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1. 開会 
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3. その他 
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会  議  経  過 

1．開会 

 

○事務局 本検討会では、令和 2 年 8 月から令和 4 年 3 月 31 日までを委嘱期間としていたが、

令和 3 年度の新型コロナウィルス感染症に関する緊急事態宣言の影響等で、検討期間の延伸

が必要となった。市長が別の公務のため、副市長より令和 4 年度中を任期とする委嘱状を改

めて交付することとさせていただきたい。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会長へ委嘱状を交付 

 

・副市長挨拶 

 

・事務局着任職員の紹介 

 

・副市長退席 

 

2．協議事項 

 

（1） 第 8 回検討会（書面開催）のまとめについて 

 

○事務局 参考資料 1,2 の第 8 回検討会（書面開催）のまとめについて説明。 

 

○会長 第８回検討会の内容として、施設配置・動線案、特にランプウェイの配置について協

議するとともに、PFI 等導入可能性調査を今後実施することで事業方式を検討していきたいと

いうことである。ご意見、ご質問を伺いたい。 

〇委員 動線について、新しい施設の大きさと現在の施設の大きさを比較すると、ランプウェ

イも含めて新しい施設の建物内に収めることができるのではないかと思う。 
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〇事務局 基本的には、安全面から建物の内部にランプウェイを設置することは難しいと考え

ているため、プラットホームの外側に設置することを想定している。 

〇委員 新しい施設の横幅が 35m で、現在の施設が 22m となっているため、ランプウェイを含

めても内包される計算となるため、問題ないと思うが。また、中央制御室がプラットホームの

上と、その左右の計 3 か所あるが、3 か所も必要なく、プラットホームの上にあることも過大

と考えている。そのため、A 案をもう少しコンパクトにする設計を考えるか、現在提案されて

いる A 案において施設の建設範囲の枠の中にランプウェイを配置することで、大きな設計変更

は必要なく、省スペース化が可能ではないか。 

〇会長 日本のごみ焼却施設では、各メーカーがそれぞれのノウハウに基づいて設計し施工す

るという状況であるため、メーカーごとに建物の大きさが異なる。また、現在の施設と新しい

施設の大きな違いとして、新しい施設ではボイラ・タービンを設置することになるので、現在

の建物の大きさから変わることになる。実際には、メーカーとは性能発注や設計付施工契約を

行い、市が示す設計の方向性を示した要求水準書に基づいてメーカーが設計を行うことにな

る。今回の場合、例えば 50 トンを 2 炉、計 100 トンの焼却炉で、ボイラ・タービンを設置する

ことを要求水準書で示すことになる。現在は、その要求水準書で示すべき基本的な内容を基本

計画でまとめるための検討をしている状況である。委員がおっしゃるランプウェイを建物の中

に入れるという考え方については、具体的にその内容を記載するのではなく、「建物の面積あ

るいは容積を十分小さいものにする」と要求水準書に記載して、メーカーの設計に委ねること

が一般的な手法と考えられる。 

〇委員 メーカーは本検討会で決めることになるのか。 

〇会長 メーカーは基本計画策定後に、基本計画をふまえて作成する要求水準書を市が公募し

て選定することになるので、本検討会の次の段階になる。 

〇委員 家を建てる場合でも、ある程度の内容であれば注文して建築してもらうことが可能で

あることから、新しい施設でも同様に注文できることもあると思う。 

〇会長 繰り返しになるが、注文に該当するのが要求水準書であり、現在は要求水準書を作成

するために、その基本的な内容を示すものである基本計画を策定しているところである。 

〇委員 要求水準書が基本計画をふまえて作成するのであれば、現時点で具体的なところまで

決めておく必要があるのではないか。 

〇会長 先程も伝えたとおり、性能発注で自由度を持たせていることから、本検討会では概略
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を決めることになる。 

