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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 令和 2年度第１回東村山市ごみ焼却施設整備基本計画検討会 

開 催 日 時 令和 2年 8月 18日（火）14時 30分から 16時 15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、伊藤鉄雄委員、上坂裕美委員、岡 

林主殿委員、福山邦夫委員、五野井暎委員、齋藤隆委員、関和男委員、 

柳樂雄司委員、小森生美委員、志村裕美委員、大塚恵美子委員、宮脇 

健太郎委員 

（理事者） 

野崎副市長 

（事務局） 

大西資源循環部長、肥沼資源循環部次長、岡秋水園施設整備課長、濱 

田施設課長、井上施設整備計画係長、石黒主任、加田主事 

●欠席者：小田耕一委員 

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 
4名 

 

会 議 次 第 

 

１ 委嘱式 

 ・委嘱状の交付 

２ 検討会  

（１）開会 

（２）会長、副会長の選出 

（３）説明 

   ・秋水園のこれまでのあゆみ 

   ・東村山市のごみ処理の現状 

   ・東村山市ごみ処理施設整備基本方針 

（４）議事 

   議題１ ごみ焼却施設整備基本計画検討会の進め方 

（５）その他 

（６）閉会 

（７）既存焼却施設等の施設見学 
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問い合わせ先 

資源循環部秋水園施設整備課施設整備計画係 

担当者氏名 井上・石黒・加田 

    

内線２６３３ 

会  議  経  過  

１ 委嘱式 

〇事務局 一般 

本日、市長が別の公務のため、副市長より委嘱状を交付したい。本来であれば、委員の

皆様全員に委嘱状を手渡しで交付するところだが、新型コロナウィルス感染症予防の

ため、代表者１名に副市長より交付することとさせていただきたい。 

 

・副市長より委員を代表して五野井委員へ委嘱状を交付 

 

・副市長挨拶 

 

・委員紹介 

 

・事務局紹介 

 

・副市長退席 

 

・確認事項 

事務局より「東村山市ごみ焼却施設整備基本計画検討会設置規則」について説明 

 

２ 検討会  

（１）開会 

 

（２）会長、副会長の選出 

 委員の互選により、会長には荒井委員が選出された。また、会長の指名により、副会

長には安田委員が選出された。 

 

・確認事項 

 事務局より、「会議録の形式・市ホームページで公開する委員名簿」、「東村山市ごみ

焼却施設整備基本計画検討会の傍聴に関する定め」について説明。 

 

（３）説明 

・秋水園のこれまでのあゆみ 

事務局より「秋水園のこれまでのあゆみ」（資料１）について説明 
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〇会長 一般廃棄物処理基本計画と、今回のごみ焼却施設整備基本計画との関係性を

確認したい。 

〇事務局 一般廃棄物処理基本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 6 条の

規定により、東村山市の一般廃棄物処理に関する基本理念や、処理の方向性などの基

本的な事項を定めたものである。具体的には、循環型社会の実現を基本理念として、

ごみの発生抑制や排出抑制、再利用などごみ減量化や資源化に対する取り組みについ

て掲げている内容となっている。なお、現行の一般廃棄物処理基本計画は、平成 23年

度に策定しており、計画期間は令和２年度までとなっている。 

一方、ごみ焼却施設整備基本計画は、一般廃棄物処理基本計画を踏まえながら、ごみ

焼却施設をどのように建て替えしていくのかを定めるものである。 

〇会長 一般廃棄物処理基本計画は、行政全般の廃棄物について、収集運搬、資源化、

環境問題等について定めるものであり、ごみ焼却施設整備基本計画は、一般廃棄物処

理基本計画を踏まえて、ごみ処理施設の整備について定めるもの、という理解でよい

か。 

〇事務局 その通りである。 

 

・東村山市のごみ処理の現状 

事務局より「東村山市のごみ処理の現状」(資料２)について説明 

 

