
＊平成元年度から平成８年度まで（建設計画～竣工まで）

平成元年度

平成元年　８月　　　　　一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定

　・焼却炉増設を計画

平成２年度

平成３年　２月　　　　　一般廃棄物（ごみ）処理基本計画その２策定

　・焼却炉増設計画の細部検討

平成３年度

　・焼却炉増設工事に伴う事前準備

平成４年度

平成４年１０月１６日　　立川市清掃工場ごみ処理施設整備計画策定

・焼却炉増設計画の細部検討

平成４年１０月　　　　　立川市ごみ対策市民委員会（報告書より）

　・「基地跡地に新庁舎と併せて清掃工場の建設を計画すべきである。平成２０年の移転を住民に約束

しており、用地の選定に敏速な行動を取るよう望む。」

＊各自治会と３号炉増設に伴う協定（平成２０年を限度に市内全地域を対象にして移転するという、移

転条件あり。）を締結。

平成４年１２月　２日　　小平上水自治会

平成４年１２月２４日　　小平小川橋及び小平青葉会自治会

平成５年　３月２５日　　虹ヶ丘ハイツ自治会

平成５年　３月３１日　　九番組・十番組・多摩文化村・若葉及び幸友会自治会

平成５年１２月２５日　　旭自治会

平成６年　１月２７日　　小平上水南自治会

平成５年度

平成５年　９月１７日　　３号炉増設工事契約

平成５年　９月２０日　　３号炉増設工事着工

平成６年度

・３号炉増設工事

平成７年度

・３号炉増設工事

平成８年度

平成９年　３月２５日　　３号炉竣工



＊平成９年度から平成１２年度まで（新庁舎と併せて建設する計画を検討）

平成９年度

平成９年　４月　１日　　運転開始

　・増設（焼却能力100㌧/日増（1炉増）

　・焼却能力　90㌧/日×2炉＝180㌧/日（全連続式・既設）

　　　　　　 100㌧/日×1炉＝100㌧/日（全連続式・増設）

　　　　　　 計　280㌧/日・3炉

　・煙突高さ　100m

　・敷地面積　10,186.76㎡

平成　９年　９月　　　　　一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（平成９年度版）策定

　・既設炉改修の検討

平成１０年度

平成１０年１１月　　　　　新庁舎建設基本構想(素案)策定

　・新庁舎は基地跡地土地区画整理事業区域内に建設候補地として必要な面積を求める｡清掃工場およ

び公園を隣築。(新庁舎12,000㎡･清掃工場15,000㎡･公園3,000㎡)

平成１１年　１月２２日　　市長から大蔵省関東理財局長に新庁舎等建設用地の取得について要望

平成１１年度

平成１１年　４月　５日　　大蔵省関東財務局立川出張所打合せ

・全体整備スケジュ－ル(案)

新庁舎　　　　　　　H13～15年(3年)

クリーンセンター　　H15～21年(7年)

平成１１年　５月１２日　　新庁舎建設等関係者打ち合わせ

・清掃工場の移転計画の考え方について｡(スケジュール)

・航空機に対応した施設計画の可否について｡(排煙問題)

