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会  議  経  過  

１．市長挨拶 

 本日は大変お忙しいところ、第３回目となる「ごみ処理施設のあり方検討会」に出席頂き、誠

に感謝する。 

 ８月２２日に台風９号が直撃し、特に秋津地域、秋水園の北側を流れる柳瀬川沿いでかなりの

浸水被害があった。委員の所属する自治会内でも被災された方がいるため、改めてお見舞い申し

上げる。今後も台風、集中豪雨等が懸念されるが、災害に強いまちづくりを進めて参りたい。 

さて、８月に開催した第２回検討会では、武蔵野クリーンセンターとクリーンプラザふじみを

見学頂いた。他市の動向、最近の技術的な動向等も十分視察頂けたのではないかと思っており、

本日はそれらの知見を踏まえながら、４点ほど議事のお願いをさせて頂く。限られた時間ではあ

るが、当市のごみ処理施設のあり方に向けて着実に前進できるように審議のほど宜しくお願いし

たい。 

 

２．開  会 

 

３．議 事 

 

議題１ ごみ量の予測・施設規模について 

 

○事務局  資料２について説明 

 

○委員 「表２．１排出ごみ量の推移・動向」で、平成２８年の人口推計値を１５万２，０００

人と記載されているが、市のホームページに掲載されている数字では、実際には今月の人口は

１５万７８０人ということで、推計値と大分離れてきている実感がある。 

○会長 ごみ処理基本計画は５年に一度作成しているため、そろそろ改訂の時期だと思う。改訂

するときに、人口推計やごみの総排出量などを更新していく。そうした中で数字は見直してい

く。経済性を比較するために、暫定的に１００ｔ／日という規模を決めたが、実際は将来もう

少し精査をして決定するということだと思う。そういう理解でよいか。 

○事務局 人口については推計を下回って推移しているが、本日の検討の中では平成３２年度の
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推計の数値で考えたいということで提案させて頂いた。 

○委員 環境省の通知では「施設予定年度の７年度を超えない範囲で」というのを根拠にされて

いる。恐らく今後見直す可能性がある通知だと考える。見直しの方向性を把握して根拠にしな

ければいけないと思う。また、なぜ７年後かという説明もしなければならないと考える。 

○会長 私のほうから説明すると、国の交付金が影響している。国としては、過大な規模の施設

を作られると国の支出が多くなってしまうため、適正規模を作らせたいという思いがある。従

来は、ごみ排出量は年々増えるため、大きい施設を作ろうとした。しかし最近は年々減少する

傾向が強い。稼働開始年度から７年後まで見ればある程度トレンドが分かる。 

 今、環境省はこの内容を改正しようとしている。ただ、まだ公表されていないため、現行の平

成１５年の通知を根拠とせざるを得ない。 

○委員 その注意書きがないと、環境省がこう言っているからいいのだという話になってしまう

ため、状況も常に見ていかなければいけない。 

○会長 その通り。そのため、実際に施設を整備する段階になれば、当然、費用や施設規模の問

題をもう一度精査するということになる。 

○委員 了承した。 

 

○委員 クリーンプラザふじみは平成２５年竣工で、既に７，０００ｔ／年の余裕があるという

ことだった。その余裕分は広域的支援に使えるという説明だったが、最初からそういう考えだ

ったのか。結果的にそうなっているような気もするため、なぜ余裕があるような状況になって

しまったかということも確認しておく必要があると考える。今回検討する施設も、完成したと

きに既に余裕があるものになってしまったというわけにはいかないため、慎重に議論する余地

があると考える。規模を仮に設定することは良いが、こういった観点でさらに検討が必要であ

る等の留意事項を記載しておく必要がある。 

○事務局 注釈があったほうが分かりやすいということであれば対処していきたい。 

○委員 新施設は３０年以上使用することになる。３０年後にごみ排出量が半分になるかもしれ

ない。それを想定し、７年後の規模を設定する。また、将来、他の条件が変わる可能性もある

ため、様々な不確実性がある。そうしたときに無駄にならない施設やうまく使える施設なども

設計の条件にしておかなければいけないと考える。そこも留意事項にして頂きたい。 

○会長 施設をつくる段階になれば、当然詳細な検討が必要だと考えるが、施設規模を決めて経
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済性を比較するという段階では、暫定的に決めることが必要。今後、施設整備基本計画を策定

