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　「つなげよう資源の輪、広げよう地域の和」をテーマとした、衛生組合のメインイベント、「えんとつフェスティバル」が地域の皆
さんとの共催により、平成30年10月6日（土）に開催されました。当日は天候にも恵まれ、暑いくらいの陽気のなか、約2,500人
の方々が来場され、ステージイベント、ミニツアー等、楽しみながら衛生組合を知っていただけた1日となりました。地域の方々や農
業関係者、福祉団体、武蔵野美術大学の学生さん、地元企業など、多くの方に支えられ、無事終了することができました。ありがと
うございました。

えんとつフェスティバル
2018

　　　　

　（仮称）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
処理する施設です。施設では、これらのごみから、リサイクルできる小型家電や、処理に支障のある有害物・危険物等を
取り除いた後、細かく砕き、アルミや鉄等の資源を選別します。
　平成30年6月15日から、建設用地にある旧小平市清掃事務所の解体工事に着手し、平成30年11月21日から、建設
工事に着手しています。工事中は御迷惑をおかけいたしますが、何卒御理解くださいますようお願いいたします。

　（仮称）新ごみ焼却施設は、３市から排出される可燃ごみと、（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設の処理残さを焼却する施設です。
　現在、平成37年度の稼働に向け、発注準備を進めています。
１.整備スケジュール

２.発注準備状況
　平成31年2月20日に、事業の実施方針を公表し、事業者からの意見を求めました。
　今後は、平成31年5月下旬に入札公告、平成32年２月に落札者の決定、平成32年５月に事業者決定（本契約）を予定しています。

（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設整備について

（仮称）新ごみ焼却施設整備について

※画像は玉川上水側からのイメージです。

１. 完成予想図

３. 工事スケジュール

※基礎工事中

２. 工事状況（平成31年3月15日）
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建築工事

基礎工事（掘削した地下部に鉄筋を組み、コンク
リートで基礎を作る）
鉄骨建方（鉄骨を組上げ、建物の骨組みを作る）
屋根・外装工事
内装工事

建築機械電気工事
配管、配線工事
建築機械、電気工事

外構工事 壁、門扉、植栽、地面舗装等の工事
機械据付工事 破砕機、コンベヤ等の機械設備の設置
試運転・性能試験
施設稼働

報告

　　　〔討議要旨〕
　　　（衛生組合）
　　　　�新工場は防臭・防音についてしっかりと対策している。作業も全て屋内で

行う。
　　　　手選別により、ガスボンベ等の爆発も防止する。
　　　　�工事期間中は騒音によりご迷惑をお掛けすることがあると思うが、よろし

くお願いしたい。

　　⑷えんとつフェスティバル2018開催結果について
　　　�「えんとつフェスティバル実行委員会事業実績報告」「平成30年度えんとつ

フェスティバル2018会計報告」「えんとつフェスティバル2018収支結果」を
基に説明･報告。

　　　　※質疑なし。

　　⑸自治会長及び専任者の届出について
　　　�「自治会長及び専任者の届出について(依頼)」「平成31年度自治会長及び専任

者について」「小平･村山･大和衛生組合のごみ処理事業に関する連絡協議会設
置要綱」を基に説明。提出期限:平成31年３月29日(金)

　　　　※質疑なし。

　　⑹施設見学会について
　　　「平成30年度連絡協議会施設見学会行程表」を基に説明。
　　　参加者票提出期限（３/１(金)）を確認し、近日中の提出を再依頼。
　　　集合時間・出発時間の変更を伝えた。
　　　　※質疑なし。
　　　〔討議要旨〕
　　　　（衛生組合）
　　　　　�集合時間･出発時間を変更した。集合時間７:00→６:45、出発時間�

７:15→７:00。参加予定者にはその旨別途通知差し上げる。

　　⑺その他
　　　　・（仮称）不燃･粗大ごみ処理施設パース図、プロジェクターを使い補足説明。
　　　　・足湯施設運営連絡会への連絡協議会としての意見･要望を伺ったが、特に