〇委員 検討会で要求水準書を作成する、そのような方法を今はどこも行っていないのか。 

〇会長 要求水準書が昔の基本設計に等しい内容であり、実施設計については、契約後に事業

者で実施することになっている。そのため、今回の検討の趣旨としては、メーカーのノウハウ

をふまえて詳細な動線は検討されると思われるが、その前段として、本検討会で動線案につい

て協議して集約していきたいというのが市の意向と思われる。 

〇委員 施設をコンパクトにして、その分をランプウェイにして建物の中に収めるという考え

方もできるのではないか。 

〇会長 高い位置のプラットホームにアクセスするために設置されるランプウェイは、構内道

路の延長線上のものである。場合によっては防音壁や屋根を設けるところもあるが、一般的に

は道路と同じ扱いであるため露天となっている。プラットホームを高いところにする理由とし

ては、浸水対策による事例が多い。例えば、東日本大震災のときに、ある清掃工場が津波に襲

われて、プラットホームが約 7m に対して、津波は約 6m までであったため、プラットホームは

浸水しなかったが、地下室の電気設備などが浸水し 2 か月以上稼働できないという状況であっ

た。近年は、プラットホームを浸水高さより高くするとともに、建物の中にある重要な電気設

備についても、高く設置するという考え方が採用されている。東村山市の場合は、2m の浸水高

さの場合は 2m 以上のプラットホームの高さにすることが想定されるが、具体的な配置やプラッ

トホームの高さについてはメーカーの設計に任せることとなると考えられる。 

〇委員 私の意見としては、施設をできる限り省スペース化し、ランプウェイも建物の中に収

めるという内容を要求水準書に盛り込んでほしいということである。 

〇会長 雪国であれば建物の中に収める事例もあるが、関東地方以南では露天のケースが多い

と思われる。今後の要求水準書を作成する際には、委員の意見に配慮するということになると

思うが、本検討会では、事務局より提案されている案について議論するようお願いする。 

〇委員 先程の発言にあった中央制御室が 3 か所あるという内容は、3 か所にあるのではなく

て、3 か所のいずれかに配置するということだと思われる。また、第 8 回検討会の際、動線案

について、現時点で A 案にするか B 案にするかを集約する必要はないと意見させていただい

た。その理由としては、仮に中央制御室を炉室の横に置いた場合には、ランプウェイを A 案の

配置にすることは困難だと思われることや、A 案の場合、ランプウェイが新施設からリサイク

ルセンターへの見学者動線と交錯することをふまえると B 案の方が安全と思われることなど、
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総合的に考える必要があるためである。B 案の方が排気ガスや騒音による北側の住宅への影響

は考えられるが、壁や屋根で音を緩衝することもできると思うので、詳細設計で動線を決定す

ればよいと考える。ただし、A～E 案からある程度は絞り込む必要はあると考えている。 

〇会長 近年の中央制御室は、中央制御室からごみピットも含めてクレーンを見ながら、中の

機器の監視もできる位置とする事例が非常に多くなっているため、プラットホームの上に中央

制御室が位置することが多い。見学者動線については横断歩道や渡り廊下で結ぶなどの方法が

とられており、その場合、要求水準書に「渡り廊下を設置すること」と記載する方法や、「安

全にリサイクルセンターへ移動できる動線を確保すること」と記載する方法が考えられるが、

次の段階の事業者選定で行うことである。本検討会では、基本的な施設の性能や機能、あるい

は動線、排ガス処理基準等を決定し、今後の設計における基本的な考え方を示すことになる。 

〇委員 参考資料 1 の 4～5 ページで、動線について様々な意見が出ていると思うが、一番気に

なっているのは建物高さであり、第 8 回検討会の資料 2 の 8 ページに新しい施設のプラットホ

ーム高さが 20m であることが認識できる。委員意見として建物高さが高くなることについても

う少し説明が必要であるという内容があり、なるべく低い方が緑化や防音壁で、敷地外への音

の侵入も防ぎやすく、周辺への圧迫も緩和できることから、私も同意見である。今までの説明

をふまえると、2m の浸水高さであれば、リサイクルセンターの高さが 10m 程度と推測している

ので、新しい施設のプラットホーム高さは 12m 程度で良いと考える。また、高さについてのイ

メージを周辺住民の方にも理解してもらうために、簡単な模型を作成して見てもらうなどし

て、その後に詳細設計に進める方法が良いと思う。 

〇会長 プラットホームについては、大型車がごみピットにごみを投入しても、天井に当たら

ない程度の高さとして 7～8m 程度は確保する必要があるため、2m の浸水高さをふまえると、

10m 程度の建物が必要最小限となると考えられる。プラットホーム部分の建屋についても「経

済性や施工性を考慮し、極力小さくすること」と要求水準書に記載することは可能と考える。 

〇委員 家の場合、北側を一部削ることもあるので、プラットホームの高さ 20m についても、

北側の端を削ることができるのではないか。 

〇委員 現在の施設が高さ 24m で北側から見ると圧迫感をとても感じるため、軽減したく考え

ている。委員意見として緑化する案も出ていたが、木の高さは 10m 程度であり、20m は現実的

ではない。20ｍの防音壁を設置することも考えにくいので、北側の高さをできる限り減らした

上で植栽することで、多少の圧迫感の軽減が図れると考える。実際には設計しないとわからな
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いとは思うが、段ボール等を用いた模型でスケールを示すとわかりやすいと思う。 

