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会議次第 

 

1. 開会 

2. 協議事項 

（1）環境学習機能について 

3. その他 

4. 閉会 

問い合わせ先 
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担当者氏名 井上・加田 

042-393-5111（代表） 
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会  議  経  過 

1．開  会 

 

2．協議事項 

 

（1） 環境学習機能について 

 

○事務局 資料１の環境学習機能について説明。 

 

○会長 子どもから大人まで網羅できる環境学習機能を持たせることによって、東村山市の環

境をより良いものにすることを目指したいとの説明である。そのために備える環境学習機能の

方向性を 3 点整理して今後進めていきたいということである。ご意見、ご質問を伺いたい。 

〇委員 現在、環境学習については、どのような取り組みが行われているのか。 

〇事務局 ごみ減量推進課において、スーパーや店舗などに出向いて、分別に関する指導など

を行う出前講座、小学 4 年生を対象にした出前授業や、施設見学を実施している。小学 4 年生

は、合計 1,200 人以が毎年見学に来ているという状況である。 

〇委員 ごみの減量、分別などを実践に繋げるために、実際に自分の家のごみを持ってきて分

別指導することや、リサイクルセンターでの選別作業を施設で見学することなど、現在は実践

的に教えているのか。 

〇事務局 出前授業では、主に小学 4 年生を対象に、5 時間目、6 時間目を使い、5 時間目に

は、東村山の分別や食品ロス、海洋プラスチックなどの問題について説明している。6 時間目

には、ごみの収集車を実際に学校に呼び、疑似的にごみの投入体験を行っている。その中で、

収集業者へ収集に関する質問をする時間を設けるとともに、消滅型のごみ減量容器であるミニ

キエーロの紹介等を行っている。次に、施設見学では、焼却施設のごみピットやリサイクルセ

ンターにおける作業など、秋水園内を 1 周回って見学している。 

〇委員 新しいごみ焼却施設を整備する上で、施設見学や出前講座について、新たな取り組み

を導入することは検討しているのか。 

〇事務局 市の方針として定めている計画や、さらに上位計画等を踏まえて環境学習の方向性

を整理したため、現在市で取り組んでいる内容の具現化という形で考えている。新しいごみ焼
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却施設に付帯する環境学習機能としては、5 ページ以降にある参考事例を踏まえて設備を導入