なし。
　　　　・組合から各自治会へ、「自治会・管理組合への意見交換会」開催を再依頼

した。

　　　　※質疑なし。
　　　〔討議要旨〕
　　　　（衛生組合）
　　　　　・今月中に足湯施設運営連絡会を開催する。足湯について連絡協議会と

しての意見・要望はあるか。→なし。
　　　　　・現在、連絡協議会は会長不在であり、組合としては非常事態であると考

えている。衛生組合と近隣住民とのコミュニケーションを図る手段の
一つとして、連絡協議会は継続させたいと考えている。以前、各自治会・
管理組合総会時に組合事務局をお呼びいただき、その場で連絡協議会
の意義をお伝えしたいという御連絡をしたが、再度改めてそのお願い
をしたい。連絡協議会の存続について、連絡協議会に出たくない理由と
して、①施設の稼働については特に心配していない、②自治会長も大変
なのに夜も呼び出され会員にも連絡しなければならない、③連絡協議
会に出てもメリットが何にもない、と大きく３つの意見がある、①につ
いては、今後、新施設の運営について近隣住民の意見を取り入れること
は当然であると考えている。②については、回覧版等でお知らせを依頼
する情報も出てくるが、会議内容は、「広報えんとつ地域版」でお知らせ
している。③については、現状の予算の範囲内で、この近隣地域に対し、
足湯施設の設置や野火止用水緑道の清掃、収集車の監視など、できる限
りの努力はさせていただいている。

　　　　　　　今後は、新施設が建設･稼働していく中、利用しやすい施設(例えば、
災害時の利用やイベント開催時の利用)にするということも含め、意見
をいただきたいと考えている。建て替えの目的は、施設の老朽化もある
が、それだけではなく、新施設は、今までいただいたごみ処理施設に対
する御意見を反映させるべく取り組んでいる。

　　　　　　　顔が見える、交流の場を継続したい、この連絡協議会を説明会にはし
たくない、という思いがあるので、再度「意見交換会」の開催の検討をお
願いしたい。

　　⑻意見･要望について
　　　　なし

３　そ の 他
　　　なし

４　閉　　会

たくさんの御来場
ありがとうございました！
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第 3 回（第 119 回）連絡協議会 ･ 第 2 回えんとつフェスティバル 2018 実行委員会 合同会議　会議要録

第４回（第 120 回）連絡協議会　会議要録

第５回（第 121 回）連絡協議会　会議要録

小平･村山･大和衛生組合のごみ処理事業に関する連絡協議会の会議要録
（平成30年9月〜平成31年2月開催分）

日　時　平成30年 9 月19日（水）午後 7 時から午後 8 時25分まで
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

1　開　　会　

2　議　　題
　　○連絡協議会
　　⑴組織市、衛生組合からの連絡・報告
　　　　（小平･村山･大和衛生組合）
　　　　　業務課 : �「焼却施設維持管理状況一覧表」について、全て国が定めた基準

値以下に管理できていることを報告。
　　　　　計画課 : ・(仮称)不燃･粗大ごみ処理施設の工事進捗状況等について、①

整地も含め旧施設解体完了は10月中旬まで　②11月から新
施設の建設工事開始

　　　　　　　　　　以上2点を報告。
　　　　　　　　　・広報「えんとつ」全域版(№47)の新聞折込配布(9/28(金))と

同地域版(№46)の各戸配布(9/25(火)〜9/28(金))の実施を
報告。

　　　　　　　　　・こもれびの足湯休場(9/25(火)〜10/4(木))のお知らせ。
　　　　　　　　　・「自治会･管理組合への意見交換会」について、現在までに、

13自治会中4自治会から回答があり、その4自治会中の1自治
会との意見交換会実施を報告。

　　　〔討議要旨〕
　　　　（小平･村山･大和衛生組合業務課長）
　　　　　�　「焼却施設維持管理状況一覧表」について、測定結果は全て国が定めた

基準値以下であった。引き続き、安全操業に努めていく。
　　　　（小平･村山･大和衛生組合施設更新担当参事)
　　　　　�　(仮称)不燃･粗大ごみ処理施設の工事進捗状況等について報告させて

