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えんとつフェスティバル 2 019

10/12（土）

ご来場お待ちしています

午前10時〜午後3時

荒天の場合13日
（日）
に順延
（13日も荒天の場合は中止）

○清掃工場ミニツアー（清掃工場の見学会） ○模擬店（焼きそば等）
○参加型イベント（クイズラリー等）
○ステージ（バンド演奏、よさこい等を予定）
※内容は都合により変更することがあります。
○参加団体等のブース その他
フードドライブの実施について
フードドライブとは、家庭で余っ
ている食べ物を学校や職場等に持ち

野火止用水（緑道）

←玉川上水駅

東大和市駅→
松の木通り

出入口

寄 り、 そ れ ら をNPO法 人 を 通 し て
福祉団体や施設等に寄付するボラン
ティア活動です。今回も、会場（３市
情報コーナー）で、未利用食品の回収

10t収集車展示
計量機
ごみ収集車展示
障がい者
駐車場

を実施いたします。回収できる食品
の条件等は以下のとおりです。

トイレ（男性専用）

自転車置き場

トイレ
（女性専用）

本部

美大生コーナー

ステージ

模擬店
コーナ
ー

休憩スペース

トイレ
焼きそばは皿持参で、
（女性専用） 割引あり。
（使い捨て
容器は対象外）

焼きそば
ポップコーン
わたあめ
飲み物
食器返却場所

〈回収できる食品の条件〉
未開封で包装や外装が破損してい
ないもの、賞味期限が明記されてお

48

No.

○（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設
（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設は、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。今年度中の完成に向け、引き続き安全に作業してまいります。

☆工事状況見学会開催しました。

令和元年7月20日
（土）
に
（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設の工事状況見学会を開催しました。建設現場の近くから主な機器の配置と車
両の動線について説明し、30分程度見学していただきました。当日は梅雨明け直後でとても暑い中での見学でしたが、15名の方に
参加いただきました。ご参加いただきありがとうございました。次回は、えんとつフェスティバル（令和元年10月12日（土））のイベ
ントの中での開催を予定していますので、是非ご参加ください。

○（仮称）新ごみ焼却施設
（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年度の稼働に向け手続きを進めています。

☆中島通りの移設工事を行います。

組合敷地東側の道路（中島通り）を、隣接する樹林(飛び地となっている組合所有地)に移設し、組合敷地を一体化する工事を行います。一
体化する部分は、焼却施設建設時に解体や仮設のために活用し、工事完了後は緑地や駐車スペースとして利用する予定です。工事に際し
ては、周辺の住民の方には影響が少ないよう計画を立てて、安全に作業を行ってまいりますが、樹木の伐採・抜根、埋設管や電柱の移設
工事等のため、一時的に道路が通行できない場合があります。工事期間中はご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解、ご協力くださいます
ようお願いいたします。

り、１ヶ月以上先のもの。

現状

〈回収品目〉

移設後

お米（白米）、パスタ、食用油、しょ
うゆ、みそ、砂糖などの調味料、イ
ンスタント・レトルト食品、缶詰、コー
ヒー、お茶など

出入口
玉川上水（緑道）

小平・村山・大和衛生組合
玉川

上水

駅

西武

市駅

拝島

和
東大

玉川

線

上水

り
木通

松の

こもれびの足湯

薬用植物園

立川
通り

多摩モノレール

割引情報

街道
青梅

駅
玉川上水

（会場案内）
小平・村山・大和衛生組合
（小平市中島町２番１号）
東大和市駅または玉川上水駅から
徒歩約 分

10

〔会場でのお願い〕
○ペット類の入場はできませんので、ご了承ください。
○駐車場はありませんので、徒歩、自転車、または公共交通機関を
ご利用ください。（※障がい者用駐車場あり）
○模擬店ではデポジット※にご協力ください。
（※デポジット:再利用のための回収を目的として、あらかじめ販

売価格に容器代を上乗せし、容器を返却した場合にその容器代を
返却するシステム）
主管：えんとつフェスティバル2019実行委員会
主催：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／小平・村山・大和衛生組合
後援：小平市／東大和市／武蔵村山市
協力：武蔵野美術大学えんとつ仲間／㈲常盤組／川重環境エンジ
ニアリング㈱／メタウォーター㈱／メタウォーターサービ
ス㈱／BIG BOX東大和／小平市清掃事業協同組合／東大和
市清掃事業協同組合／武蔵村山市清掃事業協同組合

