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会  議  経  過  

１．部長挨拶 

大分秋めいてきて、本日は少し暑いが、過ごしやすい時期になってきたと思う。委員の皆様

には、本日は土曜日のお忙しい中、お休みでゆっくりされたい方もいらっしゃるかもしれませ

んが、お集まりいただき深く御礼申し上げる。 

本検討会も、本日で１０回目ということで、引き続きさまざまな御検討、御議論いただきた

い。また、おかげさまで、本検討会は丁寧に進めているという御評価をいただいており、本当

に皆様に感謝している次第である。このように丁寧に検討を進めていることもあり、後ほど担

当からお願いさせていただくが、当初５回程度の開催を予定していたが、少し開催回数を延ば

すことを検討している。引き続き、丁寧な御議論をしていただければと思う。御協力をお願い

申し上げる。 

本日は、目指すべき方向性や施設のスケジュール、そして施設用地について取りまとめてい

ただくことになる。 

なお、市長は別の公務があり、終わり次第こちらのほうに出席させていただく予定であり、

御理解のほどお願い申し上げる。 

本日は、ご検討の程よろしくお願い申し上げる。簡単であるが、御挨拶とさせて頂く。 

 

２．開  会 

 

３．確認事項 

 

・第 9 回あり方検討会での意見等の整理 

 

○事務局  資料１について説明 

 

○会長 前回の議論を踏まえて整理したということで、報告を了承したい。 

 

４．議 事 
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議題１ 新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」検討のまとめ 

 

○事務局  資料２について説明 

 

○会長 ２ページの赤字の変更点について、確認のために再度説明していただきたい。 

○事務局 まず２ページの「目指すべき方向性のコンセプト（案）」としては、「社会の動向

等の状況に合わせて」という文言が、上段の項目より抜けており、再整理して「社会動向の状

況に合わせて、ごみを適正かつ安全に処理することで、市民が安心し、誇りを持てる「ごみ処

理施設」」と変更した。目指すべき方向性（案）の項目③については、「地域貢献のできる施

設」との記載について、地域とともにというニュアンスが重要であるとの議論を踏まえ、項目

を「地域とともにつくり・学べる施設」と変更した。項目③の内容の 1 段目について、環境学

習を推進する重要性という議論を踏まえ、キーワード分析に環境学習について追加するととも

に、「環境学習を推進するとともに」という文言を追加した。項目③の内容の 3 段目につい

て、項目の変更合わせて、「地域とともにつくる施設とする」と変更した。項目④「低炭素社

会に資する施設」の内容の 2 段目について、再生可能エネルギーを有効利用するという議論を

踏まえ、キーワード分析にごみ発電等を含む再生可能エネルギーを有効利用について追加する

とともに、「省エネルギーでごみ処理を行うとともに、ごみ発電等を含む再生可能エネルギー

を有効利用できる施設」と変更した。 

○会長 第 9 回検討会でのご意見の整理にて、御意見を受けて修正したことについて説明があ

ったが、御意見を伺いたい。前回の議論を踏まえて大分修正をし、この委員会の意見が反映さ

れている形につくられている。これを基本に、今後の事業の検討を具体的に進めていくスター

ト地点という認識になると思う。 

○委員 すごくよくなったと思う。いろいろ意見が反映されたこともよかったと思うし、議論

できたことが何よりよかったと思う。さらに議論できたらと思うが、項目②「循環型社会形成

に資する施設」の循環型社会をリードする拠点についてもう少し明確に伝える方がよい。その

後に「循環資源の有効利用に寄与する施設」とあるが、循環型社会をリードする拠点イコール

循環資源の有効利用ではないと思う。キーワード分析にて、循環型社会について、廃棄物等の

発生抑制、循環資源の循環的な利用、適正処分と記載されている。３Ｒという言葉があるが、

リデュース、リユース、リペアも含めて循環社会なので、この循環資源の有効利用というの
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は、要するにリサイクルを意味していると思う。あるいは、リユースを意味しているかもしれ