いただく。
　　　　　�　現在、旧小平市清掃事務所の基礎部分の解体に着手している。整地も含

め、完了は10月中旬までの予定。11月からは新工場の建設工事が始ま
る。2020/4月からの操業開始を計画している。

　　　　（小平･村山･大和衛生組合計画課長）
　　　　　�　広報「えんとつ」全域版(№47)を9/28(金)の新聞折込にて配布する。同

地域版(№46)については9/25(火)〜9/28(金)の間で各戸配布を実施す
る。えんとつフェスティバル2018が10/6(土)に開催される。皆様お誘い
あわせの上、ぜひお越しいただきたい。えんとつフェスティバルポスター
は、小平市の後援名義使用許可が出次第、皆様に配布させていただく。今
週中には配布可能となる見通しである。

　　　　　�　こもれびの足湯が9/25(火)〜10/4(木)の間休場する。焼却施設の設備
点検で炉を止めるため、湯の温度の調整ができなくなる。ご迷惑をお掛け
するがご理解願いたい。

　　　　　�　「自治会･管理組合への意見交換会」について、現在までに4自治会から
回答をいただいている。その中で、1自治会については日程の再調整中。
1自治会については意見交換会を実施した。その他、2自治会は意見交換
会の希望なし。残りの9自治会については、今後、ぜひ意見交換会の開催
をお願いしたい。

　　　　　※議題⑴について、質問なし。

　　⑵意見･要望について
　　　　なし。

　　　※連絡協議会は閉会

　　○えんとつフェスティバル2018実行委員会
　　⑶えんとつフェスティバル2018について
　　　①概要説明
　　　　事業概要を報告。
　　　〔討議要旨〕
　　　　（フェスティバル実行委員会事務局）
　　　　　−資料「開催要項」と「開催趣旨書」を基に説明−
　　　　　�　これらは8/22（水）開催の第1回えんとつフェスティバル2018実行委

員会で承認されたものである。2017年版との修正点のみ説明する。「開
催要項　5�日�時」中の表記、「雨天」を「荒天」に変えた。「趣旨書」の変更
点はなし。その他詳細は委員各位でご確認いただきたい。次に「収支予算
書」を説明する。これも前述の実行委員会で承認された。「収入」の「売上」
(66,000円)は規模縮小分を見込み少なく見積もった。「支出」の「記念品
代」(0円)は、実行委員会の意見で削減とした。

　　　　（質　疑）
　　　　　・売上予算見積りを減額した要因は。
　　　　　　→（フェスティバル実行委員会事務局）
　　　　　　　　�　見積りなので、前年度の売上決算額(69,540円)をベースに計算

した。69,540円の95%とした。2016年との比較で2017年の売
上額が減少した要因については分析していない。

　　　　　　　※以下は、委員から挙げられた売上額減少要因についての主な意見
　　　　　　　　�天候(昨年は雨模様)があまり良くなかったこと、2017フェスティ

バルはそれまでのフェスティバルの内容を大幅に変更させたこと、
売物品を減らしたこと、が影響していたのではないか。

　　　②各部会の進捗状況
　　　　・ステージ : ステージ出演者(一部)の紹介文の一部、「演奏しながら演武を

披露」を「演武ありの演奏を披露」に変更。
　　　　・模 擬 店 : エプロンの在庫確認。「食器初期洗浄マニュアル」的なものを

作り、当日協力団体に渡す。
　　　　・イベント : ワークショップの管理は、組合企画委員で行う。ボランティア

は割り振らないようにする。運営について、今回は時間制を導
入する。

　　　〔討議要旨〕
　　　　（フェスティバル実行委員会事務局）
　　　　　�−「えんとつフェスティバル2018　模擬店出店一覧」、「えんとつフェ

スティバル2018イベント部会企画書」、「えんとつフェスティバル
2018(ステージ部会)」、「えんとつフェスティバル2018　協力団体・参
加団体一覧」の説明−

