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会  議  経  過  

１．市長挨拶 

 昨年は、当市のごみ処理施設のあり方についてこの検討会を立ち上げ、これまで４回にわた

り、単独処理及び広域処理ついて様々な検討を行って頂いた。 

 本日、これまで頂いた質疑について報告させて頂き、さらに議論を深めて頂いて、中間の取り

まとめをお願いし、方向性を出させて頂ければと考えている。 

 なお、これまでの議論については議会に報告をさせて頂きたいと考えているため、宜しくお願

い申し上げる。 

 

２．開  会 

 

３．確認事項 

 

・第４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 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について説明 

 

○会長 全体的な傾向は掴めると考える。あくまでコストの一例ということだが、施設整備費に

ついて、過去１２年間の傾向で考えると４０億円ないし５０億円、過去３年間の傾向で考える
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と２０億円ないし３０億円という数字が違うということ。これで読み取ればよいと考える。 

 

・環境的側面の検討 

 

○事務局  資料３について説明 

 

○委員 細かい点の質問になるが、２つある。 

 １つは、単独処理１００ｔとあるが、焼却炉を２つ設けるという話も前回あったが、そうする

と実際には５０ｔの焼却炉が２つあって、それに対してごみ発電設備を設けるという計算をし

ているということでよろしいか。 

  もう１つ、ＣＯ₂総排出量の、現状からの削減量が年間５，０００ｔ程度となっているが、

これは市全体のＣＯ₂排出量は現状何十万ｔ程度で、それに対してどの程度の比率を持つの

か、重要性を持つのかというところを確認したい。 

○事務局 「エコオフィスプラン東村山」においては、平成２６年度の市役所の事業者としての

ＣＯ₂総排出量の実績値として、１４，１０４（ｔ－ＣＯ₂/年）となっている。 

○会長 市役所全体で２６年度の排出量実績値としては１４，１０４（ｔ－ＣＯ₂/年）だという

こと。それに対して４，０００ｔ～５，０００ｔ程度削減するため、いずれの場合も３分の１

程度削減できる。 

  それから、発電については、環境省の交付金の要件では１００ｔ以下の場合は１２％以上、

３００ｔの場合は１５．５％の発電効率を持つこととなっている。一方、実績でいうと小さい

ところで横手市が９５ｔだが、１９．１％の発電効率になっている。そのため、施設規模が小

さくても、大きな施設の発電効率に近づいてきているということが言える。そういう意味で、

これはあくまで試算であり、施設の条件によって異なる可能性があるという説明だった。 

  ＣＯ₂排出量の面では、単独処理でも広域処理でも現状から相当削減することができるとま

とめられる。 

 

・社会的側面の検討 

 

○事務局  資料４について説明 
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○会長 東村山市民のごみ減量に関する意識やごみ処理施設に対する意識というのは高いものが

ある。ただ、自宅から施設までの距離が遠くなると、どうしても施設そのものに対する興味が

薄れる傾向が見られるということが示されている。 

○委員 社会的側面に関するアンケートについて、上手く分析されており、良かったと思ってい

る。ただ、社会的側面だけでなく、実際に機能を具体化していく段階の議論においても、この

アンケートの分析を活用するということでよろしいか。今日のところは単独処理及び広域処理

に関する議論にあたって、アンケートの分析結果を提示したということでよろしいか。 

○事務局 今後様々な角度から分析を行い、精査した上で公表させて頂きたいと考えている。 

○会長 こういったアンケートの事例は全国的にもほとんどなく、非常に良いアンケートだと考

える。 

○市長 これからのごみ処理施設に求める重要項目という点においては、安全・安定的というこ

とが最も求められており、資源化、エネルギーの有効活用、環境負荷が小さい、コストの適

正、災害時の安全性と続いている。 

今後の議論で方向性が定まり、単独処理あるいは市内に広域処理の焼却施設を整備すること

になった場合については、これらの項目を最大限尊重して施設整備をする必要があると捉えて

いる。 

○会長 安全・安定的、効率等はどこの施設でも求められているが、最近は環境負荷が小さいと

か災害時の安全性という点が非常に重視されつつある。また、地球温暖化ガスの排出抑制とい

う面から、エネルギーの有効活用を図るという点が重視されている。 

○委員 報告書に載せるときの注意点だが、例えば１ｋｍ圏とか２ｋｍ圏など、それぞれのサン

プル数をグラフ中でも明示して頂きたい。 

  また、印象度や優先度等、順位をつける項目については、例えば１位であれば３点、２位で

あれば２点、３位であれば１点など、得点化を行い、重みづけをした集計としてもいいかと考

える。 

○会長 最終的なまとめはそういった形で作成して頂きたい。 
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・実現可能性の検討 

 

○事務局  資料５について説明 

 

