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会  議  録 

会 議 の 名 称 平成２８年度第 1 回東村山市ごみ処理施設のあり方検討会 

開 催 日 時 平成２８年７月２７日（水）午後１時３０分～午後３時００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、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、斉藤隆

委員、志賀敏和委員、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、戸水資源循環部次長、内野ごみ減量推進課長、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： 上坂裕美委員 

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 ２名 

 

会 議 次 第 

 

1. 委嘱状交付 

2. 市長挨拶 

3. 委員紹介 

4. 開会 

5. 議事 

 (1)会長、副会長の選出 

(2)ごみ処理施設のあり方検討会について 

  (3)東村山市のごみ処理の現状と周辺自治体の動向 

 (4)市民アンケート等の実施方針（案）について 

 (5)その他 

6. 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 
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会  議  経  過  

１．委嘱状交付 

市長より各委員へ委嘱状を交付 

 

２．市長挨拶 

 本日は、御多用のところ、東村山市ごみ処理施設のあり方検討会に出席頂くとともに、委員を

お引き受け頂き、厚く御礼を申し上げる。 

 本会では、主に本年度、来年度の２カ年にわたり、当市のごみ処理施設のあり方についてさま

ざまな角度から検討を行って頂く。 

 当市は、昭和３５年に全域が特別清掃地域に指定されて以降、昭和３７年に秋津の地にごみ処

理施設が建設され、以来、五十数年にわたって秋津町の皆様、また所沢の北秋津第九連合の皆様

の深い理解と協力を頂き、適正に安定的にごみ処理をさせて頂いてきた。現在のこの施設の中核

的な処理施設である焼却炉は昭和５６年に建設され、今年で竣工後３５年を迎える。この間、ダ

イオキシン対策、延命化工事、そして耐震化工事行い、稼働させている。どこまで使えるかとい

うのは、これから詳細に調査しないと具体には分からないが、次世代の方針について検討する段

階に至ったと、市として判断させて頂き、本会で２年間にわたって、これからの東村山市のごみ

処理について検討を開始したいと考えている。 

当市は、ごみ処理を始めて以来、これまで単独処理を行ってきた。近隣では一部事務組合を設

立し、共同処理を行っている自治体もあり、かつて、東村山市も、隣接する柳泉園組合への参画

を検討したこともあったが、諸条件により、参画には至らなかった。そうした状況を踏まえ、東

村山市において具体的にどのような処理方法がふさわしいか、安定的に効率的に、また環境等に

も配慮した形で、ごみ処理を継続していくためにはどうしたらよいか、当会で検討頂けるとあり

がたいと考えている。 

当会で示された方針に基づき、市としてさらに検討を進め、次なるごみ処理のあり方に向けて

歩んで参りたいと考えている。そういう意味では、当会は１５万市民のごみ処理にかかわる大事

な会であるため、専門家の方、周辺自治会の方、公募市民の方、それぞれの立場で真摯かつ建設

的な議論を進めて頂くよう心からお願い申し上げさせて頂き、開会に当たって、東村山市を代表

しての挨拶にかえさせて頂く。 
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３．委員紹介 

 各委員より挨拶及び自己紹介 

 

４．開  会 

 

５．議 事 

 

・会長・副会長の選出（互選） 

委員全員の意見の一致により、会長に荒井委員、副会長に安田委員が選出された。 

 

・確認事項 

 

○事務局 検討会終了後に公開する会議録の記載方法について確認させて頂く。発言者は会長、

副会長、委員、市長、事務局という形で表示する。内容については、趣旨を損ねない程度に発

言を整理し、簡潔に記載する。検討会終了後、全発言者の確認をとり、その後ＨＰにて公開す

る。 

○会長 議事録については会長・副会長は特定できるが、委員は「委員」と記載するだけで、名

前は出さないという理解でよいか。 

○事務局 そのように考えている。 

 

○事務局 「東村山市ごみ処理施設のあり方検討会の傍聴に関する定め（案）」について説明 

 

○会長 質問等は特にないため、説明の通りの方針で取り扱う。 

 

・秋水園のこれまでのあゆみ 

 