〇事務局 今回提案している図面については、一般的な設備の大きさから必要と想定される面

積を示している。実際には発注後にメーカーから提案をいただいて決定する。現時点の概略図

面を模型にして見てもらっても、主旨がうまく伝わらない可能性がある。 

〇委員 それでは、13 ページの図面を加工していただきたい。高さは圧迫感に繋がるので、自

治会に説明する際に、議論の焦点になると思う。 

〇委員 現在の施設と比較して、北側は低いが、南側は高くなっている。 

〇委員 どこまで低くできるかは判断できないが、少なくとも北側は 12m 程度に設定できれば

よいと考える。 

〇事務局 8 ページに示している、現在の施設と新しい施設の図について、プラットホームと

それ以外の箇所の高さの差を比較する図を作成しているが、高さの差がより分かりやすい資料

があったほうが良いということか。 

〇委員 その通りである。 

〇委員 プラットホームをトラックが通れる必要最低限の高さとした場合、北側はどのくらい

の高さになるのか。 

〇事務局 具体的な高さは、中央制御室の面積、高さ、仕様等で変わるため、回答が難しい。

意見をふまえて基本計画に北側への配慮、周辺環境への配慮を記載し、整理することを考えて

いきたい。 

〇会長 資料に示しているプラットホームの高さ 20m は概略値であるため、設計の中で北側に

圧迫感のないように配慮することになると思う。 

〇委員 5 ページにごみピットに投入する車両の図が示されており、ダンプするのは図のとお

りこの位置のみとなるのであれば、北側にはダンプする高さは必要ないのではないか。 

〇会長 プラットホームは一体的に施工されるので、北側のみ低くする方法は今までの事例で

はみられない。構造的に難しいことや、施設内の作業環境が悪くなることから、フラットな屋

根が望ましいと思う。繰り返しだが、北側への圧迫感について配慮することを前提にメーカー

に提案をいただいてはどうかと考える。 

〇委員 周辺にお住まいの方々からの景観はとても重要だと思うが、施設内で働く人の安全が

一番大事だと思う。ランプウェイを施設内に入れる意見については、外に出ている方が安全だ

と思うし、北側の一部を削る意見についても、プラットホーム内の作業状況を勘案することが
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一番大事だと思う。 

〇会長 事故が発生すると、周辺にお住まいの方々も心配されることから、事故を起こさない

ために安全に配慮することは非常に重要と思う。プラットホームの奥行についても十分な長さ

を確保する必要がある。東京都の区部では約 23m、多摩地域では 20m 前後が多くなっているの

に対して、産業廃棄物の施設では約 12～13m と狭くなる傾向があることから、接触事故が起き

ないよう注意して運転している。動線としては、片側から入りもう片側から出るのが最もシン

プルであり、安全性が高いことから、ランプウェイの配置については A 案を基本とするが、臭

気の通り抜けを防止する対策、圧迫感を軽減する配置あるいは設計にすることを要求水準書に

記載することと整理したいと思う。 

 

