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第 8回検討会（書面開催）における委員意見の整理 

令和 4 年 1月 27日（木）に開催を予定していた第 8 回検討会は、新型コロナウィルス感染症

の拡大状況を考慮し、書面による協議とした。 

書面開催においては、委員間の意見交換の機会を設ける主旨から、2回の意見提出の機会を設

ける形式にて実施した。以下は、その委員の主な意見を整理したものである。 

委員意見（主に 1 回目）に付番し、それに対する意見等があったもの（2 回目）は、関連する委員

意見として整理している。なお、意見交換に関して、事務局補足が必要なものについては、その内

容を記載した。 

 

1. 第 8回検討会（書面会議）の実施方法等について 

（１）意見交換について 

No. 内容 

１-1 コロナ禍の文書協議について、十分な意見交換を行い、検討できたとはいえない。 

【関連する委員意見】 

・ 討議や対話が不足しているため、このまま第 8回の集約にはできないと思う。第 9回会議

については、十分な対話ができる形式を希望する。 

・ 委員意見に対する事務局補足の書き方が統一されていない印象があるため、それぞれ丁

寧な回答をいただきたい。 

・ 書面会議であっても、委員間の意見交換を促す進め方が大事だと思う。 

《事務局の補足》 

・ 新型コロナウィルス感染状況により、第８回検討会が書面協議による実施となりました

が、書面による協議の制約から、委員間の十分な意見交換が確保できていないというご

意見がありました。 

そのため、第９回検討会につきましては、対面による会議を想定し、開催日程を延伸さ

せていただくことといたしました。第９回検討会におきましては、第８回検討会の議題

の中で、検討が不足している箇所につきまして、改めて事務局より丁寧な説明を加え、

委員間の意見交換もいただきながら、検討会の最終報告書のとりまとめに向けて進めて

いきたいと考えています。 
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2. 施設見学会報告書について 

（１）意見反映について 

No. 内容 

２-1 
他の清掃工場を見学したことを、本検討会にどのように反映させていくかを考える必

要がある。 

【関連する委員意見】 

・ 浅川清流環境組合を見学できたことは大変よかった。 

・ 同じ多摩地域であり、浸水が想定される場所に建設された最新のプラントについて、専門

家の方の説明を聞きながら見学することができ、ネットの中で見たり頭の中で考えたりし

ていたことが、再整理されたことと思う。 

・ 検討会では浅川清流環境組合について見学したが、個人的には、豊橋市の施設について

も、自治会や秋津町住民の方にも知ってもらいたいと思っている。 

 

3. 施設配置・動線計画について 

（１） 施設配置について 

① 煙突 

No. 内容 

３-1 煙突を建物一体型にする場合にデメリットはあるのか。 

3-2 
第３回の検討会で、煙突の位置については圧迫感などの観点も踏まえて検討してほし

いという意見があり、その点が考慮されてよいと思う。 

《事務局の補足》 

・ 一体型煙突については、運転上のデメリットは特にないと考えています。 

 

② ごみピット容量 

No. 内容 

3-3 
ごみピット容量を約 4,000 ㎥とするのは、災害時を想定していると思慮しますが、人

口減の数十年後に、必要な容積であるか。 

【関連する委員意見】 

・ ごみピット容量について、現施設が１,５００㎥に対し、４,０００㎥と大きくしているのは、災

害時対策としての余裕を考慮したものと理解しているが、通常時のピットの使い方はどの

ようになるのか。 

・ ４,０００㎡としている設計根拠を確認したい。 

 

 

 



