
 

 

第65回ふじみ衛生組合地元協議会 会議録 

 

１ 開催日時 令和２年２月12日(水）午後６時30分から午後７時40分まで 

２ 開催場所 クリーンプラザふじみ３階研修ホール 

３ 委員出欠 22人（欠席者６人） 

  出席委員 小林義明（会長）、佐々木善信（副会長）、浅野秀美、石坂卓也、 

       海老沢行子、神崎正夫、菊地辰美、小松日出雄、宍戸良雄、田中一枝、 

       牧野隆男、増田雅則、三浦徹郎、望月良子、矢田部正丈、山田知英美 

       荻原正樹（副会長）、岩本宏樹、上野洋樹、岡田賢一郎、星野巌雄、宮﨑治 

       （名前の表示は、正副会長を除き、選出区分別50音順） 

  事務局  輿水勝、岩﨑誠、古谷一祐、竹内弘子 

       エコサービスふじみ株式会社 平野貴也 

       パシフィックコンサルタンツ株式会社 吉留雅俊 

４ 傍聴者  ２名 

５ 次第 

 １ 開会 

 ２ 報告事項 

（1）第63回ふじみ衛生組合地元協議会会議録（要旨）について 

（2）第64回ふじみ衛生組合地元協議会会議録（要旨）について 

（3）施設の運転結果について 

ア ごみ搬入・灰等搬出（平成31年４月～令和元年12月）について 

イ 環境測定結果(平成31年４月～令和元年12月）について 

（4）小金井市の広域支援について 

（5）第７回ふじみまつりについて 

（6）リサイクルセンター整備基本構想（案）のパブリックコメント結果について 

（7）災害廃棄物の受入について 

（8）三鷹市小学校囲碁大会について 

 ３ 協議事項 

（1）ふじみ衛生組合地元協議会・安全衛生専門委員会スケジュールについて 

（2）令和２年６月(予定）施設見学会候補地について 

 ４ その他 

（1）次回日程等について 

（2）その他 

 ５ 閉会 

 

配布資料 
【資料１】第63回ふじみ衛生組合地元協議会会議録（要旨） 
【資料２】第64回ふじみ衛生組合地元協議会会議録（要旨） 
【資料３】ごみ搬入・灰等搬出結果（平成31年４月～令和元年12月） 
【資料４】令和元年度環境測定結果（平成31年４月～令和元年12月） 
【資料５】広域支援による小金井市の可燃ごみ受入量について（報告） 
【資料６】第７回ふじみまつり報告書 
【資料７-１】リサイクルセンター整備基本構想（案）に対するパブリックコメントの 

実施結果について 
【資料７-２】リサイクルセンター整備基本構想（案）令和２年２月 



 

【資料８】宮城県内の災害廃棄物の受入について 
【資料９】三鷹市小学生囲碁大会（チラシ） 
【資料10】ふじみ衛生組合地元協議会・安全衛生専門委員会スケジュール（案） 
【資料11】令和２年６月（予定）施設見学候補地 
 
当日配布資料 

１ 令和元年台風第19号により生じた災害廃棄物の広域処理へのご協力について(依頼) 
(東京都知事、宮城県知事） 

２ ふじみ衛生組合三調だより 第21号 
 



 

第65回 ふじみ衛生組合地元協議会 

令和２年２月12日 

 

 

【事 務 局】 

 皆様こんばんは。定刻となりましたので、これより第65回ふじみ衛生組合地元

協議会を開会いたします。 

 委員の皆様にはお忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 初めに、事務局から配付資料の確認をさせていただきます。本日は、事前に委

員の皆様にお配りさせていただきました冊子の資料の他に、当日配付資料として、

お手元に２点用意させていただいております。まず１点目が「令和元年台風第 

19号により生じた災害廃棄物の広域処理への御協力について」。２点目が「ふじ

み衛生組合三調だより第21号」でございます。不足している方はいらっしゃいま

すでしょうか。委員の皆様、よろしいでしょうか。 

 それでは、会議に入らせていただきます。ここからは、会長に進行をお願いし

たいと存じます。会長、よろしくお願いいたします。 

【会 長】 

 皆様、こんばんは。会議への出席、誠にありがとうございます。 

 委員の出席状況ですが、本日の出席者は22名となっております。委員の２分の

１以上の出席をもって、会議は有効に成立ということでございます。 

 それでは、早速ではございますが、報告事項（１）第63回ふじみ衛生組合地元

協議会会議録について、（２）第64回ふじみ衛生組合地元協議会会議録について、

事務局より説明をお願いいたします。 

【事 務 局】 

 昨年11月11日月曜日に開催いたしました、第63回ふじみ衛生組合地元協議会の

会議録と、12月９日月曜日に開催いたしました、第64回ふじみ衛生組合地元協議

会の会議録、以上の２件について、お諮りさせていただきたいと存じます。該当

は、第63回ふじみ衛生組合地元協議会の会議録が、お手元の資料１、３ページか

ら32ページまで、そして、第64回ふじみ衛生組合地元協議会の会議録が、資料２、

33ページから60ページまでとなります。会議録の内容についてご意見等がござい



 