平成１１年　７月２８日　　｢立川市庁舎跡地利用計画市民懇談会｣が新庁舎基本構想(素案)に対する

提言として取りまとめ｢報告書｣を提出｡

平成１２年度

平成１２年　７月　４日　　建設委員会

・基地跡地に建設した場合、航空機の高さ制限により建設費と維持費が大幅に増えることと、１市単

独で建設した場合の施設規模が、当時の国の推奨するダイオキシン類対策に有効な施設規模に満た

ないことを考慮し、「清掃工場の移転は､一つの例として新庁舎との隣築、合築と話も出ましたが、そ

れも極めて困難な状況にあり、様々な選択肢をこれからも検討して一番適切な方法を選択したいと

考えております｡」と市の検討内容を述べ、新庁舎と併せた計画を断念する。



＊平成１２年度から平成１４年度まで（近隣清掃工場に編入することを検討）

平成１２年度

平成１３年度

平成１４年度

＊この３年間は、新庁舎と併せた建設計画を断念した後、近隣の清掃工場への編入を検討し、相手方の施

設との情報交換等を継続的に実施していましたが、相手方の受入れ体制の問題や、編入後の負担金の

問題、大型トラックへの積み替えのための中継地の問題等により、近隣の清掃工場への具体的な編入

の合意には至りませんでした。

＊この３年間は、具体的な行動日程等の記録が確認できませんでした。



＊平成１４年度から平成１５年度まで（隣接３市による広域化を検討）

平成１４年度

平成１５年　２月　３日　　第 1回三市勉強会（立川・隣接市Ａ・隣接市Ｂ）

・広域化と勉強会開催について

・勉強会の進め方について

・各市の現状と課題について

平成１５年度

平成１５年　４月２５日　　第２回三市勉強会（立川・隣接市Ａ・隣接市Ｂ）

・広域化・清掃工場の炉の方式・建設規模・場所等について

平成１５年　７月２５日　　第３回三市勉強会（立川・隣接市Ａ・隣接市Ｂ）

・広域化清掃工場の候補地について

・各市、炉の方式を決定

・ガス化灰溶融炉施設の実プラント見学

平成１５年１０月１５日　　三市勉強会（立川・隣接市Ａ・隣接市Ｂ）

・千葉県習志野市芝園清掃工場見学　　シャフト式ガス化溶融炉視察

平成１５年１０月２２日　　第４回三市勉強会（立川・隣接市Ａ・隣接市Ｂ）

・焼却炉の方式・プラスチック対応・候補地・各市の方向性・広域性等について

平成１６年　２月　９日　　第５回三市勉強会（立川・隣接市Ａ・隣接市Ｂ）

・勉強会最終まとめについて

　・広域処理をした場合の各市の費用効果について

平成１６年　３月１０日　　平成１６年度予算特別委員会

　・「清掃工場は､継続して候補地は検討いたしますが､現実問題としてそれが見つかるまでは現状維持

をせざるを得ません｡さらに､庁内で整理いたしまして６月頃を目途に議会､地元説明出来るように

して行きたいと考えております｡」と市の考えかたを述べる。

平成１６年　３月３０日　　第６回三市勉強会（立川・隣接市Ａ・隣接市Ｂ）

・最終まとめの確認

・結果について各市の理事者に報告することに決定。

＊3市で広域化に向けた勉強会を実施し、焼却炉の方式、建設費用の試算等の検討を行ったが、各市の

施設の更新時期が合わないため、具体的な広域化の合意には至りませんでした。



＊平成１６年度（平成２０年までに移転は間に合わないことを報告、編入・広域化の検討）

平成１６年度

平成１６年　５月２０日　　第３回経営会議

・清掃工場移転問題の説明会について。

平成１６年　５月２７日　　第５回政策会議

・清掃工場移転問題の説明会について。

平成１６年　６月　７日　　環境建設委員会

・移転問題説明会に入る事を報告した。平成２０年までに移転が困難なことと、当面現在の場所で運

転をしたい事等を協定を締結している自治会に説明していきたいと報告した。

平成１６年　６月２１日から平成１６年　８月２８日まで　　地元説明会を開催。

・主な内容は､平成２０年までに移転は間に合わないことや今までの検討経過などについて説明し､

その後質疑応答を実施した｡（市長・助役は１２自治会の説明会出席）

平成１６年　６月２１日　　旭自治会　　出席１６名

平成１６年　６月２２日　　虹ヶ丘ハイツ自治会　　出席２３名

平成１６年　６月２８日　　若葉自治会　　出席２３名

平成１６年　７月　１日　　九番組自治会　　出席１７名

平成１６年　７月　４日　　幸友会自治会　　出席９名

平成１６年　７月　５日　　十番組自治会　　出席１７名

平成１６年　７月　７日　　多摩文化村自治会　　出席１９名

平成１６年　７月１３日　　小平市玉川上水南自治会　　出席６名

平成１６年　７月１５日　　小平市上水自治会　　出席８名

平成１６年　７月２３日　　小平市小川橋自治会　　出席２３名

平成１６年　７月２４日　　小平市上水新町青葉会・一部の小川橋自治会　　出席１９名

平成１６年　８月２８日　　小平市上水新町西自冶会　　出席１５名（市長のみ出席）

平成１６年１０月　５日　　経営会議

　・6/21～7/24及び8/28、計12自治会に対して説明会を実施したことを報告。

・移転問題は、全市的に捉えるべき問題として横断的組織の検討委員会の立上げを要請。

平成１６年１０月　７日　　政策会議

　・清掃工場移転問題検討委員会の設置が正式に決定。（環境下水道部長・総合政策部長・財務部長・

産業文化部長・企画政策課長・行政経営課長・財政課長・環境対策課長・ごみ対策課長・清掃

事務所長　計10人）

平成１６年１０月２５日　　第１回清掃工場移転問題検討委員会

・現在までの経過について

・編入・広域化の検討について

　・第２回説明会の進め方について

平成１６年１１月　５日　　第２回清掃工場移転問題検討委員会

・第２回説明会における要求資料の提示及び報告について

・第２回説明会における対応について

・検討委員会提出資料について



平成１６年１１月　８日　　広域連携サミットin立川(周辺８市)