〇会長 事業方式については、PFI 等の事業方式の基礎的な内容も含めて第 8 回検討会 資料 3

で整理されている。民間事業者の技術力、経営力を利用する事業方式の導入の可能性を検討す

る PFI 等導入可能性調査をこれから実施していくとしているが、事業方式や運営方法につい

て、不明点等あればご意見、ご質問を伺いたい。 

〇委員 第 8 回検討会にて、質問した内容の回答をお願いする。 

〇事務局 参考資料 1 の事務局の補足にて回答を作成しているので、そちらを参照していただ

き、回答が分かりにくい箇所があれば、この場であらためてご説明するので、ご指摘をいただ

きたい。 

〇委員 事業方式として PFI を採用している事例はどのくらいあるのか。また、どのくらいの

期間運営され、運営中に問題が起きていないかどうか教えていただきたい。 

〇事務局 参考-4 ページに平成 23 年度から各事業方式の年度別推移が記載されている。 

〇会長 PFI 法が平成 12 年に施行されたので、最大でも 20 年程度しか運営されていないが、

ごみ焼却施設の整備事業では、公民連携事業の事例が公設公営方式よりも少し多い状況であ

る。公民連携事業の中で、日本で最も採用されているのは、資金調達は公共が行う DBO 方式で

あり、ほかに BTO 方式は 5 件程度だと思う。また、5 ページで多摩地域周辺施設の採用事例が

示されており、平成 13 年度の柳生園組合では、途中から長期包括運営委託方式で運営している

が、DB 方式、それ以降の整備事業では、建設と運営を一体的に行うことで、運営も考えた設計

が可能になる DBO 方式や PFI 方式のメリットのある DBO 方式となっている。DBO 方式や PFI 方

式は、近年では図書館、公園、給食センター等でも採用している。ごみ焼却施設では 100 件程
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度あり、全国のごみ焼却施設が 1,100 件程度採用されており、全体の 1 割弱が採用し、施設を

建て替える際に事業方式を変更する事例が多いと思う。 

〇委員 7 ページでコスト縮減のイメージが記載されているが、他事例のコスト縮減の具体的

な数値は明確に分かるのか。 

〇会長 PFI 等導入可能性調査で計算することになる。また、定量的評価とあわせて定性的評

価も実施することになる。ただし、実際に運営した結果としての数値は、ごみ焼却施設の場合

は、ごみの条件がそれぞれで異なり、2 つの施設を同時に同じ条件で運営することで一律に比

較することはできないので、PFI 等導入可能性調査の段階で事業方式を評価することになる。 

〇委員 付帯設備の長期的な使用やメンテナンス費用等、運営年数も含めて検討すべきであ

り、その検討に対する資料がない限り検討できないと思う。 

〇会長 例えば、先程のプラットホームの高さを下げて圧迫感を軽減する対策を講じる場合、

費用は追加でかかるなど、ごみ焼却施設は定価がなく一品注文生産になるため、今までの事例

をもとに評価していくしかない。長期運営については、近年の施設は 30 年程度の運営を前提に

設計されているため、煙突を普通の鋼板ではなく耐硫酸鋼とするなど、長持ちする材質を採用

するかどうかをメーカーごとに入札時に決めている。その事前段階として PFI 等導入可能性調

査で、公設公営方式と公民連携事業のどちらが有利であるかを比較検討する方法をとってい

る。また、運営費としては、高いところでトン当たり 3 万円程度であり、1 万 5 千円から 1 万 6

千円が概ねの目安である。東京 23 区では、長期的な運営契約ではなく、その都度機械の交換等

を実施していることから、年度ごとに費用に幅が出ているが、施設の平均運営費は、令和 2 年

度でトン当たり 1 万 2 千円程度である。また、DBO 方式の施設では、トン当たり 5 千円から 1

万 6 千円程度で推移している。 

〇委員 機械のメンテナンスや交換をふまえると、長期で運営を実施する必要があると思う。 

〇会長 建設費と 20 年程度の長期的な維持管理費を一括で契約するケースでは、20 年かけて

事業を実施し、発生した費用を年度ごとに支払うことになる。 

〇委員 例えば、10 年後に修繕する予定である契約に対して、実際には 20 年間修繕せずに運

営できた場合は、支払が発生するのか。 

〇会長 ご質問の内容は長期的に契約する上での課題である。8 年で修繕が必要になった場

合、費用は事業者が負担する一方、10 年経過して修繕が不要な状態であっても、オーバーメン

テナンスといわれる、不要なメンテナンスを実施してしまうことも考えられる。 
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〇委員 オーバーメンテナンスであるかどうかは分かるのか。 