ましたら、この場でご指摘をお願いしたいと存じます。 

【会 長】 

 ありがとうございます。 

 何かございますでしょうか。何もございませんか。よろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

 それでは、公開の手続をお願いいたします。 

 続きまして、施設の運転結果について、アのごみ搬入・灰等搬出について、事

務局より説明をお願いいたします。 

【事 務 局】 

 それでは、クリーンプラザふじみにおけるごみ処理実績につきまして、ご報告

いたします。お手元の資料61ページの資料３をお願いいたします。 

 上のグラフをご覧ください。平成31年４月から令和元年12月までの可燃ごみの

搬入実績でございます。上のグラフの右下に記載のとおり、三鷹市の可燃ごみの

搬入量は２万2,522.97トンとなり、前年度比で644.67トン、約2.9％の増、調布

市の可燃ごみの搬入量は２万7,322.71トンとなり、前年度比で1,399.58トン、約

5.4％の増となりました。 

 また、リサイクルセンターで発生した可燃性残渣のクリーンプラザふじみへの

搬入量は5,164.30トンとなり、前年度比で358.41トン、約6.5％の減となりまし

た。 

 次に、小金井市からの搬入量は2,236.38トンとなりました。なお、小金井市か

らの搬入は、日野市、国分寺市及び小金井市の三市共同による浅川清流環境組合

の新可燃ごみ処理施設が令和２年４月からの本格稼働に向けて、令和元年12月下

旬から試運転を開始しましたので、ふじみ衛生組合への搬入は12月をもちまして

終了しました。 

 以上の結果、平成31年４月から令和元年12月までの可燃ごみの搬入量は 

５万7,246.36トンとなり、前年度比で1,665.83トン、約3.0％の増となり、ほぼ

前年度並みの搬入量となりました。 

 なお、小金井市分の搬入量を除きますと、1,685.84トン、約3.2％の増となり、

小金井市分を除く可燃ごみの搬入量におきましても、ほぼ前年度並みの搬入量と



 

なりました。 

 次に、下のグラフをご覧ください。クリーンプラザふじみの搬出実績及び発電

量・売電量についてご報告いたします。下のグラフの右下に記載のとおり、焼却

灰の搬出量は4,350.95トンとなり、前年度比で9.01トンの増。飛灰の搬出量は 

1,359.92トンとなり、前年度比で166.25トンの減、鉄分の搬出量は158.13トンと

なり、前年度比で10.24トンの増となりました。また、焼却量は５万780.97トン

となり、前年度比で2,226.69トン、約4.2％の減となりました。焼却量の減の要

因としましては、焼却炉の稼働日数が前年度比で７日少なかったことによります。

発電量は２万7,863.19メガワットアワーとなり、前年度比で924.61メガワットア

ワーの減、売電量は２万372.55メガワットアワーとなり、前年度比で451.85メガ

ワットアワーの減となりました。発電量につきましては、前年度比で約3.2％の

減、売電量につきましても、前年度比で約2.2％の減となりましたが、これも焼

却量の減によるものでございます。 

 なお、下のグラフにおきまして、焼却量並びに発電量及び売電量のグラフが下

落しておりますのは、２炉あります焼却炉の法定点検等により、２炉ないしは 

１炉を停止したことによるものでございます。 

 続きまして、62ページをお願いします。平成31年４月から令和元年12月までの

リサイクルセンターにおける不燃ごみ等のごみ処理実績につきましてご報告い

たします。 

 一番上のグラフが三鷹市の不燃ごみ等の搬入実績でございます。グラフの右下

に記載のとおり、不燃ごみ等の搬入量は合計で6,569.20トンとなり、前年度比で

227.46トン、約3.3％の減となりました。真ん中のグラフが調布市の不燃ごみ等

の搬入実績でございます。グラフの右下に記載のとおり、不燃ごみ等の搬入量は

合計で6,844.02トンとなり、前年度比で60.66トン、約0.9％の減となりました。

一番下のグラフが両市の不燃ごみ等の搬入量の合計でございます。グラフの右下

に記載のとおり、不燃ごみ等の搬入量は合計で１万3,413.22トンとなり、前年度

比で288.12トン、約2.1％の減となりました。 

 以上のとおり、平成31年４月から令和元年12月までにおける両市の不燃ごみ等

の搬入量の実績といたしましては、ほぼ前年度並みの搬入量となりました。 

 個々の搬入量の実績のうち、主なものといたしましては、三鷹市は全品目にお



 