本紙「えんとつ地域版No.48」を当日お持ちください。
模擬店の割引券を差し上げます。

割引券発行チェック

こもれびの足湯
○資源物中間処理施設

エコプラザ スリーハーモニー

こもれびの足湯

平成30年１月から着工し工事を進めてきた資源物中間処理施設が竣工し、平成31年４月１日から「エコプラザ スリーハーモニー」とし
て操業を開始しています。
「エコプラザ スリーハーモニー」は、小平市・東大和市・武蔵村山市の家庭などから排出されるペットボトルと容器包装プラスチッ
クの選別・圧縮・梱包及び保管をする施設です。
操業については、安全を第一に、安心していただける管理・運営に取り組んでまいります。
施設案内図

令和元年度第１回（第122回）連絡協議会

掲載。
連絡協議会には個別に6/20（木）19：00説明会開催。

会議要録

１. 開催日時：令和元年5月30日（木） 午後7時から午後8時20分まで

［質疑］

令和元年度第2回（第123回）連絡協議会

 「武蔵村山市一般廃棄物処理基本計画」の中で令和4年度を目途

会議要録

に有料化を目指すこととしている。また、今年度、市内2,800世帯を

１. 開催日時：令和元年6月20日（木） 午後7時から午後8時まで

対象に「ごみ有料化・戸別収集等に関するアンケート」を実施し、今

・工事車両等について。速度管理を徹底していただきたい。工事に伴う工
２. 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

事車両等の往来が頻繁になると思われるが、それに伴い発生するよう

年度中に
「ごみ有料化・戸別収集」
に関する基本方針を策定する。

２. 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

な道路損傷の補修は直ぐに対応してもらえるのか。
３. 出席者数：地
 域住民代表者 合計13名
（今年度構成員10名 前年度構成員3名）
組合構成市職員2名

組合職員4名

→
（衛生組合）

事務局6名

（3）
（仮称）
新ごみ焼却施設整備事業環境影響評価書案について

３. 出席者数：地域住民代表者6名
組合構成市職員3名

速度管理については、引き続き、事業者への指導を徹底していく。

 資料
「（仮称）新ごみ焼却施設整備事業環境影響評価書案説明会」とプレ
組合職員4名

事務局4名

ゼンテーションソフトを使用し、
重要な点を抜粋し説明。

道路補修については逐次対応させていただく。
４. 傍聴者数：3名

・中 島町周辺の道路通行に関し、工事車両の重量制限のようなものはあ

４. 傍聴者数：2名

〔質疑〕

るのか。
５. 議題及び結果要録

→
（衛生組合）

（1）連絡協議会の概要説明

 道路規制により、規制重量超過車両は通行できないことになって

		
５. 議題及び結果要録

・組合東側の道路（A-3号線）を移設するようだが、その道路は元々組合が
所有しているものなのか。
なぜ移設が必要なのか。

（1）連絡協議会会長･副会長の選出について

→
（衛生組合）

 資料
「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

いる。

		 【結果】

 道路は小平市道。道路の土地は組合所有。移設予定道路に接して

置要綱」を基にその要点を説明。

 工事車両の問題、道路舗装状況の問題等、何か気づいたことがあっ

		

下記のとおり決定した。

いる保存樹林の西側の土地の一部
（移設予定道路と同程度の面積）

たらまずは衛生組合にご連絡いただきたい。関係各所と共に対応し

		

・会

が組合所有となっているため、当該道路がほぼその形状のまま東

ていく。

		

