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会  議  録 

会議の名称 第７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２７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 
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。先ほどまで日差しがあったんですけれども、少し曇って

寒くなりました。週末土曜日にもかかわらず、委員の皆様におかれましては全員出

席で大変感謝しております。ご苦労様です。それでは、いよいよ大詰めを迎えまし

たけれども、只今から第７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

会を開始したいと思います。開始に当たりまして、今日は極めて資料は少しであり

ますけれども、事務局から資料の確認をさせていただきます。 

○村野主任 

  それでは資料の確認をさせていただきます。テーブルに置いてありました第７回

次第です。次に二委員から配布依頼のありました、循環型社会形成推進地域計画策

定協議会議事録（要旨）というこのＡ３の用紙ですがよろしいでしょうか。それか

ら、今しがた委員から配布依頼のありましたこの用紙２枚です。（平成２１年９月１

６日決算委員会）午前１１時８分休憩と書かれている用紙ですが、今コピーをして

いるため、お手元に配布されていない方がいらっしゃると思います。コピーが出来
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次第お持ちいたしますのでよろしくお願いします。 

○司会 新井次長 

  それから、渡部市長でありますけれども出席予定で今会場の方へ向かっておりま

すので、ちょっと遅れていますけれどもご了承をお願いしたいと思います。それか

ら傍聴者ですけれども、本日も１０名を越えて只今１２名です。前回１０名を越え

てもですね、傍聴を可とするということで確認をさせていただきましたので、１２

名の方、全て入っていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。議題に

入る前に、第６回目の会議録の確認をお願いしたいと思います。 

○村野主任 

会議録の確認ですが、一箇所訂正をお願いいたします。３ページを開いていただ

きたいのですが。３ページの一番上に「昨日」と書いてありますけれども、ここか

らは委員の発言ですので、「○委員」と入れてほしいのです。お分かりでしょうか。

委員の発言ということで加筆をお願いいたします。１ページの差し替えをしたため

にですね、申し訳ないのですが、入っている方と入っていない方が出てしまいまし

た。入っている方は当然よろしい訳です。すみません、お願いします。 

○司会 新井次長 

  事務局から「○委員」が入っている方と入っていない方がいますということで訂

正がありました。その他、委員の皆様の発言した中で、内容の違いとか不適切があ

れば、申し出ていただきたいと思います。会議録の訂正については特によろしいで

すか。はい、分かりました。それでは、お手元に会議次第があると思いますが、前

回に引き続きましてリサイクル施設の整備及び施設規模等について、前回は改めて

事務局から、図面を使って詳細な説明をさせていただきました。そのもとで委員の

皆様から様々な指摘と疑問点を含めて出していただきました。基本的には前回の継

続ということで、進めさせていただきたいと思います。発言のある方はよろしくお

願いしたいと思います。はい、委員。 

○委員 

  ちょっとお聞きしたいんですけど。びんなんですけど、びんを割るというのはカ

レットですか、そういうふうにしないと駄目なんですか。不燃ごみというのは、そ

のまま出すということにしてるんですけど、一番うるさいびんを割る音、あれがな

ければ、こんな大きな施設は要らないんじゃないかと思うんですけど。 

○司会 新井次長 

  委員から、びんについてはカレットにしなければいけないのかという問い合わせ

です。田中施設課長から。 

○田中施設課長 

  びんは容リ協の方に出しているんですけど、そちらの方でカレットにして出して

ほしいということで、カレットにして出しております。また、輸送のコストの関係

で容積を小さくするような形になりますので、そういう形でリサイクルすることに

なっております。 

○司会 新井次長 

  よろしいですか。それ以外の内容で他の委員の方。施設整備につきましてありま

すか。はい、委員。 

○委員 

  このリサイクル整備基本計画のですね、これの添付図１を見ますとですね、これ

が現状の処理施設の配置がレイアウトになって書いてありますね。その現状の書か

れているレイアウトをですね、そのまま今度は添付図３のほうですね、添付図３の
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ほうの、今度新しく建てる建屋の１階のレイアウトだと思うんですけれども、ここ

に重ねますとね、重ねますと丁度ですね、丁度といいますか重ね合わすと、ある程

度余裕を持って全部収まちゃうということになります。ちょっと見えにくいんです

けれども、こういうふうに今度新しく造るところに、現状の施設をですね、これを

ちょっとこの様にトレースしますと、十分に現状のですね新しく造るレイアウトに

１階の部分に収まってしまうということです。それで、ここで疑問に思いましたの

は、こういうふうに１階の部分に余裕を持って収まってしまうのに、何故ある施設

については１階でやって更に２階でやって、更に又下に戻すのかそういうことをし

なくてはいけないのか、というのが一つ。出来るだけ１フロアの中でこういうもの

を設計すればロスがない、物の移動、人の移動がなるべく少なくなるような設計に

なるんじゃないかというように考えています。またこれにより、３階部分はですね、

不要になるんではないかというような気がいたします。以上です。 

○司会 新井次長 

  前回もですね、１階に収まるんじゃないかという指摘もありました、改めて委員

から、既存の施設を全部合わせると１階のスペースの中に収まる。したがって２階

の必要性はどうなのかという質問でございますけれども、田中施設課長から今の問

い合わせにつきまして説明させていただきます。 

○田中施設課長 

  工場棟とかあとストックヤードとか、あと受入ヤードとかは１階に収まると思う

んですけれど、２階のほうには事務室とか、あととんぼ工房とか、それから作業員

さんの詰所とか、その辺がありますので２階建てという形になると思うんですけれ

ど。 

○委員 

  そうですね。今、私が質問をしたのは、わざわざね、１階にも例えばペットボト

ルのね、処理があって受入があって、更にそれを２階に持っててね、それを又潰す

とかね。そういうようなことは何で全部１階に収めないのか・・・ 

○司会 新井次長 

  西川部長から再度説明します。 

○西川部長 

  ベルトコンベヤがありますよね。ベルトコンベヤが１階から２階に上がって、２

階で処理をして、落としてカレットにする処理を平面で出来ないかというお話です

よね。 

○委員 

  現状の施設をそのままトレースしますとほとんど収まちゃうんですね。 

○西川部長 

  ここのペットボトルの施設、リサイクルのびん・缶の施設、不燃の施設、この大

きさをこの中に入れると十分入っちゃう・・そうですね。先ず、びんの関係ですけ

れども、委員の方からお話がありましたように、何故カレットにしなければいけな

いか、それは容リ協会のほうで先ずカレットにしなさいという条件が付いています。

それと２点目はですね、びんをそのまま運んでしまいますと、結果的には空気を運

ぶようなものですから、なるべくびんを潰して、割ってと言ったほうがいいですね、

割って運ぶ必要がありますので、今は現在の施設を見ていただけると分かりますけ

れども、１回上に上げてびんを落として割り切れないものを人間がもう１回割って

るんですよね、それを２階の位置まで持ち上げて自然落下で割ってしまうというこ

とで、２階にびんについては持ってっています。で、あとペットボトルですね、最
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初の時にご説明しましたけれども、なるべく今の収集からペットボトルと缶を一緒

に収集したいというのがありまして、現在はペットボトルのラベルとキャップを外

しているだけなんですが、その間にですね、アルミ缶を外す施設とか設備といいま

すかね、それと缶を外す、磁選機で外すとかいう処理をしてから上に上げてきます

ので、今とまるきっし同じ状態の長さでは処理が出来ません。それとあと、缶の方

の処理、今現在びんの裏側に缶が一緒に掛かってるんですけれども、やはり缶もで

すね、最初にこういうグリーンの箱、ご覧になってご存知だと思んですけれども、

そこからベルトコンベヤで上に上げまして、上で磁選機でアルミとスチール缶に分

けている訳ですよね。分け終わった物をプレス機で潰してから、何と言いましょう

漏斗みたいな物ですけれども、そこで缶を噛ませてから運んでいますから、実質的

にはびんについても缶についても２階建になっている状況です。ですので、遣り方

工夫によっては高さを減らすということは出来ると思うんですけれども、平面状で

やるのは、苦しいかなって思いますね。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  今のびんのですね、カレットに潰すところはリサイクル作業所という所で行われ

ている訳ですよね。そこの潰すところの高さというのはどの位あるのですか。 

○司会 新井次長 

  田中施設課長。 

○田中施設課長 

  今はびんを割る機械がありますが、２ｍ位です。 

○委員 

  そうすると、今度の１階の天井までの高さは何ｍですか。 

○田中施設課長 

  １階は７ｍ・・ 

○委員 

  ７ｍ、７ｍということは、今言われたように２ｍですから、まだ５ｍも余裕があ

りますよね。ですから、部長の説明がちょっと・・いいことはいいんですけれども、

２ｍしかないのに、まだ５ｍも余っているのに、何でかなって疑問に残りますよね。

○田中施設課長 

  びんは、今は機械で割るようにしてるんですけれども、今回は上から落下するだ

けで割る形で、７ｍというのは受入ヤードの高さの関係で７ｍにしているのですけ

れども。 

○司会 新井次長 

  はい、どうぞ。 

○委員 

  この間も質問させていただきまして、ペットボトルとかそういう物を運ぶために

アームローダーという重機を使っているんですよね。そうすると、その重機を使う

ためにですね、１階部分についてはですね・・、ペットボトルのような軽い物を運

ぶのに何でアームローダーのような重機がね、必要なのかね、それから又、アーム

ローダーに変わるもっとコンパクトな汎用性があるものを使えばね、もっと吹抜と

かね、そういうものは造らなくて済むんじゃないかっていうような気がするんです

けれども、その点についてはどうでしょうか。 

○司会 新井次長 
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  その関係につきましては、部長から説明させていただきます。 