する段階で、今意見のあった将来のごみの排出量の状況なども十分勘案していくことになる。 

 実際の建設に当たっては精査するといった注意書きを入れておいてはいかがか。 

 

○委員 人口の年齢別構成によってごみの排出量が違ってくると思う。それを市はどのように想

定しているかという点も確認して頂きたい。 

○会長 その点も含めてごみ量については、慎重に取り扱っていくことにしたい。 

 

議題２ 処理システムの他事例比較の検討課題の整理 

 

○事務局  資料３について説明 

 

○委員 ２点ほど確認したい。１点は、プラスチック含有率の高いごみの処理が可能になる方式

についても説明にあったように、ごみ質によって処理できるごみ量が変わる可能性について考

慮されているかということ。 

 もう１点は、東村山市の都市計画や、東京都全体の都市計画などについても理解し、施設が稼

働開始してから何十年と使用している間に、仮に駅が１つ増えたらどうなるかということも考

えなくてはならない。駅というのは極端だが、道路計画もすでに幾つかあるため、そういう情

報も我々は確認すべきことではないかということを感じている。 

○事務局 分別区分が変わるということになると、その比重や全体のコストバランス等も影響す

るため、あくまで今回は施設について比較するときに必要な要素を検討していきたいと考えて

いる。 

 都市計画等については将来的には検討の必要もあるが、少なくとも現段階においては、一般廃

棄物処理基本計画を基に検討していくしかないと考えている。 

○委員 そうであれば我々はとても重要なことを討議し始めているため、今の段階では検討事項

として加えることが困難であるという一文を入れておかないと、次の検討メンバーに引き継ぐ

ことがとても恥ずかしい内容になると考える。 

○会長 都市計画や道路計画は、建設に当たっては十分配慮されなければならないとは思う。今

後さらに計画が進んできたらそこで考える必要はあるが、現段階ではまず施設本体だけを考え
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て、その検討をする。 

 また、プラスチック等はどうなるのかということだが、ある一定の幅に入っているごみであれ

ば燃えるよう、焼却炉が設計されている。そのため、施設本体を比較する上では、今の段階で

ごみ質の変動による性能の変動という議論はしなくてもよいと考える。 

○副会長 焼却炉の燃焼温度は８５０℃と決まっているが、そのまま燃えるわけではなく、プラ

スチックも紙も一旦ガス化をする。それが６５０℃程度になると燃焼するということで、燃え

方はそれほど違わない。ただ、プラスチック分が多い場合、流動床炉などは制御が難しくなる

が、ストーカ炉は比較的穏やかに燃やせるため、その変動が多少あったとしても燃焼には影響

が出ることはないシステムになっている。全部プラスチックということは恐らくないため、通

常の変動の幅であればストーカ炉で十分対応できるような形になっている。 

○委員 生活自体が大きく変化しない限りは、ごみの質はそれほど変化しないという設定のもと

に算出すべきという考え方でよいか。 

○副会長 基本的にはその通り。人口構成でごみが変わるのではないかという話が確かにある

が、実際にはデータがあまりない。世帯構成で単身世帯が増えてくると若干ごみが増えるとい

うデータはある。また、子供と高齢者の場合は紙おむつを使ったりするため、そうすると若干

ごみ質が変わってくるということはある。 

 ただ、現在のストーカ炉の許容範囲からすると、たとえ高齢者が増えて紙おむつが入ってきて

も、それを超えるようなことはあまり想定されないと考える。 

○委員 議論の最後のまとめ方として、不確実な要素があり、その要素を書いておく必要がある

と考えるため、それをお願いしたい。 

○会長 「施設整備基本計画段階において改めて精査するものとする。」という表現をもう少し

工夫をして頂きたいという内容だと考えるが。よろしいか。 

 