○委員 ２点伺いたい。１点目は、エコセメント化事業により多摩地域で、焼却灰を

資源化しているが、市内にエコセメントを使用している箇所はあるのか。２点目は他

市の施設見学に行った際、煙突の高さが５９ｍであり、当市の煙突の高さと一致して

いたが、煙突の高さの基準があるのか。 

○事務局 1 点目のエコセメント化事業については、市内の具体的に使用されている

箇所は把握していないが、道路の縁石やＵ字溝などに使用されている。 

２点目の煙突の高さについては、排ガス等が十分に拡散できる高さを確保することが

重要であるが、６０ｍを超えると航空障害灯の設置が必要となる。航空障害灯を設置

する必要がない高さである５９ｍでも、ごみ焼却に伴って排出される排気ガス等を十

分拡散できると言われていることから、この高さを採用している自治体は多い。 

○事務局 補足だが、秋水園の管理棟の入口にあるＵ字溝と南側駐車場の駐車止めに

もエコセメントが使われている。 

○会長 エコセメントは見た目で判断できるのか。 

○事務局 通常のセメントと見た目は変わらないものである。 

 

○委員 エコセメントについていくつか伺いたい。東村山市は平成 18年度からエコセ

メント化事業に参加しており、「焼却灰はゼロであり、埋め立てはしていない」という

メリットを掲げている。しかし、数年前でも日量 300ｔのエコセメントが毎日生産され

ている点から考えると、本当に循環しているか気になっている。 
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また、エコセメント化するにあたって、運搬の頻繁度や使用電力が半端ではないと

いった点やコストが高くつくのではないかという点や重金属や化学物質を含んだ排ガ

ス、汚染水なども、デメリットとしてあるのではないか。埋立地がないからエコセメ

ント化事業が一番よいということだと思うが、エコセメント化しかないという考え方

には、私は疑問を感じている。今回から始まる新しい検討に際して、改めて考え方を

伺いたい。 

○事務局 エコセメント化事業は２５市１町から構成される東京たま広域資源循環組

合が運営している。ごみを処分したときには、最終的に焼却処理の場合は灰が残り、

他の処理方式においても残さは発生する。焼却処理は近隣市で最も多く採用されてい

る処理方式であり、焼却灰を再利用するためのエコセメント化施設がある、二ツ塚処

分場ではここ数年間埋め立て量がゼロの状態を維持している。 

仮に東京たま広域資源循環組合から抜けた場合、焼却灰の受け入れ先をどうするのか

を考えなければならないほか、費用対効果などの要因も考慮すると、東京たま広域資

源循環組合と共同することが、現状では最善と考えている。 

○委員 循環がある程度するからよいという判断だと思う。しかし、放射性物質の観

点を含め、環境に配慮した新たなごみの処理の仕方を考えてもよいのではないかと思

う。エコセメント化事業に反対と言っているわけではない、私の考えだけは述べさせ

ていただいた。 

○事務局 補足だが、二ツ塚処分場に焼却灰を搬入する際、各市の人口割に伴って搬

入制限量がある。搬入量によって負担金を支払っているが、当市は他市と比較し搬入

制限値より低い数値を維持している。 

○会長 焼却灰のエコセメント化は、埋め立て処分場の確保が困難な自治体では、全

国的にスラグ化とともに主流になってきている。埋め立て処分場がない自治体が焼却

灰の処理を行う際、他市への受け入れを拒否される例も数多くあり、その場合、焼却

灰の処理ができなくなってしまう。 

 

・東村山市ごみ処理施設整備基本方針 

事務局より「東村山市ごみ処理施設整備基本方針」（資料３）について説明 

〇会長 ただいま事務局から去年の１２月に策定された東村山市ごみ処理施設整備基

本方針の４つのコンセプトと７つの基本方針について説明いただいた。質問がある方

はいるか。 

○委員 ポイントとして一番気になるところは、７つの基本方針の中で整備用地が秋

水園用地内と基本方針で出されたということである。平成２８年度から東村山市ごみ

処理施設のあり方検討会で検討され、その翌年度以降の市民アンケート、市民意見交

換会等を踏まえて基本方針を策定している。たしか、意見交換会では、整備用地を秋

水園にするかどうかは決定していないという前提で議論をしていたと記憶している。

基本方針の策定にあたっては、整備計画推進本部とか庁内部会を経て決めたと思うが、

どのような過程で決定がされたのか。また、市民にどのように広報したのかというこ

とを伺いたい。 
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○事務局 １点目の整備用地が秋水園に決定した経緯については、お配りしている基