いて前年度比で若干の減となりました。また、調布市におきましては、粗大ごみ

の搬入量が前年度比で26.23トン、約9.4％の増となり、プラスチックが前年度比

で若干の減となりました。 

 続きまして、63ページをお願いいたします。 

 上のグラフが平成31年４月から令和元年12月までにおける有償・無償の資源物

の搬出状況でございます。上のグラフの右に記載のとおり、有償・無償の資源物

の搬出量の合計は7,207.73トンとなり、前年度比で15.56トン、約0.2％の減とな

りました。一番右に記載の小型家電の搬出が、今年度４月分から費用をかけて廃

棄物の処理を委託する逆有償となり、皆減となりましたが、右から３つ目の容リ・

プラスチックの搬出が順調に行われたことにより、ほぼ前年度並みの搬出量とな

りました。なお、小型家電は逆有償の搬出となりましたので、下の表の右から 

２番目の逆有償の箇所に記載されております。 

 次に、下のグラフをご覧ください。逆有償の資源物及び熱回収搬出についてご

報告いたします。下のグラフの右に記載のとおり、搬出量の合計は5,613.39トン

となり、前年度比で13.60トン、約0.2％の減となりました。 

 以上の結果、平成31年４月から令和元年12月までの資源物等の総搬出量は、右

下に記載のとおり１万2,821.12トンとなり、前年度比で29.16トン、約0.2％の減

となりました。 

 平成31年４月から令和元年12月までのごみ処理実績の報告は、以上でございま

す。 

【会 長】 

 何か質問、ご意見ございますでしょうか。よろしいですか。 

 続きまして、イの環境測定結果、Ａ委員、説明をお願いします。 

【Ａ 委 員】 

 それでは、64ページをお開けいただけますでしょうか。環境測定結果のご報告

でございます。前回、環境測定結果をご報告いたしましたのが11月11日でしたの

で、それ以降のご報告とさせていただきます。 

 まず、一番上の囲みでございます、炉の運転状況になりますが、10月と12月に

点検等により休炉する期間がございました。 

 続きまして、その下の排ガス測定でございますが、大気汚染防止法等により、



 

煙突から抜き出したガスを計測したところでございまして、こちらにつきまして

は、10月と11月に測定しております。ばいじんにつきましては、0.001ｇ/㎥N未

満。硫黄酸化物につきましては、2.3ｐｐｍが最高値でございました。塩化水素

につきましては、２ｐｐｍが最高値でございました。窒素酸化物につきましては 

27ｐｐｍ、それから、鉛、カドミウム、亜鉛につきましては0.004㎎/㎥N未満で

ございました。水銀につきましては、0.00021㎎/㎥Nが最高値でございました。

一酸化炭素につきましては、６ｐｐｍが最高値でございました。ダイオキシン類

につきましては、0.000031ng－TEQ/㎥Nが最高値でございました。なお、自主規

制値というのが、排ガス測定という囲みの横に入っておりますが、こちらは、ふ

じみ衛生組合ごみ処理施設に係る環境保全に関する協定書により、皆様との間の

お約束ということで決められた数値でございます。 

 続きまして、騒音・振動・臭気・排水の測定ですけれども、騒音、振動につき

ましては、今回、ご報告する数値がございません。次回のご報告になるかと思い

ます。それから、臭気測定につきましては、こちらも煙突のガス、その他からサ

ンプルをとり測定しているもので、東京都の条例による基準値でございます。こ

ちらにつきましては、11月の10未満でございます。それから、排水につきまして

も、今回ご報告の対象となる数値は出ておりません。 

 続きまして、周辺大気の測定、こちらも、先ほどのご紹介の協定書に基づきま

して、年２回計測させていただいているものでございますが、１月に計測しまし

てまだ結果が出ておりませんので、ご了承ください。 

 続きまして、放射能に関する測定ですが、こちらにつきましては、先ほどの協

定書による基準、例えば8,000ベクレルというのが国の基準となるわけですが、

ふじみ衛生組合では4,000ベクレルを一つの基準として捉えて、皆様にご報告し

ております。こちらにつきましては、10月以降のご報告になります。まず焼却灰

につきましては14Bq/kg、飛灰につきましては53Bq/kgが最高値でございます。排

ガスにつきましては、１号炉、２号炉とも不検出、あるいは休止中でございまし

た。排水につきましても、不検出でございます。それから、空間放射線量率でご

ざいますけれども、こちらはふじみ衛生組合の東西南北と駐車場の中の大型バス

を置く場所で毎月２回、地上１メートルと地上５センチで測っておりますけれど

も、こちらも10月以降の報告になりますが、それぞれ0.08μSv/hが最高値でござ



 

いました。 

 66ページ、67ページですが、先ほどご報告いたしました排ガスの測定値をグラ

フ化したものでございます。こちらをご参考にご覧いただければと思います。 

 68ページですが、周辺大気の測定の表がございますけれども、本来であれば、

冬の測定値というご紹介をするところだったのですが、今回はまだ測定値が出て

おりませんので、先ほど申し上げましたように、次回のご報告ということになろ

うかと思います。 

 私からは、以上でございます。 

【会 長】 

 何か質問ございますでしょうか。よろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

 それでは、次に、（４）小金井市の広域支援について、Ｂ副会長、お願いいた

します。 

【Ｂ 副 会 長】 

 それでは、報告事項の（４）小金井市の広域支援についてお話しさせていただ

きます。資料は69ページ、資料の５でございます。よろしいでしょうか。 

 小金井市の可燃ごみにつきましては、多摩地域ごみ処理広域支援体制実施協定

に基づきまして、平成29年度から3,500トンを上限として受入を行っているとこ

ろでございます。このたび、小金井市の可燃ごみを処理する浅川清流環境組合の

可燃ごみ処理施設の試運転が始まりましたことから、小金井市の可燃ごみにつき

ましては、12月17日をもちまして受入を終了いたしました。契約期間は本年３月

末までとなっておりますが、試運転でトラブルが発生しなければ、今後搬入の予

定はございません。この間、地元協議会の皆様には、ご理解、ご協力を賜り、誠

にありがとうございました。この場を借りてお礼申し上げます。 

 以上でございます。 

【会 長】 

 何かありますか。よろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

 



 