○西川部長 

  前回ご指摘いただきました内容で、２点大きなものがあると思います。それは、

今お話があったアームローダーの関係ですよね、それともう１点が添付図７を見て

いただきたいんですけれども、添付図７が丁度１階・２階・３階となっておりまし

て、中心より左側ここは受入ヤードとプラットホームですが、①～③が受入ヤード

で③～⑥がプラットホーム、このプラットホームは車を移動する訳ですけれども、

前回のご指摘でアームロールが動き回ると、一般の車両と交差するんじゃないかと

ご指摘がありましたよね。前回以降どういう改造が出来るのかなっていうことで、

話をしたのですけれども、逆にプラットホームを受入ヤード側にずらしてしまいま

してね、それで今プラットホームを平面にしているから、アームロールですくって

運ぶという方法が必要になりますから、逆に受入ホッパをもう少し深く部分的にし

てしまいまして、そこに車から直接落とし込むような形を採れば、逆にアームロー

ルが要らなくなるんですよね。そうすれば、今ここの一番左側に７ｍという高さが

ありますけれども、ここを５ｍなり７ｍなりの高さに出来るのかなって考えており

ます。ただ、上の３．５ｍは実質的にはリサイクル作業所とか、あるいは更衣室と

か、事務室のスペースになりますから、ここはそのものは残ってしまうと思うんで

すよね。ただ、１階の７ｍをアームロールを動かさないことによって、５ｍ前後ま

で下げることは可能かなっていうふうに考えております。で、それと合わせて、も

しそういうことになると、プラットホームを小さくするとか幅をですね、もうちょ

っと縮めることが可能かなってことと同時に、受入ヤードを逆に下に掘り下げてゆ

きますから、ここもスペースを小さくすることが出来るのかなっていうふうに考え

ています。ただその分、ちょっと今、はっきりしたお答えが出来ないのが、掘り下

げピットにした場合に一般的にはですね、ホッパと言うクレーンみたいなもので掴

むんですね、クレーンみたいなもので掴むことが果たして良いのかどうなのか、定

期点検とか当然ホッパの費用が掛かるということがあるんで、場合によっては、何

と言うんでしょう、斜めに逆の山形にしたような処に落とし込んで、そこをコンベ

ヤが一番下に付いていて、そこからすくい上げるっていう方法が出来るかどうか、

それは今後、工夫しなければいけない内容かと思うんですけれども、それをするこ

とによって、この①～⑥の間を小さくあるいは背を低くすることは可能かな、って

いうふうに考えています。そうすると、先ほどのびんの自然落下でありたいと思っ

てますから、びんのための７ｍではなくて、あくまでも自然落下させるために２階

に持ってているだけですので、それが５ｍぐらいのところから落とす、あるいは４．

５ｍぐらいから落とすというふうになるかも知れません。そこは、これから設計し

ていく段階で、どれだけの高さが先ほど言った内容で落とせるか、検討のあるとこ

ろですけれどね。 

○司会 新井次長 

  関連ですか、はい。 

○委員 

  ちょっと一抹の不安があるんですけれども。落下させた場合と機械で破砕させる

場合にですね。現状にきちっとね、落下させた場合ですね、破砕が出来て相手方の

要求に沿うことが出来るようになるのかね、そこら辺はちゃんと実験をしたんでし

ょうか。 

○司会 新井次長 

  落下で対応出来るかどうかの質問ですけれども、田中施設課長。 



 6

○田中施設課長 

  一般的には今は落下でやっている所が多いです。もう少し状況を調べて機械の方

が内容的に良くなるようでしたら、検討したいと思います。 

○委員 

  今と同じ機械方式であれば、２階に持ってくというようなことは・・、落下は無

くなる訳ですよね。それをもう１回ね・・ 

○田中施設課長 

  あとストックヤードの高さの関係もありますので、今２ｍぐらいだとストックヤ

ードに貯めるのに、ストックヤードの高さが足らないと思いますので、やはり４ｍ

ぐらいは必要と思います。 

○委員 

  そこら辺も十分に検討して、後からね自然落下だけではちょっと用が足りなかっ

たと言うようなことがないように、そこら辺はきちんと実験して検証してもらいた

いと思います。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  今日でね後１回ですので、今日と２回を有効に使うということなんで、今、委員

が色々なご熱心なご意見を出されていましたけれども、私はやっぱりね、この間の

施設の中身を聞いてて、これを少し小さくとか大きくとか、高くとか低くとか、そ

ういう問題ではない感じがするんです。それ以前の問題でやはりね、余りにも掛り

過ぎる、それなのにランニングコストもこの間出ないということで、びっくりした

んですね。私たちは家を造るたって、それから、個人の家だったらいけないから例

えば福祉施設を造る、よくそういう場に遭遇するんですが兎に角ね、こういうふう

に建てたいんだけど、そうするとね、後ランニングコスト掛かるからね、出来ない

んだよってなようなね、やっぱりランニングコストを考えながらというのが、普通

の設計じゃないかなって思う。ポカーンと出してね、２５億。でね、私もそういう

お金がと思ってたら、これは去年の決算委員会でのね、議員に対する質問でね、市

長がですよ渡部市長がね、渡部市長が議員がずーっとね１，０００万の容リのね、

あれを貰うってのはおかしいじゃないかって話してて、そしたら、その１，０００

万を聞いてね、１，０００万の額でございますが、技術問題としてはアメニティ基

金の積立額を上回って今取崩しをしないと清掃行政の予算が組めない、一般財源が

足りていないという事実もこれも又否めない事実でございます、というね、これは

先ほど・・ということで、そういうのを見てね、驚きました。市長はそう言ってい

る訳でしょう、アメニティのこのね、基金取崩しじゃないと清掃行政の予算組めな

いと・・ということでね、一般財源足りないんだと、こういう時にですよ、何故ね

２５億なんですか、ランニングコストも書けないで。で、この２５億、私ね、こん

なに掛らないよってのを作ろうと思ったんだけれど、そうするとね、証明するため

時間が掛っちゃうんでね、もうこんなに掛かんないよってゆうのはね、もう断定出

来ます。で、こないだからもね、言っている、本当に必要ない。だけど、２５億が

だから１５億にするのか２０億にするのかという問題じゃない、組立てが違うとい

う感じなんですね。それと驚いたのはですね、先ほど又委員の方からあると思うん

ですけれども、出されたこの地域計画の中のね、協議会の議事録が１２月１０日出

てますよね。で、これは地域計画で出された時の添付資料として付いていると思う

んですけど、この地域計画をもう１月２２日に都の方に出したとゆうにも関わらず、
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議会の方にもね、私たちの方にも、で、よく見ましたら、委員が何時出すんだとい

うことを聞いているんですよ。だったらその後ね、やっと出せましたと、あれ全部

出せったら大変だから、大まかこういうのを出したんです、そういう報告があった

っていいんじゃないかと思うんです。じゃ１００歩２００歩譲って、議会が特別委

員会です、地域計画を出した後の２月８日です、それを出して、そしてそれの説明

がなくて施設の説明だけですよ。そういったところでね、ここはね検討会、私なん

か公募した一市民じゃないかと言われればそうなんですけれど、議会はね、市民の

代表のね皆さんなんですよ。そこに出されない、それでその委員の方が、これどの

くらいお金掛かったんでしょうね、情報公開で何千円掛けたのかな、掛けて情報公

開求めないとこういう全部こないんですね、この東村山市の制度というのはね。私

東京都で聞いたら、そんなの市が直ぐくれるでしょう、別にこれは問題のものでも

ありませんから、と言われてしまいました。で、これはシステムの関係ですから、

西川さんやそちらを怒るじゃないんだけれど、そのような状況の中で、せめて私た

ちにはね、こういうものがあるということを教えてほしいし、そしてこの議事録は

見せられないと思いますよ、びっくりしました。議事録の中にはね、このリサイク

ルセンターどうなってんのかって言ったら、色々書いてある中で今日資料いただき

ました、いただいたといっても委員から出たんですけれど、建物の中身を見てゆき

ますと、ごみの・・ 

○司会 新井次長 

  委員、申し訳ありません。意見ですか、３分ルールがありますので・・ 

○委員 

  ちょっと待って、それで、施設の大きさに影響が出ないと思います。結果的には

施設の大きな変更にはならないと思います、こう書かれてるんですよ。で、確かに

１２月１０日ではとおっしゃっるのかも知れません、そしたら今はね、どういうふ

うにお考えなのか、いずれにしても、問題になっているのに施設の大きな変更には

ならないと思っていますと言い切って、市民との合意も図りつつある、こういう感

覚というのは、今はどうですか。 

○司会 新井次長 

  ちょっと待ってください。関連ですか、はい。 

○委員 

  完全に関連です。というのはですね、今、委員のお話に重複する部分はあります

けれども、前回まさしくランニングコストを全く計算していない、そんこと考えら

れないよって、委員だって同じような趣旨をそのあと直ぐフォローしていただきま

した。それで、どうゆうことなんだとこの交付金制度はですね、それで私必死にな

って前回から昨日まで調べました、それで東京都とも連絡取りましたし、環境省と

も連絡してます。で、どうゆう中身なのか漸く昨日議員の方がこの起案書をですね、

大変ボリュームあるものでしたけれども、全部情報公開で取り寄せていただきまし

た。で、私これ全部見させていただきました。それで内容的に見ますとね、この交

付金制度の仕組みの中で、この貴方たちの準備というのは、まさしく交付金を取る

ためだけの準備をしてきている。ですから、私は当然その計画書の一部にこうゆう

立派なものも当然お役所、東京都なり環境省に上げるのかなって思ったら、全く不

要の資料なんです。で、環境省が必要としてるのは施設の規模と１日に処理する量

がどのくらいなのかという程度のものの資料で、交付金制度決められる訳ですよ。

だから、今さっき委員もおっしゃってたように、３階建だとか２階建てだとかいう

のは、全く交付金の判断の中では情報としては全く不要のものなのです。ですから、
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何か前回のときにですね、そのランニングコストの話から見ると、何かこれはどう

