令和元年度

予定。2/22（土）10：00〜。詳細は決定次第、回覧
でお知らせする。
不
 燃・粗大ごみ処理施設落成式3/28
（土）
10：00〜。

▽開催日時：令和元年12月18日（水）
午後7時から午後7時30分まで
▽開催場所：小平・村山・大和衛生組合4･5号ごみ焼却施設
3階大会議室
▽出席者数：地域住民代表者6名
組合構成市職員2名

組合職員3名

事務局4名

〔質疑等〕

・市によって分別方法等、若干の違いがあると思われるが、
「ご
ろすけだより」を参考に、武蔵村山市から説明願いたい。
→（武蔵村山市）

 「スリーハーモニー」の周知はHP等で実施している。情報
紙では、紙面の関係上掲載できない部分もある。危険ごみの
混入については、HPとごみ分別アプリで、分別の徹底をPR
している。コンタクトレンズ空きケースの回収は実施して

▽会議結果等
会

いない。

２. 議 題
⑴組織市、
衛生組合からの連絡・報告
<東大和市>
・広報紙
「ごろすけだより」令和元年12月発行号の紹介。
<武蔵村山市>
・家庭ごみ有料化について

今年9月、導入方法について審議会に諮問、現在基本方針を固
めつつある。令和2年度以降は具体的な実施方法を固めてい
き、
令和4年度からの本格実施に向け準備している。
・12/17
（月）
、スプレー缶が原因の車両火災発生。不燃ごみ中
にスプレー缶が混入していた。今後も市民に対し分別の徹底
を呼び掛けていく。

<衛生組合>
業務課：・「焼却施設維持管理状況一覧表」による報告。
・11/25（月）
、コイヘルペスが発生した池の鯉を東
京都と関係機関に対応を確認し焼却処理した。
計画課：・えんとつフェスティバル2019中止の報告。
10/13（日）電話問合わせ3件、来場者数名。

・足湯休場について
（仮称）

不燃・粗大ごみ処理施設工事に伴うフェ
ンス取替え工事及び足湯配管移設の関係で12/2
（月）〜1/23（木）まで休場する。

・
（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設整備関係について
計画どおり進んでいる。
12/21（土） 施設への通電電気工事のため足湯

から小平市道第A-3号線の道路が一時通行できな
くなる可能性あり。御迷惑をおかけし申し訳ない
が御承知おきいただきたい。
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発行元 小平・村山・大和衛生組合
〒 187-0033 小平市中島町2番1号
電話 042-341-4345 FAX042-343-5374
令和2年3月発行
http://www.kmy-eiseikumiai.jp/

連絡協議会委員には出席していただく。

▽傍聴者数：2名

１. 開

地域版

本格稼働前に、不燃・粗大ごみ処理施設見学会実施

第4回
（第125回）
連絡協議会会議要録

⑵えんとつフェスティバル2019収支報告について
12/6
（金）、 会 計 監 査 実 施。 役 員 に 承 認 し て い た だ き、
12/12
（木）、実行委員会で報告。皆様に了承していただいた。
⑶小平市道第A-3号線移設工事について
年度内に電柱移設工事開始。工事状況は、決定次第、その都度、

近隣にはポスティング、連絡協議会委員には情報提供する。
〔質疑等〕
・電柱はどこに移設するのか。
→（衛生組合）

●施設整備等の状況
１.不燃・粗大ごみ処理施設整備工事
不燃･粗大ごみ処理施設は、小平市、東大和市及び武蔵村山市の３市から排出される不燃ごみ及び粗大ごみを
処理する施設で、小型家電、有害物･危険物等を手選別で取り除いた後、細かく砕き、アルミや鉄等の資源と破砕
残さに選別する施設です。
平成30年11月21日から、
建設工事に着手しており、
令和２年４月１日からの稼働に向け、
最終的な調整を行っ
ています。
令和2年2月22日
（土）
に内覧会を開催し、53名の方にご参加いただきました。

 最終的には組合敷地内に移設する。※電柱移設のイメー
ジを図示し説明（図省略）。
 工事中は道路が若干狭くなると思われるが、その点は東
京電力と調整しながら進めていく。

⑷施設見学会について

・連絡協議会施設見学について
 令和2年3月中旬実施予定。詳細は決定次第回覧で周知させ
ていただく。
・エコプラザ スリーハーモニーの見学について
 連絡協議会としての見学を1/20（月） 10：00〜 実施す
る。直接現地へ集合していただきたい。回覧で周知願いたい。
３. その他
なし
４. 閉