 ありがとうございます。 

 続きまして、（５）第７回ふじみまつりについて。事務局から説明お願いいた

します。 

【事 務 局】 

 それでは、第７回ふじみまつりについて、ご報告させていただきます。 

71ページ、資料６「第７回ふじみまつり（～三調めのエントツくんまつり～）報

告書」をご覧ください。 

 前回、12月９日に開催いたしました第64回地元協議会におきまして、速報版と

してご報告させていただきましたことから、一部報告内容が重複する箇所もござ

いますが、ご容赦願います。 

 11月24日、日曜日に開催いたしましたふじみまつりですが、今年度が第７回目

の開催でございます。入場者数は、過去２番目となる2,534名もの皆様にご来場

いただき、今年度からの新たな試みとしましてフリーマーケットを実施いたしま

した。資料71ページ、72ページに記載のとおり、38の協力団体と学生ボランティ

アのご参加を賜り、大きな事故もなく、盛況のうちに終了することができました。 

 73ページ以降の説明につきましては省略させていただきますが、これまでご協

力いただきました、ふじみまつり実行委員の会長、Ｃ副会長、Ｄ委員、Ｅ委員の

皆様には、改めまして感謝申し上げます。 

 以上でございます。 

【会 長】 

 何かありますか。実行委員やりたかった等、ございませんか。 

 Ｃ副会長、何かありますか。 

【Ｃ 副 会 長】 

 実行委員長として遂行させていただきました。ふじみまつりをもう少し拡大し

たいという思いもあって、初めてフリーマケットを試み、つてをたどって９グル

ープに参加いただきました。来年度は、このフリーマーケットを本格的にという

か、公に募集して、もっと会場を広げたい思いもあるのですが、場所の制約等も

ありまして、なかなか手を広げられないのが悩みでもあります。開催方法も含め、

ふじみまつり全体をもう少しリニューアルする意味も含めながら、また来年度取

り組んでいきたいと考えております。 



 

 以上です。 

【会 長】 

 ありがとうございます。何もなければ、次に進みますが、よろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

 では、（６）リサイクルセンター整備基本構想（案）のパブリックコメント結

果について、Ｆ委員より説明をお願いします。 

【Ｆ 委 員】 

 お手元の資料75ページの資料７－１をお願いいたします。 

 ふじみ衛生組合リサイクルセンター整備基本構想（案）に対するパブリックコ

メントの実施結果についてご報告いたします。今回のパブリックコメントは、ふ

じみ衛生組合のリサイクルセンター整備基本構想を決定するに際しまして、予め

その案を公表し、広くご意見を募集する手続きでございます。 

 １のパブリックコメントの概要に記載しましたとおり、募集期間は昨年12月 

20日から本年１月20日まで、周知方法としましては、市報及びホームページによ

りました。さらに公開場所といたしまして、ふじみ衛生組合のホームページのほ

か、紙ベースでふじみ衛生組合、三鷹市及び調布市ごみ対策課としました。 

 次に２の結果概要をごらんください。意見提出者は２名様、件数は14件でした。 

 それでは、主な意見とふじみ衛生組合の考え方をご紹介いたします。 

 アをご覧ください。「根拠となる具体的内容や数字などが示されていない。」と

いうご意見です。 

 この点につきましては、基本構想（案）が新施設整備の基本的な方向性を定め

ることを目的としていますので、後の基本計画等で具体的な内容や数字をお示し

します。 

 イをご覧ください。「労働者の健康や安全が守られるなら、結果としておのず

と市民の健康も守られるのではないか。」というご意見です。 

 この点につきましては、労働環境や周辺環境の整備についてしっかりと対応し

て参ります。 

 ウをご覧ください。「中央棟、東棟、北棟の三つの建物を一つの建物にした方

が作業上と保管上と管理上共便利であり、周辺環境に配慮され、地域住民の安全



 

な生活が守られることを期待し、Ｃ案を選択します。」というご意見です。 

 施設配置につきましては、いただきましたご意見を参考に今後検討して参りま

す。 

 エをご覧ください。「基本計画等の策定においては、最新の動向や技術を調査

し、また、市民や専門家の意見を求めること。」というご意見です。 

 この点につきましては、専門家へ意見を求めるほか、議会及びふじみ衛生組合

地元協議会の皆様のご意見を適時いただき、基本計画の策定等を進めて参ります。 

 76ページをご覧ください。以上、主な意見とふじみ衛生組合の考え方について

ご紹介しましたが、いただいたご意見を参考にしまして、施設整備基本構想（案）

を修正しましたので、ご報告いたします。 

 お手元の資料の最後に、別紙といたしまして「リサイクルセンター整備基本構

想（案）」をお配りしております。別紙の資料７－２でございますが８ページを

ご覧ください。 

 ８ページの頭に「８ 環境保全計画」とございますが、その下のほうに参りま

して、（３）粉じん対策の箇所をご覧ください。赤字で修正している箇所でござ

いますが、修正前には最後の部分が「粉じんの飛散防止対策を検討します。」と

記載しておりましたが、現状も防止対策をとっておりますので、「さらなる粉じ

んの飛散防止対策を講じます。」と修正しましたので、ご報告いたします。 

 リサイクルセンター整備基本構想（案）に対するパブリックコメントの実施結

果については、以上でございます。 

【会 長】 

 質問等ありますか。 

 Ｇ委員、どうぞ。 

【Ｇ 委 員】 

 意見が14件あったと書いてありますが、ここに掲載されているのが４件と、次

ページの修正箇所を入れて５件です。ギャップがあるのですが、どう解釈したら

よろしいでしょうか。 

【Ｆ 委 員】 

 すみません、あくまでも主な意見ということで、お載せしましたので、ご了解

いただければと思います。14件につきましては、後日、改めましてホームページ



 