ない。３Ｒということを広く捉えて循環型社会であるということを伝える必要があると思う。

廃棄物処理施設は、５年後の廃棄物発生量を前提に、容量や規模を決定すると思うが、５年後

以降に徐々に廃棄物発生量が減少した場合、施設規模が大きすぎるということになると思う。

廃棄物発生量が減少しても対応できるということにしなければいけないが、むしろどんどん廃

棄物発生量を減らしていくための施設なのだということを強調したほうがよいと思う。そうい

う意味で、リサイクルだけではなく、リデュース、リユース、リペアについても推進するとい

うことを言えればよいと思う。それを施設設計にどう反映するかについては、別途議論が必要

だが、問題提起したいと思う。 

○会長 項目②「循環型社会形成に資する施設」が３Ｒことを意味しているとすると、項目②

の内容は資源循環、リサイクルだけの話になっているという意見であり、その点を整理した方

がよいということである。 

○委員 あるいは注書きなどで明確に示すといった対応もあると思う。 

○会長 循環型社会の定義をし、循環型社会というのを目指すために、この施設もできること

からきちんと行うというスタンスとすればよいと思う。廃棄物の抑制は、収集・運搬の過程を

含めて考えていかなければいけない話であるので、御意見いただいた通り、どこかに注意書き

を追記すればよいと思う。 

○事務局 いただいた御意見を踏まえて、修正をする。 

○委員 項目④「低炭素社会に資する施設」においても、温暖化などについて、説明したほう

がよいと思う。 

○会長 確かに、分かりづらい表現となっている。なるべく専門用語を使わないほうが皆さん

にわかっていただけると思う。 

○委員 我々は検討会を通して学んだことにより、記載内容について理解できるが、次の段階

からは市民に参加してもらうと同時に、参加できない市民にも覚えてもらわなくてはいけない

という意味では、項目③「地域とともにつくり・学べる施設」については別途先行して、市民

に理解してもらう必要があると思う。そこで市民より意見が出た場合、その意見を踏まえなけ

れば、その先の検討に進めることができないと思う。我々が一生懸命考え、市民に理解しても

らおうと思っても、専門用語で記載されているであれば、理解してもらうことは難しいと思

う。例えば、専門用語についての索引を追加してはどうか。 
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○事務局 用語集などを別途添付することを検討しているが、御意見の通り、検討会の最終報

告書をいただいた上、市がもう一度基本方針を反映するときには、対外的に市民にわかりやす

くすることが大事であると思うので、そういったことも踏まえて検討していきたい。 

○委員 了解した。 

○会長 幾つか御意見があったが、その辺を反映した形で最終的に取りまとめるということに

する。基本的な部分については、この委員会でこの中身については了承するが、付帯決議がつ

いたということとする。 

 

 

議題２ ごみ処理施設計画スケジュールの検討のまとめ 

 

○事務局  資料３について説明 

 

○事務局 １点補足いたします。第９回で示したものは、一般的なスケジュールとして示した

もので、今回の資料についても一般的なスケジュールを示したものである。その点を御承知し

ていただきたい。 

○会長 一般的にスケジュールを検討すると、資料の通りとなるということか。 

○事務局 その通りである。 

○会長 今回のこのあり方検討委員会で検討した事項は、基本方針をつくるための準備作業を

行っているということになる。その上で、基本方針をもとに施設整備の基本計画を決め、それ

から実際に工事発注を行い、工事をするという流れである。今回の資料では、そのベースとな

る大きな流れを確認するという位置づけでよいか。 

○事務局 よろしい。 

○会長 本資料について御意見、御質問を伺いたい。 

○委員 市民参加のスケジュールを入れることに関して、まちづくり条例に基づきということ

が資料１の説明であったが、資料３ではその旨記載しないということか。 

○事務局 詳細スケジュールの記載について、スケジュール表の中に詳細事項を記載すること

は現時点で難しいため、３.新しいごみ処理施設の整備スケジュールの検討の最終段落に、各工

程を通して、東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例の趣旨に即して、市民参加や市民周
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知など市民の意見をお伺いしながら事業を進めていくということを記載している。 