・副会長：木田礼子氏（幸町6丁目自治会専任者）

（2）自己紹介：小平市・東大和市の担当課長及び衛生組合の担当職員、自治会
長及び専任者

・ご み運搬車両の経路は決まっているのか。工事関係車両はどの辺りを
通行するのか。
工事関係車両の経路等は学校関係者は知っているのか。

（3）組織市、衛生組合からの連絡・報告

長：松原彰士氏（中島ハイツ自治会専任者）※当日欠席

側（現状の保存樹林内にある組合所有の土地上）に移動するイメー

（計画課）

ジである。

 事務局から指名させていただきたい。会長に中島ハイツ自治会専任者

 移設し組合敷地の拡張が必要な理由は、現状の敷地面積では旧

→
（衛生組合）

の松原様、副会長に幸町6丁目自治会専任者の木田様。両名には事前交渉

粗大ごみ処理施設の解体等が困難となるため可能な限りの拡張が

小平市：

 ごみ搬入車両の経路は決まっている。工事関係車両の経路は東大

により就任の内諾を得ている。構成員の皆様、よろしいか。

必要なこと、新ごみ焼却施設建設工事中は、現在の車両出口付近に

①今年度4月から家庭ごみ有料化・戸別収集を開始した。

和市駅南側道路（松の木通り）となる。なお、その経路等については、

→（連絡会構成員）

仮設計量機や仮設事務所を設置し、そこが車両の出入口となるた

②ごみ量の比較速報値（昨年4月分と今年4月分の比較）
の報告。

現状、学校関係者には知らせていない。今後、工事期間や工事車両の

異議なし。

め、出入りがスムーズに行われる程度の敷地の確保が必要となる

経路が具体的になり次第、それらをお知らせする。

※会長・副会長が正式に決定された。

ためである。なお、その道路は建設工事終了後も通常道路として使

以降の会議進行について、本日、松原氏欠席のため、副会長の木田氏に依

用する。拡張した分の組合敷地は、全ての建設工事終了後、駐車場

頼。

や場内広場として使用する予定である。

燃やすごみ-約16%減

燃やさないごみ-約83%減。

東大和市：
・広報紙「ごろすけだより2019年5月発行第8号」
の内容説明。

（6）
えんとつフェスティバルについて

 「エコプラザ スリーハーモニーについて」
「ふくろう塾
“小平･村山･大

今年度は10/12
（土）
10:00〜15:00開催。

和衛生組合とは?”
“東京たま広域資源循環組合とは?”」
「食品ロス削減

荒天の場合は翌日に順延。
翌日も荒天の場合は中止。

について」
「指定収集袋のヒミツ」
「リチウムイオン電池の適切な分別･

実行委員選出の協力を依頼。

排出を!」
「平成30年度活動報告」
「東大和市環境市民の集いの案内」

（衛生組合）

（2）組織市、衛生組合からの連絡・報告
小平市：

 資料「えんとつフェスティバル実行委員募集」
「えんとつフェスティバ

 家庭ごみ有料化開始から約2ヵ月半経過した中で、問合せ等が多少落ち

ル実行委員会

衛生組合：

 実行委員会形式をとっているため、自治会員の方々には実行委員とし

着いてきた印象である。今後も、分別の徹底・資源化等に係る施策を実施

総務課

て御協力願いたい。

していくので、ぜひ御協力願いたい。

・組合議会について。昨日5/29
（水）臨時議会開催。議長・副議長を選出。
業務課
・資料「平成30年度

（7）
意見・要望について

 東大和市は、家庭ごみ有料化を平成26年10月から開始し約5年経過し

が要因と考えているか。

あるのか。

武蔵村山市：

→
（衛生組合）
 委員は近隣自治会の方である。年齢制限については、今までは高
校生以下が委員になったことはない。実行委員会開催時間が夜間

・連絡協議会の年間スケジュール表の作成･配布を検討する。

 ひまわりガーデンが、今年度は7/20（土）〜8/6（火） 9:00〜17:00

なのでその点の考慮も必要になるかと思われる。

・次回連絡協議会開催日:6/20（木）19:00から。

入園無料、で開催される。
7/27
（土）にはイベント開催予定。場所は武蔵村

 武蔵野美大の学生には、委員としてポスターやステージ背景の

→（小平市）

山市緑が丘の北西側の土地。ぜひ来場していただきたい。

 1回/週の収集回数が1回/4週になったことで一層の分別が必要に

［意見］

なったこと、燃やすごみの対象を拡げたこと、
4月からの有料化前に
ごみを整理したことが要因ではないかと推測している。
・武 蔵村山市だけごみ有料化にしないのはなぜか。ごみ有料化について
組合は何の助言もしないのか。
→（衛生組合）※武蔵村山市欠席のため