〇会長 オーバーメンテナンスであるのか適正なメンテナンスであるかは判断できない。 

〇委員 公共が実施した場合でも同じなのか。 

〇会長 公共の場合は、モーターが 5 年、ポンプが 10 年など、公的機関等が出している耐用年

数に基づき、修繕計画の提案を受けることになる。提案が間違っていた場合のリスクは事業者

が負担し、10 年経過して良い状態であっても、契約でメンテナンスを実施することになると思

う。 

〇委員 いろいろな事業方式がある中で、メリット・デメリットが理解できないため、新しい

施設を建設するにあたって、どの方式がどのような面で適しているかわかりやすく説明してほ

しい。このまま議論してもまとめるのは困難だと思う。 

〇委員 同感である。本日、対面で資料に沿った説明をいただいた。近年、公民連携事業が注

目を集めているのは先程の説明にもあったとおりだが、現時点では十分な評価をするのは難し

い時期だと思う。特に、モニタリングや監視をしっかりできるかという点が一番の問題である

と考える。例えば、東村山市では指定管理者制度で様々な事業を実施しているが、市議会でも

民間が実施している内容について関与することに限界があると感じており、今回の説明と資料

だとこの問題を払拭するのは難しいと思う。公民連携事業のメリットよりも不安の方が大きく

感じているので、市民が確認できる運営、モニタリングシステムを構築し、関与できない不透

明な部分を増やさないように留意すべき点を議論できればと思う。 

〇事務局 最終報告書の取りまとめとあわせて、議論できるようにしたいと考えている。 

〇会長 事業方式に関して、委員によって理解度が異なることもあり、スムーズな議論が難し

い面がある。本日は問題認識を共有することとし、次回以降の議論としたい。 

〇委員 市の考え方が定まっている場合は、方針を示していただいても良いと考える。 

〇事務局 今年度に PFI 等導入可能性調査を実施し、コストメリットや、市民サービスの質、

モニタリング等の懸念点を整理し、総合的に比較することで、最適な事業方式を選定していき

たいと考えている。そのため、現段階で市として考え方を定めることは難しい。本検討会で

は、公民連携も含めた事業方式から最適な事業方式を選定する検討方法として、PFI 等導入可

能性調査を実施して、事業方式について詳細な整理を行った上で、総合的に評価し、最適な事

業方式を決定していくことをご了承いただきたいという主旨である。 

〇委員 ごみ焼却施設は、建設費や維持管理費が高額になるため、いかに長持ちさせるかとい
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うことが一番重要である。ある程度の方針を示していただき、それに委員が同意できる形で進

めていけるといいと思う。 

〇事務局 繰り返しだが、検討会における検討内容としては、事業方式選定のための進め方で

あり、PFI 等導入可能性調査を実施して、これまで議論いただいた内容について、当市の状況

でどの方式が望ましいかを総合的に検討していくという方法について了承いただきたい。 

〇委員 東村山市が PFI 方式を採用したいという意向がある場合、偏向した資料になることが

懸念されるため、公設公営と並行して検討してほしい。民間が実施する場合、民間が実施して

いるから関与できないのではないかと委員が懸念していたこともあるため、事業方式を偏向し

ないようお願いする。 

〇委員 事業方式は民間にすべて任せるのではなく、大事なところは公共で実施する基本線が

あるといいと考える。 

〇会長 PFI 等導入可能性調査を実施することについて、本検討会で了承をいただきたいとの

ことである。PFI 等導入可能性調査では、公設公営方式を含めた事業方式すべてを対象として

検討することになる。それぞれの事業方式を同列に扱い、定量的、定性的に評価することにな

るので、仮に PFI 方式を実施したいから評価を高くするという調査ではない。 

〇委員 資料 3 の参考-2 ページに、それぞれの事業方式のメリットやデメリットを記載すると

いいのではないか。長期包括すると、均等に資金を振り分けることができることや、金融機関

が参入意欲を持たない場合には PFI 事業が成り立たないことなどを整理し、デメリットについ

てはリスクを回避する方法を書くのも良いと思う。 

〇事務局 PFI 等導入可能性調査にてメリット・デメリットを整理する予定ではあるが、現時

点で把握している一般的な内容について、本検討会の資料として追加することでよろしいか。 

〇委員 年度別傾向について表 3 と表 4 の事業方式の記載方法が異なるので、分かりやすくし

てほしい。 

〇事務局 分かりやすくなるように修正する。 

〇委員 参考-2 ページの 4 つの事業方式について、どのようなメリットがあり、どのような結

論になるのかという仮説思考をふまえて調査することが、マーケティング視点では重要だと思

うが、どのような結論になるのかが不明である中で調査することは考えにくい。事業方式のメ

リットについて仮説思考で示していただき、その後、実際に調査した結果をふまえていただけ

ればと思う。 
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〇会長 今の運営の課題を整理し、それぞれの事業方式がどのような特徴があるのかをある程

