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会  議  経  過  

１．市長挨拶 

 師走に近づき、お忙しい中にも係わらず、委員各位に出席頂き誠に感謝する。また、これまで

のあり方検討会ではさまざまな角度から意見、討議を頂いたことに心より感謝を申し上げる。 

 本日の議題としては、前回に引き続き、「単独処理及び広域処理に関する検討」ということで

検討頂き、今後単独に進むのか広域に進むのかについて一定の方向性を定めていきたいと考えて

いる。限られた時間ではあるが、審議頂くようお願い申し上げ、挨拶に代えさせて頂く。 

 

２．開  会 

 

３．確認事項 

 

・第３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 

 

○委員 ごみ処理施設の計画フローについて、柳瀬川の対岸の北秋津の地域では、長く居住して

いる高齢者の方から、いつ頃新しいごみ処理場が建設されるのかという話が出ているが、実際

の工事計画はあるのか。 

○事務局 まさにこの検討会で議論頂いた結果によるが、仮に施設が建設されるとした場合、一

般的には、竣工までに概ね７年から１０年程度はかかるのではないかと言われている。まだ検

討会での方向性が定まっていないため、一般的なところでしか回答できない。 

○委員 承知した。聞かれた場合は一般的な期間ということで、回答することとする。 

○市長 このリサイクルセンターも、建替え検討のため平成１７年に調査を開始し、結果として

でき上がったのは平成２６年であり、約９年を要している。広域処理・単独処理の議論が完了

した後、処理方法等様々な検討が必要であるため、検討だけでも相当な時間が必要であり、ま

た、複雑な政治問題となる可能性もあることから、順調に進んで７年から１０年程度というこ

とでご理解頂きたい。今後も様々な紆余曲折が予測されると考えている。 

 ただ、既存施設の寿命も迫っているため、市としては可能な限り円滑に方向性を定めて参りた
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いと考えている。 

○委員 なぜそのような話になるかというと、確か寿命を３０年と仰っていたが、既にその３０

年を過ぎている状態で、新規の工事もまだ始まらないため、いつなのかという単純な質問がよ

くある。 

○事務局 後ほど説明させて頂くが、今年度に精密機能検査を実施し、維持補修に必要な予算や

焼却炉の寿命について検討を行ったため、その報告もしていきたい。 

○会長 前回の意見等の整理についてはこのように取り扱いたい。 

 

４．議 事 

 

議題１ 単独処理及び広域処理に関する検討 

 

・経済的側面の検討 

 

○事務局  資料２－１について説明 

 

○委員 最終的に判断する際にトータルコストを見なければいけないと思うが、その評価はされ

ているのか。これだけ試算できていれば、できない話ではないと思う。 

○事務局 次回までに整理させて頂く。 

○会長 トータルコストについては次回提示するということにしたい。 

○委員 今ざっと計算してみたところ、おそらくトータルコストで見ると広域のほうが安くな

る。それは収集の委託費が増えたとしても維持管理費が安くつくということだと思って計算し

ていたが、そういった点がわかるようにして頂きたい。 

 

・社会的側面の検討 

 

○事務局  資料２－２について説明 

 

○委員 広域処理の社会的な側面、経済的な側面、いろいろな側面について説明頂き、町田市や
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武蔵野市の事例は参考になるが、実際東村山市として広域を検討した場合にどの程度の数字に

なるのか。近隣の柳泉園組合や小平・村山・大和衛生組合の資料はないのか。我々としては、

広域処理ということを考えた場合は柳泉園の数字が一番参考に近いのではないか。 

○事務局 情報を入手でるものとできないものがある。また、社会的側面において、今後に向け

た検討を行っていくという点では、直近に整備された施設ではどういった対策がなされている

等、新しい施設で比較しなければならないため、資料２－２においてはそういった構成になっ

ている。ただ、調べて分かるものは提示していきたい。 

 社会的側面の検討の中では、あくまで近年の傾向としてはどういったことが市民生活に影響す

るのかということを指標にしているため、補足資料として提示することは可能であるが、そう

いった解釈でよいか。 

○委員 我々が検討するのに身近なのは、広域だったら柳泉園の現状がわかれば一目瞭然に分か

るわけではないのか。その情報が入手しにくいということであれば、仕方がないということで

よい。 

 