3 

《事務局の補足》 

・ ごみピット容量の設計において、必要となる要素は、「施設規模」、「ごみの単位体積重量」、

「ストック日数」があります。ごみの単位体積重量について、旧施設は 0.3t/m3で設計して

いますが、新施設においては、生ごみの減量などごみの軽質化が進んだことにより、

0.172t/ｍ３として設計しております。また、ごみのストック日数について、旧施設は施設

規模の 3 日分で設計していますが、新施設では、災害廃棄物処理量もふまえ、７日分と設

計しています。 

なお、施設規模については、令和 10 年度における燃やせるごみの計画処理量や災害廃棄

物処理量、維持補修点検日数を考慮し、検討会にて設定している１００ｔ/日としています。 

      【ごみピット容量の算定式】 

１００t/日 ÷ ０．１７２t/㎥ × ７日  ＝４，０７０㎥ → ４，０００㎥ 

（第４回検討会検討内容参照） 

 

③ 排ガス処理設備 

No. 内容 

3-4 
排ガス処理設備等において、最新技術を用いてなるべく設備数を減らす方向で検討し

てほしい。 

3-5 

2050年カーボンニュートラルに対応する施設整備に努力すべきと考える。 

具体的な方法としては、高効率の設備の導入による CO2 削減（インバーター方式送風

装置・低温用脱硝装置等）があると考える。 

【関連する委員意見】 

・ No.3-4の意見に賛成する。できるだけ設備数を減らすことで、将来のメンテナンスコスト

を抑えるとともに、地域周辺住民の方々への負担も減らすことを希望する。 

《事務局の補足》 

・ 本検討会においては、一般的な施設を参考に新しい施設の大きさを想定することで、秋水

園内にどのように配置するかを検討し、それをもとに動線を検討することが目的です。 

そのため、施設内の設備配置や実際の大きさについては、現在は概略寸法となっておりま

すので、設計をする段階で、省スペース化や機器点数の低減に配慮しながら、より適切な

仕様になるよう進めていきます。 

 

（２） 動線について 

① 動線案の集約 

No. 内容 

3-6 概ね理解できた。 

3-7 Ａ案が良いと考える。（委員 6名） 

3-8 
現段階ではなく、詳細な設計の際に決定してはどうか。また、Ｂ案の方が優位な点も

あるため、総合的な比較検討が必要ではないか。 
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No. 内容 

3-9 ごみ減量により焼却炉の規模を縮小できれば、より良い動線になると思う。 

【関連する委員意見】 

・ 現時点では、施設配置のみを集約して、車両導線については、設計時に最適なものを選定

するご意見に賛同する。 

《事務局の補足》 

・ 動線計画については、A 案が適切という意見と、現段階で決定しなくてもよいのではとい

う意見があげられています。この内容については、第９回検討会において、委員間での協

議を経たうえで、検討会における集約をいただければと考えています。 

 

② 周辺環境への配慮等 

No. 内容 

3-10 
近隣住宅からプラットホームに出入りするごみ収集車が見えないようにする配慮が必

要と思う。 

3-11 
浅川清流環境組合では、外部への臭気対策が複数とられていたので、東村山市でも

臭気対策を運用面でも施してほしい。 

3-12 安全性の観点から、粗大ごみ自己搬入の動線案内をわかりやすく表示してほしい。 

3-13 
作業騒音も課題なので、新たな屋内型ストックヤード設置と共に、音を出さないオペ

レーションも検討してほしい。 

3-14 自己搬入の計量は今使用している計量機を使えば良いと思う。 

3-15 

周辺住民への配慮として、北側防音壁の整備や秋水園敷地の緑化が必要と考える。ま

た、野球場周囲、北東側旧ポンプ施設の敷地、柳瀬川沿いと東側、野球場回りを市民

が歩けるようにしてはどうか。 

3-16 水没をしないように考える方が大事では。水没時の動線はどうなるのか。 

【関連する委員意見】 

・ No．3-15のご意見におおむね賛成する。 

・ 治水対策を備えた親水公園のような機能を持たせられるといいと思う。 

《事務局の補足》 

・ 騒音や臭気などに関する環境問題については、秋水園周辺にお住まいの方々の生活環境

や周辺環境に影響を及ぼさないよう、現施設におけるオペレーションも含めて対策を取り

ながら丁寧に進めてまいりたいと考えております。 

・ 安全で効率的な導線や案内表示等についても、建物設計と合わせて検討していきます。 
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③ 資料修正及び追記等 

