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東村山市ごみ焼却施設整備基本計画検討会 施設見学会報告書 

 

開催日時 令和 3年 12月 9日（木）14時 00分から 15時 30分 

開催場所 浅川清流環境組合（東京都日野市石田一丁目 210番地の 2） 

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、肥沼芳雄委

員、柳樂雄司委員、志村裕美委員、大塚恵美子委員、小田耕一委員 

（事務局） 

岡秋水園施設整備課長、星野ごみ減量推進課長、井上施設整備計画係長、加

田主事 
 
●欠席者： 

宮脇健太郎委員、岡林主殿委員、福山邦夫委員、齋藤隆委員、関和男委員、小

森生美委員 

施設見学会日程 

集合  秋水園（管理棟前） 12時 30分 
 
到着  浅川清流環境組合 14時 00分 
 

    ガイダンス映像視聴  （約 10分） 

    施設見学           （約 70分） 

    質疑応答           （約 10分） 
 

出発  浅川清流環境組合 15時 30分 
 
到着・解散 秋水園（管理棟前） 17時 00分 

 
 
 
 

（１）ガイダンス映像視聴 

会議室で、浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設の施設概要や処理機能等に関するガイダンス映

像を視聴しました。 

 

 

（２）施設見学 

施設の設備ごとに、説明員の方に説明をいただきながら施設内の見学を行いました。 

見学は、建設工事の進捗状況パネル、プラットホーム、ごみピット、中央制御室、ごみ臭体験室、

排ガス測定結果・ITV映像表示モニター、炉室、発電体験設備、発電機室、煙突実寸体験スペース、

煙突、浸水対策説明パネル、屋上（緑化・太陽光発電パネル）の順序で実施しました。 
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① 建設工事の進捗状況パネル 

建設工事を着工してから、竣工するまでの進捗状況をパネルで展示しています。 

また、設計時の施設模型も展示しています。 

 

 

 

② プラットホーム 

収集されたごみは、プラットホームにあるごみ投入扉からごみピットへ投入されます。プラット

ホームの出入口のエアカーテン等によって外部に臭気がもれるのを防いでいます。 

 

 

 

③ ごみピット 

ごみピットには約 1 週間分のごみをためることができます。ためられたごみは、ごみクレーン

により焼却炉に投入されます。クレーンは最大で 5 トンのごみを掴むことができます。 

 

 

 

（施設パンフレットより） 

（施設パンフレットより） 
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④ 中央制御室 

工場内の各設備の運転操作と監視を 24 時間自動で行います。各設備から制御用コンピュー

タに常時送られる情報や監視カメラの映像で、工場内各所の運転状況を把握します。 

 

 

 

⑤ ごみ臭体験室 

化学的に合成した代表的なごみの臭気を嗅ぎ分けて、体験学習ができるスペースです。 

 

 

 

⑥ 排ガス測定結果・ITV映像表示モニター 

施設の運転状況（設備ごとの運転状態、排ガス濃度状況等）をモニターで閲覧することができ

ます。 

 

 

 

 

 

（施設パンフレットより） 
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⑦ 炉室 

1日 114 トンのごみを焼却できる焼却炉が 2炉あります。炉内では 850度以上の高温で燃

やすことで、ごみを完全燃焼させるとともに、ダイオキシン類等の有害物質の発生を抑えます。 

 

 

 

⑧ 発電体験設備 

手回し発電機による発電体験をすることができます。 

 

 

 

⑨ 発電機室 

ごみを燃やして発生した熱をボイラに送り、水を加熱して高圧蒸気（5MPa、約 400 度）を発

生させます。蒸気タービンの羽根を高圧蒸気で回し、発電機を動かして発電します（定格発電量：

5,190kW）。 

 

 

 

 

（施設パンフレットより） 

（施設パンフレットより） 
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⑩ 煙突実寸体験スペース 

煙突外筒の直径 7m、内筒の直径 1m のサイズが白テープで示されており、煙突の実際の大

きさを体験することができます。 

 

 

 

⑪ 煙突 

処理された排ガスは、高さ 85m の煙突から排出されます。排ガスに含まれる有害物質濃度

は、全国トップレベルの厳しい基準値をクリアしています。 

 

 

 

⑫ 浸水対策説明パネル 

日野市洪水ハザードマップによる浸水想定（深さ 3～5m）に備え、地盤高のかさ上げと止水

板の設置等により、3m の高さまで浸水しても運転に支障がありません。また、3m 以上の浸水

の場合でも、電気的に重要な機器は 2階（GL＋6m）以上の高さに設置することで、被害を最小

限とし、早期復旧、再稼働を可能としています。 

 

（施設パンフレットより） 
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⑬ 屋上（緑化・太陽光発電パネル） 

環境配慮の一環として、屋上緑化や太陽光発電パネルを設けています。 

 

 

 

