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会  議  経  過  

１．部長挨拶 

 本日、市長は別の公務があり、少し遅れることをお許し願いたい。市長の挨拶は閉会のほう

でさせていただきたい。本日は、足元の悪い中、お集まりいただき、厚く御礼申し上げる。 

前回の御意見の内容を踏まえ、引き続き、新しいごみ処理施設の目指すべき方向性の検討、

そして施設整備用地に関する検討をしていただくことになっている。委員長を初め、皆様の忌

憚のない御意見、そして、活発な御議論をしていただければと考えている。簡単であるが、本

日の挨拶に代えさせて頂く。 

 

２．開  会 

 

３．確認事項 

 

・第７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 新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」の検討 

 

○事務局  資料２について説明 

 

○会長 資料２の秋水園に関連する５つの施設についての利用状況等について説明に対し、御

意見、御質問を伺いたい。 

○委員 各施設の利用状況については、よくまとまっている。一通りの状況はこれで示されて

いるが、この利用状況の中でどういう点が課題として認識しているか伺いたい。例えば、稼
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働率が低いことや、利用者数が市域全体の利用ではなく、特定の人たちの利用となっている

等の課題があると考える。 

○事務局 課題について具体的に検討を行っていないが、例えば、活動室の利用率や夜間の利

用の少なさ等が現状確認できているため、より利用していただくための方策を考えていくこ

とができると考えている。まだ精査されていないため、今後も検討を継続していければと考

えている。 

○委員 秋水園以外の別の場所でごみ処理施設の建て替えが行われる場合、現状の関連施設が

残ると考えると、残された施設が現状よりもさらに利用率が下がることが考えられる。ま

た、秋水園にてごみ処理施設の建て替えが行われる場合は、関連施設も一体となった施設整

備計画を検討できると考える。 現状、利用率が低くない施設についても、十分に利用され

ていることはよいのだが、より利用率を高めることも検討課題として挙げられると考える。

周辺の関連施設と新しいごみ処理施設が連携することで、より機能を高め、利用率を高める

ことも今後検討課題としていただきたい。 

○会長 ごみ処理施設と一体的に運営をして利用率を上げている自治体の例もあり、そういっ

たことについても配慮する必要があると考える。 

 

○委員 ふれあいセンターの管理運営に携わっている一人として感じる一番問題は、運営委員

がボランティア活動で行っていることである。運営委員の高齢化が進んでおり、運営委員の

確保・ケアが課題だと感じている。 

○会長 今回は清掃工場を建てるために、用地の選定から始めてどんな施設をつくるのかとい

うコンセプトの話をしているので、その中に当然経営についても考慮されるべきと考える

が、意見のあった現在の関連施設の経営という問題についても、同様に目配りしていく必要

があると考える。 高齢化問題はどこでも非常に大きな問題になっているので、今後も検討

できたらと考えている。 

  

○委員 美住リサイクルショップの運営委員をしていて感じることは、ごみ見聞録とか、アメ

ニティ基金に売上金額が提示されているが、衣料、陶器の引き取り等の件数に関しては、余

り市民のほうに詳しい内容が伝わっていない。市民の皆さんがわざわざ持ってきているの

で、その情報を市民の皆さんに伝えていくと、もう少しそのリサイクルショップの目的とか
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運営とかにつながっていくと考える。 

○事務局 いただいた意見は、非常にごもっともだと思う。ごみ見聞録等を利用して、その辺

は詳細を掲載するような形で広くお伝えさせていただきたいと考えている。 

○会長 情報提供というのは非常に重要な観点であるため、ぜひ取り組んでいただければと思

う。 

○委員 とんぼ工房が２カ所も必要かと考える。先ほど利用率の問題が挙がったが、利用率が

低いものについて、いつまでも置いておく必要があるかと考える。また、運営委員に対して

年齢制限を考えることできないか。７５歳を超えると委員に任命しないというような暗黙の

ルールをもっている自治会もある。 

○会長 関連施設のボランティアで運営しているという話だが、そのボランティアの定年制み

たいなのはいかがですかという意見である。あり方という点とは別の話となるが、重要な視

点なので、もしその辺の考えがあったら伺いたい。 

○事務局 高齢になってくると、どの程度実際に活動できるのかという問題があるが、やって

いただいている方はボランティアであり、この場で即答ではなくて、その辺も今後検討して

いきたいと考える。 

○会長 その辺も事務局で検討し、何かの別の機会にこういう方向でいきたいということを表

明するのが良いと考える。本日は、そういう指摘について市で受けとめるという範囲にとど

めることにする。 

 