○委員 広域化に伴って分別・収集の細分化・簡素化が求められる可能性があるということだ

が、簡素化するということはまずあり得ないと考える。 

 排出量が少ない自治体、若しくはより施策が強い自治体に合わせていくことになると考える。

そうすると、具体的に東村山がどこと組む場合はより細分化しなければならない等の話になる

と考える。その辺、具体的に提示して頂いた方が良い。 

○事務局 実際に広域処理を行う流れになれば、分別区分については全体で協議する事項になる

ため、あまり明確にはできない。細分化・簡素化の両面の可能性があるため、このような記載

内容としている。 

○委員 深刻な障害になるものではないという理解でよいか。そういうことが確認できればよ

い。 

○会長 課題を指摘したという段階にとどめてあるということで、実際に協働するに当たって

は、当然もっと詳細に検討しなければいけない。 

  

○委員 広域処理かつ市外に焼却施設を整備する場合を考えると、既存施設の跡地利用について

も併せて議論する必要があると考える。仮に跡地を広域処理の関連で使うことがあるとすれ
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ば、環境学習機能等を入れたり、あるいは発電や防災拠点的な機能を持たせるということもあ

り得る。だから一概に、市外に焼却施設を整備すると防災機能が近くに無くなるとか環境学習

がしにくくなるということではないと考える。跡地利用についてどう考えているか、お考えが

あれば伺いたい。 

○市長 単独処理・広域処理について、まさに今議論している状況であるため、現状では、跡地

利用等についての考えは全くの白紙となっている。 

 とはいえ、当市の場合、リサイクルセンターは平成２６年から稼働しているため、可燃ごみの

中間処理を広域化したとしても、不燃ごみ・資源ごみの中間処理については基本的には単独で

今後も２０年～３０年、あるいは４０年近く、既存の施設で行っていく必要がある。 

 そのときに必要な施設がどのようになるかということは考えていく必要はあると考えるが、

まず基幹的な可燃のごみの処理について方向性が定まらないと、踏み込んだ議論は難しいと考

えている。 

○委員 跡地の有効利用という可能性があり得るということも。それによってプラスの面もある

と考えるため、この評価項目以外の点を少し整理して頂くと良いと考える。 

○市長 現在、市の考え方として「公共施設の再生」というのが大きなテーマになっており、施

設、インフラを含めて今後３０年間で１，４３０億円程度の巨額な費用がかかる。現在、当市

がインフラを含めて施設整備等に充てられている金額が毎年２５億円程度だが、１，５００億

円を３０年で割り戻すと１年間で５０億円となる。そうすると、既に持っている施設・インフ

ラを今の状況のまま維持・管理していくというのは、財政上かなり厳しいということが見えて

きており、どう再生整備をしていくのかというのが大きな課題になっている。 

 ただ、インフラの場合は予算が無いから危ない橋をそのままにするというわけにはいかないた

め、市の考え方として、基本的にはこれから学校施設等の建替えに合わせ、周辺施設の機能を

集約することによって公共施設の総床面積を減らしていくという方向性は出している。 

 そういう中で、仮に秋水園の焼却施設がなくなって跡地があったとしても、大規模な施設をこ

こに集約するということは施設再生の考え方からすると難しいという理解をいただけるとあり

がたい。 

○委員 土地を求めている施設があるのであれば、跡地を利用するという考え方もあるかという

意味で伺ったため、そういう事情があるわけではないということで理解した。 
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・実現可能性の検討 

 

○事務局  資料２－３について説明 

 

○委員 昨日の新聞に、多摩の９首長が連携サミットを来年の１月３１日に開催するという記事

があったが、小平・村山・大和衛生組合の構成市や、国分寺、国立等も含まれている。広域行

政圏のような方法が実現するか分からないが、新しい仕組み等がもし芽生えるのであればまた

話が変わってくる。しかも、ごみ処理もサミットの課題の中に入っている。 

ただ、東村山市のスケジュールに間に合うかというのはまた別であり、それまでに話がまとま

らないかもしれないが、その辺の情報について、何かつかんでいれば教えて頂きたい。 

○事務局 今の話題に関して、内容については把握をしていないのが現状。今話があったよう

に、今後どのような方向に行くのか注視していきたいということは改めて感じている。 

○会長 情報を十分に収集すること。隣接する市町が新しい計画に着手あるいは進行中であるた

め、このような整理であるという点については了承したい。 

  