いうものなのかということが、非常に私も掴みどころがなかったんです。それで、

色々調べてゆくと２４億というのは何のために作ったのかっていいますとね、交付

金は１／３出るから出来るだけパイを大きくしておこう、と言う発想以外の何もの

でもないんですよ。だから、物凄い滅茶苦茶な、滅茶苦茶なと言うのは大変失礼な

言い方しますけれど、不要のものをどんどん膨らまして考えられない施設を造って

るんですよ。普通ね、こういう施設をこれだけ今の時代に大型のものを、仮に造ろ

うとした場合にですね、環境的な配慮だとか、今この計画書の中にも太陽光発電の

パネル載せると書いてあります。だけど、その量だとか全く記載ないですよ。聞く

ところによると、普通の家庭の１軒２軒分のそうゆった太陽光パネルを載せるんだ

そうです。で、田中施設課長に聞いたら、実は交付金の対象にならないからと答え

てるんです。だからね、残念ながら市民向けの計画案じゃ無いんです、市民向けだ

ったら、これから１０年２０年使う施設の、やっぱり基本的な計画は環境問題を十

分に考えて、例えば雨水利用だって今絶対必要な時代ですよ、中水という利用の仕

方だって出来る訳ですから、そういった施設利用をする。それから、前にも貴方強

調してたけど、環境の場だったらそういういろんな施設を子供たちに教えなくちゃ

いけない訳ですよ。太陽光パネルだって家庭並みの物が上に載ってますではね、少

なくともそういった、これからの時代に先駆ける施設じゃ無いですよ、こんなもの

は。だからね、何にも書いてないんです、細かいこと調べてゆくと。 

○司会 新井次長 

  よろしいですか、今のは意見ですか。 

○委員 

  意見じゃないですよ。これは事実をゆってるんです。 

○司会 新井次長 

  要点幾つかあって、リサイクルセンターのそもそも論の入口の話と、それから地

域計画の内容ですとか、あと資料提供のこととか、全体的にお話があった訳ですけ

れども、具体的にこちらに問い合わせたいことは何でしょうか。 

○委員 

  ですから、これはどういうつもりで、たたき台だとお話はされている、だけど、

私はこれ、たたき台にもならないと思っている。２４億の、これはね、交付金は出

来るだけ貰ったほうが良いと思います。今、炉の方の問題も、市長は所信表明で当

面それが貰えそうに無いからという形でね。だけど、あれもこの交付金の制度の中

で１／３貰えれば、１５億の計画で５億貰えればね、それは大変なことですよ。だ

からね、そういうように交付金制度は最大限活用するという発想は分かる。だけど、

この計画に基づいてね、市民に検討させてること事態を根底的に見直してほしい、

もう一度やっぱり一から組立て直すべきです。 

○司会 新井次長 

  今、言われたことにつきまして、部長から説明します。 

○西川部長 

  幾つかのお話がありましたので、先ず地域計画を何故出さないかということで、

情報公開請求をされましたけれども、合わせて特別委員会が既に第１回、３月９日

の日が第２回目になるのですけれども、その段階では、地域計画の資料請求が出さ

れておりますので、その資料を出す予定にしております。そういう意味では、何故

出さないっていう、単純なタイミングの問題というふうにお考えいただいたほうが

良いのかなという気がします。それと、大きさの変更するつもりなのかという２点



 9

目のご質問ですよね、委員から、そういうことでよろしいですか。大きさだとか規

模とか、そういうものを変更するつもりがあるのかと言うことでよろしいですか。

○委員 

  いや、ここに施設の大きさに影響が出ないのでは無いかと思っている、施設の大

きな変更にはならないと思っている１２月１０日現在。それから、何回かやりまし

たね。今の先ず基本的な認識・・ 

○西川部長 

  要約すると、そういうことで大きさを変更するつもりないかとか、そういうこと

かということでよろしいですね。合わせて、先ほど委員の方からお話ありましたけ

れど、実はこの計画、昨年の３月に終わりまして、その段階で議会のほうに資料と

して資源循環部から出しております。で、その間に議会のほうからも質問されてお

りますけれども、あくまでもこれは固まった計画ではありませんと、はっきりお答

えしております。この検討会のスタートの時点でも、この形は固まったものではご

ざいませんというお話をしております。この計画はあくまでも今後スタートするで

あろうリサイクルセンターのたたき台として作りましたと、で、平場のたたきをす

る前に基本的な今現在考えられる形のものを、計画として出しましてここから実際

の詰を行ってゆきますということは、議会の中でも答弁しておりますし、今回の中

でも皆さんにお願いするときに固まってませんので、ご意見をどんどん言ってくだ

さいという話をさせていただいてます。ところが一方で、もう既に検討会７回目に

なってきて、１２月１０日までがですね、ほとんど施設の中に入れない状況でした。

で、前回から施設の内容のお話になりまして、委員あるいは委員を含めまして委員

の方々から指摘をいただいてですね、その指摘に沿いまして先ほども、今考えられ

る方法としてはこういうものだと思いますっていうことで回答させていただきまし

たけれども、これで固定するつもりもございませんし、２６億の数字もですね、皆

さんにご説明しましたように、あくまでも一般的な設備に関する業者の見積りとゼ

ネコン３社からの見積りを載せていますので、本当に概算ですとご説明をしている

つもりです。２６億というのは正に委員がおっしゃっていただいたとおり、交付金

を取得するための地域計画に載せるベースとしての数字です。それは、従来からの

説明で全然変わってるつもりはございません。最初にも、委員、３社のゼネコンか

ら見積りを取りましたということでご説明してますよね。詳細設計については実施

設計の段階でするってことでご説明しているつもりです。ですので、今お話してい

ただいた内容は、従来の中で十分ご説明しているつもりです。よろしいですか。 

○司会 新井次長 

  はい、関連ですか。 

○委員 

  後から配った資料なんですが、昨年の９月の決算委員会で佐藤議員が遣り取りし

た中身なんですけど、今皆さんのお手元にある２枚目の１番上にですね、ちょっと

薄いかもしれませんが合計５，３３４千円、これは何かというとですね、これ実は

２１年３月、皆さんのとこにあるのはこのコピーなんですけれど、もう一つ２０年

の３月にもこれの前のものが作られているんですね。それでそのコンサルを使った

費用が５３３万円掛かってるってことなんです。それで私はね、今、部長はあくま

でもたたき台だ、直すんだとおっしゃってるんだけど、じゃあ誰が直そうとしてる

のか、普通全部コンサルにこういう形で投げておいてですね、今部分的な修正を仮

に掛けるとしても、誰がその作業をやるんですか。ここに今コンサルがいてね、我々

の意見をみんな聞いてくれてるんならば、これはそういう形で直すんだと理解出来
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ますけれど、只こういう口頭的な遣り取りだけの部分を、まったく現地も知らない

でですよ、これを作られたコンサルの人も誰も居ないでこれどうやって直そうとす

るんですか、今。もう一つ、５３３万円というのは、どの間の費用なんですか、こ

れの。それを教えてください。 

○司会 新井次長 

  部長からお話します。 

○西川部長 

  今、委員がおっしゃっている内容は、１９年度が１，８６９千円、２０年度が３，

４６５千円っていうお話ですよね、そのことですか。１９年度については配置計画

をしました。それと２０年度については、今皆さんがご覧になっているリサイクル

センターの整備基本計画を作りました。それとこの次にですね、作業としては今ま

でもご説明してるように、２１年度に地域計画を作り、２２年度に生活環境影響調

査をし、２３年度に実施設計をします、実施設計をする段階で先ほどの委員のおっ

しゃったコンサルということではなくて、今度は設計会社が実際に入って詳細な設

計に入ります。で、そのときにですね、今回出てきたご意見につきましては全て整

理をし、当然反映できるものについては反映をしてゆくというつもりでおります。

よろしいですか。 

○司会 新井次長 

  今日のテーマに戻したいと思いますけれども、施設整備に関して他の委員の方で、

はい。 

○委員 

  いや、私、全然答えてもらってないんだけれど。 

○司会 新井次長 

  さっき、答えたと思いますが。何の関係ですか、答えてないのは。 

○委員 

  ３点、その３点ね、答えてないのは、何でこうやって１月２２日に地域計画が出

されているのに、私たち聞いてると、全員が聞いた訳じゃないけれど、地域計画ど

うだったと聞いたときに、地域計画お蔭様で１月に出せましたと、ここへ持ってく

るには膨大なんで大体こうで、全然そうゆうのないです。議会もその報告がね、議

会はね最初から特別委員会作ってるのに、その資料の請求がなければしない、それ

でその資料がほしい人は何千円掛けてね、情報公開条例で取ってくる、こんな馬鹿

なことってないだろうという、それについてどうなのかと、それが１点。分からな

いようだから、もう一つは・・ 

○司会 新井次長 

  ちょっと待ってください。１点づつ聞いてみます。今の情報公開の資料請求につ

いて西川部長から説明します。 

○西川部長 

地域計画が纏まったのは１２月１０日以降、最終的に環境省がおそらくもうご存

知だと思んですけれども、環境省の方から了解を得て最終訂正版を出しております。

只まだこれは承認を受けておりません、承認というのは環境省がこれをＯＫと・・

ちょっとお待ちください。出しておるだけです。ですので、まだ正式な地域計画に

はなっておりません。ですので、地域計画出しますという内部決裁は済んでおりま

すが、これが東村山市のリサイクルセンターを造るための地域計画ですと出せるタ

イミングというのが、１点目を考えれば国の地域計画の承認を得た段階、そこで正

式になる訳ですよね、それから２点目が内部の中で正式にこれが地域計画となった
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という、どちらかのステップを踏む段階だと思いますが、只いずれにしろ一番正当

な東村山市の地域計画は何ぞやということになると、承認を受けた段階なのかなと

思っています。 

○委員 

  １月２２日に出したのは何ですか。 

○西川部長 

  １月２２日に出したのは、１回目の議事録なりヒヤリングが終了して修正を再度

掛かってます。その掛かって直したものを１月２２日に出しまして、これはですね、

１０月のヒヤリングも１月の段階もですね、まだ環境省の本省に上がっているもの

ではないんですよ、環境省の関東事務所でさいたま市にある事務所に出ている段階

ですから。それから、本省に上がって最終的に本省で承認を受けられるであろう時

期がおおよそ３月ぐらいとゆうふうな段取りになっています。 

○委員 

  でも、ここにね、平成２２年１月２２日に出したのは、環境大臣小澤鋭仁、東村

山市長名で循環型社会形成推進地域計画の提出について、このことについて交付金

交付要綱に基づいて地域計画を策定したので提出いたしますって、計画案とも何も

書いてないですよ、ちゃんと。で、あとは東京都に対しても同じものを提出してる

と。だから、都も国もこれを地域計画と称してましたよ。何でそれをそうやって隠

そうとするんですか。 

○司会 新井次長 

  大分誤解があるようですので、もう一度その関係について西川部長から説明しま

す。 

○西川部長 

  隠そうとおっしゃる・・委員、隠そうと思っているとおっしゃっている理由は、

ここにいの一番に出なかったからということをおっしゃっているんですか。 

○委員 

  いの一番と言いません。一問一答でいいのなら。あのね、もう１回記録を見てく

ださい。記録の中に地域計画いつ出すのかと、そしたらそれに対して、１２月か１

月の末ごろ出したいと思っている、そのあれがあるんですよ、一問一答が。だから、

少なくともこの時点ではお蔭様で先ず第１回出しましたと、３月にこれで貰えます

と、東京都も言ってましたよ、これで問題が無ければこれで出ますとね、これがそ

うですよ。で、これを出したけれどこれからが大変なんだよ、皆にまずそこまで出

ないよという問題じゃないんですよ。もうこれは承認が下りるんですよ、日にちが

くれば。そのために１２月１０日やってるんですよ。そんなこと私が言うこと釈迦

に説法でしてね。だから、そういう・・ 

○司会 新井次長 

  今言われたことについて、再度、西川部長から説明します。 

○西川部長 

  どうも今のお話聞いていると自分の中にはですね、いの一番にここに出なかった

から隠していると聞こえてしまうんですが、そういつもりは再度言わせていただき

ますと、一切ありません。それと情報公開請求が出されたというのは、あくまでも

タイミングの話であって１月９日の特別委員会で資料請求出た段階では、基本的に

は資料お出ししますとお答えしております。で、２月８日の段階で資料請求をされ

ておりますので、その段階で基本的には全て出しますとお答えしておりますから、

隠すというつもりは一切ございません。 
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○委員 

  そりゃあそうでしょう。２月８日の資料請求は正式に議員から出てるんですから、

そうじゃあなくて、私たちこれだけ聞いているのだったら、何もいの一番に出さな

いから気に食わないとは言ってないんです。やっぱりここはね、そのものを検討し

ている検討会なんですよ。リサイクルセンター検討会なんですよ。そして今度は、

その交付金がきちんとした形で申請したんですよ。ね、私たちがこう言わなかった

ら、今日だってこれ聞かなかったら出ないし全然知らない訳でしょう、まして１２

月１０日にこうやって施設の大きな変更にはならないと思っているなんて書いてい

る訳ですよ。 

○司会 新井次長 

  部長から。 

○西川部長 

  今のお話の中で交付金の申請と地域計画の提出は全然別なのですよ。あくまでも

地域計画を出すことによって、そのものが交付金の対象になるんです・・ 

○委員 

  内示が出てね、それから今度、実際に着手しますというね、申請が上がるんです

よ。内示が出ない限りは出来ない訳・・ 

○委員 

  委員、司会者の了解を取ってから発言しなさい。 

○委員 

  はい。 

○司会 新井次長 

  この検討会のスタートにあたって、先ほど十分じゃないという指摘がありました

けれども、これをたたき台としながら検討しますということで、今日まで７回きて

前回から施設整備のテーマに入ってきた訳ですよね。ですから、今日も含めて極め

て時間がありませんので、今の話はリサイクルセンターの最初の入口の段階の気が

します。 

○委員 

  いいです。もう分かりました、いいです。あとは、私がお聞きしてるのは、市長

がね、佐藤議員だったと思うんですけれど、その中でね、記録によればこれ議事録

ですからね、市長も丁度いらっしゃるのでもう１回言いますよ。アメニティ基金の

積立額を上回って今取り崩しをしないと清掃行政の予算が組めない一般財源が足り

ていない事実、おっしゃっているそんなときに何故２５億もね、こんな無駄金使う

んですか。無駄金ですよ、これはっきり言って、２５億。 

○司会 新井次長 

  最後でよいですか、今の質問については。部長から改めて説明します。 

○西川部長 

  従来から、今日も従来も含めて大きさを固定する気は一切無いというお話をして

いるつもりですし、金額も概算の見積りを取っているだけに過ぎないんですよね。

２５億なり２６億を掛ける、今のこの基本計画では出てます、これは事実出ており

ます。でも何で２５億を掛けるんだというお話を皆さんからこれから施設規模を小

さくする工夫なりご意見をいただいた中では、小さくしてゆくつもりがありますの

で、２５億掛かるか掛からないかというお話は未だ確定でもないですよね。それを

今、委員の方で何故掛けるかというお話、未だ確定ではないというふうにご理解し

ていただいたほうがいいのかなと思います。 
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○司会 新井次長 