○事務局  資料３について説明 

 

○会長 市民アンケートと来場者に対する意見聴取の集計の提示があったが、結果としてはほ

とんど変わらなかった。ただ、先ほど議論があったが、来場者が憩える施設というのは、関

連施設がそれなりに皆さん喜ばれている証拠であると考える。その興味深い結果が出ている

が、意見、質問を伺いたい。 

○委員 分析については、よくまとまっている。結果的に、年齢差による意見の差異がないこ

とが確認できてよかった。このアンケートでは、秋水園とごみ処理施設に関して聞いている

ので、周辺の関連施設の利用状況とかそういったことに対するニーズの違いというのはもっ

と性別差、年齢差があると考える。今後の整備のあり方を検討する上で、関連施設と一体的
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に整備する必要があると考える。秋水園での建て替えの場合は、今の周辺施設をうまく生か

す方向で建て変えを検討する必要があり、別の場所での建て替えの場合は、関連施設とごみ

処理施設の一体整備について検討する必要がある。年齢層によって、関連施設に対するニー

ズは違うことが想像され、その辺もう少し掘り下げて検討する必要があると考える。アンケ

ートをやり直すのではなく、来年度以降に基本計画等の検討段階で、若い人たちの意見をよ

り聞いたり、ワークショップなどでも年代別に行ったり、といった工夫が必要になると考え

る。来年度以降の課題として検討していただきたい 

○事務局 周辺整備それから附帯施設をどのようにしていくかという具体な話は、今後、市民

の皆さん、それから周辺の皆さんから意見等をいただきながら進めていくことになると考え

る。 

〇会長 その部分が周辺の皆さんの意向や印象を聞くというところにあったので、はっきり言

うことが出来なかったと思う。今後の課題として受け止めていただければと思う。 

〇委員 次回の検討において、年代ごとの微妙な差なども次の検討に生かしてもらえればと思

う。 

〇会長 年代差等今後いろいろ分析すべき点はあるかと思うが、今回のこの結果については受

け止めて理解していただきたいと思う。 

○委員 最後のページに参考資料にて、文章で書いた人の意見が載っているのが、この中に環

境や健康の心配に関する意見がある。現在の施設及びこれからつくる施設については、高度

の技術が導入され、普通に生活するには何ら困らない施設は作られていることを、検討会の

勉強会を通して学んだが、同様に、市民の皆さんにこうした情報を提供していくことで、体

によくない施設なのだという思い込みをできるだけ除去して、安全であるということをもっ

と皆さんに情報提供してほしい。 

○事務局 ごみ処理施設の信頼感を得るために、市民の皆さんに共有する必要があり、適切な

ごみ処理を行っていることについては、今後とも、情報発信を行っていきたいと考える。 

○会長 アンケート分析結果を受けて、さらに情報提供あるいは情報収集に努める必要がある

という委員の意見をいただいた。その辺を十分配慮して、今後も検討したいと考える。 

 

○事務局  資料４について説明 
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○会長 前回の検討会の意見を踏まえ、国と東京都の計画から新たにキーワードの抽出を行

