
会  議  録 

会 議 の 名 称 第 1 回東村山市ごみ処理施設のあり方検討会 

開 催 日 時 平成２８年７月２７日（水）午後１時３０分～午後３時００分 

開 催 場 所 東村山市秋水園 リサイクルセンター ３階 研修室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委員） 

荒井喜久雄会長、安田憲二副会長、久野稔晃委員、佐々木洋子委員、五野井暎

委員、市川忠文委員、肥沼和幸委員、諸星伊久男委員、浦田秀人委員、齋藤隆

委員、志賀敏和委員、白井信雄委員 

（理事者） 

渡部尚市長 

（事務局） 

間野資源循環部長、戸水資源循環部次長、内野ごみ減量推進課長、武田施設課

長、濱田施設課長補佐、渡邉計画調査係長、森施設係長、岡計画係長、浦主任 

 

●欠席者： 上坂裕美委員 

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 ２名 

 

会 議 次 第 

 

1. 委嘱状交付 

2. 市長挨拶 

3. 委員紹介 

4. 開会 

5. 議事 

 (1)会長、副会長の選出 

(2)ごみ処理施設のあり方検討会について 

  (3)東村山市のごみ処理の現状と周辺自治体の動向 

 (4)市民アンケート等の実施方針（案）について 

 (5)その他 

6. 閉会 

問い合わせ先 

資源循環部施設課計画係 

担当者名 岡・浦 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線２６３２・２６３３） 

ファックス番号 ０４２－３９１－５８４７ 
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会  議  経  過  

１．委嘱状交付 

市長より各委員へ委嘱状を交付 

 

２．市長挨拶 

 本日は、御多用のところ、東村山市ごみ処理施設のあり方検討会に出席頂くとともに、委員を

お引き受け頂き、厚く御礼を申し上げる。 

 本会では、主に本年度、来年度の２カ年にわたり、当市のごみ処理施設のあり方についてさま

ざまな角度から検討を行って頂く。 

 当市は、昭和３５年に全域が特別清掃地域に指定されて以降、昭和３７年に秋津の地にごみ処

理施設が建設され、以来、五十数年にわたって秋津町の皆様、また所沢の北秋津第九連合の皆様

の深い理解と協力を頂き、適正に安定的にごみ処理をさせて頂いてきた。現在のこの施設の中核

的な処理施設である焼却炉は昭和５６年に建設され、今年で竣工後３５年を迎える。この間、ダ

イオキシン対策、延命化工事、そして耐震化工事行い、稼働させている。どこまで使えるかとい

うのは、これから詳細に調査しないと具体には分からないが、次世代の方針について検討する段

階に至ったと、市として判断させて頂き、本会で２年間にわたって、これからの東村山市のごみ

処理について検討を開始したいと考えている。 

当市は、ごみ処理を始めて以来、これまで単独処理を行ってきた。近隣では一部事務組合を設

立し、共同処理を行っている自治体もあり、かつて、東村山市も、隣接する柳泉園組合への参画

を検討したこともあったが、諸条件により、参画には至らなかった。そうした状況を踏まえ、東

村山市において具体的にどのような処理方法がふさわしいか、安定的に効率的に、また環境等に

も配慮した形で、ごみ処理を継続していくためにはどうしたらよいか、当会で検討頂けるとあり

がたいと考えている。 

当会で示された方針に基づき、市としてさらに検討を進め、次なるごみ処理のあり方に向けて

歩んで参りたいと考えている。そういう意味では、当会は１５万市民のごみ処理にかかわる大事

な会であるため、専門家の方、周辺自治会の方、公募市民の方、それぞれの立場で真摯かつ建設

的な議論を進めて頂くよう心からお願い申し上げさせて頂き、開会に当たって、東村山市を代表

しての挨拶にかえさせて頂く。 
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３．委員紹介 

 各委員より挨拶及び自己紹介 

 

４．開  会 

 

５．議 事 

 

・会長・副会長の選出（互選） 

委員全員の意見の一致により、会長に荒井委員、副会長に安田委員が選出された。 

 

・確認事項 

 

○事務局 検討会終了後に公開する会議録の記載方法について確認させて頂く。発言者は会長、

副会長、委員、市長、事務局という形で表示する。内容については、趣旨を損ねない程度に発

言を整理し、簡潔に記載する。検討会終了後、全発言者の確認をとり、その後ＨＰにて公開す

る。 

○会長 議事録については会長・副会長は特定できるが、委員は「委員」と記載するだけで、名

前は出さないという理解でよいか。 

○事務局 そのように考えている。 

 