○事務局 経済的側面に関して指摘があった点について、概算のトータルコストを算出した。 

 施設整備費に関しては、過去１２年と直近３年の２ケースで想定し、維持管理・運転費及び収

集運搬費に関しては、施設を３０年使用すると想定した。なお、広域の場合は施設整備費と維

持管理・運転費は他の構成自治体もあるため３で割り戻し、収集運搬に関しては各自治体で行

うため、金額は変わらないという前提で計算したところ、直近３年の施設整備費の傾向を基に

した１００ｔ炉のケースが２４３億円となり一番高い。その次が過去１２年の施設整備費の傾

向を基にした１００ｔ炉のケースで２３１億円。直近３年の施設整備費の傾向を基にした３０

０ｔ炉のケースが２２０．９億円。過去１２年の施設整備費の傾向を基にした３００ｔ炉のケ

ースで１９２．９億円という概算となった。 

 詳細については次回の資料にて提示させて頂く。 

○会長 次回は精査した内容を提示して頂きたい。 

 

・その他 
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○委員 実現可能性について、調査内容としてはこれで良いと思うが、様々な可能性をという意

味で、もう少し意見交換があってもいいのではという意味で申し上げたい。 

 まず柳泉園の方で、運用していく中でごみの焼却量が減っていき、東村山市分の受け入れがで

きる等の可能性もあるのではないか。そうすると、既存施設の延命をしながら、受け入れ可能

な状況の中で渡していくということは全くあり得ないことなのか。 

 あるいは、小平・村山・大和衛生組合も、既に３市合意しているかもしれないが、まだ設計し

ているわけではないため、仲間に入れてもらうこともあり得ないわけではないと考える。周辺

の地域を見ると、東村山市のみが単独処理になってしまっている状況が、あまり良い状況では

ないと思ったため、ほかの施設と組んでいく可能性がないと言い切ってしまっていいことなの

か、もう少し議論があったほうがいいと感じたため、提起させて頂く。 

○委員 前回、市長から話があった通り、東村山市は柳泉園との広域化を検討した経過がある。

その際に、一部は秋水園で処理するよう、柳泉園組合から要求があった。そうすると、秋水園

で稼働した上で、柳泉園に負担金を出すことになる。ならば単独処理とした方が良いのではな

いか。そして、震災があった場合、交通渋滞によってごみを運搬できないおそれもある。単独

処理であれば東村山市内だけの処理ができるため、経費は多少かかるかも知れないが、今のま

ま、単独処理とした方が良いと自分は考えている。 

○市長 当市もごみ量が減っており、柳泉園の方もごみ量が減っているが、３１５トン炉で４市

全て受け入れられるかというのはまだ微妙なところだと考える。ただ、柳泉園の処理量がどう

いう傾向で推移しているのかということについては、提示できると考える。ただ、具体的には

交渉が必要となるため、そうなると数字だけの話ではなく、難しい問題もあることから、明確

には言えない。 

 また、小平・村山・大和衛生組合もスケジュール上は当市に一番近いが、こちらも実は小平市

が焼却施設、武蔵村山市が３市のし尿処理、東大和市が３市のリサイクルを行うということを

前提として焼却施設の更新を目指しているため、新規で東村山が加わる場合、何をやるのかと

いうことになると非常に難しい交渉にならざるを得ないと感じている。  

○委員 広域化の方向で考えなければいけないという意味ではなく、実現可能性に課題があると

言い切ってしまうことに違和感があった。ただ、ごみ処理に限らず広域連携を求められる時代

になっていくのだと思う。そういうときにどういう連携をしていくかという全体の動きの中で

ごみ処理のあり方も変わっていく可能性もあるため、今後そういう議論の中での判断もあると
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考えた。現状の調査としてはこのようなまとめで良い。 