に全部掲載し、それぞれにつきまして、ふじみ衛生組合の考え方を示して参りま

す。また市報や、ふじみ衛生組合のホームページでお知らせしたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

【会 長】 

 よろしいですか。 

【Ｇ 委 員】 

 はい、結構です。 

【会 長】 

 ほかにございますか。よろしいですか。 

 それでは、（７）災害廃棄物の受入について、Ｂ副会長より説明をお願いしま

す。 

【Ｂ 副 会 長】 

 それでは、報告事項の（７）災害廃棄物の受入について、ご説明させていただ

きます。 

 資料は79ページ、資料８でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、経過でございます。災害廃棄物の受入につきましては、12月の地元協議

会でもご説明させていただきましたとおり、宮城県内の災害廃棄物の受入でござ

います。５、経緯の（２）を見ていただきますと、令和元年12月24日に宮城県知

事から東京都知事に対し、大崎市で発生した災害廃棄物の処理依頼があったこと

が載っております。本日、席上にお配りしましたホチキスどめの資料をご覧いた

だきたいのですが、１枚めくりますと、村井宮城県知事から小池東京都知事に対

して依頼文が出ていることがおわかりいただけると思います。 

 もう１枚めくっていただきますと、別添で、１、広域処理を希望する自治体、

宮城県大崎市、２、排出する廃棄物、災害廃棄物（可燃性混合廃棄物及び稲わら

等）約4,000トン、３、受入を依頼する期間、令和２年２月３日から令和２年12

月31日までということで依頼を受けました。 

 12月の地元協議会では、石巻市と大崎市の２市の災害廃棄物を受入れる予定で

すとご説明させていただきましたが、石巻市については自己処理で対応が可能と

いうことで、今回、石巻市の災害廃棄物の受入の予定はございません。 

 宮城県知事から東京都知事の依頼文が発送されましたので、一番手前の文書に



 

なりますが、令和２年１月６日付で、東京都の小池知事から東京都市長会会長の

清水立川市長宛てに、協力について依頼文があったものでございます。 

 支援先につきましては、先ほど申し上げましたとおり、大崎市、受入する廃棄

物については災害廃棄物で約4,000トン、受入期間、令和２年２月３日から令和

２年12月31日まで、受入方法は、ＪＲ貨物による鉄道輸送でございます。 

 これを受けまして、東京都全体で災害廃棄物を受入ようということでございま

す。また79ページの資料に戻りますが、種類については可燃ごみ（稲わら）で、

今のところ、稲わらが先行して東京都内に搬入され、可燃性混合廃棄物について

は、今後あるかもしれないとのことでございます。 

 それから、受入量ですが、先ほど申し上げましたとおり、東京都全体では 

約4,000トンの受入予定でございまして、これを23区が2,000トン、多摩地域で 

2,000トンと半々で受けるということでございます。ふじみ衛生組合につきまし

ては、多摩地域の2,000トンのうち、今回100トンで、１日あたり４トントラック

２台程度の受入を予定しています。 

 受入期間につきましては、３月16日から３月31日までの予定ですが、３月31日

を待たずして終了することも、可能性としてはございます。 

 それから、広報につきましては、ふじみ衛生組合のホームページのほか、今後、

広報みたかの２月16日号、市報ちょうふの２月20日号にて周知を行っていきたい

と考えております。 

 多摩地域の2,000トンですが、今現在、多摩地域の10工場で受入予定でござい

まして、そのうちの一つがふじみ衛生組合ということになります。また、先ほど

申し上げましたＪＲ貨物の関係ですが、川崎市のコンテナを借用し、稲わらがふ

じみ衛生組合に入って参ります。コンテナには川崎市専用という文字が書いてあ

りますが、ご了承いただきたいと思います。 

 それから、１団体、大体２週間でローテーションしておりますので、２回目、

３回目として、令和２年度には、またふじみ衛生組合の当番が回ってくることも

想定されます。その際にはまた皆様にご説明させていただきたいのですが、令和

元年度については、３月16日から31日でございます。 

 以上でございます。 

【会 長】 



 

 質問ございますか。Ｈ委員、どうぞ。 

【Ｈ 委 員】 

 100トンというのは、どういう考え方で決めたのですか。割り当ては2,000トン

ですよね。 

【Ｂ 副 会 長】 

 10工場で受けますので、2,000トンを10工場で割ると200トンになります。それ

を２週間ごとにローテーションしていきますので、来年度になりますとまた 

100トン受入れるという感じになります。 

【会 長】 

 よろしいですか。 

 ほかにありますか。 

 それでは、次に三鷹市小学生囲碁大会について、Ｉ委員、説明をお願いします。 

【Ｉ 委 員】 

 志は非常に高く、ふじみ衛生組合はごみを燃やすところだけではない。三鷹市・

調布市の境にあって、それ以外にも両市の交流を深めて、文化を発信するんだと

いう志を持ちまして、まずは小学生をターゲットに三鷹市で行われている小学生

囲碁大会に調布市も加われないか、ふじみ衛生組合を会場に使って欲しいと申し

出ましたところ、今回、３月７日の土曜日、９時半から、ここで小学生の囲碁大

会を行うことが実現しました。 

 これはなかなか大変でございまして、三鷹市と調布市の市報で宣伝したのです

が、三鷹市は囲碁を愛するご父兄の方々の10年にわたる努力がございまして、全

校生徒、いわゆる三鷹市の生徒一人一人に、お手元にあるようなビラを配って宣

伝しているわけです。調布市は、どちらかというと生涯教育の方に目が向いてい

るようで、なかなか一気に近づけませんで、残念ながら、三鷹市小学生囲碁大会

という名前になりました。本当は三鷹市・調布市としたいところですけれども、

今のところ、各方面の皆様のご協力で市報にやっと載せていただきまして、これ

からまだ申し込みがあるかもわかりませんが、数名、調布の小学生も交じって、

第10回三鷹市小学生囲碁大会を開催することになりました。 

 小学生は保護者、父兄同伴ですから、気になさらず、皆様もぜひご覧になって

いただければと思います。ちなみに数十名の小学生がいらっしゃいます。ご父兄



 