○委員 東久留米市では来年度２９年度中にごみ袋の有料化が進むと思うが、それはこの推計量

に反映されているのか。 

○事務局 柳泉園組合の一般廃棄物処理基本計画については、作成年度が平成２４年３月時点で

の推計になっているため、直近の状況を全て反映したものではない。 

○会長 反対に計画よりも減量が進んでいないという状況があるということか。 

○事務局 平成２７年度を例にあげると、推計値より４，０００ｔほど実績値が多く、その分ず

れが生じているという状況となっている。 

○会長 最近、三多摩地域において施設の更新が進んでいる状況にある。１２月に町田市が新た

な施設の契約を締結し、小金井市が入っている浅川清流組合も１１月に契約したばかり。それ

から、武蔵野市はこの３月に新たな施設が完成する予定であり、立川市は平成２９年度から事

業者選定委員会を動かし始めるという状況にあって、相乗りということが難しいという状況は

あるかと思う。 

 

○委員 柳泉園組合は、現在の敷地の一部が東村山市に含まれているが、どういう経緯なのか、

教えて頂きたい。 

○委員 東村山市の処理量を柳泉園組合で受け入れることは難しい状況という結論になっている

が、その点をもう少し強調して頂きたい。柳泉園組合では、絶対的な数量として余裕がない。

そのような状況を知らず、経済的・社会的な側面からいろいろなことを考えて広域のほうがい

いのではないかという人が多い。 

○市長 まず、柳泉園組合の敷地の経緯については、説明するだけの材料を現在持ち合わせてい

ないため、本日は回答を保留させて頂きたい。次回までに事務局で調査し、報告をさせて頂き

たい。 

  それから、柳泉園組合での受け入れ可能性については、前回の経過を踏まえ、まず現実的に

当市のごみを受け入れられるだけの余裕があるのかどうかを調べ、報告した通り。現実的には

当市の処理量全てを柳泉園で受けることは不可能というのは、委員の発言の通りであり、仮に
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柳泉園組合との広域化を行うとしても、東村山市内にも小規模の焼却施設を整備せざるを得な

いということになると非常に非効率的であるため、基本的に現段階で柳泉園組合との広域化と

いうのはあり得ないと言わざるを得ないと考えている。 

ただ今後、柳泉園組合の更新時期と当市の更新時期が重なったとき、例えば２０年後、３０

年後、あるいはもっと先になるが、その時点では広域化という方策もあるかも知れない。 

○委員 柳泉園組合での広域的な受け入れは難しいということで、それに関しては異論はない。

ただ、別の見方をしたいが、柳泉園組合では将来的に年間２万ｔの余裕ができる。こんなに余

裕ができることがそもそもいいのかという話がやはりある。東村山市も将来ごみが減るという

前提の中で、過剰に大きなものをつくらないという考え方が必要であり、災害廃棄物も場合に

よっては柳泉園組合の方に引き取ってもらえばいいため、こちらで過剰に設定する必要もない

のではないか。そういう議論も必要と考える。 

○会長 柳泉園組合も長期包括委託ということで、２０年間にわたる維持管理も含めて委託する

という方向で委員会を設置しており、そろそろ結論が出る。そのため、先ほどの更新時期とい

う点で言えば２０年以上先送りになっている状況だと考える。 

 

○委員 今の判断は単独処理の方向性で良いと思うが、その次につくるときは、広域化などの議

論をする必要がある。そういう話は今までしておらず、それぞれ個別に判断するしかなかった

ため、単独という流れになってきていると考える。 

  もう少し先のこと、例えば３０年後などの将来を考えて、多摩の市町村同士で長期的な計画

づくりなどを検討することも別途必要と考える。 

○会長 国が広域化を進めるということで、平成９年に環境省が通知を出しているが、基本的に

３００ｔ規模の施設とし、少なくとも１００ｔ以上としている。ただ、なかなか広域化が進ん

でいないという状況を鑑みて、現在、広域化の平成９年の通知については改正をするため、検

討を始めている。今後それが公表されれば、２０年、３０年先は、そういった新しい広域化の

方針を踏まえて整備していくことが必要になる。 

○市長 多摩地域の２６市町村は全て最終処分場の一部組合には加盟しているため、そこでの議

論ということはあるが、中間処理については話し合いの土俵すらまだない。委員の発言の通

り、超長期的に考えれば、やはりある程度の規模を有しないと非常に非効率になりかねないた

め、将来的に考えていく必要があるとは思っているが、今のところ、まだ市長会レベルでもそ
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ういった議論に至ったことはない。長期的な課題として多摩地域を今後どうするのかというこ