（３）質疑応答 

委員からの主な質問及び浅川清流環境組合からの回答は、次のとおりです。 

 

【質問】 

施設を建設する上で、どのような市民要望を反映させたのか。 

【回答】 

大きく 4つの市民要望を反映させた。 

1つ目は煙突高さであり、日野市の既存施設の煙突高さ（59m）、排ガスの拡散効果、景

観を考慮して 85m以上を採用するように要望され、85mに設定した。 

2つ目は施設規模であり、日野市の既存施設が 220t/日であったことから、できる限り

220t/日に近づけるように要望され、228t/日に設定した。 

3つ目は日野市のプラスチック類資源化施設の建設であり、2つ目の要望である施設規

模の具体的な縮小方法として、プラスチック類の資源化を推進することが提言され、新施設

の稼働に合わせて、日野市のプラスチック類資源化施設も稼働するようにスケジュール調

整した。 

4つ目は日野市内に国分寺市、小金井市の可燃ごみも処理する施設を建設することか

ら、他市から日野市内に収集運搬する距離を最小限にしてほしいと要望され、通行ルートを

工夫した。 

 

 

 

 

 



 

参考－1 

１.委員感想 

施設見学会にご参加いただいた委員に対して、施設見学会終了後に「施設見学 感想シート」を

配布し、後日、ご提出いただいた感想シートの質問・意見・感想をまとめました。 

 

（１）質問 

 ごみを焼却炉で燃やし、煙突より排出される排気の量はどのくらいになるのか。 

（回答）現在の秋水園のごみ焼却施設では、1炉（75t/日）に対して、最大で約3万m3
N/hの

排ガス量が設計値となっています。新しいごみ焼却施設については、プラントメーカ

ーの設計思想によって、排ガス中の酸素濃度や水分量等が異なることから、現時点で

明確な数値の提示はできませんが、1 炉（50t/日）に対して、最大で約 1.5 万～2 万

m3
N/hの排ガス量が想定されます。 

 

（２）意見 

 収集車が通る主要道路については、東村山市はより一層力を入れてほしい。 

 新しいごみ焼却施設の見学について、小平市ふれあい下水道館のように、音や臭いや温度

を実体験することで五感に訴え、自分の頭で考えることのできる施設が望ましい。 

 新しいごみ焼却施設整備に当たっては、設備は各種データから検討決定すること、維持管

理費ができるだけ効率よくできる施設とすること、周辺の民家との距離が近いことから、

周辺住民への影響と景観に対し特に配慮することが必要と考える。 

 事業方式を検討する上で、市の技術者の育成方法や、莫大な運転・維持管理費の低減方法、

施設の長寿命化方法等について、協議が必要と考える。 

 

（３）感想 

① 施設周辺の環境について 

 周囲を川に囲まれて住宅街から一定程度離れているので、近隣にお住まいの方の不安

も割合として少ないと思った。すぐ隣には日野高校もあるが、元の施設も新しい施設も

安全に運営している。たとえば武蔵野市も施設のすぐそばに公立学校や私立学校、病院

など住宅のほかにもあらゆる施設があるがこちらも古い施設も新しい施設も普通に安

全に運営している。東村山では時折心配の声があがるが、これらの例をみると、今使っ

ている秋水園の可燃物処理施設はもちろん、新しく建設する施設も安全に建設・稼働で

きると思った。 

 人口密度の視点から考えると、日野市は 6,500 人／㎢。都内の中では敷地を確保でき

る余裕がまだあるほうだ。国分寺市と小金井市はそれぞれ 10,000 人／㎢を超えてい

る。そもそも面積の小さい自治体で人口密度が高いと自区内に建設することは難しいの

だろう。（もっとも、武蔵野市は 13,400 人／㎢なので立地は考え方次第だと思うが。）

現在の東村山は約 9,000 人／㎢。なんとか自区内処理ができるギリギリなのかなと思

った。遠い将来を見越して秋水園を用地とすることになり、地域の皆さまに心より感謝

申し上げたい。 
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 収集車が通る主要道路が整備されていて純粋に羨ましい。国分寺市・小金井市の収集車