○事務局  「秋水園のこれまでのあゆみ」について説明 
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議題１ ごみ処理施設のあり方検討会について 

 

○事務局  資料２について説明 

 

○委員 あり方検討会の開催日程について、第３回以降は土日も御検討頂けるという話があっ

た。個人的な意見としては土曜日が適当だが、検討頂きたい。 

○事務局 検討させて頂く。 

 

○委員 広域処理と単独処理ということを早い段階で決めずに、最後まで検討課題に残していく

ということなのかと思っているが、その場合、広域処理とした際の廃棄物処理量の予測や、処

理システム、処理方式なども検討していくことになると思うが、そういう考え方でいいのか。

要するに、広域と単独の場合で常に比較しながら全てのことを検討していくということを最後

までやるという考えなのか、確認したい。 

○事務局 そういった考え方で丁寧に進めていきたいと考えている。 

○委員 広域というと、どの自治体と広域処理を行うのかという設定も必要となり、それによっ

て、それぞれの場合の廃棄物処理量の予測もしなければならず、他市の予測もしなければいけ

ないということになるが、それでよろしいか。 

○副会長 施設をどうするかということは、連携する自治体がわからないと決められない。想定

した議論はできるが、具体的にどう進めていくかということは、相手との協議をしないと決ま

らない。想定される自治体と協議するということは考えていないのか。 

○事務局 この後の説明の中で、近隣の広域組合や保有施設の議題が出るため、内容を鑑みなが

ら考えて頂きたい。 

 

○委員 行政区分として、東京都を越えて埼玉県の自治体との広域処理を計画することは可能な

のか。 

○市長 東京都から許可が得られないため、都道府県を越えての広域化は非常に難しいと考え

る。 

 

○委員 単独処理の場合の施設用地として、秋水園ありきなのか、あるいは他の可能性もあるの
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かということも含めて検討するという考え方でよいか。 

○事務局 この検討会で方向性を決定して頂くというわけではなく、頂いた意見については、最

終的に市が策定する基本方針に反映していきたいと考えている。 

○委員 広域と単独について、それぞれ問題点があるため、当面は二本立てで進め、例えば広域

の場合どのような問題があるかということを踏まえながら、単独の場合、施設を他の地区に建

設する際、住民がどうなるのかということ等を踏まえながら、各議題において詳細に議論して

もいいのではないか。 

○委員 広域処理が難しい場合、次のステップを検討するためにも、早く返事を頂きたい。今年

いっぱいで結論が出るというものではないかもしれないが、結論を延ばして、無駄な議論をす

る必要はないと考える。 

○副会長 広域の場合、収支が大きく変わるため、この範囲でやればこのような経済性がとれる

とか、議論すべき事項は多々ある。そのため、連携する自治体が決まらなくても、一般的な議

論を積み上げていって、方向性を決めればいいと考える。連携する自治体との協議も必要であ

るため、１年で検討するというのは難しいのではないか。 

○会長 この検討会では、広域化に伴う課題を一度整理した上で判断する。まずはそのための材

料を集めることになると考える。 

○副会長 もし課題が残れば、残した形でというのはあっていい。結論を出す必要はないと考え

る。中間報告の後、最終報告をまとめる期間があるため、そこでさらに議論してもいい。 

○会長 本年度が中間の取りまとめ、来年度が最終のまとめということで、本年度中には少なく

とも課題の整理をやっていきたい。ただ、方向性を早く決める必要もあるため、少なくとも来

年度に方向性を決定するということでよいか。 

○委員 いいのではないか。 

 

○委員 この検討会の最終目的は何か。広域、単独というのは、その最終目的に入っているの

か。 

○会長 資料１の「あり方検討会の設置規則」の第２条に所掌事項というのがあって、「検討会

は、ごみ処理の実施主体を含め、将来にわたって安定したごみ処理を行っていくために必要な

ごみ処理施設のあり方について、検討を行うものとする」と記載されている。ごみ処理の実施

主体も含め、将来にわたって安定したごみ処理を実施するための施設整備のあり方を検討して
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いくことになる。 