度比較する必要があると思う。初めての言葉がたくさん出てくる内容であり、分かりにくいこ

とは事実なので、分かりやすい説明を心掛けていただきたいと思う。 

〇委員 補足として、日本に焼却炉が導入されて 100 年以上経過しており、経験やノウハウも

蓄積されている。民間も含めてノウハウに基づき運営することになるので、技術面で、民間だ

から心配ということは以前に比べればかなり少なくなっていると思う。モニタリングを実施す

る理由は、利益面で民間にとって都合の良い運営を実施されて、公共側が損害を受けることに

なることを防止するためである。契約に対する履行状況を確認するための詳細をチェックする

ことで、問題なく事業を進めることができる。以前、民間の会社に都市ごみを委託する話があ

ったときに、民間は不明瞭であるという理由で拒絶されたことも経験しているため、詳細を検

討する必要はあると思う。資金面については、すべて公共が実施する場合、人件費が高くな

り、操業に影響がない場合には民間に委託した方が安く運営できるというメリットがあるた

め、メリット・デメリットを提示していただければ議論しやすくなると思う。 

〇会長 実際に実施しているかどうかの履行確認は、市側が確認していかなければならない。

事業者にすべてを任せるのではなく、行政の事業であることをふまえて、行政がモニタリン

グ、管理をすることが必要であると思う。ただし、現在モニタリングする事業者が定まってい

るわけではなく、その前に PFI 等導入可能性調査をふまえた事業方式の選定、基本計画の策定

をし、その後、事業者選定することになるので、少しずつ前へ進めていく中で、信用するとこ

ろとそれが難しいところを判断していかなければならないと思う。 

〇委員 責任の所在について契約で明確にする必要がある。例えば、水銀が余計に発生した際

に、どこからどのように発生したのかを調べたい場合に、どちらの分担になるのか分かるよう

にしてほしい。 

〇委員 公共と民間での責任分担は決めることになっているので、クレームの受付を含めて誰

も責任を取らないということにはならない。 

〇委員 民間だから業務内容等が不明であるということにはならないのか。 

〇委員 金額が発生して委託することなので、そのような事態にはならないと思う。 

〇会長 例えば水銀については、乾電池、蛍光灯、体温計、血圧計等がごみに含まれることに

起因している。一番問題になっているのは、水銀体温計と水銀血圧計であり、これらが入ると

対応しきれないというのが現状である。ごみ焼却施設の設備だけで水銀を除去するシステムに
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は限界があるため、環境省が薬局の店頭で体温計や血圧計を回収する事業を実施していたよう

に、水銀をごみとして出さないという運動を行うことが重要である。 

〇委員 ごみ処理の管理は公共の責任になるので、例えば、体温計が混入しごみ質が悪くなっ

た場合には、公共が責任を持つことになると思われる。 

〇委員 水銀を常時モニタリングしてほしい。また、ダイオキシン等もモニタリングしてほし

い。 

〇委員 常時モニタリングする設備をつけると、イニシャルコストで 2 千万円以上かかること

から、住民の要望に基づき設置するのか、コスト面をふまえて法律の測定回数とするのかは市

で判断することになる。 

〇事務局 有害物質の測定方法等、必要であると思われる内容については、意見としていただ

き、まとめていきたいと考えている。 

〇会長 PFI 等導入可能性調査を市が実施することについて、今回は共有させていただいた。 

 

（2） 最終報告書について 

 

○事務局 資料 1 の最終報告書について説明。 

 

○会長 今まで検討した内容を報告書として取りまとめたということである。ご意見、ご質問

を伺いたい。 

〇委員 3 ページの「ごみ処理方式」について、新しいごみ焼却施設のごみ処理方式は基本方

針で決定していたのか。本検討会で確認した記憶があり、その際にすでに決定していたとは思

わなかった。 

〇事務局 ご理解のとおりである。あり方検討会を設置し、基本方針案を策定した後にパブリ

ックコメントを実施した上で、ごみ処理方式を含めた内容について、令和元年 12 月にごみ処理

施設整備基本方針を策定している。本検討会は基本方針に基づき検討していただいているとこ

ろである。 

〇委員 4 ページの一番下に「基本計画策定に向けた検討会意見集約」とあり、その中で「基

本計画において、適切な施設規模の検討が必要と考える」としているが、誰が考えるという意

味か。 
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〇事務局 「基本計画策定に向けた検討会意見集約」という記載のとおり、検討会での内容を

