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聞6：00より中央公民館で

当会は原則毎月第8日曜日

会合を開いています。
貴方も参加してください。

平成29年5月14日︵日︶用

時30分より第引回3市共同

聴する雷にしましち

断する事が大切だと考え傍

開催されているのに︑一切

4月8日に︑この協議会も

いるにも関わらず︑過去の

る︒衛生組合も︑晶して

悦明もない︑協嬢童の重要 旛蓼録に反映されていな
性を理解していないのでは い︒嬢揮線の紀舷をきちん

会議は︑周辺住民の中か
ら選ばれた会長の雑事で進

め︑議長より︑今後このよ

真大和市も不手際を認

の過程で︑現行の平面園︑

入りました︒しかし﹁検討

嬢長からも覆行するよう
にとの発音で図面の検討に

資源物処理施設整備地域連

絡協議会︵以下 凌金︶が

会への不備の声が出ている

ないか︒周辺住民から協議

この協鰻重は︑桜が丘2

められました︒璽喝 工事

立面図では︑素人の市民に

と履行して欲しい︒

されました︒

桜が丘市民センターで開催

丁目に建設予定の3市共同

でこの幣は打ち切られまし

見もあり次回の会縫雷でに

は︑理解が進まないとの意

うな事の無いようにとの書

工事のスケジュールを長期

た︒その後︑衛生組合から︑

スケジュールを巡り︑住民

あった現施政のプレハブ建
畳の解体が︑周辺住民に衆

事になりました︒

依頼し衛生組合が苦する

側より6月から実施予定で

3市︵小平︑東大和︑武蔵村

るとの話の説明から施工後

包括的運営事業適用可能性
駒盃を奏詭する為︑遅らせ

プラ施設︶の建設に隣し︑

山︶︑小平・村山・大和衛

も︑従来遠耳岳月の実施予

知が不徹底のまま︑I月か
ら始められ︑今回の資料で

資濠物処理施設︵以下 廉

生組合︵以下衛生組合︶の1
団体と鹿プラ施政建設地周
理組合により構成されてい

その線輪の過程や︑新し

3次元による内面を業者に

辺の自治会︑マンション管

の設備の運営や暇疲担保責

の参加です︒内容が専門的

今回で︑2回目の協議会

がありました︒

住民代表の参加者から砧さ

その後︑川崎︑町田の同
様の施股見学会の報告が︑

でよく理解できない︒この

可能性があるのか︒その場

施政は100％建設盲れる

ールの線輪を終えました︒

定が記載されているとの疑

東大和市の替えは︑3線

せ︑時間の関係でスケジュ
ある建屋の内︑1棟は東大

任に関する旛論が展開さ

協鰻重は︑毎月定例の第

和市の単独の解体薫であ

問が皇されました︒

2日曜日のl用時卸分開催さ

ま
す
︒

れ5月で41回日となりま

り︑衛生組合の事業でない

く改選でマンションの理事
長になられた人の次の発音

す︒この協嬢会に関する市

民憲織は︑廃プラ施設建敗 ので記載しなかっち東大
和市の事業である卑市報
を嫌う周辺住民の地域エゴ

た︒その後︑衛生組合より

れました︒この報告に開し︑
様々な意見交換がされまし

合︑町田市のような必要性

尊で︑分別のお知らせをし
たので︑敢て︑衛生組合の

廉プラ施設の国面による睨

を主張する場との護です

明があり︑今回︑鷲ロの
仕様についての意見をお聞

せる文書が欲しい︒

くマンションの住民に知ら

したと患う市民はいないと

て建設に賛成してるわけで

で蓼加していて︑仕様につ
いて述べる時に︑その仕様
について述べたからといっ

回答をしました︒
︵裏面に統く︶

いるので対応を考える旨の

な文書の必要性を認識して

を含め︑安全面をわかり易

民側より︑建牧反対の立場

きしたいとの発雷から︑住

当会では︑今年2月に行 資料等に解体工事の記載は

住民側からは︑市報は︑

必要はないと判断した︒

東大和市民に分別方法の変

われた中央公民館ホールの

擁鼻−名と市民M名︶に蓼

公開講座︵衛生租合繊会に
東大和市から派遣の市犠会

患う︒市の独自の判断で住

はない事を雑事録に記載し
て欲しいと何度も曹ってい

向で進めている︒そのよう

衛生組合は︑建設する方

民に知らせることなく夷貫
的に工事に着手している︒

加して多大の費用をかけて 更 を お 知 ら せ す る も の で 廃
廉 プ ラ 施 故 を 建 敗 す る 必 手 プラ施設の関連工事に着手
性に疑問を持ちました︒そ
の為︑廉プラ施政隣席の会
嬢に出来るだけ参加し︑私
達自身の日と耳で建し判
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建設反対の住民からは︑