　　　　　　�　総務については、現在ステージ組立に目途がついた状況。その他、役
割の詳細を詰めている。イベント担当については、こちらも詳細を詰め
る段階。ステージ担当については、ステージ出演者及び出演時間が決定
し、こちらも詳細を詰める段階。模擬店部会については、こちらも最終
段階で、準備物品の確認、各種数量の確認中である。「協力団体・参加団
体一覧」について、このとおり協力・参加が決定した。

　　　　（質　疑）
　　　　　・演武の件。過去、「舞台で刀を振り回して演じることはけしからん」とい

うことで、出演不可となったことがある。演武をメインにするのではな
く、演奏をメインにしたほうが良く、「演奏しながら演武を披露」ではな
く「演武ありの演奏を披露」に表現を変えてもらいたい。

　　　　　　→（ステージ部会長）
　　　　　　　　了承した。

　　　　　・エプロンの在庫はあるか。
　　　　　　→（フェスティバル実行委員会事務局）
　　　　　　　�　確認し、確保する。⇒後日、在庫数33枚を確認。
　　　　　・食器返却について、返却される食器の初期洗浄が必要。具体的に明確に

その処理方法を協力団体に伝えるべきと考えるが。
　　　　　　→（組合企画委員会委員長）
　　　　　　　�　「食器初期洗浄マニュアル」的なものを作り、当日協力団体に渡す

こととする。

　　　　　・ワークショップの件。前回の実行委員会で、「粗大ごみを再利用」には問
題があるのではという話の中で、それはやらないということで決定し
なかったか。

　　　　　　→（フェスティバル事務局）
　　　　　　　�　やらないという決定には至っていなかった。再考することは必要

だが処分される前の最後の利用ということで、事務局側では説明し
ていた。

　　　　　・ワークショップの監視ボランティアの件。昨年、そこに割り振られた協
力者の方から「休憩もとれず、管理については学生は美術指導しかしな
いから、まとめるのにとにかく大変だった。」とのことだった。一考を。

　　　　　　→（企画委員会委員長）
　　　　　　　�　了解した。組合企画委員で管理業務を行う。ボランティアは基本割

り振らないようにする。今回は、時間制を導入し、管理のしやすさを
考慮する。

　　　③その他
　　　　・上宿小青少対への「協力金」(表現は未確定)を、他団体との整合性や現金

を渡す根拠を考えつつ、現金で渡す方法を探る方向で実行委員会・事務
局で検討する。

　　　　・ボランティアは、現在3自治会から5人の推薦があると報告。
　　　〔討議要旨〕
　　　　・余ったザラメは上宿小青少対に渡るのか。来年は上宿小40周年記念で、

資金があれば助かるので、わたあめの売上の一部を上宿小青少対に回し
ていただけるよう検討願いたい。

　　　　　→（フェスティバル実行委員会事務局）
　　　　　　�　売上げをそのまま渡すというのは、他の協力団体や参加団体との売

上げを取り扱う上での整合性が取れなくなる可能性が高くなる。例え
ば、協力金というような形だとか、実行委員会からの寄付という形であ
れば可能かもしれないが、いずれにしろ、「現金を渡す」にはそれなりの
根拠がないとできないので、その根拠を探す方向で検討する。そのこと
について実行委員各位にも、今後、ご協力願いたい。

　　　　・ボランティア募集の件。どのような状況か。
　　　　　→（フェスティバル実行委員会事務局）
　　　　　　　3自治会から5人の推薦をいただいている。

3　そ の 他
　　なし

4　閉　　会

日　時　平成30年10月23日（火）午後 ７ 時から午後 ７ 時45分まで
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