○委員 それぞれの段階で全てまちづくり条例に基づく市民参加をするということか。 

○事務局 事業者選定については市民参加が難しいと考えられ、お知らせする形をとると思う

が、検討会の最終報告書をいただいた後、基本方針を策定し、その後、施設の基本整備計画の

ほうに移行していくが、その段階では、事細かにできるだけ市民意見を伺う期間を設けること

を検討している。 

○委員 市民が誇りを持てる施設ということを考えると、通常市民参加ではなく、積極的に市

民が施設計画に参加できる市民参加の方法をとった方がよいと考える。パブリックコメントを

出してもほとんど意見は集まらないと思うが、それをもって市民参加と言ってしまうのはやは

り問題だと思う。市民に対して、説明を受けるのでではなくて一緒に考えてほしいといったこ

とを実現するために、ワークショップなどを積極的に取り入れることがよいと思う。そのよう

な積極的な方法もいろいろ検討し、採用していけたらよいと思う。その場合も、参加者を自由

応募した場合は意見が強い人ばかり集まる可能性があるので、例えば、プランニングセルみた

いな言い方もするが、女性だけとか若い男性だけとか、あらかじめ任意で参加者抽出をし、特

定のグループで議論してもらう形のワークショップについても、今後検討していただきたい。 

○事務局 スケジュールの中に市民参加について具体的に記載することは難しいが、今の御意

見を文章の中でどのように整理できるかを再度検討する。 

○会長 各工程を通して東村山市みんなで進める基本条例の趣旨に則りとあるが、条例ではな

く趣旨に則りと記載されている。条例の趣旨を明確にし、その趣旨によっていろいろな市民参

加の選択肢があることを、ワークショップの話なども含めて整理してはどうか。 

○委員 説明会やパブリックコメントなどという言い方も考えた方がよいと思う。パブリック

コメントでは意見は出にくく、情報公開した場合と同程度の効果しかないと考えられ、みんな

が参加して考えたという話にならないと思う。 

○会長 文章の中で、御意見であった多様性が確保できるような形で整理をできればと考え

る。 

○委員 市民の皆さんの意見を聞くということがまずとても大事だが、一方で、生活環境影響

調査や安全化といった内容が一番重要だと思うが、そのときに何をもって安全なのかというこ

とを市民は学ばないといけないと思う。ゼロでないと安全ではないと言う人が時々いるが、決

してそんなことはなく、安全について学ぶということが大事である。きちんと学ぶ機会という
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のも、小学校、中学校ではやっているが、高校生、大人、若いお母さん、お父さん世代がきち