事務局で整理したものとなるので、主語は検討会で出た意見として考えている。 

〇委員 その場合、記載内容について本検討会で了解を取ったということで宜しいか。例え

ば、「今後、新しいごみ焼却施設の詳細を詰めていく段階で改めて災害廃棄物量を確認し、最

終決定する」としているが、この内容が委員同士の議論において明確に定められた内容とされ

ているのは違和感がある。 

〇事務局 中間報告書も同様にまとめているところではあるが、特に第 2 章については、委員

の意見をまとめているところであるので、表現を含めて改めて議論していただければと思う。 

〇委員 今回の検討会で議論するつもりではなく、委員に持ち帰っていただき、中間報告書と

の比較とあわせて個々の意見集約を確認していただきたい。意見集約なので合意を得た内容で

あれば記載して良いが、本検討会でこのように議論がまとまったという記憶は少ない。 

〇会長 あえて記載する必要がないとも思う。検討会での意見を取りまとめた結果、以下の検

討のまとめになったということが分かれば問題ないように思う。 

〇委員 意見集約があることで、実際に委員同士で協議していないことが検討会の検討結果と

ならないよう、きちんと議論すべきである。 

〇会長 意見集約については、修正等も含めて市で検討し、次回回答を頂くということで宜し

いか。 

〇委員 問題ない。 

〇事務局 仮に、「基本計画策定に向けた検討会意見集約」がなくても内容として完結はして

いるが、検討会として今後の検討に附帯する意見等を記載するために設けたものである。附帯

意見の記載が必要な検討項目もあると思うので、項目ごとに必要かどうかも含めて、今回また

は次回に意見交換していただければと思う。 

〇会長 次回に向けて事務局の考え方を整理し、提示された資料に対して、ご意見をいただき

修正することとする。 

〇委員 中間報告書から最終報告書で変わったところについて説明願う。 

〇事務局 文章表現を修正した点などがあるため、変更点について、次回説明する。 

〇会長 見え消し等による対応と変更理由の説明をしていただければと思う。 

〇委員 4 ページで「災害廃棄物処理」と出ているが、東村山市では他自治体等との協定は結

んでいるのか。 
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〇事務局 自区内で処理できる範疇を超えたごみ処理については、多摩 25 市 1 町の広域で最終

処分場を所有していることから、多摩地域での広域連携を図っていくことは「東村山市災害廃

棄物処理計画」で記載している。 

〇委員 「東村山市災害廃棄物処理計画」には、損壊家屋等から発生するがれき等からの可燃

ごみ量についても記載されているのか。 

〇事務局 広域連携は生活ごみも含めての話であり、災害廃棄物は仮置場に集めて分別された

ものが施設に搬入される流れになっている。 

〇委員 広域連携については、環境省主導で 20 年以上前に全国的に推進したことがあったが、

実際に体制が構築されたのは数か所程度であり、全国的には少ないものである。また、災害廃

棄物の可燃物や不燃物の内訳については、東日本大震災のときに学会の関係者が現場に赴き、1

軒倒壊するとどの程度の数値になるのかは全部計算されているため、そのデータに基づき算定

することは可能である。 

〇委員 中身についても分かるのか。 

〇委員 調べることはできる。ただし、分別する際には敷地面積が必要であり、東北の事例で

は土地が確保できたから分別できたが、土地がないので集積できなく、上手く分別できなかっ

た事例もある。 

〇会長 市で仮置場の適地を計画しておく必要がある。 

〇委員 自区内で対応することが基本となる。 

〇委員 仮置場についても「東村山市災害廃棄物処理計画」に含まれているのか。 

〇会長 本検討会はごみ焼却施設整備基本計画の策定であるため、検討の範囲外ではあるが、

「東村山市災害廃棄物処理計画」の中で計画されていると思う。 

〇事務局 仮置場の設置については、公共施設を優先的に使用することなどを定めている。 

〇会長 県内あるいは都内の施設同士で相互に協力することが前提となり協定が結ばれている

と思うので、まずは協定内で処理し、処理できなかった分については、他県などの余力のある

所にお願いするという流れになる。 

〇委員 6 ページの公害防止基準で、ダイオキシン類や水銀の連続測定器をつけていただきた

い。 

〇会長 水銀については先程協議したとおりであるが、ダイオキシン類は連続測定器がないか

ら難しい。ダイオキシン類は完全燃焼することで発生しないことから、一酸化炭素濃度計で代
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用している。 

