよ。 

○司会 新井次長 

  とんぼ工房の詳しいことについて、当麻ごみ減量推進課長から。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  今の意見、承りますが、とんぼ工房は何をやっているか、また、美住リサイクル

ショップは何をやっているのか、という意見はあるかと思います。ただ私たちのほ

うは、市報やごみ見聞録、ごみの分け方出し方等の部分において啓発はしているつ

もりです。見ていただいてないということは、非常に残念です。それとですね、今

美住リサイクルショップは家具の再生をやっているのかということですが・・・ 

○委員 

  今家具の再生をやっているのですかと、どのくらいやっているのですかと、デジ

タルで言ってください。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  大体金額的に、お売りする金額、３～４，０００円程度で美住リサイクルショッ

プのほうでは、販売をしておりますが、約３００万円から３５０万円程度の販売を

しております。年間で。それと、とんぼ工房の講座のことで４～５人で非常に少な

いよという意見ですが、誠に申し訳ありませんが糸鋸とかそういった台数が非常に

限られておりまして、少人数に限定してやっておりますし、また糸鋸等を使用いた

だく場合、勝手に使ってよいという訳にはいきませんので、今現在は人数的に限定

してやらさせていただいております。 

○司会 新井次長 

  今、とんぼ工房の場所が２階ではなく１階へしたほうが良いということと、とん

ぼ工房のやっていることとか付随しましたが。とんぼ工房に関して意見等ございま

すか。はい、委員。 

○委員 

  質問する気はなかったんですが、今聞いてて、やり取り聞いてて、３００万円か

ら３５０万円の収入がとんぼ工房からここへ来る、あるんですか。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  あります。 

○委員 

  それはどこに出ているんですか。私たちが見ようとすると。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  事務報告書です。 

○委員 

  事務報告書に出ているのですか。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  はい。インターネットホームページで、毎年事務報告書が見られるようになって

おります。 

○司会 新井次長 

  西川部長から、家具のことで補足させていただきます。 
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○西川部長 

  とんぼ工房の関係でですね、何をやっているか分からないというご意見がお二人

からあった訳ですけれども、担当部長としては非常に残念ですと言うしかない。な

ぜかと言うと自分が知っているかいないかだけで、とんぼ工房の活動が何をやって

いるかどうかわからない。非常に活動している方たちからすれば、不本意なご意見

だと思うんですよ。とんぼ工房にいる方たちは当然リサイクルをどうするか、或い

は家具の再生をどうするかということを十分に考えながら年間を通じて活動をして

いる訳です。それをやはりですね、こういう公の場の中で、どれだけ活動している

か分からないという言葉は、担当部長としては非常に残念かなという。 

○委員 

  私が言ったんですが、周知はされていません。とんぼ工房って何ということは多

いですよ。近くの方は分かっているかもしれませんが、それほど活動の内容だとか

が周知されているとは思いません。ですからもっと周知されて活用するような、セ

ンターの中に入れるのであれば、活動しやすいように１階がいいんじゃないかとい

うことなんです。 

○司会 新井次長 

  今、委員さんの意見は、施設の中をどれだけ充実を図っていくかというそういう

指摘ですよね。２階から１階という色々な指摘がありましたけれども。いわゆる新

施設の中でとんぼ工房をどうやって位置づけていくか、その機能をどうやって充実

していくのかという。はい、委員。 

○委員 

  補足というか、経験から。とんぼ工房というのは、家具をいっぱい修理し、月１

回、多い時は２回位、２ｔトラックにいっぱい詰め込んで美住リサイクルショップ

に持込んでおります。私、見ておりますし、やっておりますことをよく存じており

ます。そういった意味では必要なものはリサイクル行っていることは事実だと思い

ます。もう一つはですね、とんぼ工房とサポーターズの関係が、皆さんはっきり分

かっていないんじゃないかなという気がするんですね。サポーターズシステムとと

んぼ工房の活動というのは、分けて考えないと、ただおもちゃだけ作っているとい

うことになってしまうのかなと。その辺の説明をやはりなさったほうが良いと思い

ます。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  今、１回か２回、何を作る・・・。 

○委員 

  いや、こちらで作ったものを美住リサイクルショップに持込む。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

今当麻ごみ減量推進課長が言っていましたけど、３５０万円ですって。一個平均

３，０００円として、一ヶ月台数で割ると、１年間１，２００個の家具が売れてい

ることですね。１，２００個の家具が売れているということは、３６５日というと

１日４台位売れている計算になる。１日４台売れているのに、一ヶ月に１回か２回

しか運ばないのに、４台も売れるわけがないじゃない。  

○司会 新井次長 
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  先の委員さんがおっしゃったとんぼ工房の位置付けととんぼサポーターズの関係

