
会  議  録 

会 議 の 名 称 第１２回東村山市ごみ処理施設のあり方検討会 

開 催 日 時 平成３０年１月３０日（火）午後２時３０分～午後４時７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、上坂裕美委員、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、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、肥沼資源循環部次長、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：志賀敏和委員 

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 ７名 

 

会 議 次 第 

 

1. 市長挨拶 

2. 開会 

3. 確認事項 

・第１１回あり方検討会での意見等の整理 

4. 議事 

 (1) 今後の施設計画検討について 

(2) 新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」検討のまとめ 

(3) 最終報告書について 

5. 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 



1 

 

会  議  経  過  

1．市長挨拶 

公私とも大変御多用のところ、ごみ処理施設のあり方検討会、本日は通算で１２回目という

ことで、委員の皆様に御出席を賜りまして深く御礼申し上げる。 

 また、この間、非常にお忙しい最中、真摯に御討議をいただき、大分最終報告に向けて考え

方が整理されてきたと思う。今年度も、残すところ本日を入れて２回の開催が予定されるが、

市民にとって有益な報告をいただければと願うところである。限られた時間であるが、御審議

をいただくようお願い申し上げて、御挨拶にかえさせていただく。 

 

２．開  会 

 

３．確認事項 

 

・第 11 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 

 

議題１ 今後の施設計画検討について 

 

○事務局  資料２について説明 

 

○会長 事務局から各ごみ処理方式に関するまとめを説明されたが、安定的なごみ処理あるい

は、それを安全に実施できるという観点から、一定の方向性を出したいということである。御

意見があれば伺いたい。 

○委員 いろいろなごみ処理方式を全部土俵に乗せ、絞っていくということであるが、ある程
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度、絞り込む先は見えているような気がする。生ごみや有機物を対象にするメタンガス化方

式、炭化方式、堆肥化方式、飼料化方式に関しては、その再資源化したものの用途は主に農業

系のものであるため、東村山市の地域特性において、農業系用途受け入れ先は確保しにくいと

いうのが前提として言えると思う。それらの処理方式はあらかじめ除外するかもう含め、議論

できればと思う。 

○会長 農業系用途の受け入れ先確保が必要な方式については、東村山市の地域特性を考慮す

ると、難しいのではないかという御指摘である。 

○委員 「目指すべき方向性」の中で「常にごみを安全かつ安定的に処理できる施設」、「循

環型社会形成に資する施設」など、これまで議論してきたが、その観点で見ると、実績的かつ

運転の中身からすると焼却方式が適しているという印象はある。さらに、焼却方式の中でスト

ーカ式、流動床式、キルン式があるが、これまでの研究の中で見ていくと、長く安定的に使う

場合、実績も含め、ストーカ式が一番適していると思う。個人的な意見ではあるが、余りお金

をかけないで済むと思う。既存の施設の数が多いので、省エネの分野でも結構改良されてきて

いるという学会発表もあり、かなり優位性はあるという印象である。 

○会長 固形燃料の三重県事例について、県を中心に中小の市町村に RDF 施設をつくり、三

重県がつくった RDF を焼却して発電する施設に持ち込むという事業スキームに取り組んでい

たが、平成１５年に RDF を貯蔵していたサイロが爆発し、２人の方がお亡くなりになった事

例から固形燃料に対する反省が出てきている。また、もともとごみの発熱量が少ないのにかか

わらず、生ごみを使うと乾燥させる際にたくさんのエネルギーを投入して、固形燃料をつくっ

てもエネルギーの無駄ではないかという議論がある。そのような状況から、現在では三重県の

RDF 発電所も近いうちに撤退するという計画で動いている。 

○委員 新しい技術が開発されていく中で、いろいろな形のエネルギーの再利用の可能性はま

だ見えない部分がある。エネルギーの再利用に関する技術はこの街だけで開発することはでき

ないが、多く採用されているごみ処理方式を選択しておけば、将来的に二次利用でプラスにな

るものが出てくる可能性が高いといるため、焼却方式、ストーカ式という選択がよいと考え

る。 

○委員 高齢化、一人暮らしなどのさまざまな家庭事情を考えると、生ごみを分別する場合、

市民の負担が大きくなることが懸念される。私は、自分の家の生ごみは自分で処理しており、

そのように個人で興味がある方はご自身で取り組めばいいと思うので、市全体としては一般的
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にどこの家庭でも分別できるごみ処理方式を選定するのがよいと考える。 