い、市の総合計画、一般廃棄物処理基本計画、それから市民アンケート等から知られる市民

の意見とあわせてキーワードの整理を行っている。さらに、それをグルーピングして、整理

を行っている。最後に、それぞれをキーワード別にグルーピングした中で分析して、その分

析した結果をなるべく端的に言えるような「目指すべき方向性（案）」としてまとめてい

る。この一連の検討について、意見、御質問を伺いたい。重複している考え方が多数あるた

め、次回までに整理する必要があると考える。 

○委員 大分進んだこともあると思う。大きな検討の方向性はよいが、キーワードの抽出が少

し恣意的な感じもする。例えば、循環型社会形成推進基本計画第 2 章第２節の「３Ｒ型ライ

フスタイル」を抽出しているが、具体的な話としては、「「足るを知る」意識」とか「リデ

ュース、リユース製品の定着」が書かれているが、単純に３Ｒを出してしまうとその具体性

が抜け落ちるので、このようなキーワードも抽出した方がよいと思う。また、「モノの「共

有」」というキーワードは、単に物の循環だけではなくて、人と人との循環を示すかなり重

要なキーワードなので抽出した方がよいと思う。「３Ｒ活動」についても、前述の「高齢化

社会・単身世帯化に対応した３Ｒ活動」というところをキーワードで抽出した方がよいと思

う。また、東京都資源循環・廃棄物処理計画第 2 章１.（２）良好な都市環境の次世代への継

承にて、「超高齢化社会にあっても人々が参加しやすい適切な廃棄物処理サービス」とある

が、高齢化を悲観的に受けとめるだけでなくて、よりポジティブに受けとめることも重要だ

と思う。高齢者のごみ出し支援等や、高齢者も利用しやすい・楽しめる施設にする等におい

て、「高齢化」の視点が重要だと思う。 

○事務局 キーワード化にあたり、３Ｒ等の単語だけではなく、具体的な意味についても抽出

する必要があるといった意見であるので、そこら辺も踏まえて、ごみ処理施設の方向性の検

討の中で受けられるようなことも含めて検討を行いたいと考える。 

○会長 施設というハードの話と人間の生き方に関連するソフトの話をどのように結合させる

かという非常に大変な作業であるが、整理できるように検討するものとする。 

○委員 周辺の関連施設と一体的に整備するということの前提のキーワードなのか、単にごみ

焼却施設だけのキーワードなのかを考える必要がある。新しいごみ処理施設は周辺関連施設

も一体的に整備して東村山市の３Ｒにおける拠点施設として位置付けて、キーワードを抽出

した方がよいと考える。また、キーワードの括り方として、安定的なごみ処理という最低限
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の配慮事項が一番目となっているが、むしろ一番目を循環型のライフスタイルと３Ｒの推進

等にするべきではないかと思う。さらに、2 番目を市民とか事業者の共同にするべきではな

いかと思う。あとは最低限守るものとして、安全・安心、低炭素化や経済性という順序がよ

いのではないかと思う。 

○会長 廃掃法では地域の衛生環境を保全するとしており、施設がきちんと稼働することによ

って地域の環境が守られるのだという考え方となっている。廃掃法の考え方と、最近出てき

た循環型社会づくりという話とどのように整理するというのは非常に難しい。 

○委員 抽出したキーワードが、ごみ処理施設整備のみを対象とするのか、もしくは、周辺と

一体整備を対象とするのかで考え方が分かれるが、私は、一体的な整備を前提にキーワード

を抽出したほうがよいと思う。 

〇会長 その議論は初めて出る話ではないかと思う。 

〇委員 あまりそういう話はしないと思う。 

〇会長 ハードの話の中でいかに循環型社会、３Ｒを実現させていくかという話であると考え

る。 

○委員 最近３R からさらに 5R までということを聞く機会があった。例えばもしリデュー

ス、リペアまで組み込んで考えてとなると、町全体のごみ処理の方向性まで議論することに

なってしまう。重要なのは、本当にどこまで考えるか、議論の範囲に線引きや方向性を持た

せないと、どんどん話が大きくなって収拾がつかないのではないかと考える。 

○会長 環境省による３Ｒでは、リデュース、リユース、リサイクルとなるが、リデュース、

リユースを第一優先に行い、それでも排出されるごみを適正処理するとされている。また、

その過程で得られたリサイクルできるものについてはリサイクルし、資源循環にのせていく

のだというのが基本的な考え方である。その適正処理という部分を、このあり方検討会にお

いて検討しているというのが今までの認識だった。そこから踏み越えた形で、処理施設のあ

り方というよりも、ライフスタイルであるとか、あるいはごみ処理そのものの考え方の変更

を迫っているという議論であるが、そこまで市としてこの検討会に期待しているのか。 

〇委員 そこまでの議論となると構築に数年かかると考えられる。 

○市長 検討会の前提として、循環型社会の形成や３Ｒの実現、また、何度かご指摘いただい

ているごみ排出抑制等の検討については施設とは密接不可分ではあるが、もともと投げかけ

させていただいているものは、市の現状の施設が非常に老朽化していて、今後、安定的、継
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続的にどのように安全にごみの処理をしていくかが最大のポイントであり、様々な要素が議