行政の対応は︑反対の住民
が︑何故︑反対しているか
については説明責任を︻貫
して回避している︒反対住

民の地域エゴとの印象付の
対応しかしていない︒この

も最近やっと出した状況で

却施設の連敗の為にゴミの
減量が必賽だとの主張をし
ているが︑その滅皿の数字

施牧の必手性にしても︑焼
えてるのかどうか︒その辺
が︑非常に疑問に感じます︒

方々は︑自分の市民に︑伝

ね︒そこを︑ほかの2市の

開催しています︒

書線虫︵以下︑審嬢会︶を

臓経験者︑市騰金騰貴等の
柑名で構成される都市計画

の為︑今年9月を長に学

施政の建敗の都市計画決定

行政側の醗明からは理解で
きなかった︒審議会の説明

e協騰金の議漁を傍聴し︑
この廉プラ施政の必要性を

理解した︒つくる必事がな

資料を胱んで︑更にこの度
プラ施設は全く必璽ないと

これは総合的に︑畳すべ

平成29年5月用日中央公

き問題だと︑私は改めて感
じています︒

この繊論の最後に会長よ

民館で第29年度のュ回目の

す︒その数字で見ると平成

り︑新任の理事長さんの発

36年で約1654トン︑1

い︒コストの内容について

．95％の削減効果しかな
は︑未だに総額の28億円の

更に別の住民から︑この

対の理由をきちんと説明し

都市計画審雄金に住民の反

言はできないが︑今−度振

に︑この建散は︑3市の譲
合や衛生雑食議会の騰決を
有する内容であり一〇〇％
建設できる︑できないを断

あったと反省している︒更

会の主な意見責蛎とその回
答︑そして衛生組合が作成
した﹁3市共同資濾物怨薩

合が建設予算を乗数してか

軽費負担を考えると3市の

が多大になる菖及もない︒

う少しわかり易くすべきで

協鰻金に蓼加してもう2年

返り︑本当に建致してよか
ったと市長が納櫓する事が

ミ有料化で2623トン

ら出している︒東大和のゴ

富で︑協旛会の旛嘉録をも

近くなる︒いろんな資料を
いただいて︑勉強しました︒

大切で︑半年︑一年建敗が

施政の整備と今後の廃棄物

ていただきたい︒

その績果︑ますますこの施

処理についてしの文書を説

りて焼却場を建設する以

衛生組合側から︑術生組
合議会で建設予算は兼馳さ
れている︒小平の土地を借

ることとし︑参考資料とし

めに︑3︑今求められてい

物の共同処理を継続するた

資料舷︑1︑廃プラ施設の
策定とその意義︑2︑廃棄

明する内容でした︒組合の

市の串として回答を留保し

き︒審議会の資料では︑他

ず有料化施策を操曹すべ

政の枠を主張するなら︑先

いる︒小平︑武蔵村山は︑
有料化していない︒広域行

︵14．25％︶削減して

きたと患える︒建設費用を

ここまで問霞を長引かせて

特に会長の経書進行は冷静
で公平です︒衛生組合を含
め︑行政の無理筋の対応が

●審機会の資料を読むと︑

す︒この廉プラ施敗は︑全

処理する場合の経費の予想

●協議会での住民の対応︑

上︑この廃プラ施設を東大

て建股費︑維持管理費︑東
大和市が単独や可燃ごみを

すべきはやはり︑焼却炉の
更新だと息うんです1そっ

和市に建投しないと3市の

ちを重点的にやるべきで
く必要ない︒総合的に見て
も︑廉プラ施設と焼却塊由

広域行政の枠が壊れる薯を
強調する発音があり︑時隅

ような轟にならないために

くのでなく︑後で後慣する

虎プラ施政の建級が進まな
いと焼却施設町更新ができ

も自分自身で廉プー義政問

が記載された内容です︒

理に多大な影響が生じると

ないと東大和市の廃賽物処

の関係もありこの協議会は

響練は︑余り嬢槍される

終了になりました
ことなく淡々と進み閉会し

ていただきたい︒

題を検証して響嬢を尽くし

ました︒

の文富や東大和市が単独で
可燃ごみを処理するように

て︑その︑負担として残っ
ていくことに対して︑この

周辺住民だけが迷惑するん
じゃなくで︑3市の全市民
に該当する間爛なんですよ

東大和市は︑この廉プラ

す︒これが柑年︑祁年︑我
々の次の世代に引き継がれ

ている︒

と膨大な金額になるわけで

幾枚費が︒併せて300倍

含め︑もう︼鹿︑振り返り
検証の必要がある︒
●蓼嬢会の手鼻も行政サイ
ドの一方的な意見のみを聞

枠を崩すことなどできない

うと発音がありました︒
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遅れでもその方が良いと患
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めて感じています︒最優先
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廉プ雪麓

牧は必要ないというのを改

東大和市で審議されている

ゴミ有料化による減量2632トン14．25％減

い施政でも広域行政内で行
審機会が開催されました︒
政が決めた施設だから作る
私達は︑廃プラ施政連敗の ということだと息−葛
是非を判断する大切な春雄 ●焼却炉の更新の為にゴミ
会であるとの判断で傍聴し の減量が必要やこの虎プラ
ました︒
施敗をつくると衛生組合は
主 張 す る が ︑ 減 量 で き る 予 なった場合の必要となる経
廃プラ施政の響嬢は︑ま 想は︑最近公表された次の 費を参考資料で出してい
も づ く り 協 定 に 基 う く 懇 談 表によると平成加年度セ︑
る︒脅かしともいえる文面
わずか︵1．95％︶の予 で︑3市の枠組みだ朋れた
想です︒この数字も術生組 と し て 残 る 2 市 の 経 費 墓

廃プラ施設建設よりゴミ有料化の方が効果大
東大和市ごみ対策課の「ごろすけだより第1号」