も入れると結構な人混みになりますので、調布のタスクネット東京という、Ｃ副

会長が主催している青パトに協力していただいて、入口付近でご案内を願いたい。

そういうことも考えております。 

 調布市は将棋はしっかりしており、将棋もやりたいのですが、会長から、まだ

返事をいただけていない状況です。囲碁、将棋に限らず、サッカー等、小学生を

対象にして交流し、そこから両市の交流がいろんなところで進めば、選挙区も一

緒であり、ごみ焼却場も一緒にやっていますし、お互いにいいなと思っておりま

す。ぜひとも、よろしくお願いします。 

 以上、報告でございます。 

【会 長】 

 ありがとうございます。将棋の方も、人を介して話をしているのですが、すい

ませんが、もうしばらくお待ちいただければ。どなたか、三鷹市の委員の方で、

小学生がここで将棋をやっていますというような情報があれば教えていただけ

ればと思います。よろしくお願いします。 

 ご質問ありますか。 

【Ｊ 委 員】 

 すみません、よろしいですか。 

【会 長】 

 どうぞ。 

【Ｊ 委 員】 

 昨年の11月から委員をさせていただいています。ふじみまつりを、市報で見て、

私は法事で行けなかったのですが、孫がごみ収集車にすごい興味を持っているの

で、長男夫婦にあなたたち行ってきなさいよということで参加させていただきま

した。それで、囲碁大会でごみ処理施設見学ツアーも実施されるのですか。 

【Ｉ 委 員】 

 そうです。 

【Ｊ 委 員】 

 ふじみまつりの時も、燃やせるごみ施設を見せていただいたのでしょうか。そ

れ以後、ごみの分別が一番めちゃくちゃな長男が、とてもごみに関心を持ちまし

て。孫もごみ収集車をそばで見られて、行かせてよかったと。だから、町会等の



 

掲示板にこのふじみまつりのポスターなど、もう少しそういうものを貼ってもよ

いのではと思いました。囲碁大会チラシのごみ処理施設見学ツアーのところをみ

て、関係していると思い発言させていただきました。 

【Ｉ 委 員】 

 Ｊ委員が、私の不足の部分を答えていただきまして。これも話す予定だったの

ですが、交流だけでなく、やはりごみ焼却場を知ってもらおうという、Ｂ副会長

も熱い気持ちを持っておられますので、実現していきたいと思っています。よろ

しくお願いします。ありがとうございました。 

【会 長】 

 ありがとうございます。こういう行事も、ふじみまつりも、いろんな学校等に

声をかけて、子どもを集めれば保護者も大人も含めて、人を集められればいいの

かなと思っておりますので、これからもご協力をよろしくお願いいたします。 

 それでは、先に進めさせていただきます。ふじみ衛生組合地元協議会・安全衛

生専門委員会スケジュールについて、事務局から説明をお願いいたします。 

【事 務 局】 

 83ページの資料10「令和２年度ふじみ衛生組合地元協議会・安全衛生専門委員

会スケジュール（案）」をご覧ください。 

 令和元年度の地元協議会の開催につきましては、本日が最終回となる予定でご

ざいます。今回お諮りさせていただきますのは、今年４月以降の令和２年度にお

ける開催スケジュール（案）についてでございます。地元協議会につきましては、

従来のスケジュールに従いますと、５月、夏休み前の７月、11月、年が明けて 

１月に開催、６月に施設見学会を実施する予定で、案を作成しております。また、

安全衛生専門委員会につきましては、昨年の要綱改正に伴いまして、定例の開催

としましては年１回となりましたので、６月に実施する予定で案を作成しており

ます。なお、令和元年度の地元協議会は、施設見学会を含めまして全部で８回実

施しております。年度途中で、当初予定のほかに地元協議会を開催させていただ

くこともあろうかと思いますが、来年度の当初スケジュール（案）としましては、

５回の実施予定としてスタートさせていただきたいと考えております。委員の皆

様から、この場でご意見等いただければ、大変ありがたいと存じます。 

 事務局からは、以上でございます。 



 