するなど、3 つの方向性に即して今後検討を進めていきたいと考えている。 

〇委員 具体的な内容は、事業者選定の際に提案される内容を踏まえて検討するということ

で、現在では、基本的な方向性を固めるということで理解した。ごみ処理施設の施設見学で

は、ごみ処理の問題から、環境への影響に関する説明を行うことが多いが、日本全国どこの施

設でも見学内容がほとんど同じようになってしまうと考えられるため、カーボンニュートラル

や食品ロスなど、環境全体に対する踏み込んだ内容を取り入れたほうが良いと考える。新施設

では防災機能に重点を置いているため、新施設の具体的な役割として、例えば、避難場所とし

ての利用、備蓄倉庫の設置、携帯電話の充電機能などの防災機能を環境学習機能において PR す

ることが、新施設の在り方に対する 1つの方向性と考える。 

〇事務局 ご発言のとおり、ごみの施設見学などを通じて、最終的にカーボンニュートラルや

循環型社会の形成などの目標の理解につながるような形の表現を加え、最終報告書の取りまと

めに向けて整理したい。また、防災機能についても、新施設においてどのような役割を持たせ

るかが伝わるような形で整理する。 

〇委員 開会前に回覧された小学生の感想文を見ると、施設見学はとても大事なことだと思う

ので継続してほしいと考えるとともに、中学生にも見学する機会を設けてほしいと考える。体

験を繰り返すことは、大事なことであるし、きちんと勉強したことはどこでも通じると考えら

れるため、見学する機会を提供することはとても重要である。義務教育である中学校における

教育もとても大事だと思うので、指導要領にはないが、社会の仕組みを学ぶ一端として見学

し、ごみという認識を資源循環という認識に変えられることを改めて教えてほしいと思う。 

〇事務局 中学校に対しても施設見学、出前授業等の働きかけはこれまでも行っているが、実

際の施設見学は中学校の教育課程の中で時間を確保することが難しいため、学校の授業で資料

等を提供している状況である。今後環境に関して学んでいく内容は幅広くなっていくと考えら

れ、新たな施設も整備されることから、引き続き中学校も含めて連携、協力する働きかけを行

っていきたいと思う。 

〇委員 新しい施設の環境学習機能とは異なるが、今、小学校などで月に 1 回土曜講座がある

と思う。その中に組み入れることや、中学生が自由参加できるシステムや講座を作ることなど

で、施設見学する機会を考えてほしい。 

〇事務局 今後さらに環境学習の機会の重要性が増すことは教育委員会とも共有している。た
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だ、新しい焼却施設の整備基本計画で、中学校の教育課程に関することを記載することはなじ

まないと考えられるので、例えば「教育委員会と連携」という表現を入れることが考えられる

が、市長、各部の部長で構成される会議体において、小学校に限らず、教育との連携が強く求

められていることを議論したいと考えている。 

〇委員 なるべく多くの子どもに継続して、全員参加でなくても、教えられる機会を増やし、

ごみの分別に対しても面白く教えることができれば大変有意義だと思う。検討会として、ぜひ

とも推進していただくように皆さんで考えていければと思う。 

〇会長 5 ページに「施設内を見学しやすい見学者通路」として記載されている武蔵野クリー

ンセンターは、小中学生を含めた一般の市民に、広く開かれた施設としていつでも見学できる

ような施設になっている。具体的な検討については、方向性を決めた後に行うことではある

が、例えば、見学者が設備内に入ってけがをしないためのセキュリティなど、最近は開かれた

施設を目指す市町村が多くなっているように感じる。 

○委員 見るだけの施設見学は、小さい子の集中力が最後まで持たないと思われるので、触れ

ても良いものについては、実際に触れることができる体験型のコーナーを入れていければと思

う。 

〇会長 体験型施設を設けることに関するご意見だと思うので、検討していただきたい。 

〇委員 私も武蔵野クリーンセンターを 1 回見学したが、規模が大きく、広いフロア、映像機

器、通路などきれいに整備されていた。新施設を武蔵野クリーンセンターみたいに整備するこ

とはコスト的に無理だと思うが、秋津町市民アンケート調査の結果として、工夫された見学者

通路が最も求められていることもあり、たくさんの見学者が来るのであれば一考の余地はある

と思う。現在、実際に市民の方はどれくらい来ているのか。 

〇事務局 自治会で例年約 30 名来ていただいているのに加えて、電話やファックスでの申し込

みから、施設見学されるのは例年 2～3 件である。また、秋水園でリサイクルフェアを開催する

際には、午前と午後で 2 回見学会をしており、その中で 20～30 名ずつ園内の焼却炉からリサイ

クルセンターを見学するツアーを実施している。 

〇委員 検討会の委員になり、まず現在の施設を見学させていただいた。現在の施設だと見学

するには狭く感じる一方で、細かいところも見ることができてよかったと思う。今より充実し

た施設となるようお願いする。 

〇会長 たくさんの人を呼べるような展示、配置、催し物などを実施することも必要と思う。 
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〇委員 東村山市で、近隣のダイオキシン問題を受けて、危機感を持って環境問題に取り組ん