○事務局 「東村山市ごみ処理施設のあり方検討会の傍聴に関する定め（案）」について説明し

た。 

 

○会長 質問等は特にないため、説明の通りの方針で取り扱う。 

 

・秋水園のこれまでのあゆみ 

 

○事務局  「秋水園のこれまでのあゆみ」について説明した。 
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議題１ ごみ処理施設のあり方検討会について 

 

○事務局  資料２について説明した。 

 

○委員 あり方検討会の開催日程について、第３回以降は土日も御検討頂けるという話があっ

た。個人的な意見としては土曜日が適当だが、検討頂きたい。 

○事務局 検討させて頂く。 

 

○委員 広域処理と単独処理ということを早い段階で決めずに、最後まで検討課題に残していく

ということなのかと思っているが、その場合、広域処理とした際の廃棄物処理量の予測や、処

理システム、処理方式なども検討していくことになると思うが、そういう考え方でいいのか。

要するに、広域と単独の場合で常に比較しながら全てのことを検討していくということを最後

までやるという考えなのか、確認したい。 

○事務局 そういった考え方で丁寧に進めていきたいと考えている。 

○委員 広域というと、どの自治体と広域処理を行うのかという設定も必要となり、それによっ

て、それぞれの場合の廃棄物処理量の予測もしなければならず、他市の予測もしなければいけ

ないということになるが、それでよろしいか。 

○副会長 施設をどうするかということは、連携する自治体がわからないと決められない。想定

した議論はできるが、具体的にどう進めていくかということは、相手との協議をしないと決ま

らない。想定される自治体と協議するということは考えていないのか。 

○事務局 この後の説明の中で、近隣の広域組合や保有施設の議題が出るため、内容を鑑みなが

ら考えて頂きたい。 

 

○委員 行政区分として、東京都を越えて埼玉県の自治体との広域処理を計画することは可能な

のか。 

○市長 東京都から許可が得られないため、都道府県を越えての広域化は非常に難しいと考え

る。 

 

○委員 単独処理の場合の施設用地として、秋水園ありきなのか、あるいは他の可能性もあるの
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かということも含めて検討するという考え方でよいか。 

○事務局 この検討会で方向性を決定して頂くというわけではなく、頂いた意見については、最

終的に市が策定する基本方針に反映していきたいと考えている。 

○委員 広域と単独について、それぞれ問題点があるため、当面は二本立てで進め、例えば広域

の場合どのような問題があるかということを踏まえながら、単独の場合、施設を他の地区に建

設する際、住民がどうなるのかということ等を踏まえながら、各議題において詳細に議論して

もいいのではないか。 

○委員 広域処理が難しい場合、次のステップを検討するためにも、早く返事を頂きたい。今年

いっぱいで結論が出るというものではないかもしれないが、結論を延ばして、無駄な議論をす

る必要はないと考える。 

○副会長 広域の場合、収支が大きく変わるため、この範囲でやればこのような経済性がとれる

とか、議論すべき事項は多々ある。そのため、連携する自治体が決まらなくても、一般的な議

論を積み上げていって、方向性を決めればいいと考える。連携する自治体との協議も必要であ

るため、１年で検討するというのは難しいのではないか。 

○会長 この検討会では、広域化に伴う課題を一度整理した上で判断する。まずはそのための材

料を集めることになると考える。 

○副会長 もし課題が残れば、残した形でというのはあっていい。結論を出す必要はないと考え

る。中間報告の後、最終報告をまとめる期間があるため、そこでさらに議論してもいい。 

○会長 本年度が中間の取りまとめ、来年度が最終のまとめということで、本年度中には少なく

とも課題の整理をやっていきたい。ただ、方向性を早く決める必要もあるため、少なくとも来

年度に方向性を決定するということでよいか。 

○委員 いいのではないか。 

 

○委員 この検討会の最終目的は何か。広域、単独というのは、その最終目的に入っているの

か。 

○会長 資料１の「あり方検討会の設置規則」の第２条に所掌事項というのがあって、「検討会

は、ごみ処理の実施主体を含め、将来にわたって安定したごみ処理を行っていくために必要な

ごみ処理施設のあり方について、検討を行うものとする」と記載されている。ごみ処理の実施

主体も含め、将来にわたって安定したごみ処理を実施するための施設整備のあり方を検討して



 5 

いくことになる。 

○委員 「安定した」というのは誰に対してのものか。 

○会長 私が言うことではないが、市民に対してということになる。 

○委員 市民、周辺市民も含めて、そこから入るべきではないかと考える。 

 