○委員 「安定した」というのは誰に対してのものか。 

○会長 私が言うことではないが、市民に対してということになる。 

○委員 市民、周辺市民も含めて、そこから入るべきではないかと考える。 

 

議題２ 東村山市のごみ処理の現状と周辺自治体等の動向 

 

○事務局  資料３について説明 

○委員 八王子市と町田市は可燃ごみの一部を多摩ニュータウン環境組合で処理しているという

ことだが、単独の施設だけでは間に合わないため一部を回しているということか。 

○事務局 多摩ニュータウン環境組合は、八王子市及び町田市の多摩ニュータウン区域並びに多

摩市全域のごみを共同処理することを目的に、平成５年４月に設立された。八王子市及び町田

市のその他区域については、引き続きそれぞれ単独で処理しているという状況であり、多摩ニ

ュータウン区域及び多摩市全域に限った処理という形になっている。 

○委員 最新の一般廃棄物処理基本計画においては、目標年次が２０２０年となっているが、今

回整備する施設は２０５０年頃まで使う。２０５０年頃までの廃棄物の発生量の予測や目標設

定をしていかなければいけないと思うが、定量的な話だけではなく、循環型社会というものを

どのように作っていくかという定性的な議論の徹底が必要だと思うが、どのようにお考えか。

もう一度確認したい。 

○会長 循環型社会づくりという観点からすると、リサイクル率、資源化率を上げていくという

方策をとっていく。それを反映した施設計画を立てていくことになると思う。 

○委員 大幅に減らすという目標もあり得ると思う。人口の減少もあるため、かなり減るという

状況を予測してということになるのだと思う。おそらく２０４０年ぐらいを予測するのだと思

うが、そういうことでよいか。 

○事務局 人口が減少傾向になっているため、施設の建設年が最も人口が多いという推計にな

る。そのため、人口が一番多くなる建設時を見越して推計をつくる必要があると考えている。

○委員 お願いになるが、人口に対して掛け算する１人１日当たりの発生量については同じ値で

推計しようとされている。目標としては、物理的に可能な削減量を設定し、それも含めて予測

されるといいと思う。検討頂きたい。 
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○事務局 １人１日当たりの発生量をどこまで削減できるかを考えていくことと、人口について

どこまで推計できるかというのが大きな課題と考えている。検討できる範囲を研究してみたい

と考えている。 

○会長 環境省なども資源化率の目標を提示しているため、そうしたものを勘案しながら資源化

に取り組みつつ、安定的な処理を実現するという施設整備が必要と考える。 

○副会長 最近、環境省では２Ｒを進めている。リサイクルをなるべく減らし、リユースをする

ということで、リユースをどのような形で進めるのか、ごみ発生量の抑制をどのように進める

かということもあわせて議論したほうが、先を見たときにうまく適合できると考える。 

○事務局 ごみ発生量の抑制についてもぜひ検討会で提案頂き、報告書の中に織り込んで頂くの

も一つの案かと考えるため、お願いしたい。 

○委員 東村山市の市民１人当たり、ごみ処理について金銭的にどれぐらいかかっているのか、

将来的にどのような市民の負担があるのかというところを教えて頂きたい。 

○事務局 お配りしています秋水園の事業概要の５５ページの上段の表の中で、市民１人当たり

どれぐらいのごみ処理の費用がかかっているということで、単純に全てのごみの処理にかかる

費用を人口で割った金額を記載している。２６年度は１万９，１８０円。となっている。 

 

議題３ 市民アンケート等の実施方針（案）について 

 

○事務局  資料４について説明 

○委員 市民アンケートは非常に重要だと思うが、長期的な話であるため、次世代の人たちの意

見を明確に把握する必要があると考える。市民アンケートをすると、若い世代の回収率が低いた

め、若い世代を中心にデータ集めるようなことも配慮して調査されるといいと考える。市民の意

見交換は年代や性別等の属性を区別し、それぞれの属性の意見をはっきりさせることが重要。そ

うでなければ、特定の人たちの意見を聞いたということになりがちであるため、留意頂きたい。

○事務局 アンケートについては、意見を参考にし、有効なアンケート結果となるように取りま

とめたい。 
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・その他 

 