んと安全とはどういうことなのかというのを学ぶ機会を設けて、新しいごみ処理施設が建つ地

域はもちろんだが、市内全体でそういう機会を設けてほしい。 

○会長 １００％安全ということではなく、安全のレベルというのをきちんと説明できるよう

な会合を開いてほしいという御要望だと思うが、非常に前向きの御発言だと思う。 

○事務局 丁寧に進めていくというのが非常に大事であると考えている。そういった面では、

市民周知の方法はいろんな手法があると思う。周知をしていかなければいけないこと、報告を

していかなければいけないこと、それから皆さんの御意見を伺わなければいけないことと、そ

れぞれのいろいろな手法があると思うが、その工程ごとに考え、皆さんの御意見をいただきな

がら進めていきたいと思う。特に周辺の方々へは、安全性について、どのようにきちんと説明

をし、どのようなやり方をしていくかということをお伝えすることは非常に大事だと思う。そ

れは、次の基本計画づくりのときに、どういう手法で安全性について担保するかをお伝えする

というところも関係してくる。それぞれの工程で、その都度、御指導いただければと思う。 

○委員 今の御意見を踏まえると、３ページのスケジュール内、計画検討、事業者選定のグル

ープと設計・建設工事、解体等工事のグループで意味合いが違うと思う。計画検討、事業者選

定のグループはまさに市民参加がすごく重要であり、設計・建設工事、解体等工事は工程管理

が重要となる。例えば、どこかの市場の話になるが、前者の部分が知らないうちに進んでしま

い、後者の部分も都民への広報が全く欠けていたという点では、後者について、市民参加が不

要というわけではないと思うが、前者の計画段階と後者の工事段階というふうに分けたほうが

わかりやすいと思う。前者と後者を分けた上で、前者に関しては市民参加について最初から組

み込んだスケジュールをした方が市民に伝わりやすいと思う。 

○会長 計画段階では、まだ決定していない内容について取り扱うため、丁寧に説明していく

ことが重要である。工事段階では、工事見学会のような形で市民にお見せし、実際にきちんと

施設をつくっているところを確認してもらうということが重要となる。御意見の通り、前者と

後者では中身が異なると思う。そういったことも踏まえ、市民参加についての考え方を整理し

ていただきたい。 

○委員 市民参加という言葉については丁寧に議論してほしいと思う、共有したい事項とし

て、アーンスタインの「参加の梯子」という市民参加の議論でよく参照される考え方がある

が、それによると８段階の市民参加があると言われている。１段階目というのは世論調査、２
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段階目は不満をそらすような操作、要するに懐柔となる。それについては、市民参加と言いつ

つ、市民を無視したり、操っているということになるため、そのような市民参加であってはな

らない。３段階目は、一方的な情報提供、あるいは形式的な意見聴取や形式的な参加機会な

ど、一方的に情報を伝えるだけとなり、そのような形式だけの市民参加も避けなければいけな

いと思う。７段階目の権限移譲及び 8 段目の住民主導では、住民がつくり、住民が設計し、設

計会社も住民が選択し、住民が運営していくということとなるが、そこまで通常行わない。こ

の８段階のうちの６段階目の共同作業以上のところで市民参加を行うということついて、明確

に意識していただく必要があると思う。できる、できないといった議論はあるが、考え方とし

てはこの辺を踏まえて検討していただきたい。 

○会長 そのような新しい考え方を取り込み、東村山市の中で、市民参加にどのように行うか

検討し、実行する必要があるという御意見である。御意見の通り、できることとできないこと

は当然あり、すべて住民がつくり、住民が運営するというところまではできないので、その部

分は整理した上で、市の考え方をとしてまとめていただくということでよろしいか。 

○事務局  御提案いただいたところで再度確認をし、当然できること、できないこと、管理

運営方法はどうするかというのはまだ先の話になるが、それは市にとってどういう形がいいの

かということは、よく議論していく必要性はあると思う。市民のまちづくり条例はそういうよ

うなことも踏まえた上での考え方になっている。先ほど御意見の通り、施工段階になってから

では市民意見を反映しにくくなってしまうため、計画段階のおける市民参加をできるだけ丁寧

に進めることは非常に大事だと思っている。 

○委員 市民参加の中身は丁寧に検討いただき、懐柔や操作といった形式的な市民参加は避け

なければいけない。そこは強く意識していただきたい。 

○事務局 一方的な市民参加の形は避けるべきであると考える。 

○委員 市民みんなで考えたものができたと思ってもらえるような市民参加を目指していただ

きたい。 

○事務局 そのようなやりとりの形をとっていきたいと考える。 

○会長 ほかの委員の方はいかがか。 

○委員 条例の趣旨にのっとり、市民参加や市民に周知するとした場合、市民が守るべきルー

ルというものがあるのではないか。守らない方と思うが、それでは運用にならない。何につい

ても一方的に意見を伺うのではなく、条例や基本方針、それからごみ処理施設を運用する今後
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について、守るべきものは基本的に守るということを市民に伝えてもいいのではないか。意見