No. 内容 

3-17 

P6 建築面積が増加することの説明はあるが、「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はないか。なるべく低いほうが周辺への圧迫感が少ないと感じ

た。 

3-18 P.12 図 10、動線②、③が焼却場跡地を避けて通る意味はあるか。 

3-19 

寸法入りの平面図があれば、大きさやイメージが把握しやすい。また、工事期間中、旧

ごみ焼却施設と新しいごみ焼却施設が同時に存在する。その時のイメージ図や、簡易

な模型（段ボール等）があれば、可視化できると思う。 

3-20 

P5 （誤）周辺環境への圧迫感の影響に配慮しつつ 

（正）周辺住民への環境配慮が不足していることによる圧迫感の影響に 

配慮しつつ 

（誤）したがって、周辺環境への 

（正）周辺住民への環境配慮が不足していることによる圧迫感の影響に 

配慮しつつ 

【関連する委員意見】 

・ 「建物高さが高くなることについてもう少し説明が必要」に同感。 

・ 建物について、なるべく低くなる方がよいと思う。そのために、考えられる方策があればお

聞かせいただきたい。 

・ 浸水対策として建物が高くなることに理解を促す説明や工夫が必要だと思う。 

・ 参考２の資料に、現施設の全体図および、新施設完成図を載せてほしい。 

・ 中央制御室等の諸室や、プラットホームの横幅は、どれだけ必要なのか。 

・ プラットホームの上階に、中央制御室や諸室の配置が想定されていますが、北側の圧迫感

軽減のために、プラットホーム横左右のスペースを活用するなど、上階以外で諸室を配置

することは難しいのか。 

《事務局の補足》 

・ 資料の修正については、建物高さにおける説明も含め、いただいた意見をふまえながら検

討をしていきます。なお、寸法入りの平面図及び工事期間中のイメージ図や現施設の全体

図などは、参考資料に追記していきたいと考えています。 

・ 跡地スペースを含めた環境整備を検討していくことが必要であることを把握している一

方、現時点で具体的な跡地整備が決定していないため、本検討会では跡地スペースを避け

て通る動線としています。 
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4. 事業方式について 

（１） ごみ焼却施設の運営 

No. 内容 

4-1 現状の業務運営に関し、課題となっているものは何か。 

《事務局の補足》 

・ 既存施設においては、平成２８年度に策定した補修計画や毎年度の定期点検・補修工事の

結果を参考に適切な維持管理を行い、安全で安定的な施設運営を行っています。民間ノウ

ハウの導入や長期的な視点による施設の維持管理により、施設の長寿命化、ライフサイク

ルコストの削減が見込まれます。 

 

（２） 事業方式の検討方法 

① 本議題の検討にあたっての留意等 

No. 内容 

4-2 事業方式については、もっと議論が必要だと思う。 

【関連する委員意見】 

・ 「事業方式」の認知度に差があるので時間をかけた丁寧な説明と議論が必要。 

・ 質問に対して、それぞれ丁寧な回答が必要だと思う。 

・ 事業方式については、各事業方式の特徴、メリット・デメリットなど、説明を受けないと、判

断がつかないと思う。対面での協議が必要だと思う。 

《事務局の補足》 

・ 「事業方式について」の議題については、第９回検討会にて、事務局から、あらためて概要

等について説明させていただき、それをふまえた委員間協議を経て、検討会としての集約

をいただきたいと考えています。 

 