【会 長】 

 何かご意見はございますか。 

 Ｋ委員、どうぞ。 

【Ｋ 委 員】 

 スケジュール日程ですが、漠然としていて、皆さんのご都合もまだわからない

とは思うのですが、この日程はいつごろ確定となりますか。当月と言われても、

日程がかみ合わない場合がありますので、その辺はどうご判断されますでしょう

か。例えば施設見学会は６月の中旬等もう決まっていると思うのですが。 

 また、会議についても決まっているのでしょうか。 

【会 長】 

 施設見学会については、まだ日にちも場所も決まっていません。どこへ行くか

という案は出ているので、会議日程も含めて、この後、話をします。 

 ほかにありますか。大丈夫ですか。 

 それでは、一応はこういう形でやらせていただきますということでございます。

何か不測の事態が起きた場合等は、この限りではございません。そう事務局も申

しておりますので、よろしくお願いします。 

 次、令和２年６月予定の施設見学会候補地についてでございます。事務局から

説明をお願いします。 

【事 務 局】 

 お手元の資料、84ページの資料11をご覧ください。 

 先ほども触れさせていただきましたが、地元協議会の施設見学会につきまして

は、毎年６月に実施しているところでございます。昨年は川崎市王禅寺処理セン

ターを見学いたしました。来年度６月の施設見学会の候補地と見学日につきまし

ては、先方の施設へ打診する必要があることから、本日の協議事項とさせていた

だいたところでございます。資料84ページから87ページにかけまして記載いたし

ましたが、浅川清流環境組合、新可燃ごみ処理施設とリサイクルプラザ藤沢の２

カ所を候補地として挙げさせていただきました。 

 理由といたしまして、86ページ、87ページのリサイクルプラザ藤沢につきまし

ては、報告事項でも触れましたとおり、当組合でリサイクルセンター整備基本構

想を検討しているところであり、地元協議会としましても、ここで資源化処理施



 

設を見学することは、今後のリサイクルセンター更新を検討する上で大変参考に

なるのではないかと考えております。このリサイクルプラザ藤沢は、クリーンプ

ラザふじみと同じく、平成25年４月からの稼働開始であり、取り扱う処理物の種

類も多く、見学通路や環境啓発棟の啓発業務なども充実しておりまして、見学し

やすい環境に整備されているとのことでございます。また、藤沢市内33社で構成

された藤沢市資源循環協同組合や、市民向けの環境啓発事業を企画、実施するＮ

ＰＯ法人地域魅力という団体への事業委託などが特徴でございまして、地元協議

会としては関心のあるところではないかと思います。 

 ページを戻っていただきまして、84ページ、85ページの浅川清流環境組合、新

可燃ごみ処理施設につきましては、令和２年４月から日野市に建設した新可燃ご

み処理施設を本格稼動する予定となっており、最新のごみ処理施設が見学できる

ものと考えております。 

 この説明させていただいた両市とも、組合を構成する自治体の人口が、ふじみ

衛生組合の構成市である三鷹市と調布市の人口とほぼ同数で比較しやすいこと

もつけ加えさせていただきます。なお、誠に勝手ながら、事務局の意向としまし

ては、リサイクルセンターの更新の参考とするため、リサイクルプラザ藤沢の見

学は実施させていただければありがたいと考えているところでございます。 

 本日、委員の皆様にご審議いただきたいのは、①１日に２つの施設をセットで

見学場所とする。②所要時間の関係から、リサイクルプラザ藤沢だけを見学場所

とする。以上の２案について、委員の皆様のご意見をお伺いしたいと思います。 

 また、地元協議会委員は全部で28名でございます。移動に使用する大型バスで

は空席が多くなりますので、来年度の見学会についても、昨年と同様に三調だよ

りで参加者の募集や、委員の皆様に地元の参加者をご紹介いただく対応をしてよ

ろしいか、お伺いしたいと思います。 

 なお、参考までに、この両施設の所要時間をこちらで出させていただきました。

バスで往復を考慮した見学所要時間でございますが、２つの施設をセットで見学

いたしますと、午前９時過ぎに当組合を出発、当組合への到着時間は午後５時過

ぎの予定となります。また、リサイクルプラザ藤沢のみの見学となりますと、参

加者の皆様には、出発前、事前に昼食を食べてきていただき、当組合を午前11時

30分に出発、こちらも、当組合への到着時間ですが、午後５時過ぎになる予定で



 

ございます。 

 なお、見学日につきましては、施設側の見学等の受入が平日のみとなっており

まして、６月の土日を除く平日で、事務局にご一任いただければありがたいと考

えております。 

 日程の結果につきましては、次回開催の地元協議会でご報告させていただきま

す。 

 事務局からは以上でございます。 

【会 長】 

 まず、どちらか１つを見るか、両方見るかという話から始めたいと思います。

事務局案では、１日かけて２つの施設を見る案と半日でリサイクルプラザ藤沢だ

けを見るという案がございます。どちらにしましょうか。それ以外にもご意見等

あればお願いいたします。 

 Ｋ委員、どうぞ。 

【Ｋ 委 員】 

 私は、１カ所だけでよろしいのではないかと思います。２カ所だと忙しく、頭

の中が整理できない場合もありますので、リサイクルプラザ藤沢の１カ所を希望

します。 

【会 長】 

 ありがとうございます。 

 ほかの方はいかがでしょうか。事務局のたっての希望で、リサイクルセンター

の更新がありますので、ぜひとも藤沢をということでございますが。そういうこ

とでよろしいですか。 

 

  （「はい」の声あり） 

 

 ありがとうございます。 

 もう１点、地元協議会委員だけではまだバスに空席がありますのでということ

で、誰かしら参加者をご紹介いただいて、一緒に見学会に行くということもご了

解をいただけますでしょうか。 

 

  （「はい」の声あり） 

 



 