とは話し合う必要があると考える。 

○委員 いきなり政治的な判断ではなく、先に研究を進めておくこともあるかと思う。 

○副会長 環境省の通知については、小規模な焼却炉はダイオキシンが多く発生するため、大規

模にすれば減らせるということで始めている。ところが、最近は規模が小さくてもほとんどダ

イオキシンが出ない施設に変わってきている。また、余熱利用の面で、大規模であれば効率よ

く発電できるということだったが、先ほどの会長の発言の通り、小規模な施設もさほど変わら

ない発電ができるようになってきているため、動機が無くなってきている。 

当時と今は状況が変わっているのだということを認識した上で、どういう議論ができるのか

ということを考えていかざるを得ない。 

○会長 実は、１月２３日の日に環境省が、「市町村等における廃棄物処理施設整備の適正化推

進業務検討会」というのを立ち上げた。平成３０年に廃棄物処理整備計画の改定が予定されて

いるため、その中に新しい考え方を盛り込もうということで始めている。そのため、東村山市

のスケジュールとは合わない。 

  市長の発言の通り、安定的に処理するということが必要であり、空白ができてしまうという

ことは避けなければいけないため、国の方針の決定を待つというのは難しい状況にあるという

ことは間違いない。 

○委員 分散型が望ましい面もあると思うが、３０年後などの長期を考えると、ごみの発生量そ

のものが半分となることもあり得る。そうすると、そこまで少ないのであればやはり広域化と

いうこともあり得る。その研究があれば望ましい。 

○会長 その辺も視野に入れた報告書にして頂きたい。 

   

・単独処理及び広域処理に関する検討のまとめ 

 

○事務局  資料６について説明 

 

○委員 単独処理とした場合、施設用地はこの秋水園ありきなのか、他の候補も検討するのか。 

○市長 前回お話し差し上げた通り、今回の議論については、まず全く白紙から検討を開始して

おり、まずは単独処理及び広域処理の相互の優位性を比較検討し、実現性を探って方向性を出



7 

 

して頂く。単独処理の場合でも秋水園ありきではないということは申し上げたかと思うが、市

内でほかの場所で処理できる場所があるのかということをやはり一度検証する必要があるとは

考えている。 

用途地域としては準工業地域でなければならず、一定の面積が当然必要になるため、それら

の場所が市内にあるかどうか、仮にそこを購入するとなった場合、コストがどの程度かかるか

という様々な点で調査し、議論の材料を提示したいと考えている。 

○会長 施設用地については来年度以降の検討とし、今年度については単独処理及び広域処理に

関する方向性を決めていく。 

 

○委員 この資料を見ると広域処理は難しい。やはり単独処理のほうがいいのではないか。 

○委員 委員の意見をつけ加えたまとめにしたほうが良い。将来に向けて広域処理に関する何ら

かの研究はしておく必要はあるが、現状では実現できないという内容にしたほうがいいと考え

る。 

〇委員 私もそのように考える。 

○委員 コストの優位性から広域処理とする時代ではないかという印象を受けているが、これか

ら重要になるのは、震災以降ということを踏まえて、臨機応変に動ける単独処理という流れで

はないかと感じている。それを市民にも理解を深めてもらう必要性を感じる。 

○会長 災害廃棄物の処理になると、結局自区内の市民を優先することになり、広域処理では自

由がきかない可能性もあるという考え。そういう視点も入れるべきであるということと思う。 

○委員 安心して住めるまちづくりに資するという考え方を前面に出した施設とすべきなのかも

知れない。 

○委員 前回までは地図を見ながら考えていたが、ごみの収集運搬費用や環境への負荷というと

ころでは、私はその柳泉園組合との広域化を検討することがいいと思ってきた。しかし、本日

の検討において難しいということが分かった。 

これは将来的なことだが、去年、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さ

せて頂いた。すごくきれいな施設で良かったが、それ以前に「クリーンセンター」という名称

が良いと感じた。そういったイメージ戦略も含めて、これから考えていかなければならないと

感じた。 

  そのため、どこに整備するにしても、その地域に貢献できるような施設をつくっていって頂
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きたい。 

○会長 安全・安心あるいは安定という面や、今の柳泉園組合や他自治体等の施設との関係を考

えると、東村山市としては単独処理とした方が有利である。ただ、経済性ということについて

も、十分配慮した施設整備を目指し、将来的には広域化についても十分に検討していくべきだ

というよう内容でいかがか。 

○副会長 神奈川県では、平成１０年の広域化計画策定後、例えば政令市にするために人口を増

やす目的から、広域化を進めるということがあったが、単独で整備ができ、まちづくりにも生

かせるなどの場合では、むしろそちらに動くほうが結構多かった。もちろん、議論としては長

い先では広域化の必要な議論があると思うが、自分の経験も踏まえて、現状から考えると単独

処理が一番妥当かという印象は持っている。 

○会長 先ほど委員からも指摘があったが、身近な施設、まちづくりに役立つような施設という

点も総まとめに記載するという方向でまとめを作成し、次回提示して頂くこととする。 

 

議題２ 中間報告書のとりまとめ 

 

○事務局  資料７について説明 

 

○会長 報告書を見てまた議論したいため、報告書をまとめる方針、それからまとめる内容につ

いては了解したい。 

 

・その他 

  

○事務局 第６回あり方検討会については、３月中旬ごろを予定している。詳細が決定次第早急

に連絡差し上げる。 

 

○事務局  閉会挨拶 

 

４．閉  会 

 