② 事業方式の検討目的 

No. 内容 

4-3 事業方式の変更は大変な作業が必要となるが、なぜ今検討するのか。 

4-4 
資料説明の通り、交付金の要件にもある PFI等導入可能性調査を実施していただけ

ればよいと思う。 

《事務局の補足》 

・ 国や東村山市の公民連携の方針をふまえ、新しいごみ焼却施設の整備にあたっては、公

設公営や、PFI 等の民間活用の検討・整理を行ったうえで、最も効率的な事業方式で施設

の整備を行うことが必要と考えています。また、ごみ焼却施設の建設にあたり国の循環型

社会形成推進交付金を活用する場合には、本調査の実施が必要となります。 

・ 「事業方式について」の議題については、第９回検討会にて、事務局から、あらためて概要

等について説明させていただき、それをふまえた委員間協議を経て、検討会としての集約

をいただきたいと考えています。 
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③ 事業方式の特徴やメリット・デメリットの整理 

No. 内容 

4-5 

運営方法で民間事業者のノウハウを活用することでメリットを得ることは良いと思

う。また、維持管理業務等においても、民間事業者に委託してメリットを得られるな

ら、アウトソースしてもよいと思う。 

4-6 公設民営方式のメリットとデメリットについて十分検討、議論が必要と思う。 

4-7 
直営部分を民営・民間事業者に転換するならば何がメリットか、どう変わるのかを整

理する必要がある。 

4-8 
付加価値として、東村山市ではどのようなことを想定、期待するのかを整理しておく

必要がある。 

4-9 
DBO方式は民間関与度が大きくなるが、重要なインフラであるごみ焼却施設の運営

が、市民サービス低下につながることはないかを考慮する必要があると思う。 

4-10 「民間事業者のノウハウ活用」のチェック方法等を整理する必要がある。 

4-11 
市の公民連携の方針等をふまえ、他自治体の事例も参考にしながら、東村山市に合

った方式を採用して行くことが望ましいと考える。 

【関連する委員意見】 

・ No.4-11 の意見について、東村山市に合った方式や公民連携等の方針について、委員の

お考えをお聞きしたい。 

《事務局の補足》 

・ 新しいごみ焼却施設の事業方式の選定にあたっては、公設公営方式だけでなく、公民連

携の事業方式をメリット・デメリットも含めた形で整理する必要があると考えており、

「PFI等導入可能性調査」を実施することで、その内容を分かりやすく検討・整理します。 

・ 「事業方式について」の議題については、第９回検討会にて、事務局から、あらためて概要

等について説明させていただき、それをふまえた委員間協議を経て、検討会としての集約

をいただきたいと考えています。 

 

④ 事業範囲・公民の役割分担等 

No. 内容 

4-12 事業範囲は、今までの実績通りでよいと思う。 

4-13 公共と民間、どちらかに偏るのではなく協同で事業展開して欲しい。 

4-14 なぜ公営・直営ではできないのか検討と議論が必要と考える。 

【関連する委員意見】 

・ No.4-13の意見について、協同の事業の具体的イメージがあればお伺いしたいと思う。 
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《事務局の補足》 

・ 「PFI 等導入可能性調査」を実施する中で、PFI 等による場合の事業範囲や、公共および

事業者の適切な役割分担などについても検討します。 

・ 「事業方式について」の議題については、第９回検討会にて、事務局から、あらためて概要

等について説明させていただき、それをふまえた委員間協議を経て、検討会としての集約

をいただきたいと考えています。 

 

⑤ 事業費 

No. 内容 

4-15 
事業方式は市の財政上の問題など、市民としてこの方が良いとは言えない部分があ

ると思う。 

4-16 コストのみで公共サービスを決定しないようにと考える。 

4-17 
事業方式を変更した場合、運転管理やメンテナンス費用がどう変わるかを想定する

必要があると思う。 

4-18 
民間事業者は大規模改修等の不確定要素を想定して積算することで高いコストにな

ることも考えられる。 

4-19 
コスト計算において妥当性を示すことが、業者の言い値とならないようにしなければ

ならない。 

4-20 
新しいごみ焼却施設のコンパクトな設計提案が、建設・運営のコスト縮減につながる

ものであってほしい。 

4-21 運営事業者の選定は、公共事業であることから競争入札であるべき。 

《事務局の補足》 

・ 「PFI 等導入可能性調査」を実施することで、現状の公設公営の場合や、PFI や DBO の

公民連携の場合の事業にかかるコストを算定し比較検討を行います。 

・ 「事業方式について」の議題については、第９回検討会にて、事務局から、あらためて概要

等について説明させていただき、それをふまえた委員間協議を経て、検討会としての集約

をいただきたいと考えています。 

 