 ありがとうございます。ただ、１人が１人を連れて来るという話をするのです

けれども、なかなか増えないということもございますので、どうしますか。 

 多分そんなに増えないだろう思いまして、１人が１人でなくてもよいのではと

思うのですが、Ｃ副会長どうですか。 

【Ｃ 副 会 長】 

 現在の委員の方、新しい方４人入っていただいています。そういう意味もあっ

て、今年は１人に限らなくても、バスには補助席もありますし、いざとなれば、

何とでも大丈夫でしょう。倍になっても乗車できますので、１人は１人を連れて

くるけれど、例えばもう１人ということがあったとしても、それは申し込みで整

理できる話ですので、複数でもよしということにしてよいと思います。 

【会 長】 

 ありがとうございます。その話のもとには、地元協議会委員の皆様方には全員

ご出席いただきたいところでございます。よろしくお願いします。見学日は、６

月の土、日、祝日は、先方が受入れておりませんので、それ以外の日ということ

でよろしくお願いしたいと思います。 

 ６月、都合の悪い日がある方は、声を上げていただけますか。 

 

（日程調整） 

 

 見学日程等のご報告は、次回できると思います。 

 次、次回日程の前に三調会、前期からの委員はご存じだと思いますが、地元協

議会の中の懇親会ですけれども、それが延び延びになっておりまして、どうする

かというところです。それによって次回日程も変わってきますので、先に三調会

の開催について、ご意見をいただければと思います。 

Ｋ委員、いかがですか。 

【Ｋ 委 員】 

 皆さんのご意見のほうが有効だと思います。 

 やることは、私は賛成だと思います。日程次第ですね。 

【会 長】 

 Ｃ副会長、どうぞ。 

【Ｃ 副 会 長】 



 

 三調会ですが、昨年は実施しなかったというところがあります。せっかく三鷹

市と調布市の地元協議会の中で懇親会を推進しようということで、三調会という

のができています。ただ、今日は会議の進行が早いのですけれども、議題によっ

てはお尻を引っ張られて、８時ぐらいから懇親会が始まるということもありまし

て、特に広く参加していただこうとすると、女性の方にかなり負担が大きくなる

だろうと思うのです。これまで５回ほど開催しているのですが、あり方も含めて、

少しリニューアルしてもいいかなと。参加者を増やす意味においても、再考する

時期に来ているという感じを、私は持っています。ぜひ交流が密になるように、

私としては、ぜひ開催する、ただし、開催の方法については少し再考したいと思

っています。 

 以上です。 

【会 長】 

 ありがとうございます。今まではこの会議室の奥を使って開催という形をとっ

ていたのですが、それだと職員の負担も、後片づけ等もありますので、そういう

形ではない開催ができればいいと思います。少し時間をあけて、また考える時間

をいただいて、５月ではなく、もう少し後ろのところで開催させていただければ

いいかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

 ありがとうございます。Ｃ副会長が一生懸命考えてくださるので、期待して待

っていたいと思います。よろしくお願いします。 

 では、次回日程、事務局から説明お願いします。 

【事 務 局】 

 それでは、資料83ページでございますが、資料10「令和２年度ふじみ衛生組合

地元協議会・安全衛生専門委員会スケジュール（案）」をご覧ください。 

 先ほどご審議いただいたように、次回の第66回地元協議会は５月に開催するこ

とで進めさせていただきましたが、この５月ですが、ゴールデンウィーク等もご

ざいますことから、大変恐縮ではございますけれども、次回開催日を５月18日月

曜日とさせていただければ大変ありがたいと存じます。 

 事務局からは、以上でございます。 

【会 長】 



 

 ５月18日月曜日という１案しかないということでございますので、できればそ

こで決めさせていただければと思いますが、よろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

 ありがとうございます。前から話の出ている土曜、日曜の開催ということも、

考えていかなければいけないと思っておりますので、その辺につきましても、次

年度のどこかでできればいいと思っております。 

 その他、何かありますか。Ｇ委員、どうぞ。 

【Ｇ 委 員】 

 今回、見学がなくなったことは、それでいいんですけれども、浅川清流環境組

合に少し関心がありまして。浅川清流環境組合は川の横にありますが、最近、水

害がものすごく大きいです。資料11に、電気施設等は５メートル以上に設置して、

対応策はとっているように書いてあるのですが、それは当然のことだと思います。

ぜひ知りたいのは、例えばごみピットはそんなに上げられません。ごみを投入し

ないといけないわけですから。そうすると、そこへ浸水することも十分あるだろ

う。電気施設もさることながら、これをリカバーするのも大変ではないかなとい

う気もしまして、最近の水害は、新幹線の車両が全部だめになるような、とんで

もないことも起こるわけだから、そこまで考えておられるのではないか。ぜひそ

ういうことを知りたい、勉強したいという気もありまして。今回の見学会に入れ

て欲しいと言うつもりは毛頭ないのですが、浅川清流環境組合に万一のことがあ

れば、当然、相当ふじみがリカバーしないといけないといったこともあるので、

いわゆる水害対策に対するごみ施設というのは一体どうあるべきなのか、どうな

っているのかということを、時間をかけてもいいので、知っておきたいというこ

とで、発言しました。 

【会 長】 

 ありがとうございます。次回の見学は藤沢ですけれども、その次は行きましょ

う。その前に何か情報を聞くことができれば。 

【Ｂ 副 会 長】 

 資料をそろえておきます。 

【会 長】 



 

 お願いします。 

 ほかに何かありますか。 

 ほかになければ、以上をもちまして、第65回ふじみ衛生組合地元協議会、閉会

とさせていただきます。大変お疲れさまでございました。 

 

―― 了 ―― 