○事務局 第２回検討会については、８月２５日木曜日の８時半から１６時に、ごみ処理施設の

視察を予定している。 

○事務局  閉会挨拶 

 

６．閉  会 
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会  議  録 

会 議 の 名 称 平成２８年度第３回東村山市ごみ処理施設のあり方検討会 

開 催 日 時 平成２８年１０月１３日（木）午後２時３０分～午後４時３０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、斉藤隆委員、志賀敏和委員、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、戸水資源循環部次長、内野ごみ減量推進課長、 

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： 浦田秀人委員 

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 ２名 

 

会 議 次 第 

 

1. 市長挨拶 

2. 開会 

3. 議事 

 (1)ごみ量の予測・施設規模について 

(2)処理システムの他事例比較と検討課題の整理 

  (3)単独処理及び広域処理に関する検討 

 (4)市民アンケート等の実施について 

 (5)その他 

4. 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 
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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回目については、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、 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点ほどこちらのほうから議事のお願いをさせて頂

く。限られた時間ではあるが、審議頂き、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を申し上げて、私からの挨拶に代えさせて頂く。 

 

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 環境省の通知から、「施設予定年度の７年度を超えない範囲で」という内容を根拠にさ

れている。これはいつの通知なのかということと、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ならないと考える。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 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 注意書きは必要と考える。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 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、 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。 
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○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

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どうか。 

 

○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ということにしたい。 

 

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よりどころ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
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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

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、実際にはデータが余りない。世帯構成で単身世帯がふ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余り想定されないと考える。 

○委員 議論の 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
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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

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湿式が少ないが、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、湿式の方が建築面積及び費用が大きくなるため、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改訂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、 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。多めに設定し、 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、段階を踏んでいくということ。 

○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。 

 また、売電をするということは焼却炉を２つ持つことが前提という理解でよいか。 

○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

点はどうか。 
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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

いった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 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の冒頭に、東村山市秋津町にある秋水園を知っている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で記載すると、設問が誘導的になってしまうため、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 
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会  議  録 

会 議 の 名 称 平成２８年度第４回東村山市ごみ処理施設のあり方検討会 

開 催 日 時 平成２８年１１月２６日（土）午後３時００分～午後５時００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、 

五野井暎委員、肥沼和幸委員、諸星伊久男委員、浦田秀人委員、 

志賀敏和委員、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、戸水資源循環部次長、内野ごみ減量推進課長、 

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： 佐々木洋子委員、市川忠文委員、斉藤隆委員 

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 １名 

 

会 議 次 第 

 

1. 市長挨拶 

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 

4. 議事 

 (1)単独処理及び広域処理に関する検討 

(2)その他 

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 



－添付資料 3 - 20－ 
 

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 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、 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 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、 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 
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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
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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 
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会  議  録 

会 議 の 名 称 平成２８年度第６回東村山市ごみ処理施設のあり方検討会 

開 催 日 時 平成２９年３月１３日（月）午後２時３０分～午後３時１９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、志賀敏和委員、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、戸水資源循環部次長、内野ごみ減量推進課長、 

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： 斉藤隆委員、浦田秀人委員 

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 ８名 

 

会 議 次 第 

 

1. 市長挨拶 

2. 開会 

3. 確認事項 

・第５回あり方検討会での意見等の整理 

4. 議事 

 (1)単独処理及び広域処理に関する検討のまとめ 

(2)今後の検討課題 

(3)中間報告書のとりまとめ 

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 
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会  議  経  過  

１．市長挨拶 

 これまで精力的に討議を頂き、前回第５回目で、今年度の大筋として、将来的には広域化とい

うことは考えなければならないが、当面は単独処理でよいのではないかという集約を頂いた。２

月２３日の市議会３月定例会の冒頭で、施政方針説明の中にも盛り込んで報告をさせて頂いた。

 本日は中間報告書を取りまとめて頂く大事な会議ということであるため、限られた時間ではあ

るが、よりよい議論を進め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５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 前回の取りまとめについては了承し、前回討議した単独処理及び広域処理に関する検討

のまとめが次の議題にあるため、その中で議論していきたい。 

 

４．議 事 

 

議題１ 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２について説明 

 