議題２ 東村山市のごみ処理の現状と周辺自治体等の動向 

 

○事務局  資料３について説明した。 

○委員 八王子市と町田市は可燃ごみの一部を多摩ニュータウン環境組合で処理しているという

ことだが、一部というのは、単独の施設だけでは間に合わないため一部を回しているというこ

とか。 

○事務局 多摩ニュータウン環境組合は、八王子市及び町田市の多摩ニュータウン区域並びに多

摩市全域のごみを共同処理することを目的に、平成５年４月に設立された。八王子市及び町田

市のその他区域については、引き続きそれぞれ単独で処理しているという状況であり、多摩ニ

ュータウン区域及び多摩市全域に限った処理という形になっている。 

○委員 最新の一般廃棄物処理基本計画においては、目標年次が２０２０年となっているが、今

回整備する施設は２０５０年頃まで使う。２０５０年頃までの廃棄物の発生量の予測なりや目

標設定をしていかなければいけないと思うが、定量的な話だけではなく、循環型社会というも

のをどのように作っていくかという定性的な議論の徹底が必要だと思うが、どのようにお考え

か。いつ頃まで予測するのかという部分と定性的な目標設定の議論はどのようにされるのか、

もう一度確認したい。 

○会長 循環型社会づくりという観点からすると、リサイクル率、資源化率を上げていくという

方策をとっていく。それを反映した施設計画を立てていくことになると思う。 

○委員 大幅に減らすという目標もあり得ると思う。人口の減少もあるため、かなり減るという

状況を予測してということになるのだと思う。おそらく２０４０年ぐらいを予測するのだと思

うが、そういうことでよいか。 

○事務局 人口が減少傾向になっているため、施設の建設年が最も人口が多いという推計にな

る。そのため、建設時の人口が一番多くなることを見越して推計をつくる必要があると考えて

いる。 
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○委員 お願いになるが、人口に対して掛け算する１人１日当たりの発生量については同じ値で

推計しようとされている。目標としては、物理的に可能な削減量を設定し、それも含めて予測

されるといいと思う。検討頂きたい。 

○会長 環境省なども資源化率の目標を提示しているため、そうしたものを勘案しながら資源化

に取り組みつつ、安定的な処理を実現するという施設整備が必要と考える。 

○副会長 最近、環境省では２Ｒを進めている。リサイクルをなるべく減らし、リユースをする

ということで、リユースをどのような形で進めるのか、ごみ発生量の抑制をどのように進める

かということもあわせて議論したほうが、先を見たときにうまく適合できると考える。 

○事務局 ごみ発生量の抑制についてもぜひ検討会で提案頂き、報告書の中に織り込んで頂くの

も一つの案かと考えるため、お願いしたい。 

○委員 東村山市の市民１人当たり、ごみ処理について金銭的にどれぐらいかかっているのか、

将来的にどのような市民の負担があるのかというところを教えて頂きたい。 

○事務局 秋水園事業概要の５５ページの上段の表の中で、市民１人当たりどれぐらいのごみ処

理の費用がかかっているということで、単純に全てのごみの処理にかかる費用を人口で割った

金額を記載している。２６年度は１万９，１８０円。となっている。 

 

議題３ 市民アンケート等の実施方針（案）について 

 

○事務局  資料４について説明した。 

○委員 市民アンケートは非常に重要だと思うが、長期的な話であるため、次世代の人たちの意

見を明確に把握する必要があると考える。市民アンケートをすると、若い世代の回収率が低いた

め、若い世代を中心にデータ集めるようなことも配慮して調査されるといいと考える。市民の意

見交換は年代や性別等の属性を区別し、それぞれの属性の意見をはっきりさせることが重要。そ

うでなければ、特定の人たちの意見を聞いたということになりがちであるため、留意頂きたい。 

○事務局 アンケートについては、意見を参考にし、有効なアンケート結果となるように取りま

とめたい。 

 

・その他 
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○事務局 第２回検討会については、８月２５日木曜日の８時半から１６時に、ごみ処理施設の

視察を予定している。 

 

○事務局  閉会挨拶 

 

６．閉  会 

 