  それではですね、もう一度今日の議題に戻させていただきます。委員手を挙げて

います、委員。 

○委員 

  今、委員の方から無駄金とかお話も、言葉の綾かと思うんですが今の現場を見て、

委員も現場を見ていると思うんですが、劣悪な環境条件の中でシルバー人材センタ

ーから人が来て、作業をやって川向こうの所沢市で所沢の住民に多大な迷惑を掛け

ているというのもそれも事実なんですよね。従って、リサイクルセンターを造った

ほうがいいと、私はそうゆうふうに考えています。そうゆうことを解消するために、

造ったほうがいいと、但し、これを見ると確かに大きすぎる感じを受けています。

私は専門家じゃありませんから、具体的なことは分かりません。ただ、ホイルロー

ダーというものも何かこんなのも必要なさそうだなという感じも受けてます。３階

までベルトコンベヤで持ってく必要もなさそうだなって感覚的には思ってます。従

って、もうちょっと縮小、委員も言ったようにコンパクトに纏めるってことを真剣

に考えて貰ったほうがいいんじゃないかと。それと、そこで一つ私のお願いは前回

市立の小学校、中学校の話をちょっと出させていただきましたけれども、ここの場

所で選別をするという授業、そういうことを取り入れてほしい。それによって、子

供から、街のごみ拾いだけはやっているようですけれども、そうじゃなくて、ここ

に来てそういう教育の現場として使ってほしい、そういう設備を入れてほしいとい

うお願いが１点です。それと、あと意見になりますけれども、ごみの問題というの

は生活の中で必要悪だと、この施設の中に今検討の対象になってないプラスチック

の問題、プラスチックの件それから紙、それとあとはボロ等の布類ですね、これら

は対象になってない。今これらは民間業者に全部丸投げです。民間業者は、自分の

事業として採算が取れなければ、いつでも止められます、いつでも止められます。

ただし、行政は市民との約束事ですから、必要悪の出たごみを必ず処理しなければ

いけない。で、今この中に検討に入れろとは言いませんけれども、そういうことを

要するに行政としてはやらなければいけないんだということを踏んまえた上で、民

間業者に委託するなら委託してください。ただし、そこが出来ないよと言う事を、

具体的な業者の名前を言う訳にはいかないけれど、出来ないよと言う事を言い出す

可能性は十分あるんですよ。ただし、行政は絶対に言えないんです、市民にね、市

民が負託している訳ですから。ごみは必要悪だと、だから我々もごみを減らす努力

をしなければいけない、ということを意見としてゆっておきます。この設備の中で

それを検討しなさいとはいいませんけれども、そういう問題含んでますよと。以上

です。 

○司会 新井次長 

今、委員から施設に関してもう少しコンパクトに出来るのではないか、前提とし

て、今の現状からリサイクルセンターの必要性を認めた上で、もっと縮小出来るの

ではないか、もっと小学生・中学生を対象にした環境教育の場もリサイクルセンタ

ーの中に設けることが出来ないかという検討、それから今、委託なんですけれども、

民間委託これはコストとかありますけれども、ごみは必要悪なんだけれども市が責

任を持って委託なども含めてもですね、考えなければという概ね３つの意見があっ

たと思います。はい。 

○委員 

  それから先ほど、委員の方からの話ではね、予算のことで、市長が要するにそう

いう委託業者に対する予算化も、アメニティ基金を崩さないと一般予算化出来ない
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という状況だとすると、要するに委託業者を使うということがどうなのかと。要す

るに必要悪なごみをやっぱり処理しなければいけないんですよ。どういう方法であ

れ、それは真剣に考えてほしい。以上です。 

○司会 新井次長 

  委員が先なので、委員。 

○委員 

  前回に続いてとんぼ工房のことです。とんぼ工房ということで、事務報告書を見

ましたら、２０年度の売り上げが２８０万ということで、その中で再生家具１１８

万８千円ということで出てました。で、これが正解だと思います。で、とんぼ工房

について僕の勘違いだったら言ってください。職員が４名、再雇用の人が３名、そ

れからボランティアの人が何名かいらっしゃると、あと美住リサイクルについては、

この前行ったらボランティアですかといったら、いや再雇用ですということで何人

かいらっしゃると、で、その二つを合わせて売上金額で再生家具が１１８万、その

他粗大が１０６万、これ人件費にもなってないみたいな訳。で、とんぼ工房を造っ

たときに２，７００万掛かった、それを又造り替えてそれでやるというんですが、

この前部長がいっておられたように、再生家具だとか何かってもう民間のほうが出

ちゃって、とんぼ工房の再生家具の事業というのは、もう陳腐化してるんじゃない

のかと。陳腐化というのは、もうやってもしょうがないんじゃないのかと。１１０

万ぐらいの収入に職員が４人、再雇用が３人、あと美住リサイクルに何人居るか分

からないですけど、それだけの人数を掛けて、東村山市は金があるのか知れないで

すけれど、２８０万の売上金しかないというのは、よっぽどのことを考えてるんじ

ゃないかと。他にもとんぼ工房やっていることは分かりましたけれど、お金の面か

らゆうととんでもない変な、僕から見たら馬鹿なことをやってるという、そんな感

じです。で、それで又こういうところで、とんぼ工房の場所を２階に３百何十㎡そ

れの場所を造るということね、こんなこと考えられないと僕は思ってます。ですか

ら、とんぼ工房については、僕はこの新しくビルの２階に造るという、これは絶対

反対です。で、もしとんぼ工房が陳腐化するんだろうと思うんですけれど、これは

造るんでしたら、今の２，７７０万で造ったものを今の事務室あたりに移動して、

金があるんでしたらいいですよ、経済発展のために、そうじゃないんだからそうい

うふうにやるべきだと思います。以上です。 

○司会 新井次長 

  委員から前回もとんぼ工房のお話でましたけれども、もうとんぼ工房は陳腐化し

て必要性がないというお話ですか。必要性があるとすれば現状を移築して再活用を

図るとの意見でよろしいですか。あと他の方で、委員。 

○委員 

  先ほどですね、いわゆるごみの関係のね、外部への委託という話がありました。

私もそれが非常に気になってるんですね。不燃物の処理、破砕関係の処理をやって

たのを、全て外部に現在出しますよ、これからも継続で出してゆきますという話を

部長からありました。ただし、それはあくまで、こちらが出すということであって

今やっておりますカツタにしろあるいは山梨にしろ、そちらの方が採算ベースが合

わないから止めるよって言われたときにね、どうするんだろうという部分が、かね

がねから持っている件なんですね。で、そういった面で外部受託者の方が拒否反応

を示したときに、当市としてはどういう対応を取ってくのかというのが、一つの質

問ですね。先ほどのとんぼ工房については、採算ベースとしては合わないかと思い

ます。ただこれはね、雇用の場として再雇用の人たちの受入れる場所が全然市とし
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ては無い部分があるんですね・・ 

○司会 新井次長 

  民間委託ですと将来的に経済状態があるから安定しない、そのときに民間委託が

将来展望を含めて可能なのかどうか、もし駄目になったときにはどうするのかとい

う質問だと思います。西川部長から説明します。 

○西川部長 

  １点目は、とんぼ工房についてお答えさせていただきます。とんぼ工房ですね、

正直言って採算ベースで考えて見ますと絶対合いません。何故かといいますと、こ

このとんぼ工房の主たる目的は、啓発といいますか、ごみを只単に燃やすのではな

くて、なるべくもう一度使える状態に戻していただくという啓発が一番大きな目的

です。で、そこに採算という考え方を持ってくるとですね、絶対合わなくなります。

只そうはいっても、なるべく費用の掛からないようにってことで、順次再任用・再

雇用に切替えてゆきますし、将来的には委託というような形でですね、出来れば一

番良いかなって考えています。そうすれば、その委託先をどこにするかによって、

市民の方にそういう作業をしていただくようなケースも、例えばシルバー人材セン

ターという形を取ってもですね、シルバー基本的には市民の方ですから、その方た

ちにリサイクルに関わる仕事をしてもうらうということも、それはそれで一つの価

値があるのかなって考えてます。委員から別にとんぼ工房を新しい所に必要ないん

じゃないかということにつきましては、実施設計の段階で検討してゆきたいと思い

ますので、宿題にさせてください。それと委託の関係ですけれども、確かに委員の

お話は重要な問題であると同時に、今現在の大きな流れとしてはですね、やはりご

みというものが十分採算に合っているという状態でいる限りは、おそらく潰れない

と思います。一番近年でいうとですね、ペットボトルが凄く良い例でした。で、そ

のペットボトルがどうなっていたかというと、リーマンショック以降ですね、中国

の相場が崩れまして、全てのごみ類の相場が値崩れしてしまったんです。で、ペッ

トボトルについては、大きく二つの流れがあるんですけれども、一つは容リ協会に

持ってゆく、市は１００％容リ協会に持ってっています。それと民間に直接売る、

以前に委員からお話があった、ペットボトル売れはいいじゃないかというお話あっ

たと思いますけれども、その流れが実際にありました。ところがリーマンショック

以降、値崩れが起きまして直接売っていた自治体、全部秋水園に相当する施設がペ

ットボトルの山になったそうです。最近漸く値が戻ってきたので、動き出してきて

るんですけれども、やはり市は当初３年ぐらい前までは、一部売ってたんですけれ

ども、委員のおっしゃる危険性があるということで、ペットボトルについては不安

定だったものですから、丁度、容リ協に切り替えた翌年にリーマンショックが起き

たんですよね。そういう意味では、市はリーマンショック起きたときでも一応は全

てペットボトルについて掃けたという状況になってます。そこから得た教訓はです

ね、出てくるごみを売る場合、これは凄く景気の動向に左右されるというふうに考

えています。ところが、処理いうものはあくまでも委託という分類ですから、自治

体がですね、お金を払ってれば取りあえずその費用だけで業者は採算が合うんです

ね。で、そこから出てきたものは売って、それはプラスαが売上げ儲けという流れ

を作っているみたいですので、当面今２社でやってるんですけれども、その２社が

無くなるあるいは他の業者がですね、それを止めてしまうってことは危険性として

は非常に低いかなっていうふうに考えていますので、確かにセーフティガードと言

いますか、そういうところから施設を造っておく方がいいのかもしれないけれど、

やはりある程度の効率性、費用対効果ということを考えた場合には、少なくとも不
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燃についてはやはり外部に委託してゆきたいな。で、前回のときにもお話させてい