○会長 前回議論した中で取りまとめた内容であるため、まとめについては了承されたというこ

とで取り扱いたい。 
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議題２ 今後の検討課題 

 

○事務局  資料３について説明 

 

○委員 基本的に書かれている内容でよいが、先ほど、単独処理及び広域処理に関するまとめの

中で、本検討会の議論を踏まえ、配慮すべき事項が４点示されている。その４点が、今後の検

討課題の（２）に反映されると思うが、（２）の記述で、安全に住めるまちづくりに資する施

設と、災害に強い施設という２点は記載されているが、他の２点が記載されていない。これは

４点記載した方がよい。他の２点を軽視するという意味ではないと考えてよいか。 

○事務局 前回の検討会において挙げられた委員の意見を、配慮すべき事項として４点挙げさせ

て頂いたが、検討会として十分に議論できていないため、４点に限らず、どういった方向性と

すべきか、さらに議論頂きたいということで挙げさせて頂いた。 

○委員 これ以外にもあるというのはいいが、最低限４点は記載しておかなければならないと考

える。 

○事務局 了解した。 

○会長 大事な点であり、検討事項に含まれていないような印象を受けてしまうため、整理をし

ておくこと。 

  それでは、来年度のあり方検討会の検討事項、及び最終報告書を作成するということを了承

したい。 

 

議題３ 中間報告書のとりまとめ 

 

○事務局  資料４について説明 

 

○会長 先ほど委員から指摘があったが、第６章については、配慮すべき事項４点を明記するよ

う修正すること。 

○委員 報告書はこれまで議論してきたことを綴じる形で、これでいいと考えるが、来年度に向

けての課題ということで意見させて頂く。秋水園の利用状況や、どのようなイベントを開催

し、来場者数は何人か、どういう市民が来ていてどういう利用をしているのか、そこにおける
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課題は何か等、そういった現状分析もあった方が、来年度に地域への貢献のあり方を検討する

際によいと考える。 

○委員 美住町のリサイクルショップでもリサイクル関係のイベント等を開催しているため、そ

ちらの利用状況の資料も併せて提示して頂きたい。 

 

○委員 全体的に大変よくできており、まとめられている。 

  ただ、これから単独処理施設の検討に移行するため当然討議されると思うが、地域に対する

安心という面の配慮が足らないのではないかと考える。 

これは中間報告書でなく、次年度でもよいが、ただ、この秋水園というものを秋津に置い

て、ここではごみ処理だけやればいいのだというような意識が、我々住民から見ると腹立たし

い。もっと配慮が必要ではないか。 

○市長 先ほど討議頂いたが、今後の検討課題の中で、秋水園ありきで検討するということでは

なく、他にも場所があるかということは一度討議を頂きたい。いずれ市内に整備する場合に

は、当然周辺住民の理解を最大限頂くべき努力をしなければならないと考えており、来年度の

検討課題の中で、どこにつくるか、そしてそれに対して、どのように全市民及び周辺住民の理

解を得ていくのかということについても、議論の１つの要素として討議頂ければありがたい。

○委員 その通りだが、今まで、ごみ処理ということについて様々な苦情等を受けている立場で

もあるため、地域住民の安心というものを、もう少し今後のあり方に入れて頂きたい。 

  また、周辺環境についても同様であり、他市のごみ処理施設の周辺環境と比べると差があ

る。こんな殺風景なところはない。そういった点や、全体の環境問題も含め、美観その他居住

性、あらゆる要素を入れて頂きたい。 

   

○事務局 製本に当たって、今回の指摘を反映したいが、確認の場がないため、会長に一任させ

て頂くということでよろしいか。 

○会長 中間報告書に盛り込むか、来年度の委員会の中に提示するかということについては、事

務局と当方で調整の上決定し、報告をするということで取り扱う。 

 

 

 



－添付資料 3 - 41－ 
 

・その他 

  

○事務局 第７回あり方検討会については、５月中旬から下旬頃を予定している。詳細が決定次

第改めて連絡差し上げる。また、平成 29 年度は計５回程度の開催を予定している。 

 

○事務局  閉会挨拶 

 

４．閉  会 
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