制作等の協力を得ている。

衛生組合：

連絡協議会に参加することによって参加自治会がメリットを感じとれる

業務課

ような運営方法が必要ではないかと思われる。

・資料「平成31年度

・フェスティバル当日の（仮称）新不燃･粗大ごみ処理施設工事は休工か。
また、
その建設現場見学の企画はあるのか。
焼却施設維持管理状況一覧表」の説明。

→
（衛生組合）

→
（衛生組合）

計画課

 フェスティバル当日の建設工事は休工。建設現場見学は、案とし

 連絡協議会の運営方法について、今後も、各自治会と意見交換してい

①連 絡協議会構成自治会員を対象に現状の
（仮称）新不燃･粗大ごみ処理

ては組合側でもっている。今後の実行委員会で内容等を詰めてい

きたいと考えている。
自治会総会等に遠慮なくお呼びいただきたい。

 武蔵村山市の市政運営の課題の一つであり、有料化する、しないに

施設建設工事現場の見学を計画している。日程等、決定次第ご連絡する

けたらと考えている

のでぜひご参加いただきたい。

ついては市の判断であり、組合には、それについて決定等できるよう

［要望］

②6/24
（月）〜29
（土）
の間、
構成市3市・立川市の各市指定会場及び当組合

な権限がない。組合は、市の判断に基づき、構成市のごみを処理し、ご

連 絡協議会の年間スケジュール表があると、自治会において連絡協議会

会議室において、新ごみ焼却施設整備事業環境影響評価書案の説明会

み処理施設を適正に管理・運営することが役割である。

の説明や報告がしやすくなるし、例えば、代理出席者の都合等もつけやす

を実施する。

 武蔵村山市は「令和4年度から家庭ごみ有料化を実施する計画があ

くなると思うので、
その作成･配布をお願いしたい。

る。」という情報は得ている。

→
（衛生組合）
作成･配布の方向で検討する。

（4）連絡協議会会長・副会長の選出について

③前回会議での要望事項についての報告。

・次回連絡協議会開催日：6/20（木）19：00から。

・次回に持ち越し。
会

なし
（6）
その他
なし

本日、会長・副会長が正式決定したので、両役員と調整し、
後日報告する。
 現地確認後、小平市道路課と現地写真を確認しながら打合せを行っ
た結果、小平市道路課としては、現状は、通常考えられる劣化・損耗の範

６. 閉

（5）
意見・要望について

・連絡協議会年間スケジュールについて
・松の木通りの道路のひび割れ補修について

【結果】

囲内であるとのことだったが、今後も1回/週の市内道路パトロールに

 次回選出できるよう、今後、構成員の方々に声を掛けさせていただき

おいて状況を継続して確認していくとのことだった。また、何かあった

たいと考えている。

ら随時相談していただきたいとのことだった。

（5）
（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

 小平市、東大和市、武蔵村山市、立川市の6月市報に開催日時･場所を

・委 員の方々は近隣の方か。また、例えば、
「大学生以上」等の年齢制限は

施している。

【結果】

・小平市報告の、
「燃やさないごみの量、前年4月比約80%減」について、何

ケジュール」
及び
「建設予定地の現状
（平成29年度）
」
を基にその内容説明。

〔質疑〕

 本年4月から食品ロス対策としてフードドライブを毎月第三週目に実

連絡協議会の今後について

・環境影響評価書案の説明会開催のお知らせ。

お手元に配布した資料を活用し、
自治会の方々にお知らせ願いたい。

量対策を講じていきたいと考えている。
（8）
その他

［質疑］

・資料
「
（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

（衛生組合）

たが、最近、家庭ごみが若干増加傾向にある。今後は今まで以上にごみ減

なし

計画課

（衛生組合）

構成イメージ」
を基に実行委員の募集について説明。

東大和市：

焼却施設維持管理状況一覧表」
の説明。

・灯りまつりについて。今年度開催日時は8/3（土）
18：30〜21：00。

（4）
えんとつフェスティバル実行委員会について

〔質疑〕
・武 蔵村山市だけごみ有料化の計画が具体化していないが、いつ頃にな
るのか。
→（武蔵村山市）

６. 閉

会