本方針の２５ページをご覧いただきたい。平成２８・２９年度のあり方検討会におい

て周辺自治会の皆様と意見交換をさせていただき、このあり方検討会の意見をもとに

平成３０年度に市民意見交換会を開催した。いただいたご意見の中には、「秋津町以外

のほかの地域での建設の検討はできないのか」というものもあった。一方で、庁内に

市長、副市長、部長級、次長級の職員をもとにあり方検討会のときにピックアップし

た土地をもとに各部の専門的見地から検討を重ねていき、最終的に秋水園用地内を整

備用地とすることが現実的であると判断をした。 

２点目の市民周知については、令和元年度に基本方針策定に向けた市民説明会、各種

イベントでのパネルの説明等をおこなってきた。また、市報による周知の他、資源循

環分野の内容に特化した広報紙で、市内の全戸に配布しているごみ見聞録の臨時号で

ご案内をさせていただいた。さらには基本方針策定にあたっては意見聴取の期間を設

けてパブリックコメントを実施して、基本方針の策定に至っている経緯がある。 

○委員 流れとしては十分承知はしている。しかし、私の立場で述べると、私は毎日

煙突の煙を見ながら出勤をしている。日々生活をしていると今の時期はないが、４・

５月や１０月になると低周波が若干出てくる問題があって、工事期間中などは大幅な

振動があるのは、今後もやむを得ないと思っている。しかし、正直気持ちがついてい

かないと感じている部分はある。適正な手続きや法律に基づいているから、了解して

くださいというのもわかるが、敏感に反応する方もいれば、少し離れているので全く

影響がないという方もいる。特に、対岸の近くにお住まいの方は秋水園内から発生す

る音などに敏感になっているので、やはり説明をきちんとしていくべきだという思い

がある。広報紙一枚を出した、説明をしたというのは頭では分かるが、気持ちがつい

ていかない。市民との意見交換会の場で申し上げたこともあるが、周辺住民との十分

な対話を考えたとき、心理的に安心できるよう、市から十分に説明することであると

考えている。そのため、市民と対話をする場を今後増やしていただきたい。これはす

でに決定していることについて異議を申しているわけではなく、どのように、安心、

安全面のケアを周辺住民に対して行っていくかということをしっかりと議論していた

だきたい。 

○事務局 今後の進め方について後ほど説明があるが、これから基本方針の内容に沿

って基本計画を検討していく中で、委員がおっしゃった市民にどう安心していただけ

るか、不安を払拭できるのかということに関し、各委員のご意見を賜りながら進めて

まいりたい。 

○会長 安心というのは心が納得するということなので、今後も十分配慮していかな

くてはならない。よろしくお願いしたい。 

 

（４）議事 

 

議題１ ごみ焼却施設整備基本計画検討会の進め方 
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事務局より本検討会の進め方（資料４)について説明する。 

〇会長 何か質問があればどうぞ。 

○委員 前の方に戻るが、煙突の高さが５９ｍを超える考え方はあるのか。 

○事務局 煙突の高さについては今後基本計画を策定していく中で、各委員のご意見

を賜りながら検討していくため、初めから５９ｍと決めているわけではない。 

○会長 煙突の高さも当検討会の検討内容となる。よろしくお願いしたい。 

 