○会長 これからの高齢社会に向けて、細かい分別が必要なごみ処理方式を採用して、市民に

負担をかけるというのはいかがなものかという御指摘である。 

○委員 堆肥化方式などの農業系用途の受け入れ先確保が必要な方式が難しいということだ

が、一方で、地域内で多少なりとも農業やガーデニング等を行っており、個人的に堆肥が欲し

い方もいると思う。そういう需要に対して、柔軟な対応できる施設等が補完的にあってもいい

と思う。 

○会長 新しいごみ処理施設のごみ処理方式に補完的に置きくとしても、市民が持ち寄って堆

肥化するような設備があってもいいのではないかという御指摘である。 

○委員 過去、当市でも生ごみの分別、肥料化について検討し、生ごみ処理機による肥料化の

取組みを行ったことがあるが、塩分等が含まれており、肥料として適性でなく、塩分等を取り

除くコストもかかりすぎるといった理由で、中止した経緯がある。肥料化を個人的に行うこと

はいいが、東村山市の新しいごみ処理施設のごみ処理方式として採用することは難しいと思

う。 

○会長 食品加工場から出る調理くずのみを対象とした堆肥化は可能であるが、一般の家庭ご

みを堆肥化すると、その中に余分なものとして、塩分、化学物質、ビニールで等が入ってしま

い、専業の農家ではなかなか使えないということはよく言われている。 

○委員 専業農家は自らが使用する堆肥に対して品質を求めるので、それに応えることは難し

いと思う。市民農園で使うのであれば、自分たちで出したものを使い、堆肥化するニーズはあ

ると思う。 

○委員 一般的に、専業農家が扱う堆肥について、農協の堆肥など、品質がしっかり管理され

たもの以外は、使わないほうがいいと言われている。市を挙げて堆肥化を行うことは、注意し

たほうがいいと思う。 

○委員 逗子地域で、自分で発酵装置を設け堆肥化を行い、自治体が補助金を出しているが、

臭いや腐敗等の問題があり、管理が難しく、つくった堆肥を焼却場に運び込む事例が少なくな

かった。需要を調べて、個人による堆肥化への補助等について効果があるかを判断する必要が

あると思うが、現実的には難しいと思う。 

○委員 堆肥化方式に関して、限定的な取り組みとして美住リサイクルショップで段ボールを

用いた家庭ごみのリサイクルを実施しているが、市で全体的にやる取り組みとしては難しい部
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分があると思う。 

○会長 ガス化溶融について、今のところ意見が出ていないが、御意見があれば伺いたい。 

○委員 ガス化溶融方式については、ダイオキシンの関係で環境省が補助金を多く出した時期

があり、補助金利用のためにガス化溶融方式を採用した事例が結構あったが、建設費、運転費

が高く、回収物のスラグをさばけない事例が多かった。スラグの利用状況について全国調査を

したことがあるが、メーカーがスラグを引き取るか、そのまま埋め立て処分に持っていくケー

スが大半を占めるため、なかなか有効に使うのは難しい。京都市では施設はつくったが、一度

も使わないでやめたなど、さまざまな問題が起こり、今ではガス化溶融方式を採用するケース

がほとんどない。流動床式を採用する例は時々あるが、通常は採用が難しいというのが定評に

なるので、事例が少なくなっている。 

○会長 ストーカ式を採用した場合、セメント化というのが資源化のために有効な手段で、エ

コセメントをつくるということで資源循環をするという考え方である。ただし、セメントの施

設が近くになく、他県に持ち込む場合、受け入れ拒否の可能性があり、将来的な事業の安定性

という点で評価が低い自治体もあると聞いている。エコセメントの将来性はどう考えている

か。受け入れは安定的にできると考えているか。事務局にお尋ねしたい。 

○事務局 現状としては、２５市１町共同でエコセメント化事業を行っており、何十年後とい

う話では不明な点もあるとは思うが、東村山市という立地においては、日の出町の施設を利用

し、エコセメント化事業を活用していることより、現時点では有効性はあると思う。将来につ

いては、そのときの状況を見て適切なごみ処理を行うために、また再度検討していくことが大

事であると思う。 

○市長 現状は担当が申し上げたとおりである。いずれ施設を更新する際、東京たま広域資源

循環組合と地元の日の出町と協議する必要がある。現状の受け入れ先ではあるが、未来永劫に

わたり、確保できるとは言えない部分は当然ある。ただし、多摩地域はほぼ４００万人規模の

市民の日々排出されるごみを一次処理したものをエコセメント化しているので、これがなくな

ってしまうと、最終処分場のキャパシティの問題もあるため、今後、多摩広域資源循環組合２

５市１町では、何らかの形でエコセメント化事業を継続していくことについては、揺るぎがな

いと考えている。 

○会長 全国的にみると、石灰石の産地、いわばセメントの産地において、安定した処理がで

きている。そうした産地においては、地場の産業と結びついてセメント施設をつくり、エコセ



5 

 