○委員 先ほどの説明の中で、除去設備は従来の乾式を湿式に変えていきたいということだが、

例えば武蔵野市では今までの湿式から乾式に変えている。乾式を採用している事例は多いにも

かかわらず、湿式の方向で検討を進めたいというのはどういうことか。建設面積や設備コスト

が大きいにもかかわらず、湿式で検討したいという理由が分からない。 

○事務局 湿式の方向で進めたいというのは、建設面積や施設規模の面で、例えばこの検討会の

中で小さい規模から始まった場合、新たに付加するということがなかなかできなくなるためで
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ある。湿式とすることの是非については活発に意見交換をして頂いてもいいと考えている。 

 安全性も含めて総体的に検討を進めるが、まず設定として大きな枠で捉えておけば、議論の幅

が出てくるため、そういった位置づけをしている。 

○副会長 日本の場合には乾式が多くて湿式が少ないため、湿式はおかしいのではないかという

意見もあるが、ヨーロッパは逆に湿式の方が多い。それはバグフィルターを使うと圧力損失が

大きく、送風に能力が必要なので電気代がかかるためである。また、湿式は特に重金属を含む

ような排ガスに関しては、乾式よりもはるかに除去率が高いというデータが出ている。コスト

もかかるが、ライフサイクルエネルギーなどもあわせて比較していけばいいと考える。 

○会長 事務局の説明にあったように、湿式のほうが場所もとるし費用もかかるため、湿式で算

定しておけば自由度が高い。将来色々と検討した結果、安いほうにするというのは簡単にでき

るが、例えば水銀の法規制等が施行されて乾式では処理できないという状況になった場合も想

定し、最初からスペース的にも性能的にも余裕をもった形としているのだと考える。 

○委員 少し方向性がおかしいのではないか。例えば焼却炉も１００ｔ／日になっているが、通

常は６５ｔ／日程度が多いのではないか。多めに設定し、最終的に小さくすれば、地域住民も

抵抗はないだろうし、世間の通りもいいということで、多めに設定しているのか。 

これから人口が減少していくのが見えている。そのため、大きいほうにというと、設備のコス

トがどんどん上がっていくような印象を受ける。 

○会長 現段階で施設の仕様を全部決めてしまおうということではない。一旦経済比較をして単

独処理・広域処理に適合ができるかどうかの確認をする。その上で具体的に、費用を出して施

設をつくらなければならない。その際にはもう一度、例えば規模や排ガス処理の方法等を決め

ていくというように、段階を踏んでいるということ。 

○委員 経済面、性能面も加味するということがあるのだろうが、他事例の一覧表や、先進事例

を見学させて頂いた中では、今の乾式と湿式については、多摩地区では乾式が多い。そういう

面では逆の方向であり、すっきりしないという気持ちがある。 

○事務局 あくまで検討を進める段階において、委員各位の共通認識に立つための資料として作

成したものではあるが、乾式でも湿式でも遜色ないということであれば、そういったことも踏

まえて議論頂ければいい。費用が法外にかかるというところに懸念があるのであれば、乾式と

いう結論であっても、事務局としては特段問題ない。 

○委員 ＨＣｌ・ＳＯｘ処理設備については、建設コストや面積は必要になるが、現時点では有
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毒ガスの除去等に一番優れているということで湿式としているということではないのか。 

○事務局 その点も踏まえているが、あくまでそこに市はこだわりを持っているということでは

なく、性能的に見劣りしないのであればどちらを選択して頂いても構わない。 

○副会長 説明の根拠が不十分。コストや除去率の違い等、数字を挙げないと分からない。 

○会長 ＨＣｌ・ＳＯｘ除去設備については、性能面、価格面も含めて、湿式・乾式両方を比較

できるような形で検討するということで取り扱う。 

 