○会長 全国的に見ても広域化というのがなかなか進まないでいる状況は確かで、協議している

うちにごみがあふれたらどうするのだという議論で単独でやるというケースもある。 

○委員 人は実際に行き来し合っているため、相互融通でより魅力的な地域づくりとか、そうい

うことをもっと議論されるほうが多摩の地域づくりとしてはより豊かになっていくと考える。 

○会長 多摩地域では小金井市の問題があり、古い施設を解体する際にも、結局、敷地が狭過ぎ

て新しい施設が作れないということで、小金井市のごみが漂流してしまった。漂流する事態と

いうのは避けたいというのがやはりそれぞれの市にあると思う。 

○副会長 リサイクル関係だと比較的受け入れてもらいやすく、余り反対がないから広域化の計

画が作りやすい。でも、最終処分場や焼却施設はまだ迷惑施設というイメージが結構強いた

め、それをうまくバランスとってお互いに負担するような形にならないと難しい。だから可能

性はあるものの、実際話が進んでくると止まってしまい、結局２０年近く広域化が進んでいな

いという理由にもなっている。もちろん議論する必要は当然あるが、そういう難しい問題もあ

るということを認識しておかないと、単純にはいかない。 

○委員 市内の方と話していたときに、煙突は１度撤去すると二度と建てられないという話を伺

った。私はどちらかといえば広域処理を行った方が費用も安く、良いと思っていたが、そうい

う話を伺って、先日から悩んでいる。 

他市の焼却施設でごみ処理を行うということは、予算的な面や、越境してごみを持っていくこ

とで、様々な抵抗も予想され、難しいと察する。もし単独処理とする場合に、電気等のエネル

ギー供給や、環境的なイメージ等、そこに付加価値が生まれ、より良い施設になるのであれば

やりがいがあるだろうし、そうするためには費用も要る。単純には比較できないため、市の理

念や計画等について、もう少し明確に提示して頂きたい。 

○会長 最近、そういう意味で周辺住民の役に立つ施設にしようということで、先ほど説明があ

った防災拠点や環境教育の場にすることや、コミュニティの核にする等いろいろな考え方が出

ている。 

○事務局 次回に先送りになっている、市民アンケートの調査の結果からも市民のニーズ等が拾

えると考えているため、資料のほうに反映させて頂く。 

○市長 おっしゃる通り、現段階では単純な比較はできない部分がある。経済性の面では広域処

理の方がコスト的に低減されるのは間違いない。ただ、実現可能性という面になるとハードル
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が高いと言わざるを得ないと考えている。 

 新たな焼却施設についても、最初から秋水園ありきで考えているというわけではない。市内の

別の土地となれば当然費用も必要となり、その周辺住民の理解を得られるのかなど、さまざま

な課題もあるのも事実。 

市としては、できるだけ迷惑施設でない形にしたいと考え、搬入台数については、劇的にと言

っても過言ではないくらい減ってきたと考えている。 

 それから、リサイクルセンターを建てかえざるを得ないという判断をしたのは、かつてのリサ

イクル作業所は開放型の施設で、周辺に対して騒音と臭気が出るということを踏まえ、市とし

ては安定的に継続して中間処理を行えるよう、建てかえを行い、恐らく今は音や臭気はないも

のと考えている。 

 今後議論の末、結果としてこの秋水園で引き続きごみ処理をするとすれば、地域へのエネルギ

ー還元や防災機能の強化等は当然付加していく必要があるとは考えているが、広域処理・単独

処理の議論や、今後の具体的な処理方法に関する議論を経ないと、明確な方針を提示すること

は難しい。周辺自治会からは既にいろいろな要望を頂いているため、それらのことについても

今後行政としてどう応えていくかということは課題と受けとめている。 

○会長 次回はアンケート結果も出るため、周辺の状況も含めて議論をしていきたい。 

  

○事務局 次回の第５回検討会の予定については、１月末で調整し、早々に個別に連絡させて頂

く。 

 

○事務局  閉会挨拶 

 

４．閉  会 

 