外観
（令和2年2月撮影 空撮）
南側上空からの施設外観です。
東に向かって施設が低くなるように設計しています。

ごみピット
（令和2年2月撮影）
不燃ごみを貯めるごみピットです。
約600㎥（約7日分）の不燃ごみを貯めることができ
ます。

会

小平・村山・大和衛生組合の施設見学について
組合では、３市から搬入されるごみと資源物（ペットボトル、容器包装プラスチック）を処理しています。毎日の生活の中で出されるごみ
や資源物がどのように処理されるか、減量・分別がなぜ大切なのかなど、施設を見学しながら学んでみませんか。
１

ごみ処理施設の見学

〇通常の見学所要時間は100分程度です。 〇見学は団体のみとなり、お申し込み（事前予約）が必要です。
〇団体見学のできる日は、月～水・金曜日です。（※祝日を除きます。）
２ エコプラザ スリーハーモニー（資源物中間処理施設）の見学
〇通常の見学所要時間は60分程度です。 〇団体の場合のみ、お申し込み（事前予約）が必要です。
〇団体見学のできる日は、月・火・木・金曜日です。（※祝日を除きます。）
〇開所時間中は自由に見学ができます。（※月〜金曜日 祝日も可。）
３ 見学のお申込みなど
電話：042-341-4345 ごみ処理施設：総務課 エコプラザ スリーハーモニー（資源物中間処理施設）：計画課
〇事前予約の詳細は見学申込先までお問合せください。
〇令和２年度から、ごみ焼却施設の建替工事を行います。このため見学できる施設や日程等について御希望に添えない場合もございますので、
御了承ください。
〇所在地：ごみ処理施設 小平市中島町2番1号
エコプラザ スリーハーモニー 東大和市桜が丘2丁目122番地の2

2階手選別室
（令和2年2月撮影）
不燃ごみの手選別室です。不燃ごみから小型家電、有
害物・危険物等を手作業により分別します。

2階見学ルーム
（令和2年2月撮影）
見学ルームから見た中央制御室（写真左）と、手選別
室
（写真右）
です。
見学ルートからは、
このほか、
プラッ
トホーム、
ごみピットなどを見ることができます。

２.（仮称）新ごみ焼却施設整備事業

 （仮称）新ごみ焼却施設は、３市から排出される可燃ごみと、不燃･粗大ごみ処理施設の破砕残さを焼却する施
設です。現在、令和7年度の稼働に向け準備を進めています。

→（衛生組合）
 基本的には、残る4・5号ごみ焼却施設で処理を行うが、定

令和元年度
令和２年度
令和３年度
令和４年度
令和５年度
令和６年度
令和７年度
令和８年度
令和９年度
（2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度） （2023年度） （2024年度） （2025年度） （2026年度） （2027年度）

施設完成

発注準備

令和2年度から具体的な調整に入る。

午後7時から午後7時35分まで

（1）整備スケジュール

事業者決定・契約

期修理の期間など、近隣の処理場に受け入れをお願いする。

▽開催日時：令和元年9月10日（火）

管理棟完成
4・5号ごみ焼却
施設解体

管理棟建設
工事

4・5号ごみ焼却施設

⑶えんとつフェスティバル2019について
8月末時点実行委員会での決定事項の報告

3階大会議室

施設稼働

建設工事

3号ごみ焼却施設及び
粗大ごみ処理施設解体

▽開催場所：小平・村山・大和衛生組合

ステージ：ステージカー（トラック）を使用決定。演者は、バン
ド1、バンド演武1、よさこい踊り1、和太鼓1、以上

▽出席者数：地域住民代表者8名
組合構成市職員2名

組合職員3名

が決定。舞台面積が限られるためステージカー前

事務局4名

下の平地を使用することも決定。仮設事務所の一
部を演者控室とフリースペース（室内休憩所）とし

▽傍聴者数：5名

て使用決定。詳細は各方面と調整中。

(2) 準備状況
①(仮称)新ごみ焼却施設整備・運営事業に係る落札者を、川崎重工業株式会社を代表企業とするグループに決定
しました。今後、令和２年５月に落札者との契約を予定しています。
②東京都環境影響評価条例に基づき作成した環境影響評価書案が、令和元年６月10日に、評価書案に寄せられ
た意見に対する組合の見解をとりまとめた見解書が、令和元年11月１日に東京都において公示されました。
環境影響評価書案と見解書は東京都環境影響評価審議会において審議され、都知事から審査意見書が交付され
ました。今後は、寄せられた意見や東京都知事からの審査意見書を踏まえ、環境影響評価書を東京都へ提出す
るとともに、工事に着手する前に事後調査計画書を提出し、その計画書に基づき工事中及び工事完了後の約１
年間に渡り調査を実施します。
「環境影響評価」とは、東京都の条例に基づいて行われる手続きで、大規模な開発事業などを実施する際に、