○委員 メタンガス化施設の記述で残渣処理のための焼却炉を併設する必要があると記載されて

いるが、焼却せず液肥として再利用している場合もあり、事実関係が違うと考えるため、少し

丁寧な書き方が必要と考える。 

 もう１点、売電をするということは焼却炉を２つ持つということが前提という理解でいいか。 

○会長 経済比較という点では、５０ｔ／日×２炉ということで比較していかなければならない

と考える。広域処理と考えたとき１炉という選択肢はあるが、現実的ではない。 

全国的な事例でいえば、７０ｔ／日で発電している例があるため、１００ｔ／日であれば十分

対応可能だと考える。２炉にすれば、もし１炉故障してもごみ処理ができる。 

○委員 単独処理、広域処理について方向性がはっきりしていない段階でそこまで詰めるのか。

単独だということになれば、２炉にしようという形になるのだろうが、方向性がどちらに傾く

かわからない段階では進められないのではないか。 

○会長 議題３で広域化に関する説明があるため。経済比較をするために必要な条件だけを決め

たということで御理解頂きたい。 

 

議題３ 単独処理及び広域処理に関する検討 

 

○事務局  資料４について説明 

 

○委員 国や都の方針と整合がとれているかという点の確認だが、先ほどの説明では、売電をす

ると５０ｔ／日×２なので、そこは整合がとれてないという話になると思う。国は合計で１０

０ｔ／日と言っているのではなくて１炉当たり１００ｔ／日以上と言っていると思うが、その

点はいかがか。 
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○会長 国の指針は合計で１００ｔ／日ということを指している。 

○委員 ダイオキシン対策等を考えると、１炉での性能として求めていたのではなかったか。 

○会長 例えば島しょ部では１０ｔ／日程度の、バッチ炉というものが使用されているが、そう

いうものは立ち上げや立ち下げの際にダイオキシン類が発生しやすくなるため、いわゆる全連

続炉、２４時間稼働する焼却炉であれば遜色がないということになっている。 

○副会長 会長から説明があったが、バッチ炉はやめるという事が基本である。能力からすれば

６０ｔ／日でも連続であればほとんどダイオキシンが出ないというのは分かっているため、心

配しなくてもいいと考える。 

○委員 環境省が１００ｔ／日と言っているのは古い指針であるため、この１００ｔ／日にこだ

わる必要はない。また、環境省が新しく広域化のガイドラインを公表するという話は聞いてい

る。おそらく環境省は、より広域化を求めるような方向で改定するが、武蔵野の様に、それに

従わないという判断をする自治体もあるため、必ずしも国の指針にそのまま対応しなければい

けないわけではないということにしたほうが良いと考える。 

○会長 鳥取県は人口５８万人程度であるため、全県でも６００ｔ／日程度の施設しかできない

ため、もし大きいものを作れば、県に１つで済んでしまう。ところが、輸送距離や住民感情な

どを考えるとそんな大きいものは到底作れず、なかなか広域化できないという状態。 

○副会長 神奈川県では平成１０年に横浜・川崎以外の地域を５カ所に分けて広域化計画を作成

し、１８年程運用しているが、その中の経験から、施設の建設用地については必ずもめる。 

 神奈川県で実現したのは、相模原市がほかの市町と合併し、政令市になったために実現した１

例のみである。横須賀、鎌倉、逗子などの４市１町は、実現しそうだったが、結局建設地の問

題で潰れている。また、収集運搬においても、直営と委託の混在は難しいという問題がある。

そういった課題を列挙して議論を進めるともう少し具体的に見えてくると考える。 

○会長 今、委員からいただいた、１００ｔ以下でも問題なく対応できるということは、何らか

の形で注意書きに入れておいてほしい。 

○委員 新しい環境省の指針の動きも把握したほうがいい。 

○副会長 現段階では強制力がないため、取扱いが難しい。 

○市長 今から２０数年前、東村山市は広域化を目指して柳泉園組合と協議を行い、柳泉園の施

設建替えに合わせて組合に参加するというスキームで締結寸前までいったが、当時の東村山市

のごみ量を全て受け入れることは難しいため、東村山市内でも焼却施設を整備しないと受け入
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れはできないということであった。柳泉園組合に費用を拠出し、なおかつ不足した分の単独処