がよく分かっていないのではないかということで、その補足の説明を当麻ごみ減量

推進課長から。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  とんぼ工房と言いますのは、粗大ごみを市民の方が持ち込んだ、又は我々が取り

に行っている物があります。その中で使えそうな家具がありましたら、工房に持っ

てきて、私たちの職員が再生して美住リサイクルショップへ持っていって売ると。

それと、とんぼサポーターズというのが２年半位前ですか、市民の方で組織されて、

家具として使えない部分の板等を使用して、とんぼ工房帰りに見て行ってもらえば

分かりますが、車を作ったり、色々な物を作って、皆さんに販売をしております。

それもリサイクルになっていると思っています。また先ほどの委員さんからのお話

がありましたが、家具１～２回、もうちょっと持っていっていますが、随時、供給

と需要のバランスがございますので、ショップが少なくなったら持っていくという

ような仕組みを採っておりますので、月何回ということは言えませんが、大体週一

回は定期的に補充をするようにして、あちらのほうにリピーターとしてかなりの方

が買いに来て頂いております。 

○司会 新井次長 

  今、とんぼ工房のことで盛り上がっていますが、現状残すのか、リサイクルセン

ターの中に作られるだろうとんぼ工房、ちょっとそこ区分けしてご意見出してくだ

さい、ということでよろしいですか。 

○委員 

  いや、全然よろしくない。数字合っていないじゃないですか。１日４台で月１２

０台、それまで売れているのか。 

○司会 新井次長 

  今のやりとり、トータルで西川部長のほうから。 

○西川部長 

  ３００万円から３５０万円金額としては出ています。委員さんは、家具として計

算していますよね。 

○委員 

  はい、そうです。 

○西川部長 

  そうではなくて、家具もあれば、テニスラケットの古いのがあったり、全部そこ

から出ているんです。全部ごみから出てきたものを、とんぼ工房の職員等が集めま

してストックしてそれを出していますから、結果的に美住リサイクルショップに行

っているものは全てとんぼ工房から出ています。その中には家具だけではなくて、

家具もあれば、本もあれば、衣類もあれば、テニスラケットがあったり、そういう

色々な物があるんです。それぞれに金額がありますから、単純に金額を日数で割っ

て１日４台の家具が売れているんですねというそういう状態ではありません。 

○委員 

  わかりました。 

○司会 新井次長 

  リサイクルセンターでの関連でとんぼ工房についての意見をお願いします。はい、

委員。 

○委員 

  １階にしたらどうですかというのは、作ったものを販売する云々だけでなくて、
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開けた形で利用してもらえたら良いのではないかということで、せっかくの廃材も

ただ作って売りますという形でなくて、参加して、一緒に作業できるような形にし

たら、一階でやったら良いかなという含みもあって申し上げました。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  前にも言ったことがありますが、粗大ごみが１２０％も増えるということ、平成