論に入ってくることは当然であるが、原点としては差し迫った課題として次の処理施設をど

うするかという、その部分について議論を深めていただく必要があると考える。 

〇会長 そういう意味では、市民意見からのキーワードがあるが、安全なごみ処理、安定的な

ごみ処理、ごみの資源化、エネルギーの有効利用、環境負荷低減、これらが、施設のあり方

として代表される考えである。そのなかで、周辺といい関係を作っていくなどのために、熱

利用、リサイクル、地元還元をしていくというのが今までの考え方である。 

○委員 老朽化して施設を建替える上で、最低限のものではなく、よりよきものを目指すべき

であると考える。安心・安全は最優先かつ最低限のものであり、３R のライフスタイル、地

域貢献や環境学習はよりよき施設を目指すうえでさらに重要なものであると考える。 

○会長 安全・安心という点についても、つくっている施設と住民の皆さんが受けとる考え方

が違っている部分があり、仮に施設自体が安全・安心なものであれば、用地選定必要はな

く、どこでも建てられるという話になってしまう。今のごみ処理施設は、環境問題やエネル

ギー問題には十分対応しているということを、東村山市として整理して市民の皆さんに発信

し、安全・安心を確保していく必要があると考える。 

○委員 施設をつくることを前提にすれば、施設周辺をどうするのというのが第一の議論にな

るのは当たり前であるが、それと国の長期計画を一緒に検討するのは、非常に難しいと考え

る。国の長期計画の内容は抽象的であるが、環境省の環境白書はもう少し具体的な内容なの

で、検討の参考となる可能性がある。施設をつくるということが前提あり、検討の中心にす

べきであるということの共通認識として持つ必要があると考える。 

○委員 先ほどのアンケートを見ると、年代によって重要だと思っていることが少しずつ違い

ます。高校生の教科書などを見ると、循環型社会とか３Ｒは、普通に習う言葉であることが

わかる。年代が上の人からは、安定、安全、安心等のキーワードが出てくるが、３Ｒ、循環

型社会というものはこれから生きていく、これからの３０年間、４０年間、施設を使ってい

く人にとっては、ごく当たり前のキーワードになってくると思う。今後ごみ処理施設を使っ

ていく高校生、大学生、２０代、３０代の人にとって、科学的に高度な技術を採用した施設

をつくることも重要であるが、これからどういう社会を目指すのかということが新しい施設

のあり方でわかることが重要であると考える。また、ごみ処理施設というのは迷惑施設であ

ると一般に言わることが多く、その用地選定が問題になることが多いと思うが、迷惑施設と
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は一般には臭い、汚れ等で周辺地域に迷惑をかける施設である。先ほど会長が言ったように