１　開　　会　

２　議　　題
　　⑴組織市、衛生組合からの連絡・報告
　　　　（小平市）
　　　　　・H31/４/１(月)からのごみ有料化についての市民説明会及び出前講座

の開催結果(現在まで)の概要報告。
　　　　　・産業まつり開催(H30/11/10(土),11(日))のお知らせ。
　　　　（東大和市）
　　　　　・「飼い主のいない猫セミナー」開催(H30/10/27(土)�14:00)のお知らせ。
　　　　　・産業まつり開催(H30/11/３(土),４(日))のお知らせ。
　　　　（武蔵村山市）
　　　　　・村山デエダラまつり開催(H30/10/27(土),28(日))のお知らせ。
　　　　（小平･村山･大和衛生組合）
　　　　　総務課 : H30/９/25（火）,26（水）、松の木通りでの、ごみ収集車交通安全

監視活動の実施を報告。
　　　　　業務課 : ・「焼却施設維持管理状況一覧表」について、全て国が定めた基

準値以下に管理できていることを報告。
　　　　　　　　　・H30/11/１(木)実施予定の東京都による玉川上水側の倒木

処理のお知らせ。
　　　　　計画課 : えんとつフェスティバル2018の開催結果概要を報告。
　　　〔討議要旨〕
　　　　（小平市）
　　　　　　H31/４/１(月)から家庭ごみの有料化及び戸別収集を開始する。その

ための市民説明会と出前講座を開催した。市民説明会については、H30/
９月を中心に現在まで市内10施設で実施し、計2,137名の参加があった。
出前講座については、市民説明会と同時期内で115回実施し、計5,622名
の方々に説明ができた。また、市民説明会については、より具体的な内容
が確定するH31/２月に再度複数回実施する予定である。出前講座につ
いては、今後も積極的に取り組んでいきたい。

　　　　　　H30/11/10(土)10:00〜16:00,11(日)９:00〜15:00、産業まつりを
開催する。場所は小平市福祉会館広場。ぜひお越しいただきたい。

　　　　（東大和市）
　　　　　　H30/10/27(土)14:00、東大和市役所･会議棟で「飼い主のいない猫セ

ミナー」を開催する。興味がある方はお気軽に参加していただきたい。
　　　　　　H30/11/３(土),４(日)、産業まつりを開催する。ごみ対策課としては、

子ども服の無料交換会、フードドライブ、使用済み携帯端末等の回収を実
施する。また、最終日には野菜で作った宝船を解体後、その野菜の無料配
布も行う。ぜひお越しいただきたい。

　　　　（武蔵村山市）
　　　　　　H30/10/27(土),28(日)、村山デエダラまつりを開催する。ごみ対策課

としては、フードドライブ、生ごみモデル事業で作った堆肥の配布、小型
家電の回収等を実施する。小平･村山･大和衛生組合のPRブースを用意し
ている。28(日)には、武蔵村山市の観光大使になったタレントの薬丸裕
英氏が来場する。ぜひお越しいただきたい。

　　　　（小平･村山･大和衛生組合）
　　　　　総務課 : H30/９/25(火),26(水)、松の木通りでごみ収集車両の交通安全

監視活動を実施した。結果は概ね良好であった。
　　　　　業務課 : 「焼却施設維持管理状況一覧表」について、測定結果は全て国が

定めた基準値以下だった。
　　　　　　　　　H30/11/１(木)、東京都が台風の影響による倒木(玉川上水側)

の処理を行う。
　　　　　計画課 : えんとつフェスティバル2018の開催結果概要について、

H30/10/６(土)�10:00〜15:00に開催した。天候にも恵まれ、
実行委員を中心として、自治会の方々、３市、その他各協力団体
等、各方面のお力添えで全体的には滞りなく開催できた。感謝申
し上げる。来場者数は約2,500名と公称する。

　　　　（質　疑）
　　　　　・保存樹林(足湯北側)にも台風で多数の倒木の被害が発生した。それら

の処理については個人で依頼するものなのか。その他、粗大ごみも廃棄
されている。その連絡先はどこか。

　　　　　　→(小平･村山･大和衛生組合）
　　　　　　　�　当組合から各方面の該当部署に連絡するので、具体的に教えてい

ただきたい。

　　⑵(仮称)不燃･粗大ごみ処理施設整備工事について
　　　　�　H30/11/４(日)実施予定の「小平･村山･大和衛生組合�(仮称)不燃･粗大

ごみ処理施設建設工事説明会」の内容を説明。
　　　　※質疑なし。
　　　〔討議要旨〕
　　　　※プレゼンテーションソフトを使用し説明。説明員:計画課�施設更新担当