ただきましたけれどもこの不燃の流れをですね、破砕機を１次破砕・２次破砕って

２種類入れるんですけれども、これを入れないと凄い面積を落とすことが出来るん

ですよね。今は破砕はしませんけれども一応選別はするということで、ラインを取

ってるんですけれども、もし今と同じような方法でいってしまえば、選別の引き抜

きも要りませんのでほとんどのライン無くなってしまいます。そうすると、平米数

にするとこれの１割とか落ちますから、是非それはやりたいなと思っています。だ

からといって、若干の危険、委員のおっしゃったリスクは若干負うようにはなりま

すけれども、それをやる価値はあるかなというふうに思っています。以上です。 

○司会 新井次長 

  他の方で、はい。 

○委員 

  再雇用の場としての確保って言ったけど・・ 

○委員 

  確保じゃなくて、現在のとんぼ工房のね、再任用・再雇用の人たちが市の場所と

してね、・・あるんじゃないかなってことで。 

○司会 新井次長 

  はい、西川部長から。 

○西川部長 

  先ほど言いましたように、再任用・再雇用のためにということではなく、あくま

でもとんぼ工房は啓発の拠点として設置していますからリサイクルする訳ですよ

ね。で、従来はそこに職員がいたのをやはり経費を落とすということで、再任用に

切り替えています。未だ職員数は多いですけれども、出来れば順次落としてゆくか、

どこかで完全に再任用だけするか委託にしてゆくか、そこはこれから検討してゆく

必要があると思います。それでは来年からとか、そこは今お約束出来ませんけれど

も、やはりそこは絶対考えなくてはいけないポイントであるなという認識はしてお

ります。 

○司会 新井次長 

  他の方で、はい、委員。 

○委員 

  一つ確認させていただきたいんですが、この協議会の資料に出されたところに、

施設の大きさに影響が出ないのではないかと思っています、という部分については、

今のこの検討会でいろんな意見が出て参考に出来たら、小さくなる可能性はあるっ

ていうことですか。それともう一つ、私が思うにはこの施設自体をコンパクトにす

るっていうことは、今は結局ペットボトル・びん・缶・不燃物・粗大ごみとかって

４種類５種類ってありますよね、その種類のどれかが減らない限りは、場所が減ら

ないのか、それとも、それぞれの収集量が減ったら処理の機械自体を小さく出来る

のかどうか、そこのところをお願いします。 

○司会 新井次長 

  施設規模とごみ品目をどのように扱うのかということですね。部長から。 

○西川部長 

  今もお話しましたように、不燃ごみのところの引き抜きを止めればライン要らな

くなります。そこは是非とも実現してゆきたいですねってお答えさせていただいた

ということは、十分施設を小さくしてゆくという検討は、今後とも続けてゆきたい

という考えではいます。それと、品目についてなんですけれど、何故この施設の受
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入ヤードの部分のご説明をしたかというと、あくまでも入る量を想定して受入ヤー

ドとストックヤードを計算しているんですよ。ですから、品目を減らす、ゼロにす

るか、仮に５割入ってくる量が入ってきたとしても、今のこの方法の中での影響は

そんなに実はないんです。ですから、委員がおっしゃった受入ヤードの受け入れの

仕方の変更のお話がありましたよね、ホイルローダーで運ぶんじゃなくて、受け入

れたところの遣り方を変えれば、そこの面積を小さく出来ないだろうかという話な

んですよ。で、それは考えてく必要があるでしょうね、ということで委員のお話を

出してお答えさせていただいているのですけれども。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  減量が進んで量が少なくなったとすれば、処理機自体を小さく出来るのかってこ

となんです。 

○西川部長 

  実はこの平面図で・・添付図４を見ていただいて、この⑥～⑦のところが実際の

それぞれのごみが動き出すところなんですよ。それから、処理をしていく過程で今

委員がおっしゃった機械と表現されていましたけれども、実は機械らしい機械は無

いんですよ。他のリサイクルセンターに行くとですね、ごみを破砕して、要するに

小さくしてとか処理をしていのですけれども、今回基本的には大きい機械を入れる

と重量が嵩んで、構造を強くする必要があると同時に大きくなってしまいます。そ

れとあと、維持費が非常に掛かるということで、今回の作業、基本的にはみんな人

間が分別します。ですので、逆に言えば、分別するためにベルトコンベヤが必要に

なってくるんですよ。で、人間が分別するためにその前処理として袋を破く機械、

破袋機っていうんですけれども、それが基本的に入っているだけです。あとは例え

ば、ペットボトルですとラベルを外してキャップを外したものをプレスする機械、

それとびん・缶であれば、先ほどの委員とのお話のときにもありましたように、機

械を入れずにそのまま上から落として潰す状態、それから金属類ですと、有価物を

引き抜いてプレスする機械、先ほどお話しましたように、有価物を引く抜くことは

はたして必要かって話からですね、そこのラインを止めれば小さく出来るというこ

となので、機械を大きくする小さくするというような機械は、今回の計画には入っ

ていません。入っている機械で一番あるのは、アルミを分ける機械と鉄を磁石でく

っ付ける機械と、あとプレスするのは、どうしてもトラックで運ぶ関係から、容量

を小さくする必要がありますので、プレスする機械は入っています。ただ、そのプ

レスする機械はそんなに大きさに影響ありません。よろしいですか。 

○司会 新井次長 

  他の方で、委員、初めてなのでどうぞ。 

○委員 

  今のお話も何回か聞いておりますけれども、そういうことであるならば、分別の

話が大分何回も繰り返し色々出てますよね、回収するとか。それをもう少し徹底さ

せる形でしたならば、運び込まれるといったものが少なくなるってことが想定出来

ますので、これ程大きくする必要はないんじゃないかなっていうのが一つあります。

それと６月２７日に既に地域の住民には説明しておりますけれども、この検討会が

立ち上げられて色々と皆さんの意見が出て、減量の話とか、こういうふうにしたら

良いんじゃないかとか、店頭回収の話とか出ておりますけれども、話を聞いた上で

こういうふうに変わってゆきますというのは無いんでしょうかというのと、地域の
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住民にもこのような検討会の結果を踏んでますという形を、知らせる必要があるん

じゃないかという、二つあるんですけれど如何でしょうか。 

○司会 新井次長 

  はい、部長から。 

○西川部長 

  あくまでもこの検討会、皆さんのご意見をなるべくお聞きしたいということで、

例えば減量施策の関係のお話ずいぶんされましたよね。前回、委員と委員がおっし

ゃって、減量はこのリサイクルセンターを造るためのものではなくて、ごみを減ら

すということは延々と続けなければいけないことなので、それは１年、２年、３年、

ずーっと延々とやってゆくことが必要じゃないかとのお話、確か前回お話されてま

すよね。まさにその話だと思うんですよ。ですから、リサイクルセンターに関係な

いから、リサイクルセンターに影響ないからその話は止めましょうよという話では

なくて、やはり減量施策をどういうことをするかというのは重要な話ではあると思

っています。ですので、ご意見いただくのは絶対必要だと思います。ただし、その

計画によってどの程度の量を減らすように予測するか、という話だと思います。で、

その予測量については、未だ皆さんほとんど出ていません。自分たちが行政側の立

場として言うのであれば、ごみがゼロになることはありえない、というふうに考え

ております。なぜなら、過去ごみの減量やってきて延々と、皆さんこの検討会の中

でもご意見出ましたけれども、市の努力が足りないというお話だったですけれども、

少なくとも東村山市は前々からお話してますけれども、多摩地区においても少ない

ほうから２番、３番競い合ってます。で、１８年の一般廃棄物処理基本計画が出た

ときの、ごみの減量計画も強すぎるんじゃないかっていう話も一部の委員から出て

たんです。でも、実際にはその数字もクリアしました。ですから、市としては皆さ

んの努力によって確実に十分減っているということは承知してるんです。でも、悲

しいかな、やっぱり委員が先ほどおっしゃった必要悪ゼロにはならない。だとする

と、どういう施設を造るかというのは、どうしても行政側から考えなくてはならな

いのかな、と思ってます。それと、あと２点目のですね、地域にどういう計画が進

んでいるかという説明をする必要があるのでは、とのことなんですけれども、今回

ここにお集まりいただいた方たちはですね、一般公募、市報で公募した方は４名い

らっしゃいますが、その他の方は全部地元の方たちの各自治会単位、周辺対策協議

会といいますかね、４つの自治会から成っている訳ですけれども、そこを代表して

出ていただいているというふうに自分たちは考えています。で、そこからご意見を

聞いて一番周辺の方たちが、こうしたいああしたいと言うご意見を取り入れて結果

として整理されたものをですね、先ほど説明しました実施設計をする段階において

は、極力取り込めるものについては取り込んでゆきたいと思うんです。で、今の段

階でですね、こういうものが出来ましたという具体的なものは未だ出来ていない訳

ですね、あらあらのこんな感じでどうだろうかということでこの計画書を作りまし

たけれども、実際に建てるものについては、先ほど委員にもお話しましたが、実施

設計に入って初めてはっきりするんですね。で、それが出来た段階では、こういう

ものを造りますということで、また説明会は絶対してゆく必要があると考えていま

す。 

○司会 新井次長 

  今の関連ですか、委員。 

○委員 

  今のあれはあらあらなんだとおっしゃってましたけど、そうすると、そのあらあ
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らをやるために５百何十万というのを掛けている訳になりますか。そうするとこれ