本当に安全で安心ならどこにごみ処理施設を設置してもよいわけであり、いろいろなことを

もっと私たちは学ぶ機会を持たなければいけないと思う。新しいごみ処理施設については、

ごみを通して、安全・安心はもちろんのこと、自然科学等も学べるような施設をぜひつくっ

てほしいと思っている。将来のある子供達が学べ、次の社会をつくっていけるような場所、

もう少し発展的な施設をつくってほしいと思う。 

○会長 ごみ処理施設の設置にあたり、環境学習の拠点となる施設という方向性を出して整備

し、市としてごみ処理あるいは循環型社会形成についての情報を発信する事例が多数ある。

循環型社会という点で言えば、今、環境省がごみ処理について一番考えているのは、パリ協

定をどのように守ろうかという部分である。具体的には、ごみ焼却をしている熱を回収し再

利用等をすることで、社会全体の電力消費量・化石燃料の消費量を減らし、炭酸ガス出を抑

制することが必要となる。現在、様々な新しい施設ができているが、理屈づければ循環型社

会づくり、地域環境の保全や環境学習の視点と結びつけることはできるが、つくる立場で熱

回収を行う施設をつくるとなると、こういう大きい概念でつくっていくのはなかなかできな

いのである程度集中的に検討せざるを得ない。その辺を今回作業しているという認識であ

る。 

○委員 そのとおりであり、最終的に議論すべき事項はそこである。ただ、理念はもっとよく

書きその理念を掲げながら、施設計画もきちんと行うべきであり、今回はその部分について

多少区別した議論をあえてしたいと考えている。そういう意味で意見すると、前回の検討会

で、人口１０万から１５万人の市の中で、東村山市のごみ搬出量が一人一日当たり日本で８

番目に少ないですという話があったが、やはり他自治体を抜かなければいけないと思う。他

自治体では、ごみゼロプランという施策を行っているため、同様なプラン、あるいはごみマ

イナスプランというような意欲的な理念を掲げて日本一の処理施設をつくる、あるいは日本

一の循環型の地域をつくるといった内容を検討してもよいと考える。そうすると、我々の地

域はごみについて日本一であるといった誇りが持てる施設にすることができると考える。こ

のような内容は抽出されたキーワードにはないので、あえて議論している。 

○市長 国の上位計画の中でのフレーズで、「高齢化社会・単身世帯に対する３Ｒ活動」とい

う文言などは、極めてセンシティブとであり、非常にアクチュアルな課題としてこれから考

えていかなければならないと認識している。国では地域を丸ごと施設化して、どのような状
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況になっても地域社会の中で暮らし続けられるような社会づくりである地域包括ケアを推奨

している。地域の中でかなり重度の認知症の方が普通に単身でお暮しになるような状況等を

想定すると、ごみ減量のための分別に対して、どこまでできるのかという課題がある。先ほ

ども話があったが、ごみ出しができない家庭がだんだんこれからふえてくる可能性等もあ

る。そういう状況の中で、直接、そのことが施設のあり方には結びつかないかもしれない

が、もしかすると収集の枠組みが変わってこざるを得ないことが、結果として施設を規定し

てくることにもなり得るということも、今後２０年、３０年のスパンで考えると、超高齢社

会で７５歳以上の方が４人に１人、あるいはもっと３人に１人ぐらいで地域の中でもしかす

ると単身あるいは高齢世帯として暮している状況の中で、ごみ処理を適正に行っていくとい

うのはどういうことで、しかもなおかつ、資源循環型の社会をそういう中で行っていくこと

についてどうするのかというのは、かなり大きなテーマにはなり得ることだと思う。よっ

て、単純に、施設を安全で稼働できる施設をつくればいいということだけ考えているわけで

はないので、今後、３０年ぐらいの間に地域社会でどういうことが起きてくるのかというこ

とを予測しながら、今後のごみ処理のあり方について検討を深める必要があると考える。東

村山市では、２年前、資源ごみの古紙・古着も全て戸建て住宅については個別収集に切り替

えた。これは高齢化が進行して、今まで集積所回収だったが、集積所に持っていけないとい

う住民の声があり、かつ、集積所に長いところであると金曜日にコンテナを出して、月曜日

に回収するため、路上にいつまでもコンテナを置いてビン、缶を収集するということは、交

通上の安全面の問題からどうなのかという議論があり、リサイクルセンターが完成したこと

に合わせて、資源関係についても全て個別収集に切り替えた。拠点回収から個別回収になる

と当然収集コストは上がるが、それでも、逆に、資源として循環できるものについての回収

をより促進したほうがいいだろうという考え方で踏み込んで判断した経緯がある。今後、最

終的には何らかの処理はしなければならないが、より排出を抑制していくような視点という

のは常に持ちながら、しかも、何らかの形で、先ほど会長が意見したように、今、多摩地域

では、最終的に灰についてはエコセメントとして再利用されるということでは一定のリサイ

クルが行われているが、東村山市の場合は、熱等については現状では回収できていないので

で、熱や、そこで生まれるエネルギーをどういうふうにリサイクルしていくか、資源化して

いくか、そのことで循環型社会をどういうふうに我々として形成していくか、そこは大きな

視点となると考える。 
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○会長 ちなみに広島のある市は、高齢化社会に対応して分別をしないで済むような収集体制

