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1． はじめに 

 

1.1 「東村山市ごみ処理施設のあり方検討会」の位置づけ 

 

東村山市は、既存のごみ焼却施設が竣工後 35年を経過し、今後のごみ処理施設の整備方針

について検討する段階にきています。 

秋水園の施設整備には、これまでも多くの市民が計画策定に関わってきた経緯があり、処理

技術等は最新の状況を把握した上で検討する必要があることなどから、市民意見の反映に努め

つつ専門的な観点からの検討を行うため、市民及び学識経験者で構成する「東村山市ごみ処理

施設のあり方検討会（以下、「あり方検討会」という。）」を設置しました。 

「あり方検討会」は、「東村山市ごみ処理施設のあり方検討会設置規則」に基づき設置さ

れ、将来にわたって安定したごみ処理を行っていくために、最新のごみ処理技術の動向を踏ま

えた処理方式やごみ処理施設の実施主体（広域処理・単独処理※の方向性）等の検討を進める

ものです。 

「あり方検討会」では、平成 29年度に、平成 28年度の検討の中で整理された事項及び抽出

された課題等について、さらに検討を深め、最終報告書としてとりまとめを予定します。 

 

※単独処理：自治体が区域内に単独の処理施設を整備して処理を行う方式 

 広域処理：近隣自治体と連携し、広域の処理施設を整備して処理を行う方式 

 

 

◆一般的なごみ処理施設の計画フローと今回実施する「ごみ処理施設のあり方検討」の位置づけ 

ごみ処理施設を計画する場合は、一般的に基本方針に基づき基本計画を策定し、事業者選定

後、基本設計・実施設計を行い工事実施となります。また広域処理を行う場合は、基本計画策

定以降の工程を構成自治体とともに実施することになります。 

あり方検討会は、その基本方針策定の前段として、東村山市の今後のごみ処理施設のあり方

を検討するものです。 
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1.2 ごみ処理施設の実施主体（単独処理及び広域処理）のあり方 

 

1.2.1 単独処理及び広域処理 

市民から排出されるごみは、自治体の責任の下、ごみ処理施設で処理されています。市民の

ごみを焼却しているごみ処理施設は、各自治体が国からの補助金や交付金で補てんしながら設

置しています。 

しかし、ごみ処理施設の建設・運営コストは、各自治体にとって、かなりの財政負担となっ

ていることから、単一の自治体で処理をする「単独処理」や、複数の自治体が共同で処理をす

る「広域処理」など、各自治体の財務状況や周辺自治体との関係等によって、何れかの実施主

体が選択されています。 

 

表 1：単独処理と広域処理の説明 

単独処理 単一の自治体において、自区内から排出されたごみの全てを自区内で中

間処理すること。 

広域処理 複数の自治体が共同で組合の設立や協定の締結を行い、処理施設を共同

で設置・運営し、区域から排出されたごみの中間処理を行うこと。 

広域処理の組織（運営形態）としては、一部事務組合を設立するなど、

各自治体間での協議及び調整が必要となります。 

 

1.2.2 広域処理が推進された背景 

広域処理の背景については、平成 10年代から全国的にごみ処理の広域化が推進され、近年

までに、ごみ処理施設の広域化・集約化によってダイオキシン類の削減など一定の成果が見ら

れています。 

しかし、一方では、ごみ処理施設を広域化・集約化することによって、ごみの収集・運搬コ

スト等の維持管理コストが増大したり、災害が発生した場合に対応することが困難となるリス

クも考えられることから、広域化・集約化の推進については慎重な意見も出てきています。

（「一般廃棄物処理施設の整備・維持管理に関する行政評価・監視結果報告書（平成 28年 3月 

総務省）」）。 

これらの広域処理に係る背景を鑑み、ごみ処理施設を検討するにあたって、まず初めに実施

主体（単独処理及び広域処理）のあり方について、検討していくことが重要となりました。 

 

1.2.3 周辺自治体のごみ処理の実施主体 

現状、東村山市においてはごみの単独処理を行っていますが、周辺自治体では一部事務組合

を構成し、広域処理を行っている自治体もあります。 

東村山市の周辺では、小平市・武蔵村山市・東大和市で構成している小平・村山・大和衛生

組合や、清瀬市・東久留米市・西東京市で構成する柳泉園組合などが広域処理しています。ま

た、武蔵野市のように、単一の自治体で単独処理している自治体もあります。 
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1.3 「東村山市ごみ処理施設のあり方検討会」の実施経過 

 

1.3.1 「東村山市ごみ処理施設のあり方検討会」の開催日程 

（1） 「東村山市ごみ処理施設のあり方検討会」 

平成 28年度の「あり方検討会」は年内に 4 回、年明けに 2回、開催しました。 

「あり方検討会」の進め方については、第 1 回～第 3 回までに、東村山市の現状や周辺

自治体等を含めた類似施設について把握し、第 4・5回で単独処理及び広域処理に関する検

討や市民アンケート調査結果等の報告を行い、第 6 回で単独処理及び広域処理に関する検

討のまとめ、及び中間報告書のとりまとめを行いました。 

 

 

検討会 日時 議題 

第 1回 

平成 28年 

7 月 27日（水） 

13:30～15:00 

・ 委嘱式 

・ ごみ処理施設のあり方検討会について 

・ 東村山市のごみ処理の現状と周辺自治体の動向 

・ 市民アンケート等の実施方針（案）について 

・ 既存施設（秋水園）の概要・施設見学 

第 2回 

平成 28年 

8 月 25日（木） 

8:30～16:00 

近隣施設見学 

（午前）武蔵野クリーンセンター 

（午後）クリーンプラザふじみ 

第 3回 

平成 28年 

10月 13日(木) 