から、ますます実施設計なんかに入ったら又掛けるんですか。あらあらにこれだけ

掛けるんですか。私は、もうこれは出来たんだなぁと、だからこんなにお金掛けた

のかなぁというふうに思ったんです。ちっとも変えようとしないね、これだけお金

掛けちゃったからもうこれでゆこうよ、そういう姿勢かと思ったんですよ。 

○司会 新井次長 

  分かりました。再度、部長から。 

○西川部長 

  先ほど来、５百何十万の使い方だと思うんですけれども、委員につきましては重々

行政の経験おありのことですから、通常の場合、概要設計、詳細設計というのはど

のような場合でもやってゆきます。それと、概要設計の前においても基本計画なん

なりというのをやってゆきますよね。その段階においての予算を掛けるというのは

一般的な行政の中で多くやられている方法かなって考えております。で、逆に言え

ば、このものが無い限りは、初めてこれだけのですね、議論が成立しなかったと考

えております。確か１９年の議会の中で何故作ったんだというご質問が先ほどあっ

たという中でも、議論のテーブルに載せるためにこれを作らさせていただいて、こ

れをベースに議論をさせていただきたいというふうに考えてます、というふうにお

答えしておりますけれども。これが今回使った５百何十万が無駄というふうに考え

るかどうかはともかくとして、ごく一般的な方法としてステップを踏んでいると考

えています。 

○司会 新井次長 

  関連ですか、委員。 

○委員 

  これは２１年９月の決算委員会でのね、これは議員の質問に対する田中施設課長

のね、答弁なんですけど、これはね、皆さんのところにいってんじゃないかね１３

ページの下のほうなんですけど、田中施設課長が委託先はって言ってる。要するに、

この内容見てください、ね、ごみの排出量の現状及び将来予測、将来のごみの処理

方針及び処理方法、個別設備の機能、必要面積、処理設備の適正配置、リサイクル

センターの適正配置、概算の工事金額、全て２０年度のね、みんなこれ丸投げじゃ

ないですか、というふうに解釈していいですよね。こうやって全部お金を掛けてや

るってことなんですかね。 

○司会 新井次長 

  答弁した内容について、どういうことかという問い合わせですか。 

○委員 

  こんな全部丸投げじゃないですか。そうするとやっぱり市の職員なにやってんの

じゃないけれどね。 

○司会 新井次長 

  再度、部長から説明します。 

○西川部長 

  丸投げって・・委託のときのごく普通の委託の方法じゃないかなって思います。

おそらく、ご存知だと思うんですけれども委託はですね、ポンと投げてそのまま何

もせずに、はい出来上がりましたと返ってくるケースは逆にありません。その間に

何度も何度も協議打合せをして、それで初めて出てくる訳ですよね。で、それを丸

投げじゃないですかと言われてしまいますと、逆に、いやそんなことございません

としか答えようがありません。以上です。 
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○委員 

  だけどね、実際にはこの２１年の６月１０日にね、それこそ各議員に渡されたこ

の報告書の送付についてっていうところではね、説明があるんですよ。平成２０年

度に秋水園リサイクルセンター整備基本計画を業者委託により検討して来ました、

と言ってんじゃないですか。その中身は何だって言ったら・・ 

○司会 新井次長 

  再度もう一度、部長から説明します。 

○西川部長 

  委託って例えば、収集委託の時に市の職員一緒に付いて行きますか。 

○委員 

  それはそうでしょうよ。 

○西川部長 

  今までの議会等の審議でお遣りになったと思いますが、他の設計委託の時に市の

職員が横に付いて設計を一緒にします。したケースって普通は無いと思います。そ

れを丸投げって言われるんではなく、それが委託なんです、というふうに考えてお

ります。 

○委員 

  そこまで業者委託でお金を掛けて、そしてこれはあらあらなんですと、これから

更に設計ね、詳細な計画に入ってくと実施計画に入っていくと、もう私これ以上聞

きません。もういいです。 

○司会 新井次長 

  委員の疑義を感じたこと十分よく分かるのですけれども、今日、施設整備の関係

２回目で残された時間もかなり詰まっていますので、他の委員の方から施設整備に

関して、意見ありましたらお願いしたいと思います。はい、委員。 

○委員 

  武蔵野市のこれ、前にいただいたのなんですけど、これ私の意見ですけれどね、

ここんとこの武蔵野市てのは現在年間３５，０００ｔあるごみを、３０，０００ｔ

に減らすことを前提に計画を進めておりますってね、ということは、向こうのほう

武蔵野市とはレベルが違うかも知れないですけど、１５％も減らすことを前提にも

のを作っている訳です。そういう考え方が無い限り、ごみだとか何かは大きいもの

を造ればいいという考え方になっちゃうと思うんです。で、僕が先ほど言ったこと

で部長が勘違いしてるのがありますけれど、僕は家具類についてはもう止めちゃっ

たほうがいいんだということをゆっただけであって、とんぼ工房の全体の仕事を止

めろっていうことをゆってる訳ではないですよ、家具だけですよ。それだけは注意

しておいてください。僕はそういう前提、３５，０００ｔ、１５％減らす状態でね、

こういうリサイクルセンターを造るべきだということで、武蔵野市はやってますん

でそれを見習ってください。 

○司会 新井次長 

  ちょっといいですか、武蔵野市の関係で、部長から。 

○西川部長 

  実は武蔵野市のその検討は焼却炉なんです。 

○委員 

  分かってるんですよ。そんなことは。 

○司会 新井次長 

  ちょっとその辺は、リサイクルセンターと焼却炉とは違うんでよ。部長から。 
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○西川部長 

  焼却炉の場合は、処理量そのものが施設規模になるんですよ。ですので・・ 

○委員 

  ゆっていいですか。 

○司会 新井次長 

  はい。 

○委員 

  ここんとこの量が半分になったら、半分になるでしょう。 

○司会 新井次長 

  今の関係、田中施設課長から。 

○田中施設課長 

  今の関係、ごみ量が半分になったからと言っても、施設の規模の大きさは、半分

にはならないですね。受入ヤードとかストックヤードとかは小さくなる、その辺は

あると思いますけど。ただ、ストックヤードのほうも搬出の規模によってある程度

の大きさになりますので、あと機械のほうも、やらなくなるごみがあればその設備

はなくなりますけど、半分のごみが入ってくる場合にはその設備は残りますので、

半分にはなりません。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  一番最初の回から私はずーっと不思議に思うですが、物事を始めるときにはごみ

の量が一体どのくらいかということを、一番に考えるのではないかと思います。減

量のことに対して具体的な意見が、何回か減量の話の回ときに出ましたけれども、

その具体的などういうことをしたらいいかということを、もっと本気で市全体が関

わってほしいと思います。そして貧乏所帯ならば、本当に必要なものを最小限造ろ

うということが、誰が考えても常識的なことじゃないかと思いますが。ただただ今

の量がこのくらいだから、予測はこうだから、そうじゃなくてもっと本気で減量の

ことを考えていただけませんか。他の町の人たちとも、ちょこちょこ交流あります

けれども、ごみの減量に関して私たち秋津の人間ほど全く考えてないというのが、

実感ですね。もうちょっと業者に委託する部分だとか、分散化で外に出すものだと

か、もう色々考え方はあると思います。この間も色々意見出ましたので、先ずごみ

の総量を決めて、大体の予測こんな今の量をそのままいくんじゃなくて、本気で皆

が減量に取り組んでほしいということを市全体で呼び掛けてから、この規模は考え

るべきことじゃなかったんでしょうか。もう一番にそこが、私は一番最初に１回目

からこの話はおかしいということを、ずーっと思い続けて最後まできました。先ず

それありきだと思います。 

○司会 新井次長 

  はい、委員。 

○委員 

  ごみの減量の問題はですね、再三この前から何回か掛けてやっている訳ですよね。

ごみの減量はこれからもずーっと続けなければいけないので、このリサイクルセン

ターのことを検討しましょうよって形で入ってきてますので、あくまでこのリサイ

クルセンターの規模の問題、市の方でも規模についてはね、皆さんの意見を聞いて

いわゆるコンパクトに出来るものについてはしてゆきたいという考え、それは２６

億の方もそれをすれば当然のことながら金額も減ってくる訳ですよね。で、どこま
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で小さく出来るかっていう問題を、真剣に検討していただくというのが重要ではな

いんでしょうか。 

○司会 新井次長 

  委員の言われたことのスタンスで、ずーっとこの間、検討会を重ねて来た訳なん

ですけれども、委員のおっしゃったごみの減量については、新たな減量施策の展開

と言うことで何回もして来ました。それはリサイクルセンターの建設とは別に、ご

み減量推進課の担当所管もあることですし、これについてはこれからも進めていく

課題になります。そういう意味で、施設の内容等、規模等あるいは大きさ等につい

て意見があれば、それでは、委員。 

○委員 

  施設の内容といいますか、この処理内容については私分かりませんから。ただこ

れはね、行政の施策として屋上に太陽光発電のパネルをずーっと付けてほしい、こ

れはね、東村山市の一つのシンボルになると思う。これはね、内容とは関係ありま

せん。それと、減量の議論は終わったんですけれど、市長が来てるんで条例でここ

まで出来れば最高だなと思うですけれども、決まった例えばトレーだとか幾つかの

もの、量販店に置いているそういう議論は、我々はここの中でもやったけれども、

もっとそれを徹底させれば、要は買ったところに戻すと、買ったところに戻すと、

そういう行政の指導を徹底出来れば、秋津に持ち込まれるごみの量が必然的に減っ

てくるだろうというふうに考えますので、その辺の具体的な努力を、行政にはお願

いしておきたいというふうに思います。以上です。 

○司会 新井次長 

  委員の質問につきまして、渡部市長から答えさせていただきます。 

○渡部市長 

  すません、遅れて参りまして申し訳ございませんでした。先ほど来から、ごみ減

量のお話が出てますので、我々としても取り組んできたつもりですし、もう少し皆

さんのご意見では、本気度をもっと見せてほしいということで御座いますので、努

力をしていかなければいけないと思っています。それから、もう一つ、やはり今後

考えなくてはいけないのは、昨年の政権交代で国の方のやはりごみ政策ですね、ご

み政策が今後どのように変わってくるのか、先ほど委員が販売したところに戻せば

いいんじゃないかというお話でしたけれども、いわゆる生産者の責任ということが

より強化される方向に、おそらく動く可能性が高いというふうに見てますので、そ

こは法整備を睨みながらですね、基礎的自治体としてどういうふうにこれから事業

者の皆さんにお願いしてゆくのか、今一方で、ごみの排出の仕方についての検討会、

そっちは私、ほとんど出ていないんですけれども、そこでは、色々ご意見もあって

ですね、個人商店なんかでも店頭回収してほしい、させるべきだとの意見がある一

方で、現実には中小のスーパー以下の個人商店等で、例えば、店頭回収したときに

その店頭回収したものを集めるシステムが無いところで、技術的にそんなこと出来

るのかという議論もあってですね、そこはこれから、社会全体でどう考えてゆくか

ということでゆきたいと思っています。ただ、我々としても全く努力して無いとい

う訳ではありませんし、これからも出来るだけ秋水園に持ち込む量をですね、１５

万市民の皆様にご協力していただいて減らしてゆく努力は今後とも進めて行きたい

と考えております。 

○司会 新井次長 

今の関連ですか、委員。 

○委員 
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  買ったところに戻す。だから個人商店までいきなりいかなくたっていいんですよ。