ばかり聞いて、今度は守らない方がたくさんいるということになっては、計画が成りたたない

ので、その部分をもっと強く伝えた方がよいと考える。 

○会長 ほかの委員の方はいかがか。 

○委員 今の意見の通り、何でも聞くという体制ではルール無視する方は当然出てくるので、

ある一定のところで線引きをする必要があると思う。 

○会長 ほかの委員の方はいかがか。 

○委員 以前、アンケート結果を見た際、周辺地域の方しかごみ処理施設のことに関心がない

のではないかと思った。遠くの地域の方は、東村山市内の処理場は秋津にあるくらいの認識

で、それ以上の関心が特にないということをよく聞く。先の御意見の通り、大勢の方に聞くこ

と自体はよいことかもしれないが、関心がない人に聞くと、難しい話ばかりになってしまう可

能性があると考える。特にこの地域、秋津町を含めて青葉、久米川、恩多、諏訪ぐらいのとこ

ろで、丁寧に聞く必要があると考える。安全とか安心という当たり前の話から、この新しい施

設をどのようにつくるかなどについては、今後のもっと重要となると思うので、その点につい

て強調して、住民の意見を聞いたり、見学会を開催していただきたい。私自身、検討会に参加

し、地域にいるのに知らなかったということがたくさんあり、勉強になったので、その点をぜ

ひ進めていただきたい。 

○会長 ほかの委員の方はいかがか。 

○委員 先ほどご意見のあったスケジュールの前半の計画段階と後半の工事段階の関係につい

て、特に前半に行うことに関しては、市民の方に周知したほうがよいと思う。アンケートで

は、地元の秋津、その周辺地域の方は大分関心があり、離れている地域の方は関心がないとい

う結果であったので、実際、離れている地域の方が強い意見を言われてもそれをどのように扱

うかについては難しい点があると思う。 

〇会長 いただいた御意見を踏まえ、住民に情報を開示していく方法などについて、市として

検討していただきたい。 

 

 

議題３ 施設整備用地に関する検討のまとめ 
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○事務局  資料４について説明 

 

○会長 用地について１次検討、２次検討、それからこの検討会での議論を踏まえ、用地１

（久米川第１３住宅跡地）、用地２（東村山中央公園）、第３（狭山公園）、用地４（北山公

園）、用地５（運動公園）、用地６（秋水園）、用地７（八国山緑地）について、それぞれの

検討の観点から一覧表にまとめてある。用地６については、特に課題となるところは見受けら

れないが、それぞれの用地１～用地５まで、それから用地７については課題があるという報告

である。御意見を伺いたい。施設整備用地の検討について、本検討会で用地を決めるのか、も

しくは、会期を延長するとのことなので、そこで最終的に決めるということか。それとも、本

日は、資料に対して自由に意見してもらうということか。 

○事務局 本日の資料に基づいて自由に闊達に御意見いただき、検討会の最終報告書を提出さ

れるまでの間に、ある程度方針が見えてくればよいと考えている。 

○会長 感じたことを意見していただくこととする。 

○委員 用地６（秋水園）が一番有力だということを仮に決断するに当たり、他の用地と比べ

た場合のマイナス要因は面積である。用地６（秋水園）の面積については、対象用地の中で２

番目に狭いが、新しいごみ処理施設を作る場合、現在の面積で十分であるのかを今一度説明願

いたい。用地１が、必要面積とほぼ同程度の大きさであるとの説明はあったが、用地６（秋水

園）は２倍程度あるということになる。既存施設がある中で、建替工事を実施することは可能

であるのか。 

○事務局 ごみ量より想定される規模の施設を建設するのであれば、既存の建物を残しながら

の建て替えを行うことについて、22,000 ㎡の面積は十分であると考える。 

○市長 補足すると、通常の処理については今の秋水園の広さがあれば十分可能だが、万々が

一、大災害が発生した場合の災害瓦礫の保管それから処理に必要な面積について、市内で保管

して処理できるスペースが確保できるかというのは、別な議論となる。今後東京都や国の動向

を見ながら、災害時、今東京都が想定している被害になると、恐らく単純計算で秋水園の１０

倍ぐらいの面積が必要になるため、市内でどういう形でそれを確保して、どこでどういう形で

処理をするのかというのは、かなり難しいことになるので、現状では平時の処理を基本に考え

ていただければとは思う。 

○委員 無駄に大きい面積を市が所有すること自体、市民は納得しないと思う。また、災害時
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のスペースを考える上で、残りの用地がその候補にもなり得るということを我々は学べたと思