14:30～16:30 

・ 近隣施設見学のまとめ 

・ ごみ量の予測・施設規模について 

・ 処理システムの他事例比較と検討課題の整理 

・ 単独処理及び広域処理に関する検討 

・ 市民アンケートの実施について 

第 4回 

平成 28年 

11 月 26日（土） 

15:00～17:00 

・ 単独処理及び広域処理に関する検討 

第 5回 

平成 29年 

1 月 27日（金） 

14:30～16:30 

・ 単独処理及び広域処理に関する検討 

・ 市民アンケート等の結果報告 

・ 中間報告書のとりまとめ 

第 6回 

平成 29年 

3 月 13日（月） 

14:30～16:30 

・ 単独処理及び広域処理に関する検討のまとめ 

・ 中間報告書のとりまとめ 
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（2） 「東村山市ごみ処理施設のあり方検討会」勉強会 

 

「あり方検討会」は、学識経験者及び市民委員で構成されているため、検討を進める上

で各委員がごみ処理施設における一般的な処理方法やごみ焼却施設の仕組み、焼却施設の

仕様などの検討にあたって重要となる項目（排ガスの処理や熱利用の方法など）等につい

て理解を深めることを目的として、勉強会を 2 回開催しました。 

 勉強会は、第 2回及び第 3回あり方検討会の議題に合わせて以下の内容で行いました。 

 

勉強会 日時 議題 

第 1回 

平成 28年 

8月 23日（火） 

14:30～16:30 

（１）東村山市におけるごみ処理のフロー 

（２）現施設における燃やせるごみの処理フロ

ー及び今後の課題 

（３）燃やせるごみの処理方式 

（４）見学予定施設の概要 

第 2回 

平成 28年 

9月 26日（月） 

14:30～16:30 

（１）単独処理と広域処理について  

（２）施設計画における今後の検討課題 

    ①処理能力について 

    ②余熱利用について 

    ③排ガス基準値について 

    ④煙突について 
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1.3.2 「東村山市ごみ処理施設のあり方検討会」での検討経緯 

 

【第 1回検討会】 平成 28 年 7月 27日（水）実施 

第１回検討会では、東村山市のごみ処理の現状と周辺自治体等の動向について理解を深め

るとともに、単独処理及び広域処理に関する一般的なごみ処理施設の計画フローについて整

理を行いました。また、ごみ処理に関する市民アンケートの実施概要について検討しました。 

 

【第 2回検討会】 平成 28 年 8月 25日（木）実施 

第 2 回検討会では、第 3 回検討会以降、新たなごみ処理施設に関する議論を行うにあたっ

て、ごみ処理施設に関する委員の見識を深めるため、近隣施設の見学会を実施しました。 

多摩地域における最新のごみ処理施設として、武蔵野市の武蔵野クリーンセンター（単独

処理施設）と三鷹市及び調布市で構成するふじみ衛生組合のクリーンプラザふじみ（広域処

理施設）を見学しました。 

 

【第 3回検討会】 平成 28 年 10月 13日（木）実施 

第 3 回検討会では、単独処理及び広域処理の検討に向けた、今後のごみ量の予測や処理シ

ステムについての検討を行うとともに、単独処理及び広域処理についての具体的な検証項目

と検討の進め方、市民アンケートの設問内容や集計方法について議論を行いました。 

単独処理及び広域処理の検証項目としては、「環境的側面」にあたる国や都の方針を確認、

理解するとともに、「経済的側面」「社会的側面」「実現可能性」に係る視点について議論を進

めることになりました。 

 

【第 4回検討会】 平成 28 年 11月 26日（土）実施 

第 4 回検討会では、第 3 回検討会で整理された検証項目を受け、それぞれについて単独処

理及び広域処理の場合の比較検討を行いました。 

「経済的側面」では、「施設整備費」、「維持管理・運転費」、「収集運搬費」についての項目

を、「社会的側面」では、「ごみの分別・収集・運搬に係る市民生活への影響」、「災害時等にお

ける市民生活への影響」についての項目を検討するとともに、隣接する周辺自治体等の状況

を整理し、単独処理及び広域処理の「実現可能性」について検討を行いました。 

 

【第 5回検討会】 平成 29年１月 27日（金）実施 

第 5 回検討会では、第 4回検討会に引き続き、単独処理及び広域処理に関する、「環境的側

面」として CO2排出量に関する整理、「経済的側面」としてトータルコストの整理、「社会的

側面」として市民意識への影響、「実現可能性」として近隣自治体等の現有施設で東村山市の

ごみを受け入れる可能性などについて検討が行われました。 

また、単独処理及び広域処理の検討の集約に向け、それぞれの検証項目ごとのまとめを整

理し、総まとめの方向性について活発な議論がなされた結果、これまでの各項目の検討や実

現可能性の検討をふまえると、現状では自区内での単独処理を進める方が良いとの一定の判

断がなされました。 
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【第 6回検討会】 平成 29年 3月 13日（月）実施 

第 6 回検討会では、単独処理及び広域処理についての総まとめについて議論し、本検討会

としての単独処理及び広域処理の方向性の確認、及び今後の検討を進めていく上で配慮すべ

き事項を抽出するとともに、中間報告書についてとりまとめを行いました。 

 

 