○委員 ちょっと分からないところがあるが、この施設の周りに運搬用の道路があり

それを動線とよんでいるか分からないが、この施設の整備にともなって地域住民周辺

の道路の整備というのは検討で必要な部分に含まれるのかということが１つ。今回、

大きなこの施設の整備というのは、老朽化というところで、基本方針には４つのコン

セプトがあるが、グレードアップを目指している大きなポイントはあるのか。それを

今回検討するか分からないが、単なる老朽化対策なのか、よりいっそうよくなるもの

があるのか。その 2点を参考までに教えていただきたい。 

○事務局 1点目の道路整備は、市の都市計画に基づくため、施設整備に合わせ新たな

道路を作るといった計画は今のところ計画されていない。ただし、これまでいただい

たご意見の中にも道路環境の問題は出ており、逐一、道路関係部署とも連携をしなが

ら、穴が開いている箇所の補修や苦情が多い箇所への対応等、市として取り組んでい

きたい。２点目の建て替えについては目玉というかコンセプトの話だが、これからの

施設となると、昨年度におきた台風災害によって、一部のごみ処理施設が停電してご

み処理が長期に使えなくなる事例があった。このため、例えば災害対策や余熱利用で

はどのように地域還元するのかといったことについて、各委員のご意見を賜りながら、

検討を重ねていきたい 

〇会長 災害に強いとか防災機能とか余熱をどうするのかということはこの検討会に

議題として出してお聞きしながら進めていきたい。具体的にならないとなかなか意見

が出にくいとは思うが。 

 

○委員 資料４の検討会のスケジュールについて伺いたい。これから２年間にわたっ

て検討していく中で、最終的に事業方式を検討する箇所があるということが分かった。

本日の参考資料である立川市の平成 29年 3月の基本計画、少し前になるが武蔵野市の

平成２３年７月の基本計画、その両市どちらもがどういった事業方式にするか、もち

ろん必要なことだと思うが、直営や委託等色々な方法を検討していた。資料では、市

の事業方式の検討項目欄には「ＰＦＩ等」と記載されているが、どのような意図があ

りこのように記載されているのか伺いたい。 

○事務局 こちらの事業方式の記載について「ＰＦＩ等」で記載されているが、ＰＦ

Ｉ等民間との連携を図った事業方式含めて当市の新しい施策についてどのような事業

方式が適切かどうかという検討をしていただく内容である。ＰＦＩを誘導するような

意図ではない。 

〇委員 理解できた。 
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○会長 補足だが、環境省の交付金をもらうためにはＰＦＩ等の検討をした検討書を

添えて交付金の申請をしなくてはいけない。ただし、ＰＦＩ採用の有無は別問題であ

り、検討すべきということである。 

○委員 交付金をもらうためにはＰＦＩを採用することが必須条件ということでよい

のか。 

○会長 交付金をもらうためにはＰＦＩの採用が条件ではなく、ＰＦＩも含めた検討

が条件であるということだ。 

〇委員 理解できた。そのような流れからＰＦＩが入れてあるということなのか。 

〇事務局 事業方式が適切かというところのご議論を踏まえてやっていきたい。 

 

〇会長 他になにかご意見がある方はいらっしゃるか。 

○委員 ごみの分別収集に関して珍しいなと思ったので伺いたい。燃やせないごみは

リサイクルセンターにいったん保管された後に民間業者に処理委託されているが、ど

のような資源化がされているのか伺いたい。 

〇会長 今の質問は資料２の 3 ページの箇所である。下にペットボトル、容器包装プ

ラスチック、古紙、古着、これは委託をして選別をして資源化しているということだ。 

○事務局 市が燃やせないごみとして回収したものには、例えば鍋や薬缶、新聞紙類

といった資源物がかなり含まれているため、民間事業者の方に直接持って行き、缶等

の資源物を取り出した後に焼却処理をしている。焼却処理をする際に発生する熱は有

効利用し、焼却後の灰については、灰溶融処理によりスラグにしたり、押し固めて路

盤材にするという方式により資源化している。この 2点を今のところ採用している。 

○事務局 補足だが、他市の場合、不燃ごみを一度収集してから市の中間処理工場で

破砕をかけて細かくしているが、当市では分散化を進めているため、不燃ごみまで中

間処理するとかなり規模もでてくるため、不燃ごみの処理はリサイクルセンターに一

度ストックをしてから、民間の方に持っていくという方式を採用している。 

〇委員 合理的な方法でごみを処分しているということが分かった。 

 