〇委員 中間報告書では、「測定結果については、排ガス状況表示板等を設置するなど、積極

的に情報公開を行う」としているが、最終報告書では表現が異なっている。 

〇会長 第 2 章の項目ごとに変更箇所が分かる資料を次回提示することとする。 

〇委員 21 ページのごみ質の円グラフで、合成樹脂が 16％含まれているが、プラスチック新法

の関係で、この数値が今後すべてなくなると思われるので、ここも変更するのか。 

〇事務局 記載しているのはごみ組成の分析結果であり、実績であるため、今後の変化で変更

することはない。 

〇委員 プラスチック新法ができたが、プラスチックごみすべてが、燃やせないごみの対象に

なるということは考えにくい。 

〇会長 現在、容器包装プラスチックも分別し、再利用されているが、6 割から 7 割程度とい

われているので、プラスチック新法によってすべてがなくなることはないと思われる。なくし

たい意向はあるが、なくした状態で施設設計をした場合、混入したごみに対応できないことに

なるので、ある程度は残るという前提で計画する必要がある。 

〇委員 ゼロではなくても減少はすると思われる。 

〇委員 減少する可能性は、来年度のデータを見ないと判断できない。 

〇委員 電池は輸入のもの、国内のものともに水銀含有量がゼロであれば安全と考えている。 

〇会長 乾電池に入っている量の水銀では、施設で活性炭を吹き込んでいるので、対応可能で

あり、対応できないのは体温計、血圧計である。ただし、体温計 1 本程度であれば、健康に被

害が出るような状況にはならないといわれている。 

〇委員 水銀条約で、5 年以内に水銀を含む製品を作らないと決めてあるが、すべての国が加

盟しているわけではない。そのため、輸入品の水銀含有量がゼロになることはないが、減少す

ることは間違いなく負荷は低減すると思われる。 

〇委員 ゼロにならないのであれば、水銀連続測定器を検討していただくようお願いする。コ

ストがかかることは問題ではないと思う。 

〇会長 委員意見をふまえて、今後検討するようお願いする。 

〇委員 29 ページのダウンドラフト現象について、秋水園北側の高さがどれくらいであるかと

いう委員意見をふまえて調べたところ、秋水園より 16m 程度高く 200m 程度離れている。その場

合にダウンドラフト現象が起こりうるかどうか確認願う。 



 15

〇会長 ダウンドラフト現象については、以前にも議論があり、すでに議論は終えているが、

考え方を次回提示していただければと思う。 

〇事務局 基本的に 59m の煙突で集約しているので、その高さにおける影響等に関する資料を

次回提示する形で宜しいか。 

〇委員 問題ない。煙突については圧迫感やコストではなく、環境面について主に書いてほし

かった。また、秋津町の住民は対して、議論内容を広報することや、説明会の開催等におい

て、ある程度のデータを開示する必要があると思う。 

〇事務局 東村山市でも広報紙を全戸配布することや、検討会資料のホームページへの公開、

動画等の作成を行うことで、関心を持っていただけるよう対応している。また、今後は基本計

画を検討することになるが、策定に当たっては、市民へ説明する機会を設けることや、パブリ

ックコメントを実施することで対応する。本検討会では、検討会の集約としての報告書をまと

めていただければと考えている。 

〇委員 広報誌では、検討会で議論した内容について細かく書かれておらず、また、アンケー

ト結果の広報が不十分で、内容が薄いと思う。そのため、ホームページの参照リンク等で詳細

まで示す必要があると思う。 

〇会長 詳細についてはホームページを参照するように URL 等で示すなど、きめ細かく対応す

るようお願いする。 

 

３．その他 

〇事務局 第 10 回検討会は 6 月上旬の開催を予定している。開催日時等、詳細については、開

催予定の 1 か月前を目途に開催通知を送付させていただく。 

 

４．閉会 

 