参事。資料「小平･村山･大和衛生組合�(仮称)不燃･粗大ごみ処理施設
整備工事について」は、11/４(日)に実施する説明会の案内である。
10/25(木),26(金)、この周辺地域(中島町)にポスティング予定である。

　　⑶意見・要望について
　　　　なし

３　そ の 他
　　なし

４　閉　　会

日　時　平成31年 ２ 月28日（木）午後 ７ 時から午後 ８ 時まで
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

１　開　　会　

２　議　　題
　　⑴組織市、衛生組合からの連絡・報告
　　　（武蔵村山市）
　　　　・菜の花ガーデン開催のお知らせ。
　　　　・３月下旬からかたくりの花が見頃のお知らせ。
　　　（小平･村山･大和衛生組合）
　　　　総務課 : 組合定例議会開催(２/19(火))の報告。
　　　　　　　　自衛消防訓練(３/４(月))実施のお知らせ。
　　　　業務課 : 焼却施設維持管理状況の報告。全て国が定めた基準値以下に管理

できていることを報告。
　　　　　　　　組合敷地東側のブロック塀撤去のお知らせ。
　　　　計画課 : ３/２(土)〜３/７(木)　足湯休場のお知らせ。
　　　　※質疑なし。
　　　〔討議要旨〕
　　　（武蔵村山市)
　　　　・現在、菜の花ガーデン開催中。村山団地の北、新青梅街道沿いに位置する

場所で、９時から16時まで(最終入場15時40分)、４/５(金)まで開催して
いる。３/２(土)、イベントを開催する。摘み取りもできる。入場料無料、駐
車場あり(無料)。

　　　　・３月下旬からかたくりの花が見頃になる。かたくりの湯にお寄りの際は、
ぜひそちらもご覧いただきたい。

　　　（小平･村山･大和衛生組合）
　　　　・総務課 : ２/19(火)、衛生組合定例議会が開催された。来年度予算を含む

４議案が、いずれも可決された。３/４(月)、組合内で自衛消防訓
練を実施する。

　　　　・業務課 : 「焼却施設維持管理状況一覧表」について、測定結果は全て国が
定めた基準値以下に管理できている。

　　　　　　　　　現在、組合敷地東側のブロック塀撤去作業を実施中。３/１(金)、
簡易ネットフェンス設置予定。

　　　　・計画課 : 足湯休場について、３/２(土)〜３/６(水)臨時休業、３/７(木)定
期休場する。

　　　　　　　　　再開は３/８(金)から。

　　⑵�組合３施設（資源物中間処理施設、（仮称）不燃･粗大ごみ処理施設、（仮称）新ご
み焼却施設）整備について

　　　　�　組合３施設（資源物中間処理施設、（仮称）不燃･粗大ごみ処理施設、（仮称）
新ごみ焼却施設)の現況を報告。

　　　　※質疑なし。
　　　〔討議要旨〕
　　　（衛生組合）
　　　　・資源物中間処理施設:現在、工事の最終段階。４月から３市の資源物を受

け入れる。
　　　　・（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設:業者と設計の協議を行っている。現在は

建物基礎部分の工事を実施中。
　　　　・（仮称）新ごみ焼却施設:事業者選定に向けた事務作業を進めている。

　　⑶（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設について
　　　　�　「(仮称)不燃･粗大ごみ処理施設」「(仮称)不燃･粗大ごみ処理施設整備工事

スケジュール」「(仮称)新ごみ焼却施設及び(仮称)不燃･粗大ごみ処理施設整
備スケジュール」を基に説明・報告。

　　　　※質疑なし。
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