⑥ 各事業方式の評価・選定等 

No. 内容 

4-22 

運営などを民間に委託した場合は、リスク分担などを明確にする必要があると思う。

問題等が生じた時に、どこが、どの様に前向きに受け止めて、修正するのか。市民か

ら直接コンタクトが取りにくくならないかなどの視点も考えて決める必要があると思

う。 

４-23 

運営実績などについて、行政や市議会、市民が確認できる運営モニタリングシステム

であることが必要と思う。関与できない不透明な部分が増さないように注意しなけ

ればならない。（委員 2名） 
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No. 内容 

4-24 

他自治体で DBO 方式が一般的になっているから、当市でも採用しようというので

はなく、きちんとした理由と見込みが必要であり、他自治体の実績や受託者、成果、

問題点を整理した上で検討する必要があると思う。 

《事務局の補足》 

・ 事業方式の選定にあたっては、事業方式の特徴やメリット・デメリットの整理や、新し

いごみ焼却施設の整備や運営の事業範囲・公民の役割分担等の検討、経済性の検討など

を含めた定量的・定性的観点の総合的評価を行った上で、決める必要があると考えてい

ます。 

・ 「事業方式について」の議題については、第９回検討会にて、事務局から、あらためて概要

等について説明させていただき、それをふまえた委員間協議を経て、検討会としての集約

をいただきたいと考えています。 

 

（３） 資料における表記等の修正意見 

No. 内容 

4-25 
P7、図 4 の定量的評価のイメージ図は、具体的な数字を出さないと分かりづらいと

思う。 

4-26 「１．（１）「その他の業務」等があります」の「等」は具体的に何を指すのでしょうか。 

4-27 

付加価値の向上について、民間事業者のノウハウの具体例に追加提案する。 

「交流を活性化するため、日常的に利用可能なオプション、周辺住民が出入りできる

ような交流ポイントを創設する」 

4-28 
「事業方式の決定に向けた今後の進め方」だが、PFI 等導入可能性調査の実施後、総

合的な評価・比較や工程はどのように想定しているか。 

4-29 DBO方式に示されている SPC（特別目的会社）とは何か。 

4-30 P5、表４について、八王子市の施設は、ガス化溶融ではありません。 

【事務局補足】 

・ SPC（Special Purpose Company）は、ある特定の事業を実施する目的で設立される

事業会社のことです。特徴として、ほかの事業を実施しないことや、財務的に親会社の経

営状況の影響を受けないことから、SPC の設置により事業運営の安定性が高くなること

があげられています。 

・ 資料の修正につきましては、「１．（１）「その他の業務」等があります」の「等」は標記の誤りで

あるため、削除いたします。また、P5、表４については「流動床式ガス化燃焼」に修正いたし

ます。 

・ 「事業方式について」の議題については、第９回検討会にて、事務局から、あらためて概要

等について説明させていただき、それをふまえた委員間協議を経て、検討会としての集約

をいただきたいと考えています。 
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5. 第 8回検討項目以外のご意見等 