できたことや、昔は秋水園のイメージが良くなかったことなど、そのような経緯や歴史を学習

の中に織り込んでほしい。また、東村山市は環境への取り組みが盛んな市であると思うため、

教育の場で教えていただきたい。さらに、平成 29 年度に国土交通大臣賞を受賞している豊橋市

のバイオマス利活用センターや、芋くずや焼酎粕を発酵させてバイオガスを生成している企業

など、全国の優れた事例を展示パネルやビデオなどで教えることを検討していただきたい。 

〇会長 具体的内容であり、検討会で決める事項ではないが、実際に建設する段階になったと

きには、ごみ処理の歴史や新しい技術の紹介についても検討していただけないかというご意見

だと思う。 

〇事務局 ごみ処理の歴史は時代とともに変遷する部分があり、焼却灰を東京たま広域資源循

環組合でエコセメント化していることなど、廃棄物処理の歩みを簡単に説明できるものや、ご

み処理方式の他事例など、環境学習の参考例として検討する。 

〇委員 学習について、小中学生だけでなく、幼稚園や保育園、ころころの森などの小さい子

が集まるところにも行って、小さいうちから、ごみの分別などについて教えてあげるようにし

てほしいと思う。 

〇会長 小さい子は飲み込みが早いので、分別することによって資源化していることが分かれ

ば循環型社会づくりに非常に力になるのではないかと思う。他にご意見、ご質問等あるか。 

〇委員 指定収集袋の売上はどのように使われているのか。 

〇事務局 指定収集袋の収入はアメニティ基金に積み立て、廃棄物処理関係の費用に充ててい

る。具体的な用途やごみ袋がなぜ有料なのか、なぜこのような値段がかかるのかなどについて

は、毎年エコ eco 東村山に掲載しているので、今後はもっと幅広く周知できるような方法を考

えていく。 

〇委員 意見として 3 点ある。1 点目は、開会前に回覧された施設見学に訪れた小学生の感想

文について。本当に素直なご意見が載っていたと思う。その中のプラスの面として、小学生の

方々が感謝の気持ちを持っていたことをどのように活かしていくかということが重要だと思

う。一方でマイナスの面として、ごみピットの臭いが強いという感想があったため、解消しな

ければいけない。また、24 時間働いて大変ご苦労様ですという感想があり、労働環境について

見える化する必要があると感じた。さらに、びん、かんを手作業で分別することの大変さとあ

わせて、すごく大きい音が出ますねという感想があり、次の新しい施設で改善する必要がある
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と思う。以上、小学生の声から課題が出てきており、施設をよく見ているなと感じた。2 点目

は、この課題を解決する施設を目指す上で、皆さんから挙がった、循環型社会を目指すことや

より良い施設にしたいといった意見をまとめ、検討会としての総意をどのようにとりまとめる

のかを整理する必要があると思う。具体的には、ごみに関する学習プログラム、実践的に教え

る場、ほかの施設とは違う新施設の在り方などの意見があった。3 点目は、我々委員で方向を

決めて意見集約したものをどのように庁内及び市の合意形成に繋げていくかである。例えば、

第３次東村山市環境基本計画は様々な組織の中でまとめたと思うので、今回の検討会の意見に

ついても、そのように意見集約したものを合意形成できるようにしていただきたい。以前ご質

問した際に、本検討会の位置付けは附属機関であるとの回答をいただいたが、市から諮問をさ

れて答申するという形は取れるものなのか。 

〇事務局 本検討会は、市民を含めた検討会であるため、形式的には諮問機関とは異なるが、

会議として、同様の重みのある報告書をとりまとめ、市に提出していただくこととなる。 

〇委員 令和 2 年度に中間報告書がまとめられているが、委員の意見はなかなか盛り込まれに

くいと感じている。報告書としてとりまとめることは承知したが、各委員の意見はそれぞれの

議事録での掲載ということだったと思う。最終報告書では、委員間で合意した内容が盛り込ま

れないと、市民と対話した意味がないのではないかと思う。 

〇会長 1 つ目は、小学生の作文の中から課題が見えてきたということ、2 つ目は、本検討会で

委員と事務局で検討し、より良い施設を目指すための方法について、3 つ目は、本検討会で出

た意見の取り扱い方だった。特に 3 点目については、事務局できちんと検討すべきと思う。 

〇委員 検討会として、方向性をある程度出さないと意味がないことは前から思っている。委

員同士の討議が少ないため、今後は、委員の発言に対して反対する人は反対し、賛成する人は

賛成するといったことが必要と思う。 

〇会長 基本計画をまとめる際、意見を反映させられればいいが、基本計画の内容と委員意見

は若干ずれが出てしまうと思う。議事録以外の方法で、意見が出たことが残る形で整理してい

ただけたらと思う。 

〇事務局 2 年間の成果を委員の総意としてとりまとめた最終報告書を踏まえて、市で基本計

画書を策定することになる。事務局としては、その最終報告書の中で本検討会でのご議論を集

約してとりまとめていただきたいと考えている。 

〇事務局 中間報告書とりまとめの際にも、委員から出た意見を付帯意見として掲載してい
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る。今後検討すべき内容のご意見をたくさんいただいているので、最終報告書においても委員