メントをつくっているが、奥多摩は石灰石の産地であるため、そういう面では安定した事業で

あると思う。 

○委員 ごみ処理方式は、焼却方式以外考えられないと思う。ガス化溶融方式やメタンガス化

方式は、実態に合わないと考える。エコセメント化事業が 100 年先でも継続できるかわからな

いが、現時点でエコセメントの有効利用が最もよいと考える。 

○委員 飼料化方式や堆肥化方式の場合、プラスチックや紙などを除かないと飼料とできな

いことや、肥料を畑に使った場合の作物への影響等を考えると、それらの方式の採用は難しい

と考える。焼却方式について議論されているが、東京都で実績が一番多いストーカ式を採用し

た場合、将来的に何か問題が発生したとしても、その対策を考えやすいと思う。 

○委員 焼却方式でごみを燃やした場合に、塩分や放射能は濃縮されるか。濃縮された場合、

除去されているのか。 

○委員 塩分は焼却してもなかなか分解されず焼却灰や飛灰に濃縮されるが、除去装置がつい

ており最近ではかなり除去率が上がっているようである。また、エコセメント化工場でも、塩

分を除去している。 

○委員 放射能についてはどうか。 

○委員 放射能についても焼却することで濃縮されるが、国の基準によって処理方法が管理さ

れている。 

○事務局 エコセメント化工場に搬入する灰についても、国の基準を遵守する必要がある。現

在、当市でも焼却灰の分析をかけており、その基準を超過していないので、問題はないと考え

ている。 

○委員 エコセメントについては、普通セメントとのコスト差はどのようなものか。 

○委員 施設の建設コストがかかるため、普通セメントよりも高いと言われている。 

○委員 エコセメントのコストが抑えることができれば、将来的な受け入れに対する不安もな

くなるのではないか。 

○会長 灰石のかわりに焼却灰を使うというのがエコセメントでありそのような意味では原料

が転換していくだけである。エコセメントの需要は十分にあるため、需要については急になく

なるといった心配の必要はないと言われている。 

○委員 7 種類の処理方式について説明を聞いたが、実績が最も多いという点で、焼却方式の

ストーカ式がよいと思う。 



6 

 

○委員 多くの自治体で採用されているということは、それだけ、今までいろいろな議論を重

ねて選ばれたのだと思うので、一番多く採用されている方式がよいと考えている。 

○委員 近隣自治体の住民の立場としてお願いすることは、環境面の担保と、あとは臭い、振

動がない施設であることです。詳細については、東村山市の方々、市長さんを含めて決めてい

ただければいいことですので、そこだけ押さえさせていただければと考えている。 

○会長 皆さんの意見は、ストーカ式の意見が多いようですので、検討会の結論としては、ス

トーカ式としてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○会長 いろいろ議論はあったが、ほかのシステムは一長一短があるということで、発電とエ

コセメント化より、資源循環が図れるシステムであるということで、本検討会の結論としては

ストーカ式とする。 

 

議題２ 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３について説明 

 

○委員 前回の低炭素社会の定義が、「低炭素経済」という言葉の定義をそのまま使ったよう

な印象を持っているが、今回修正の注釈文は、生活の豊かさの実感というのは経済も含めて、

それ以外も重要であるという意味が含まれているので良いと考える。 

○会長 議題１のごみ処理方式検討の際にも、常にごみを安全、安定的に処理できること、循

環型社会形成に資すること、環境負荷を低減できること、あるいは経済性にすぐれていること

が議論された。環境教育については議論されなかったが、これは処理方式には関係なくできる

ことである。以上のようなコンセプトのもとに今後、東村山市の次期ごみ処理施設は整備して

いくという方向でよろしいか。 

（異議なし） 

〇会長 新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」の検討のまとめについては、記載の内容

で集約することとする。 
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議題３ 最終報告書について 

 

○事務局  資料４について説明 

 

○会長 最終報告書（案）１ページに、「あり方検討会では、市が作成する基本方針の前段と

して、ごみ処理施設の実施主体の検討、施設整備用地に関する検討、新しいごみ処理施設の目

指すべき方向性などの検討を行いました。」と今回のあり方検討会の成果の記載があり、次

に、「市は基本方針の策定にあたっては、あり方検討会の検討内容を踏まえて方針（案）を作

成し、内容について市民の方々にわかりやすく説明、周知し、市民とともに基本方針をつくっ

ていく必要があります。」と、方針（案）は市でつくり、それを市民に説明し市民とともにつ

くっていくということがここで宣言されている。また、全体を通して、１２回にわたって検討

してきて取りまとめてきた内容が、何度か皆さんの意見を反映して修正してきた部分も含め、

網羅されていると思うが、記載内容について御意見を伺いたい。 

（異議なし） 

○会長 最終報告書（案）の記載内容で集約することとする。 

 

・その他 

 

○事務局 第１２回あり方検討会については、来年３月上旬の開催を予定しているので、具体

的な日程についてはあらためてご相談させていただく。 

 

○事務局  閉会挨拶 

 

５．閉  会 

 