あるいは処理体制をつくるということを１つテーマに上げている。それが本当にいいのかど

うかというのはもちろん議論があるが、東京あたりにも個別収集のことを「思いやり収集」

と言って、要するに高齢者に対する配慮した収集方法なのだということを言っている。とこ

ろが、なかなかお金のかかる問題で、行政の世界では「リサイクル貧乏」という、リサイク

ルをやればやるほどお金がかかるということもある。そういう意味で、例えば今治市が、施

設をつくるときの１つのテーマというかキャッチフレーズで、「人をつなぐ、地域をつな

ぐ、世代をつなぐ」というやり方をしている。というのは、今治市というのは、島嶼部と四

国本島の部分の町が合併してできた自治体であるため工場ができることによって人の交流が

でき、それから地域の交流ができ、それから年齢層が違う層も参加できるということで、そ

の３つを１つのテーマにして、その下に資源循環型社会づくりをしようとか、リサイクル社

会をつくろうだとか、地球環境にいい施設をつくろうだとか、そのつなぐテーマをつくっ

て、その後に具体的にどんな施設をつくるかということをやっている。だから、今ここでや

っている作業というのは、そのちょうど具体的な施設の姿と、いわゆるテーマソングみたい

なところの間ぐらいのところを目指しているのだというふうに理解している。 

 全国的に、こういう施設のつくり方として総合評価落札方式というのが始まっていて、市と

してどういう施設をつくりたいのだということを前面に出した施設づくりが始まっているの

で、同じように循環型社会づくりを目指すのだとか、３Ｒをきちんとやるのだとかいうこと

を前面に押し出して、それで細かいハードな話に入っていくというのが一般的だと思う。よ

って、そこの大きな概念の少し下あたりをねらった概念をここでつくって、それを実際のリ

サイクルに役立てていくという必要があると考える。 

○委員 認知症の方がふえて、分別ができないとか、わからなくなってしまってかなり混乱が

多くてという事例が実際にある。あちこちでそういう事例が起き始めているので、それも踏

まえて考えると、先ほど分別しないで集めるという話があったが、場合によってはそういう

ことも必要になってくる可能性もあるということなので、それを踏まえた上でどうするのと

いうところの議論ができれば、かなりいいものができ上がっていくとは思う。 

○市長 東村山市は都営住宅が非常に多く、５，０００戸以上ある。今いわゆる個別収集とい

うのは戸建てであって、集合住宅については決められた場所、所定の場所にごみを出すこと

になっている。民間のある規模のマンションであればエレベーター等が設置されているの
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で、上の階の方が下まで持ってくるとかということはある程度できるのが、東村山市の都営

住宅は５階建のエレベーターがついていない建物が大半であり、障害者や高齢者の方のごみ

出しが非常に困難な状況である。何とかしてほしいという声はあるが、５階まで収集業者に

取りに行かせるとなるとかなりのコストがかかるという問題がある。先ほどのふれあい収集

ように、直営で収集業務をやっているところはまだそういうことをやれるところはあるが、

それ以外のところではなかなかそれが非常に難しい状況である。この話は収集の問題なの

で、直接処理の問題ではないが、いろいろなことを考えざるを得ない状況である。そういう

中でどのように３Ｒ、循環型社会を本当の意味で形成していくのかというのは、直接的では

ないが、少し射程に入れつつ議論を深めていただきたい。 

○委員 設計要件でごみの排出量を設定しているが、生ごみ等については長期的に減らし循環

させていくことを考えるより減らせると思う。そのようなことは長い期間かかるので、施設

設計については５年後ぐらいの想定で設計を行うと思うが、１０年後には日本一になるのだ

という目標を置いておいて、実際にごみ排出量が減った状態のときにうまくごみ処理施設が

稼働できるということを設計要件にしておくべきと考える。現状で、できる範囲で減らして

いくといった前提の設計では、市民が誇りを持てる施設にはならないと思う。高齢化が将来

進んでくるときにどういうことを考えるべきかというのは、具体的な答えを持っていない

が、検討をより深めなければいけないと考える。 

○会長 そういう意味では、この検討会は具体な設備をどうするかでなく、大きな概念と具体

的な設備の中間の領域を、大きな概念を考慮しながら検討していくということである必要が

あると考える。これがまとまり、次の段階で用地が決まり、新しく建てるということになれ

ば、キャップの大きさをどのように埋めるかという具体な話に入ってくると考える。事務局

では、それを意識し、大きな概念と、それを実際に実現するための設備としての仕様と結び

つけるようなテーマを検討することとする。 

 