からの付帯意見として掲載し、検討していければと考えている。 

〇会長 基本計画として方向性をまとめることになるが、具体的な方法に関する皆さんの意見

については、付帯意見として掲載するという進め方でよろしいか。異議なしということで、本

日の協議事項である環境学習機能について、「環境学習機能の方向性」が 3 つ示されていると

ころ、資源循環やカーボンニュートラルなどの言葉を使ってまとめたいという意見があった

が、基本的なスタンスはこういう内容でよろしいか。異議なしということで、「環境学習機能

の方向性」は、4ページにある通り、3 つの方向性としたいと考えている。 

〇委員 東村山市環境審議会の委員として本検討会に参加しているが、今の秋水園のごみ処理

状況は、施設の維持管理やごみの収集などを含め、高い評価を受けている。また、ごみ排出量

も少なく、同規模の自治体の中で全国 8 番目であるなど、素晴らしい評価を全国からもらって

いる。このようなことを今後もきちんと活かした上で、自信をもって進めてもらいたいと思っ

ている。 

〇会長 歴史的経過があって改善してきたということで、改善した内容が今の施設に繋がって

いる。東村山市を含む多摩地域は先進的な取組をしている市町村が多いため、ぜひ PR していた

だきたいと思う。 

 

3.その他 

 

○事務局 他自治体の施設見学、Web オープンハウス、次回の検討会開催予定について説明。 

 

〇事務局 3 点、その他としてご報告した内容について、ご意見があれば伺いたい。 

〇委員 10 月 5 日に廃棄物資源循環学会によって実施されたバーチャル施設見学会で、武蔵野

クリーンセンターを見たが、実際に本検討会の委員で行きたいと考えているので、どこかで実

施してほしいと思う。 

〇事務局 武蔵野市の担当者と調整しているが、12 月中には都合がつかないとのことであっ

た。新型コロナウィルス感染状況等を考慮した上で、1月以降に検討したいと考えている。 

〇委員 前回の検討会で、余熱利用について検討し足りない気がしている。個人的な意見であ

るが、現在の施設が建設されるとき、余熱利用の地域還元施設として運動用のプールが欲しい
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と感じていた。アンケート調査の自由意見で、プールを要望する意見が寄せられているため、

前回の検討会で意見として述べたが、十分に議論できなかったと思っている。自己託送による

電気供給などの話は出ていたが、委員の皆さんにプールなどの地域還元に関するご意見がある

か伺いたい。 

〇会長 そのような具体的な内容については、経済状況も含めて我々では判断できず、取り扱

えない内容と思うため、地域の皆さんと市で話し合っていただきたい。 

〇委員 検討会で話してもよい内容と考える。 

〇会長 地域のための施設を検討する場ではなく、東村山市のごみ焼却施設を検討するための

検討会であるため、基本的な方向性は決めるが、具体的な地域還元施設として整備する内容に

ついては、検討の対象ではないと思う。 

〇委員 全く検討する必要はないのか。 

〇会長 具体的内容ではなく、熱利用の方向性については決める必要があるため、前回の検討

会で検討した。 

〇事務局 本検討会では熱利用の大きな方向性を集約することが大きな目的であり、具体的な

設備を決めることはできないと考える。 

〇会長 個人のご意見、委員全体の総意、市側の考え方とあるため、本検討会において地域還

元施設を造るように集約することは難しいと思う。 

〇委員 前回、秋津の公園がなくなった話をしたが、そのような視点からも、地域還元するこ

とが必要と思っている。 

〇委員 個人的な意見であるが、本検討会はごみ焼却施設の検討会なので、私は委員としてご

み焼却施設の整備に関することを考えるべきだと思う。 

〇委員 売電についてはどのように考えるか。 

〇委員 発電はごみ焼却施設の熱利用方法として、売電が 1 つの方向性と思っている。 

〇会長 地域還元は総合的な政策になるため、地域づくりという点から市と地域の皆さんが話

し合う内容である。我々が議論し、決定するものではないと考える。 

 

４．閉会 

 