No. 内容 

5-1 

浅川清流環境組合はプラスチック製品の廃棄から再生に向けたようだが、令和４年４

月に決まると分かっている物をその時はまだ決まってなかったではなくダイナミック

に変化する脱炭素に向かうべきである。 

5-2 
清瀬の下水処理場と同じように、下水と生ごみを混合処理発酵させ、ガス化させエネ

ルギー資源にすれば効率的だと思う。 

5-3 
豊橋市のごみを資源化するという生ごみのメタン発酵施設など、SDGs の考えに沿

った所を最初に見学するべきだと考える。 

5-4 SDGｓの観点からも木くずはチップとして公園や遊歩道に敷いて活用すれば良い。 

5-5 
令和４年 4 月より、プラスチック循環促進法が施行されるが、東村山市のごみ処理へ

の影響をどのように考えるか。 

5-6 
武蔵野市のコージェネレーションの資料を、整備用地の検討時に頂ければ良かっ

た。そして問題提起した上で施設見学会に行ったほうが良かった。 

5-7 

どのような処理方式で、どの程度の規模でやるのか、ハザードマップで５ｍ以上の

浸水地域とされていた場所に焼却場を造るのかなど、はっきりさせないで行うのは

大きな疑問。 

5-8 
浅川清流環境組合は、煙突の高さなどについて周辺の住民に要望を聞いているが、

東村山市は秋津の住民に聞いていない。 

5-9 
ハザードマップの水没に係る問題について、対策は焼却場の搬入口を高くするのみで

地盤高のかさ上げと止水板設置は予定がないのはおかしい。 

5-10 

燃やせるごみの組成において、40%以上が紙ごみとなっているが、80～90%水分

である生ごみを焼却しているため、紙ごみが不可欠となっているのではないか。紙ご

みのリサイクルが進まないのは、生ごみを燃やしているからで、紙を燃やさずもっと

資源として収集してほしい。 

5-11 
秋水園敷地内の動線だけでなく、長年迷惑をかけられている近隣住民のことを考え

たごみ収集車、ごみ運搬車の動線を考えた方が良い。 

5-12 
秋水園まわりの住宅街は道はばがせまいので、通学時間は車の台数とか制限して子

供が安全に通学できるようにしてほしい。 

5-13 

DBO 方式で竣工した町田市バイオマスエネルギーセンターは、CO2 削減の将来展望

となりうるか。こういった手法が東村山市の焼却施設に生かされる可能性はあるの

か。 
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《事務局補足》 

・ 施設整備用地やごみ処理方式につきましては、令和元年に策定した「ごみ焼却施設整備基

本方針」の中で、既に示されている内容に関するものですので、本検討会における検討内

容以外のご意見として整理させていただきます。 

・ 市民の方々の意見聴取につきましては、基本計画策定に向けたご意見をいただくため、令

和 2年 12月に秋津町にお住まいの全世帯（7,818世帯）にアンケート調査を実施してい

るほか、煙突高さの検討を含む、本検討会においてご議論いただいている内容を、広報紙

（エコ eco東村山等）による全戸周知や、HP上で実施しているWEBオープンハウス等で

も周知・ご意見を頂く機会を設けているところです。 

・ 地盤高のかさ上げにつきましては、秋水園の状況では、盛土等による処置によらなくても

ランプウェイの設置により高い位置にプラットホームを配置し、ピットへの浸水を防ぐとと

もに、浸水想定深さ以上に、主要設備の配置することができると考えています。 

・ ごみの焼却については、これまでの検討会でもご回答している通り、ごみ焼却炉の立ち上

げ時においてのみバーナーによる助燃を行っており、立ち上げ以降はごみが持つエネルギ

ーによる自燃にてごみを焼却していますので、生ごみを焼却するために紙ごみを燃やして

いるわけではございません。 

・ 秋水園におけるごみ収集車の搬入・搬出については、通りに面しているごみを収集する場

合を除き、旧所沢街道にある秋水園西の交差点から秋水園に至るまでの幅員が広い道路

を通るように徹底し、近隣にお住まいの方々の負担軽減に努めております。また、子どもた

ちの通学における安全の確保につきましても、関係所管と情報共有をしながら徹底してま

いりたいと考えております。 

 

 

 