先ずはね、市内にある大手のスーパーね、スーパーと言われるところ、それを先ず

徹底的にやってないところだってあるし、まだ品目も少なし、これを近隣の市では

やっているところ多いんですよ。ですから、それを徹底させる、そして段々とね、

いきなり小さいところ行かなくてもいいから、それをやる。それから、やっぱりね、

集団資源回収を徹底的にやる。私たまたまね、今日こんなの持ってきたんですけれ

ど、資源回収のうちの自治会のです。毎月やってるから、もうこれは何にも書かな

いで、ただ日時２月８日、２と８を入れるだけでパッと入ってくるんですね。そし

て場所が書いてあって回収出来る物、新聞・雑誌・衣類・ダンボール・空缶（アル

ミ）・牛乳パック・紙類・金箔の貼っていない物、回収出来ない物、布団・クッショ

ン類、雨天決行、雨のとき衣類は出せません。これが毎月くるんですよ。これで結

構自治会の大きなね、あれになってるんですよね。小さなね、４５世帯ですけれど

月にね２万円ぐらい入ってきます。これは大きいんですよ。自治会にとっても大き

い、これがやっぱりもっとね、４円じゃなくてもっと大きくなればね、昨日かな、

議会の中でゆってました、やはりこれは、補助金をもっと多く出すことがね、逆に

ごみを減らす大きな基になる。集団資源回収というのは、全然これね苦になってま

せん。役員も私何回もやってますけれども負担になってません。これをね、徹底さ

せてほしい。これは提案です。 

○司会 新井次長 

  提案でよろしいですか。委員、どうぞ。 

○委員 

  またごみの減量化に戻った感じなんですけれども、ごみの減量化というのは、こ

れから他の場所でですね、徹底的にやって少しでも減らすような方法へもってって

いただきたいと思うのですけれども、それから先ほど市長が言いました、行政とし

てとか、あとメーカーへ返すとかね、その辺の問題も、私も１０年ぐらい前に酒の

関係の仕事してましてね、そのころ急に缶ビールが出てきたんですよね、それが随

分問題になりまして、こんなの全部メーカーに返せばいいじゃないか、卸業者とし

てそんな話もしたんですけれども、どこも引き取り手が無いんですよね、そういう

ことを考えるとやっぱりメーカーに返す生産者責任ですか、その辺になると我々の

問題じゃなくて国の問題ですか、と思います。今回の場合はリサイクルセンターの

検討会ですので、施設を出来るだけ皆さんの意見を聞いてですね、お金が掛からな

くていい施設が出来ればいいと考えていますので、そちらの方に少し話を向けてい

ったほうがいいと思います。 

○司会 新井次長 

  今、委員から話の方向性について提案していただきました。委員。 

○委員 

  いくつか言いたいことがあるんですけれども、今頃言ってもしょうがないんです

けれども、私最近つくづく思ったんですけれど、この会は最初に補助金を取るとい

うことがあって、先ほど来そちらでお話になってましたけれども、こういうものを

造ってしまって、そのあと悪く言えば議会対策、周辺対策協議会が入って公募の市

民も入って、そこでよくお聞きしましたっていう議会対策に非常にこの会は上手に

使われる。それで、出来てるものをちょっと直すぐらいのそんな会になってしまう

のかなぁと思っていて、逆に本当はそうではなくてね、これが先に出来てしまうん

ではなくて、この本がですよ、出来てしまうんではなくて、ワークショップ形式の

形でこのくらいの方たちが皆さん居てね、何が必要なのか何が必要じゃないのかっ
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ていう話から本当はすれば良かったって、私は今頃になって気が付いたんです。例

えば、委員がとんぼ工房のことを言う、委員が分散化のことを言う、それから委員

がさっき色々なことをおっしゃってましたし、委員が学校の教育の話だとか、それ

ぞれ皆さんが色々していること、本当はね、出していってじゃあどういう施設が必

要なのかに、本当はすれば良かったんですね。だけど、補助金のことだか何だかそ

っちが先になってしまったんで、どうしようもないんですけれども、だけどあと問

題なのは、行政の方ではっきりしていないのは、集団資源回収で缶やなんかが出来

るから、もしかしたらそっちの方、声掛けてみようかなんていうふうになったのか

ならないのか、何回か前に話が出ましたけれど、あれもはっきりしない。それで、

委員が散々９８プランの時の分散化はどうなったというお話なんですけれども、た

ぶん周辺対策協議会の中でも分散化について、今ここまで進んでます、ここまで土

地を当たりましたとか、こういう所を探してますとか、そういうご説明はたぶん無

かったのではないかなと思うんですが、どうなんでしょうか。あのとき一生懸命９

８プランをなさったうちの中自治会長も亡くなってしまったし、それから五光自治

会の方も亡くなってしまったし、・・そうなんですよ、今だからね、ＫさんとＭさん

はいらっしゃいますけれども。本当だったら周辺対策にその後にね、どういうふう

に進んでいるのか進んでないのか、市内中あたったけど市内には無くて他所ならあ

ったとか本当はそういう説明があるべきだったと思うんですけれど、この話は大分

前から、たぶん１回目から委員から出てたけど、有耶無耶になってますよね。でも、

物凄く大事なことです。分散化するかしないかで施設の大きさは変わってきますよ、

全然。それで今聞いてれば、こちらはちゃんと缶など集めているって言うし、それ

で、もしですよ、もし集団資源回収を進めてゆこうという話が、前に出ましたけれ

ども、そういうことになったら、集団資源回収をやってゆく課をね、一つ新設して

もいいぐらいだと思います。市内に自治会が幾つあってとか出てきましたけれど、

今自治会に入ってない方もいるから、そういう方もどうするかということも含めて

本当に課が一つ出来てもいいくらいだと思うんですね。それからあと、凄く私不安

なんですけれども、施設のことじゃないだろうと言われちゃうかも知れませんけれ

ども、このリサイクルセンター整備基本計画っていうのが、私たちに配られていま

すけれども、これの中身を私たちが認めたとか認めないという話になってしまいま

すか。もしそうだとしたら、私ちょっと反対したいところがあるんで、例えばです

ね、Ｐ６２のところに変なことが書かれてるんですよ。官僚の方はちょちょいとこ

ういうことをやるんでね、私いろいろ経験があるんで、ちょっと言わせていただき

ますけれども、Ｐ６２のところにね、（４）１）各居室の計画、事務室３１５㎡、職

員５０人程度もしくは委託業者・・云々と書かれていますよね。確か、今３１人と

お聞きしてたと思うんですが、５０人というのはどういうことなのか、さっき辞め

た人の再雇用がどうのという話が出ましたけれども、そういう人をこれが出来た暁

にはどどんと押し込むつもりなのか、それからあともう一つ、４０ページの（１）

基本方針の中の秋水園敷地内にはっていうところから数えて１０行目、「また、本施

設の建設にあたっては、既設ごみ焼却処理施設を稼動させながら、旧し尿施設等を

解体・撤去する。さらに、将来の熱回収施設更新のために必要な空閑地を極力確保

することを前提とする。」っていうけれど、将来、熱回収施設を造るなんてことは、

いつ、どこで、誰が話しあったんでしょうか。これはね本当にね、驚きなんですけ

れども、これは議会で話し合ったんですか。議員さんも今日いらしてるからお聞き

したいんですけれども。それとも、行政が今回のこの施設計画にあたって、これを

載せておくと次の施設改修に熱回収が出来るから、いいやと思っておまけに周辺対
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策に入って公募市民も入ったこの検討会が認めてますからなんて、議会で答弁する

のに丁度いいと思って入れたのか、ちょっとそこら辺をはっきりお聞きしたいなと

いうふうに思います。それから、分散化のことで言い忘れましたけれど、元々とん

ぼ工房は外に出るはずでした。これはね、９８プランのときにね、部長さんから出

たんですよ。どこか探してますと、そういう修繕施設をね。ところが、いざ蓋を開

いたら修繕するトンチカうるさいほうが秋水園に残って、綺麗な施設だけが美住に

行っちゃたんです。それで、美住町のところはそういう工場みたいなものは持って

いけませんと言われて、びっくり仰天、秋津の人たちはしたんですけれども。です

から、分散化ということではとんぼ工房も出しちゃってもいいですよね、本当にね。

特にさっきから教育施設がどうだとか、そういう廃材を使うんだということだった

ら、何もこんな一番端っこになくても市のど真ん中にあったって、市役所の前の天

王森公園だっけ、あの辺に造たっていいと思いますよ、本当に。本当にそう思いま

す。で、あとは今回の２５億は何度も言いますけれど高すぎます。市の職員の今回

又退職金のための地方債が、２２年の最新版の予算書を見たら７億１千３百万円取

るって書いてあるんですよ。冗談じゃないですよ、何で退職金のために７億円も借

金しなければいけないんですか。そんな状態で２５億は高すぎます。もっと小さく

するべきだと思います。ごめなさい、今いくつも言ってしまいましたけれども、答

えていただきたいと思います。 

○司会 新井次長 

  意見と提案含めてありましたけれども、先ず整備基本計画の関係から・・。関連

ですか。はい、委員。 

○委員 

  今、委員の方から出たこの中に書いてあることを私たちが認めたことになるのか

ってことで、将来の熱回収施設というのがとても気になります。それで、熱回収施

設というのは今は単純焼却ですけれども、熱回収施設となればその回収した熱はど

ういうものに使うのか、もしそれがリサイクルセンターの機械を動かすものに使え

るものであるならば、最初からそういう設備をやらなければいけないものかと思う

んですけれども、その整合性が無い限りはやっぱり私たち自治会の代表、先ほど自

治会で出て来られたからというふうに言われたときね、今までの話の中でずーっと

行政のゆっている減量計画の将来性が全然無い、こういうことやりますということ

一つも無い、それと次に又焼却施設を造るそういうことであるならば、やはり私今

リサイクルセンターを直ぐ造るんではなくて、１・２年減量施策をやってみてそれ

からにしていただきたいと思います。 

○司会 新井次長 

  ちょっと待ってください。今質問で整備基本計画に明記されているもので、特に

４０ページと６２ページを指摘されましたけれども、この４０ページ特に熱回収等

の記載ですね、この記載の趣旨についてですね、部長から説明します。 

○西川部長 

  先ず最初に、今日お集まりの委員の方たちが認めたから認めないからというお話

については、全然そんなつもりはありません。逆に言えば認めていただく提案をし

ておりません。要するに、我々の方から良いですか悪いですかってことは問いてい

ません。ですので、結果としては、今日出席していただいた委員の方に認めていた

だいてますからという使い方は一切無いというふうに考えてください。それと、熱

回収施設というのはですね、今は単純焼却炉を造るのではなくて、何らかの形で熱

利用をするという形で焼却炉を造らなければいけないのですね。で、焼却炉の現在
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の炉は、年度でいうと２２年と２３年で延命化をする訳ですけれども、その延命化