〇会長 ほかに何かご意見がある方はいらっしゃるか。 

○委員 実際この基本計画は、基本方針に沿って検討していくと私は考えている。し

たがってそのつもりで対応しているが、出た質問の中には、すでに策定した基本方針

の内容についての質問もあった。これから先はこの基本方針に沿った形でやるべきで

はないか。その辺はどうなのか。もう一度皆様の意見を伺いたい。 

○委員 何回か質問させていただいたが、おっしゃる通りだと思う。本日初回という

ことで、色々お話を聞かせていただければと考えており、今回の検討会の趣旨につい

ては理解している。今後の検討会では以降、基本方針に沿った形で意見を述べていき

たい。 

 

○委員 資料３の災害時でも機能を保てるという点について、これは秋水園全体のこ

とか、それとも焼却炉か。 
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○事務局 秋水園全体のことである。災害時に秋水園全体の機能が停止してしまうこ

とを防ぐため災害時でも安定して稼働できるようにと考えている。 

○委員 例えば洪水等で秋水園の施設が水に浸かったと仮定すると、焼却炉は今後、

浸水対策をするので大丈夫だと思うが、リサイクルセンター等の他の施設は水が２・

３メートルほど浸かっても運転できるのか。 

○事務局 リサイクルセンターは浸水想定よりは高く建設されていないが、ただ実質

収集が止まったり、事業継続のことがあるので、リサイクルセンターについては分別

作業やストックヤードとしての役割が強いため、仮に浸水したとしても、ごみの処理

そのものが大きく止まるということは想定していない。 

○委員 管理棟のコンピュータ等が色々とあると思うが、水浸しになっても問題ない

ということか。 

○事務局 そこまで浸水してしまうと多少の影響が出ると思われる。 

○委員 私自身も秋水園にごみを持ち込んだ際、計量棟にて重量を測定した。そうい

った施設は水没しても多少は大丈夫だろうが、完全に水没したら機能するのかという

危惧がある。 

○事務局 基本的に一番大事な部分、いわゆる完全に停止してしまう、例えば水没に

よる停電によりパソコンや計量機器が停止してしまう恐れは確かにあるが、基本的な

機能が失われないようにリスク対策をすることが必要だと考えている。 

○委員 その程度では基本的な機能は停止しないし、再稼働は秋水園内で可能である

ということか。 

○事務局 ある程度は可能と考えている。 

○会長 最近、新しい施設については自立型といって災害時でも災害廃棄物の処理に

困らないように、焼却施設をハザードマップ上の水没する高さよりも上に建設して、

電力も自前で供給しながら運転をする方式を採用している自治体が大半であることか

ら今のご質問についても、今後の検討会の中で議論をするということになる。特に意

見もなければ、最初のほうに私が言ったが、基本方針に沿って、基本計画を検討して

いくことがこの検討会の役割であるので、その過程の中で、委員のご意見をいただき

ながら、基本計画に反映されていくということが必要だ。それでは用意されていた議

題が終わったのでその他について事務局から説明する。 

 

（５）その他 

 

・連絡事項 

 

〇事務局 第２回の検討会は１０月中旬を予定しており、決定したら速やかに開催通

知を送付し、各委員へご連絡する。 

また、本日の会議録については、事務局で作成して、各委員にご確認いただいたのち、

市ホームページにて公開としたい。 

○会長 次回は１０月、議事録については、出来上がり次第、委員の皆様に送付して
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確認をしてもらう。会議録について、私そんなこと言っていないということがあれば

当然そこで修正をしていただくということになるかと思う。 

それではすべての議事が終了したので、事務局の方に返したいと思う。 

（６）閉会 

 

（７）既存焼却施設等の施設見学 

・事務局より委員を対象にした秋水園のごみ焼却施設の見学を実施した。 

 

 

 

 