が通行する道路も指定されていて安全に配慮されている。 

 周辺の環境は、浅川が多摩川に合流する扇型の地形の先端に位置し、付近に民家はなか

った。秋水園の環境は柳瀬川が裏を流れ水が近いことは似ているが、民家がすぐ隣にあ

り影響は比較にならないくらい大きいものと思う。 

② 臭気対策について 

 臭気対策としてプラットホームの入口を L 字型にしているとか収集車が同時に出入させ

ないようにして臭気を外に出にくくしていた。また、ピット内の気圧を低くして臭気を外

に出さないとの説明もあった。 

 臭気対策も十分にクリアしていた。市内にある大きなパン工場もいつの間にかパンの臭

いがしなくなったが、今の技術を用いれば何も心配する必要はないのではないかと思っ

た。 

③ 排ガス自主規制値について 

 東村山市は排ガス濃度の自主規制値の中で、「水銀」の自主規制値が 30μg/m3
N 以下

であるが、浅川清流環境組合は 50μg/m3
N 以下であった。建設当時は法規制がなく、

自主規制値を制定した後に法規制が整備され、既存炉は 50μg/m3
N 以下、新設炉は

30μg/m3
N以下と制定されたとのこと。計画策定時点と着工時点で改定されると変更

できないのだと思った。 

④ 煙突について 

 煙突の高さが 85mになったのは市民からの要望だったとの説明があった。できるだけ

低くとかもっと高くとか、さまざまな意見があるのだと感じた。 

 高さは諸々の都合で８５ｍになったと聞いたが、隣にある元の日野市の施設の 59ｍで

十分だと思った。高くなればそれに比例して太くなっていく。例えばふじみ衛生組合の煙

突は１２０ｍだが、東八道路から車で見るだけでも圧倒される。東村山の場合は落ち着い

た秋津の環境にマッチした現行の高さがよいと改めて思った。 

⑤ 浸水対策について 

 多摩川と浅川に挟まれた場所にある施設だが、ハザードマップをもとにした水害対策の

設備を構築していた。万が一も考慮して重要な設備は高い階に設置している。 

 ランプウェイはもちろん、ハザードマップをもとに５ｍ浸水しても早期復旧、再稼働でき

るように設計している点など工夫が多くみられて安心した。とても参考になると思う。 

⑥ 見学コースについて 

 小学生（子供）など見学者が体験できる「何のにおい？」コーナー、「ただいまの発電力」

コーナーにあった手動で発電する設備はユニークであった。手動で発電できる電力はほ

んのわずかで持久性がないものということを体感で知れるものだった。見学者に理解と

興味を持ってもらうのも大切と感じた。 
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 屋上には太陽光パネルの設置、緑化のための植物が植えられていた。また、発電力は小

さい（750W）が小水力発電設備とか施設の入口にはハイブリッド外灯（風力・太陽光発

電設備）を設けるなど、見学者に関心を持ってもらう設備があった。いろいろな発電方法

があることを知れた。 

 見学コースに、どれだけ煙突が大きいのか、床に実物大の大きさを描いているのはわか

りやすかった。 

 個人的にいくつか焼却施設を見学してきたが、新しくなればなるほど見学コースが洗練

されていくように思った。 

 見学ポイントごとに施設の温度計が設置されていてその設備の特徴が説明とともに示

されるのはよかった。と同時に、温度計の数字としてはわかるが、実体験として感じるこ

とができないのはちょっとさびしいとも思った。こういう点では、実は現在の秋水園焼

却施設が音も臭いも温度ももっともリアルに見学できる施設なのではないかと思ってし

まった。 

 ごみの臭いを体験できるコーナーもあったが、ちょっと上品な臭いだった。 

 施設は竣工が令和 2 年（2020 年）3 月と新しくどこもきれいで、最新の設備が設置さ

れていると思った。 

 以前より毎年近隣の新しいごみ処理施設等を視察している。ここ数年の視察先の施設は

発電設備の設置が新しい設備との説明が多いと感じる。また各施設とも見学のための

通路がよく整備され映像と音声とで説明されていた。しかしながら私が一番感動したの

は、秋水園の炉の中でごみが燃えているところを小さなのぞき窓より見たときであった。 

⑦ 市民要望の反映について 

 地域住民からの要望と実現されたことの質問に対して、①煙突の高さ、②焼却能力、③

プラスチックの資源化、④日野市以外から来る収集車の動線確保があったとの説明があ

った。住民の要望を反映したのだと感じた。 

⑧ その他について 

 東村山市が計画している規模と同程度の施設があれば見学してみたかった。浅川清流

環境組合、今回は見学できなかった武蔵野市は大変参考になるが、規模が大きいと思っ

た。 

 せっかく手配していただいたので、もう少し委員の参加が多ければよかったと感じた。 

 それぞれのコーナーで詳しく説明して下さって施設の皆さんに心より感謝申し上げたい。

また、一緒に見学して下さった荒井先生、安田先生が都度解説して下さって、見学がより

厚みのある贅沢なものになったのがよかった。 

 新施設が完成したら、このように専門家の先生方にも折に触れて解説していただく機会

が作れて子どものみならず市民全体でより一層ごみや環境・衛生対策について理解が深

まっていくといいなと思った。 
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 見学コースに展示してあるのだが、ごみの分類や有料無料の区別もよく見ると自治体ご

とに微妙に違いがあった。同じ施設を利用するからと言ってすべて一緒ではない。それ

ぞれ考え方も違うところがあるのだろう。東村山は単独で自区内処理できるありがたさ

を感じた。 

 今回の施設見学の知見を秋水園の新しいごみ焼却施設整備に活かしていきたいと思う。 

 