をしたあと約１０年の延命の予定をしています。その先の話で、そのときの焼却炉

を立て替えるスペースを確保するということで、先ほど言いましたように只単に燃

やすという施設ではなく、熱を何らかの形で利用するという考え方で載ってますか

ら、それで熱回収という表現使っています。で、もう一つ一般的な話で、熱回収と

いってもですね、発電設備が一番多いです。只その発電設備が果たしてここに造れ

るかは分かりません、今現在では。新しい炉をどういうものにするか、あるいはど

ういう形のものにするか、決めておりません。発電ということは決まっておりませ

んけれども一般的な話としては発電が多いですね、それともう一つ、職員数云々と

いうお話、６２ページについては普通職員は３１、３２です、それプラス再任用･再

雇用それとアルバイト等を入れるとおよそ５０人ということで、今現在の人数を表

示しております。只それがですね、そのまま３２プラス再任用等の人数がそのまま

いく訳ではありませんから、これが完成する４年後５年度完成するとするならば、

そこの人数見込みをどの程度に見るかというお話になるかと思います。ただし、そ

の人数は机一個分の話ですから、１人当たり平米数にすると確か５㎡でしたか、一

般的な建築の話でいうと、１人の占有面積は５㎡ぐらいの話なんですよね。仮に１

０人で５０㎡という話です。で、その他のトイレなどは、そんなに大きく影響しま

せん。ですので、人数の調整というのは当然発生してくるとは思います。 

○司会 新井次長 

  はい、関連ですか、委員。 

○委員 

  今、ここでやるとは限らないけれども、発電ってのが多いっておっしゃいました

けれども、何か一番最初に田中課長だと思うんですが、お聞きしたら発電を安定的

に供給するには２００ｔぐらいなければ、安定供給出来ないという話を聞いた覚え

があるんですね。そうなると秋水園ではそんなものは出来る訳がないのは、予め分

かってますよね。そうしたら、やっぱり出た熱をどう利用するかということになれ

ば、やっぱりリサイクルセンターなのかなってふうに思いますけれども、そうなっ

た場合には後で工事をするということであれば、やっぱり又そこで無駄なお金が掛

かるんではないかなって思うんですけれども、そういう将来像は書いてないんじゃ

ないですか。 

○司会 新井次長 

  今のお話、部長から。 

○西川部長 

  リサイクルセンターで焼却によって発生した熱を今使うという予定はありませ

ん。先ほどの発電の話でいうと、最低１００ｔ以上の炉ではないと発電は難しいだ

ろうと言われてます。その難しいとはですね、例えば何ｋｗの発電機械があります

よね、その能力を１００％出すには最低そのぐらいが、最低で必要だということで

す。ですから、仮に７０％・８０％という場合には、もしかしたら・・動くかも知

れません。ただ今のうちのごみ量の推計ではですね、おそらく総処理量で１００か

ら１０５ｔぐらいで済んでしまうんです。ですので、発電というのはなかなか難し

いかなって考えています。 

○委員 

  でも逆に、そういうものを造ったがために、どんどんごみを持って来てってなる

のが私たちとしては怖いんですね、地元としたら。だから、そういう考えは止めて

ほしいと思います。 
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○司会 新井次長 

  環境省もＣＯ２削減でごみ発電を結構進めているんですね。基本的に。はい、委員。

○委員 

  前回にお話したとおりですね、基本の建物のほうに入らないと、いつまでもこの

話やってたら切りが無いと思うんですよ。ですから、あとタウンミーティング、市

長が出席してですね、タウンミーティングありますので、そのときお話するなりな

んなりしてですね、次の方向に行かないと遅くなちゃいますので、いい加減でこの

話は止めていただきたいと思います。 

○司会 新井次長 

  そういうことで、再度確認をして、今日大変申し訳ないんですが、この場５時か

ら次の利用が入っていますので、５時で終わりにさせていただきます。あと残り１

０分弱なんですけれども、施設の関係につきまして、委員からお願いします。 

○委員 

  要望なんですけれども、今後のリサイクルを更に拡大するために、色々実験とか

ね、市民も加わった実験とか、そういうものが必要だと思うんですよね。例えば、

生ごみの堆肥化だとか、今まで失敗してきましたけれども、失敗しないような、ど

うすればいいのかね。雑紙のリサイクルの拡大ですよね。そういうものを実験する

ようなね、スペース、そういうものを設けてもらいたい、というのが一つです。そ

れからもう一つは、委員が言われましたように、小学生がここに来てね、自分たち

が分別をして環境保全とかね、そういうことを学べる部屋をね、吹抜とかねそうい

う無駄なスペースを無くして、そういうところにそういうものをきちんと造っても

らいたい。３点目は前回、今日ね、色々な意見出ましたけれど、それを箇条書きに

して。簡単で結構ですから纏めてもらって、それを次回までに議事録と一緒に合わ

せて出してもらえればなと思います。以上です。 

○司会 新井次長 

  施設の関係ですか。委員。 

○委員 

  店頭回収のことなんです。店頭回収のこと、市長さん、店頭回収した場合に、・・

スーパーか何かちょっと分かりませんけれども、これは入ってませんけれどもたま

たま見てましたら、この端にこれだけ資源回収出来ました・・ 

○委員 

ちょっと司会者しっかりしてよ。 

○委員 

  ・・ありがとうございますというのがね、出てたのですけれども、そういうふう

に、企業もそういうところに力を入れてるってゆうことがありますので、そういう

ところ利用されたらどうかと提議いたします。 

○司会 新井次長 

  初めてであります、委員。 

○委員 

  要望なんですけれども、２５億って金額が皆さん気に掛かっているところだと思

うんですけれども、こういった数字を出す場合に、例えばごみの減量化ここまでや

って半分にしたら２５億が８０％になりますとかですね、この品目を外部委託にす

るとこれだけ金額を削減出来ますというのを、何点か金額を出していただくといい

かなと、その際、今日最初にありましたけれどもランニングコストもですね、こう

いった施設にすると、最初は少しお金が掛かるけれども、１０年間のトータルコス
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トで見ると実は抑えられるんですよとか、ご提案があると我々としても分かりやす

いと思いましたので、次回そういった・・ご検討をよろしくお願いします。 

○司会 新井次長 

  分かりました。委員。 

○委員 

  これね、第２回の議事録にあるんですけれど、その中の２４ページ、司会進行新

井次長がゆってるんですよ。非常に大きな課題だと思ってますし、ですから先ほど

も委員の指摘がありましたけれども、分散化のメリット・デメリットを含めて資料

を作成させていただいて、その本でこの検討会で分散化について議論する場を設け

てゆきたいと思います。これが全然約束が合ってない。それが、司会やっている人

のゆう言葉ですか。司会が全然しっかりしてないからこういうことになるんですよ。

次回出せるんですか。次回出しても１回だけですよ。そんないい加減な司会がある

んですか。 

○委員 

  前々回、私、再請求しているはずです。 

○司会 新井次長 

  失礼しました。分散化のメリット・デメリットですね。 

○委員 

  １回だけで、もう終わりですか。 

○司会 新井次長 

  分散化につきましては、次回、冒頭でですね、資料を事前に配布させていただき

ますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、施設の関係でいいですか。委

員。 

○委員 

  市長が大変貴重な時間を割いていただいてるんで、市長に是非お伺いしておきた

い。というのは、先日の２月２４日の施政方針も聞かせていただきました。大変予

算が厳しい中、大変苦労なさってるなというのをひしと感じました。この中で炉の

改修はもう着手するんだと、その背景も分かります。で、今年度確か８億からの予

算計上なさって、これは２２年度、２３年度トータル１６億ぐらいですから、２２

年、２３年、８億、８億掛かります。で、今この施設計画はですね、スケジュール

表から、６月２７日の会議に配られました、ここでやったときのですね。その計画

通り今、進行してるんです。で、これでゆけば２４年度、２５年度に工事着手する

って書いてありまして、今の金額のままいくと、１／３交付金出るとしますとね、

８億づつ、ということは市の持ち出し１６億になる訳ですね、単純に見れば。それ

が、２４年度、２５年度に持ち出しするってことは、来年度から８億、８億、８億、

８億という４年間ね、そういうようなものが借金として、全部出てく訳ですよ。さ

っき委員おっしゃってたように、退職手当債も一方で大変な問題ある訳ですよね、

で、既に市は６５０億からの借金抱えてますし、それから先日のこの抜粋を見ます

とね、７億の自然収入減だと、それで更には、市債の発行がトータルで４０億１千

万円から出してですね、前年度と比べて８億から多いと。ですから、そういう背景

の中でこういうスケジュールどおりね、進められることなのかどうか、それは環境

行政だけじゃないですから。市政を預かっている市長としてね、そんなに主管が物

事こうやって進めようとしてスケジュールどおり、もうこの２２年度全部そのとお

りですよ。２１年度が地域計画策定はほんとにあと内示もらえばいいというところ

まできちゃっているでしょう。そういうことですから、是非市長その辺のお金の使
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い方をですね、次回最終回来ていただけるかどうか分かりませんので、この場でお

願いいたします。 

○渡部市長 

  ご指摘のようにですね、財政が逼迫しているのは事実でございます。ただトータ

ルではですね、２０年度、２１年度、２２年度については、一応当初ベースでは財

政調整基金を取り崩すことなくですね、ほぼ満年度予算組めてる。ただ、どうして

も一般財源が不足していますから、退職金について手当が出来ないということで手

当債を発行している、ただこれは平成１８年度に国が認めた特例的な措置で、全国

今どこの自治体も大量退職時代を迎えているので、東京ではうちしか発行してませ

んが、ほぼ全国の自治体発行しているようなことをご認識いただきたいと思います。

それと、やはり清掃行政というのは、日々市民の方が排出されるごみを適正に処理

をしてゆきませんと、重大な影響を市民生活に及ぼす危険性がありますので、我々

としては、やはりそこは炉のほうについても、平成１２、１３で１回リニュアルし

て、ほぼ１０年経っていますので、このタイミングでやらしていただかないと、こ

こで処理が出来なくなってしまうということではまずいというふうに考えて、計画

を作ってみました。で、リサイクルセンターについても、何度もお話させていただ

いているように、一定期間過ぎて老朽化の問題があるのと、それとやはり一つには

周辺の状況がかなり変わってきて、今の開放型のというかですね、の処理でこのま

まずーっと持続して処理が出来るかどうかということについて言えば、やはりここ

で一定の整理をしてゆきたいというふうに考えています。が、当然財政的な制約と

いうのは付き纏いますから、必ず予定通り進められるかどうかについては、今の段

階でも私としても、必ずやりますとかやれませんとかという話には成らないと思っ

ています。今、次の第４次総合計画を作っていまして、今後その舞台の事業選択を

やって実施計画作ってゆく中で、当然財政フレームを作らなくてはいけません。で、

財政フレーム上どの程度投資的なお金を確保できるのかによってですね、１年とか

２年ずらさざるを得ないということもありえるだろうと思っています。そうなると

いずれにしても、財政健全化を睨みながらですね、事業の選択をしてゆかざるを得

ない。それもこの事業だけが特別に優先してやるというものではありませんので、

そのときの状況で判断させていただきたいと思います。もう一つ付け加えて言うと、

２２年度の当初の起債額というのは、４５億ですけれどもいわゆる投資的な経費と

しての借金はほとんど今年は１０億割込んでいます。実際には臨財退職債がほとん

どの額になってますんで、そこはやはり結局市全体の税収が落ち込んで、７億落ち

込んで７億分仕事しないかということは我々出来ませんので、結局その分は臨財債

として借り入れて一般的な経費に充てさせていただいて、ただ、臨時財政対策債は

ご案内のとおり、交付税で算定をしていただけるというような仕組みになっていま

すから、我々としては、今も現状の中では臨時財政対策債については活用をやはり

してゆくべきだろうと、虎の子の財政調整基金を使い切ってしまっては、まさにに

っちもさっちもいかなくなってしまう、そんなふうに考えています。 

○司会 新井次長 

  一つだけ、最後に、はい。 

○委員 

  臭気対策のことなんですが、今開放型だから、臭っているのか臭ってないのか、

臭いはしますけれども、ただこれが集合的に建物の中に入っていろんなところから、

臭気とか粉塵とかが出た場合には、対策が杉並病ですか、ああゆうようなことが無

いような対策を作るんであればしっかりやっていただきたい。それは、地元にとっ
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ては大事なことですので、よろしくお願いします。 

○司会 新井次長 

  分かりました。そうしたら時間ですので、今日閉めてゆきたいと思います。次回

ですけれども、次回は最終回ということでありますけれども、今までの検討会は、

ごみ処理量の推計ですとか、減量施策の展開、それから前回と今日を含めまして、

リサイクルセンターの整備内容と施設規模について主な３点を論議してきました。

参考資料として整理メモを作って事前に配布して、次回を効率的に進めてゆきたい

と思います。よろしくお願いします。これを持ちまして第７回検討会を終了します。

 

 

 