う。 

○委員 面積だけでなく、用地確保のため購入するには莫大な費用がかかるということを考え

ると、用地６（秋水園）しか選択肢はないと思う。この用地でどのように計画を進めるかを市

民に周知しながら、検討を進めたほうがよいと思う。 

○委員 用地のスペースや、環境的な問題も含めて、秋水園がよいということである。東村山

ではほかの市に誇れるような施設をつくりたいと願っており、このことは、市民も地域の方も

皆さん同意見だと思う。ほかの市にも自慢できるようなものをつくりたいという意識の共有を

していただきたい。 

○委員 前回挙げられた７つの候補地の内、用地候補として可能性があるものは用地１と用地

５と用地６（秋水園）である。今回、用地１（久米川第１３住宅跡地）と用地５（運動公園）

について課題が挙げられたが、可能性は若干残っていると思う。用地６（秋水園）について

は、そのような課題が全くないので、用地６（秋水園）の秋水園となる可能性は高いと思う。

用地６（秋水園）に決定するためには、他の用地を選出しない理由を明確に市民にも知らせ、

かつ、秋津町の住民に納得していただくというのが一番重要になる。今後の施設計画において

は、秋津町住民の意見を重要視していただく必要があると考える。総合的に秋水園が一番適切

であるということはわかったが、秋津町の住民の人たちが納得できるような説明を行い、理解

を得るような方向に持って行っていただきたい。 

○会長 施設整備用地の検討の結果としては、施設整備用地として、用地６（秋水園）が、適

地であると集約する。ただし、地元に対する説明を丁寧に行い、理解を得ること、また、今後

の計画を進めるにあたっては、十分検討を行い、よい施設をつくることを条件として付け加え

ることでよろしいか。 

（全会一致） 

〇会長 検討会の結論をそのように取り扱うこととする。 

 

・その他 

 

○事務局  今年度の検討会は、平成２８年度の中間報告書を踏まえ、最終報告書の作成に向

け検討を御議論いただくということで、当初５回の開催を予定していた。検討会では、本日ま
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で各検討事項におきまして委員の皆様の活発な御議論がなされ、特に新しい施設の目指すべき

方向性や施設整備用地については、議論の結果、より深まった検討結果となったと考えてい

る。今後の検討会では、最終報告書の作成に向け、施設計画検討事項として、処理方式などに

ついての検討を予定しており、開催回数に増やすことを検討している。今後の検討会の予定に

ついては、資料等を整理した後、改めて御連絡させていただく。 

 

・市長挨拶 

 本日は、土曜日でお休みの方も多くいらっしゃる中、通算しますと第１０回の東村山市ごみ

処理施設のあり方検討会に御出席を賜り、活発な御議論をいただき、改めて感謝を申し上げた

い。 

 本日は、他の公務で遅れてまいりまして、誠に申し訳なく思っている。議事については何点

か御指摘等、非常に実のある議論をしていただき、おおよその方向性については取りまとめを

いただけたと思っている。 

 あと１、２回の検討会で、処理の方式についてある程度イメージだけでも固めていただいた

上で、今後検討会としての最終報告書をいただき、市が基本方針策定後には、幅広く市民の皆

さんに周知をし、御意見をいただく場を設けていきたいと考えている。これまで、基本的には

東村山市としては単独の処理を行っていくことと、それから目指すべき方向性として、安全・

安心ということだけでなくて、誇りを持てる施設にするという方向性についても大体集約をい

ただけたところであり、用地についてもいろいろと検討し現状の秋水園の場所が最も現実可能

性が高いであろうという御指摘も頂いた。そのことを踏まえつつ、これから幅広い市民の皆さ

んに、特に秋津町の住民の皆さんの御理解をいただく努力を、我々としても最善をつくしてま

いりたいと考えており、最終的な処理イメージや処理方法、どのような施設をつくるかがおお

よそ固まるまで、引き続き御議論をいただければありがたいと思っている。引き続きよろしく

お願いを申し上げる次第である。 

 

５．閉  会 

 