議題２ 施設整備用地に関する検討 

 

○事務局  資料５について説明 

 

○会長 まず、法人所有地の検討の進め方として、公開の是非を決める必要があります。それ
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から、検討スケジュールとしては、第７回、第８回、第９回、第１０回と、計４回で行いま

す。また、検討内容として、１次検討、必須条件Ⅰ及びⅡ、比較項目の内容確認をし、公有

地の１次検討をします。それから、法人所有地の検討の進め方についての確認を行います。

順番に確認を行います。検討会での公開の是非、法人所有地の検討について、もう一度、市

の考え方を伺いたい。 

○事務局 法人私有地の検討の進め方について、市の案として非公開とすべきという提案をす

る。相手方の法人が、必ずしも本検討をすることについて了解を得られない中で機械的に１

万ｍ２以上の用地を抽出するという作業が発生するから非公開ということで提案をする。 

○会長 法人所有地については、一応検討の対象にするが非公開とするとのことだが、よろし

かったか。 

○一同 異議なし。 

○会長 では、法人所有地の検討は非公開で行うこととする。   

 

○会長 公有地の１次検討について、必須条件Ⅰ、必須条件Ⅱでの検討を行い、必須条件Ⅰで

は１万ｍ２以上ということで５８カ所の公有地が抽出された。さらに必須条件Ⅱでは、学校

や住宅などの建物または設備が立地し代替施設の検討が必要となる用地を除いたもので検討

を行った結果、住宅久米川１３住宅跡地、東村山中央公園、狭山公園、北山公園、運動公

園、秋水園、八国山緑地の合計７カ所が抽出された。また、２次検討における比較項目

（案）の確認ということで、比較項目に基づく相対比較を行い、施設整備用地に適するかど

うかの検討を次回行うことを確認した。 今回７カ所に用地を絞ったが、それを２次検討に

おける比較項目（案）に基づいて比較検討するということであり、次回公有地については、

この項目で評価をして改めて候補地を挙げていきたいということであった。法人所有の土地

については、１回ずつおくれた形で検討をしていくということになる。 以上の説明につい

て、意見、質問があれば伺いたい。 

○委員 これを見た段階では必須条件Ⅰでは学校とかそういう関係ですから全く検討もしよう

もない場所ですから、必須条件Ⅱから入らざるを得ないと思う。あとは法人がどの程度ある

のかという部分をプラスしてやるという形になろうかと思います。必須条件Ⅰはしてもしな

くてもいいですねという感じはするが、時間的に必須条件Ⅱからスタートしたほうがいいの

ではないかなと思う。 
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○会長 ５８カ所から７カ所に絞ったということについては了解し、７カ所について次回検討

結果、評価結果を出してほしいという意見でよろしかったか。 

○委員 よろしい。 

○会長 みなさんはいかがか。他に特に異議もないため、事務局提案どおり７カ所について２

次検討における比較項目（案）で評価を行い、次回検討するものとする。 

 

・その他 

 

○事務局 第９回あり方検討会については、８月１日の開催を予定しているので、調整をお願

いしたい。 

 

・市長挨拶 

冒頭遅れてしまい、誠に申し訳なくお詫びを申し上げる。 

本日は大変お忙しい中、また足元の悪い中、第８回ごみ処理施設のあり方検討会ということ

で、新しいごみ処理施設の目指すべき方向性、そして施設整備用地について御議論、御検討い

ただきい御礼申し上げる。目指すべき方向性については、委員の皆様よりキーワードとなる部

分についていろいろと御指摘、御指導をいただいた部分を踏まえ、事務局としても再検討させ

ていただき、次回以降御提出できればと考えている。 

また、施設整備用地については、先ほど一定の集約をいただいたので、次回までに７カ所の

公共用地についての評価を行うとともに、私有地、法人等の所有されている場所については、

人様の土地を勝手に挙げることになるので非公開にて検討を進めることになるので、御理解い

ただき御検討いただければと思う。 

 

５．閉  会 

 