３２年に、それ位の計画になっているんですよ。私が前にも言ったのは、１０年前

にとんぼ工房が出来た頃、美住リサイクルショップが出来て、その頃の社会的背景

とはまだリサイクルがそんなに盛んではない時代でした。それが今街中にリサイク

ルショップはいっぱいあるじゃないですか。民間と行政の仕事の分野というのは、

時代が変ってきているんだから、再生的に使える物はもっと民間にまわす様な仕組

みにしていかなければ、何でもかんでも抱え込んで、行政がいつまでも販売をして

いますというのは、私は、全面的にやめるべきと思います。そういうことを、これ

からの計画の中では、持ち場を考えていく必要があると、あえて提案します。  

○司会 新井次長 

  提案なんですけど、西川部長のほうから再度説明します。 

○西川部長 

  よく皆さんの中で、ごみの減量計画というお言葉が出ますよね。ごみの減量の延

長線上にとんぼ工房がある訳ですよ。今のお話というのは、ある意味民間で出来る

ことは民間に任せる、これは当然だと思います。ですから、それを選択する時にで

すね、住民の方がごみを排出する時に、これは、民間で処理できるということであ

れば、現在も民間に行っていると思います。それが民間では、処分できない、或い

は民間の所へ持っていくことが出来ないという方たちが秋水園に持込んでいる訳で

すよね。ですから、若干委員さんがおっしゃっている意味合いは担当している職員

としては、若干現状の中のご理解が違うのかなというように考えます。 

○司会 新井次長 

  関連で、当麻ごみ減量推進課長から。 

○当麻ごみ減量推進課長 

  ごみ減量推進課は、先ほどから色々お話が出ていますが、非常に残念です。それ

で、今の委員さんが言われていることは、夢ハウスだよりでお店を紹介したケース

がございます。多分見られていない、見られていないように私たちがしてしまって

いるのかなと思いますが、なるべく目を通すようにお願いします。 

○司会 新井次長 

  残り時間少ないのですが、関連でよろしいですか。はい、委員。 

○委員 

  そういう言葉はまずいと思います、残念ですと言う言葉。何で残念なんですか。

みんなが理解しないから残念なんですかという言葉。そうじゃなくてあなた方が努

力していないから、みんな理解していない。 

○司会 新井次長 

  残り時間少ないのですが、これは次回に繰越できますから、とんぼ工房をより良

くしたいと思いますが、質問・意見ある方。はい、委員。 

○委員 

  時間がだいぶ無くなってしまったのですけれど、とんぼ工房のことで言えば、と

んぼ工房をそもそも残すべきだと思います。せっかく４千万円もかけてやったもの
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をね、なんでこれ壊してねやらなければならないのと言いたいし、先ほど良い意見

いっぱい出ていましたよね。３階はいらないし、吹抜もいらないし。ということは、

これに基づいてやっていくとね、これをこう見るから、ちょっとこう、こうやった

りああやったり。そうじゃなくて、徹底的にやっぱり根本からやり直すべきだと思

うのです。というのは２５億、良く見ますとね、ゼネコンが入っていますけれど、

このゼネコンもだけど、もし見積を取るならば地元の業者というのはなかったんで

すかねというのも思いますし、それから、今日は時間がないからあれだけど、この

算定率も含めて、どうもこの額自体に納得いっていないのです、はっきり言って。

ちょっとそれを詳しく質問しようと思っていましたが、今日時間無くなってしまっ

たので。 

○委員 

  いいんですよ、質問があればどんどんして。 

○司会 新井次長 

  時間は５時までで、およそ２時間と最初から決まっていますから。 

○委員 

  次回でいいです。その辺も質問したいと思っていますので、ぜひ、納得がいくよ

うな説明を願いたい。どうして、こんなにお金がいるような形にしてしまったのか

なと思いますので、この決定そのものを、根本的に変えたらどうと、それは出来な

いのですかと。 

○司会 新井次長 

  次回も継続ですから、継続してやりたいと思います。はい、委員。 

○委員 

  今の委員さんと同じなんですが、とんぼ工房はやっぱりもったいないと思います。

それは、市民感覚として、非常に当たり前のことではないかなと思うんですよ。皆

さんそちらに座っている方々が、お給料をもらって、退職金をもらっていかれる訳

なんですけれども、今、退職金ですら起債を起こしてやっているという、この前市

長さんがお詫びの言葉を出されていましたけれども、そんな中だったら、どこを削

るか、どこを小さくしていくかというように考えなくちゃいけないので、このリサ

イクルセンター、ゼロからやり直して、安全な施設、公害の出ない施設そういうふ

うにしていただきたいと思います。 

○司会 新井次長 

  わかりました。最後に、委員。今日はここで止めて次回ここからスタートしたい

と思います。最後に、委員。 

○委員 

  生きびんとペットボトルとスチール缶等の一時保管ヤードがありますよね。添付

図４です。これはそれぞれどれくらいストックできるのですか。ストックヤード棟

というのはまた別に造ることになっていますよね。これは、生きびんとペットボト

ルとスチール缶等をそちらに入れるということですか。 

○司会 新井次長 

  ストックヤードの貯留日数について、田中施設課長から。 

○田中施設課長 

  ４４ページをご覧ください。表５－２です。そこの缶・ペットボトルへの貯留日

数が２．３日ということです。 

○委員 

  それは、別に造るのですよね。リサイクルセンターの中の大きさですか。 
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○田中施設課長 

  はい、リサイクルセンターの中です。 

○委員 

  例えば、１０ｔ車で・・・ 

○田中施設課長 

  すいません、間違えました。その表は受入ヤードでした。４５ページからです。

 表５－１１、大体面積で、ペットボトルで３５㎡、スチール缶アルミ缶で約２０

㎡・・・・  

○委員 

  それを言われても私ピンと来ないので、・・・ 

○田中施設課長 

  貯留日数で言いますと、２日です。 

○委員 

  １０ｔ車でいったらどのくらい。 

○司会 新井次長 

  よろしいですか、大変途中で申しわけありませんが、ここで一旦止めていただき

たい。ここで閉会とさせていただきます。 

 

 

 