あらかじめ環境に与える影響を予測・評価し、その内容について住民や関係自治体などの意見を聴くとともに、
東京都が専門的立場からその内容を審査することにより、事業の実施において、適正な環境配慮を行い、環境
への影響をできるだけ少なくするための一連の手続きです。

で出して下さい
法
方
別
分
い
し
正
エコプラザ スリーハーモニーからのお知らせ
再資源化するごみの中に、電池、ライター、刃物、小型家電など
が入っていると、火災が発生したり、選別する人がけがをするおそ
れがあります。
実際に、全国的にパッカー車や処理場での発火トラブルが増加し
ています。リチウムイオン電池やガスカートリッジ缶は発火トラブ
ルの原因です。一度発火すると、周りは燃えやすいプラスチックな
ので大きな火災につながります。
特に、リチウムイオン電池が入っている小型電子機器は磁石につ
かないものが多く、除去することが困難です。

▽会議結果等
１. 開

会

テントの配置：昨年度と同様で決定。
イベント：昨年と同様で決定。ミニツアー、クイズラリー等。
模 擬 店：昨年と同様の出店。その他、農産物販売については、

２. 議

東大和市の団体にも依頼をかけている。今週中に

題

⑴組織市、衛生組合からの連絡・報告

参加についての回答がある予定。新規で1団体参

<小 平 市>

加決定。

①家庭ごみ有料化開始後の経過報告
4月23.7%減、5月19.2%減、6月21.3%減、4〜6月平均21.3%
減（全て前年比）
②冊子「小平にこないか」の紹介。

〔質疑〕
・大道芸について。
→（衛生組合）
 バンドに偏らないよう、小平ジャグリングクラブに依頼

<東大和市>

中。1名出演可能ということで調整中。

イベント「スイーツウォーキング」の紹介（開催日9/29（日）、
10/19
（土））
<衛生組合>

・「荒天」の判断は。その場合の連絡方法は。
→（衛生組合）

業務課

 事務局と実行委員長で判断する。比較的強い雨でも決行。

①「焼却施設維持管理状況一覧表」による報告。

当日、中止等の場合には、実行委員には電話で直接事務局か

計画課

ら連絡する。来場者には直接連絡はできないので入口に案

①えんとつフェスティバル2019について：10/12（土）開催決

内表示で対応する。

定。ポスター掲示依頼。
②広報「えんとつ」について：9月発行号、今月末配布予定。

・ステージイベントについて、来年は、来場者参加型イベントの
検討をお願いしたい。
→（衛生組合）
 承知した。

⑵
（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設及び（仮称）新ごみ焼却施設の
整備について
・
（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設
4/20（土）見学会開催15名参加。えんとつフェスティバル

⑷その他
・委員からの要望

で見学イベント開催予定。

連絡協議会委員のエコプラザ スリーハーモニー見学会につ

今月末からごみ処理機械搬入・設置開始。今年末には建物外

いて、施設が稼働している平日での日程調整を願いたい。

観完成予定。来年から建物内装工事、機械の最終調整、4月

→（衛生組合）
 会長と調整し、皆様にお知らせする。

から本格稼働。工事は予定どおり進んでいる。
3 月末落成式。連絡協議会委員の皆様にも参加していただ
く予定。

３. その他

前回会議で小学校への連絡についての要望あり。建設工事

連絡協議会年間スケジュールの配付。

中は、今後も遺漏のないよう工事関係情報を、周辺小学校へ

2月末頃に（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設の内覧会を企画中。

お知らせしていく。

次回、概要をお示ししたい。

・
（仮称）新ごみ焼却施設
事業者選定手続中。来年2月頃に決定予定。5月頃正式契約
締結予定。
今年度中に小平市道第A-3号線道路移設予定。
〔質疑〕

詳しいごみと資源の排出方法は、お住いの自治体の分別基準に従ってください。

・3 号ごみ焼却施設解体中のごみ処理について、その分の受入
先は決まっているのか、今後決めるのか。

４. 閉

会