理施設を作るということは非常にコストがかかるため、断念せざるを得なかったという歴史的

な経過がある。 

 柳泉園の場合は敷地の一部が東村山市に含まれるため、全く絶対受け入れないという姿勢では

なかったが、成就しなかった。政治的な課題になってしまうため、単純にコストや技術的な話

だけでは到底済まない話ではあるが、様々な事例を参照し、検討していくことが必要ではない

かと考えている。 

○会長 今の経験談も踏まえて資料の整理を今後して頂けたらと思う。御意見いただいた点につ

いても十分配慮すること。 

 

○委員 処理システムによって二酸化炭素の排出量が違うということがある。また、収集過程で

もエネルギーを使うため、広域処理の場合、より二酸化炭素が出るかもしれない。収集運搬も

含めて二酸化炭素排出量を評価の項目にすることも必要。それは地域の問題ではなく、地球の

問題であるが、それが地域にもより求められてくる状況であるため、未来を見通したときに評

価項目に入れておくべきではないかと考える。 

○会長 環境項目の中に①～⑤まであるが、温室効果ガスについても評価をするということにし

たい。 

 

議題４ 市民アンケート等の実施について 

 

○事務局  資料５について説明 

 

○委員 東村山の場合は、秋水園にリサイクルセンターができる前後の印象が全然違うと思う。

リサイクルセンターを作る際も、秋水園に来たこともないのに反対している方もいた。アンケ

ートの中で来たときの印象を聞く項目があるが、できれば最終的にいつ頃来たのかという項目

が必要と考える。 

○事務局 そういった方向で調整させて頂きたい。 

 

○委員 問４に、秋水園の場所を知っていたという欄があるが、戸別収集になってからは、秋水
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園が秋津にあるということを知らない人が多い。そのため、３番については秋津という場所を

入れてもらうわけにはいかないか。 

○委員 問４の頭に、東村山市秋津町にある秋水園を知っていますかという形で入れてもらえれ

ば分かりやすい。 

○事務局 問４のところに置いてしまうと誘導的になってしまうという事もあるため、問５に

「東村山市はごみ焼却・リサイクル処理等を秋津町の」という文言が入っているということで

御理解頂ければありがたい。 

○会長 「東村山市は、秋津町の東村山市秋水園（市のごみ処理施設）でごみ焼却及びリサイク

ル処理等を行っています。」と、前へ出す形にしてはどうか。 

○事務局 一旦検討させて頂きたい。 

○委員 今の問４の２番で「秋水園という名前を知っていた（場所は知らなかった）」と、名前

だけ知っていて場所を知らないということがわかるようにしてもらうと、より正確かと思う。 

 細かい話だが、先ほど意見のあった訪問時期の話は、訪問頻度という要素もある。頻度によっ

ての違いということも見えると考える。 

 また、アンケート対象を無作為抽出としてしまうと、若い世代はほとんどサンプルがとれな

い。もともと少ない上に回収率がおそらく半分以下になってしまうため、若い世代を多目にサ

ンプル抽出するということでよろしかったか。 

 それから、質問ごとのクロス集計も行うということで、よろしかったか。 

○会長 そのように取り扱う。 

 

・その他 

 

○事務局 第４回検討会については、１１月２６日土曜日の１５時より２時間程度を予定してい

る。 

 

○事務局  閉会挨拶 

 

４．閉  会 

 