　・ごみ焼却施設の共同運営等が議論され、広域連携の必要性については衆議一致した｡

平成１６年１１月１１日　　隣接市Ｄと情報交換

・運転管理･周辺対策･広域化等について

平成１６年１１月１１日　隣接市Ａと情報交換

・隣接市Ａの清掃工場の現状と広域化について　

平成１６年１１月２２日から平成１７年　２月　６日まで　第２回説明会開催

　・第 1回目の議事録･検討結果経緯・各自治会に共通する主な質疑応答まとめ等を配布し説明｡

①　清掃工場の移転先検討や協議結果の概要について（今回は書面にて説明）

②　11自治会第 1回目の主な質疑について（書面にて説明）

③　移転問題対策委員の選出を依頼。

④　質疑応答（質問は1回目と同じ内容が多かった。）

平成１６年１１月２２日　　虹ヶ丘ハイツ自治会（会長他 3名）

平成１６年１１月２６日　　九番組自治会（会長他 1名）

平成１６年１１月２９日　　幸友会自治会（会長他 5名）

平成１６年１２月１０日　　旭自治会（会長他４名）

平成１６年１２月１３日　　多摩文化村自治会（会長他 10名）

平成１６年１２月１４日　　十番組自治会（会長他4名）

平成１６年１２月２０日　　小平市玉川上水南自治会（会長他 6名）

平成１７年　１月１１日　　小平市上水自治会（会長他 5名）

平成１７年　１月１７日　　小平市小川橋自治会（会長他4名）

平成１７年　１月３０日　　若葉自治会（会長他 23名）

平成１７年　２月　１日　　小平市上水新町青葉会（会長他 12名）

平成１７年　２月　６日　　小平市上水新町西自治会（会長他 12名）

平成１６年１１月３０日　　隣接市Ｃと情報交換

・広域支援･炉の方式･炉の稼働率･ごみの受け入れ･住民対応･広域化について

平成１６年１２月　２日　　隣接市Ｄと情報交換

　・運転管理･周辺対策･広域化等について

平成１６年１２月１４日　　隣接市Ａと情報交換

　・隣接市Ａの清掃工場の現状と広域化について

平成１６年１２月２４日　　第３回清掃工場移転問題検討委員会

・清掃工場移転関係フローシートについて

・単独・隣接市Ａ・隣接市Ｃ・隣接市Ｄ等との広域化の可能性についてフローシートに基づき検討。

（中間報告（案）としてまとめる。）

平成１７年　１月２１日　　第４回清掃工場移転問題検討委員会

・清掃工場移転問題中間報告（案）についてフローシートによる結果を文章にまとめる｡

・隣接市Ａとの広域化、隣接市Ｄへの編入について可能性があると判断。

平成１７年　２月　７日　　第５回清掃工場移転問題検討委員会

・清掃工場移転問題中間報告（案）について助役出席のもと検討し、2/15の経営会議に案件として提



出し、市長に報告する事に決定。

平成１７年　２月１５日　　経営会議（検討委員会のメンバーも参加）

　・清掃工場移転問題中間報告を報告。



＊平成１７年度から平成１９年度まで（隣接市との広域化を検討）

平成１７年度

平成１７年　４月　４日　　隣接市Ａと情報交換

・隣接市Ａは清掃工場の建替えについて検討中。

・隣接市Ａは立川市と広域化の可能性を継続して検討。

・立川市としては、応分の負担をすることを表明。

平成１７年　６月　８日　　隣接市Ａとの情報交換

・隣接市Ａ市へ広域化について検討会を設置して検討していきたいと申し入れ。

平成１７年　６月２３日　　第６回清掃工場移転問題検討委員会

・隣接市Ａ市との広域化について

・平成１７年度の周辺自治会の説明会について

・周辺の降下ばいじんの調査について

　・隣接市Ｄへ加入の要請について

平成１７年　６月２７日　　虹ヶ丘ハイツ自治会役員と話し合い｡

・自治会の開催要望により

平成１７年　７月　７日　　立川市から隣接市Ａへごみ処理の広域化についての申し入れ｡

・清掃工場の広域化の可能性について両市で検討したいと申し入れ｡

平成１７年　８月　３日　　第１回目の隣接市Ａとの広域化の可能性についての会議

・建設時期について

・建設候補地について

・広域化に向けてのごみ収集体制について

・今後の進行について

平成１７年　８月２４日　　若葉自治会との話し合い

・自治会で対策委員(3人)と第１回目の話し合｡内容は、主に対策委員から今までの経過や考え方等に

ついて。

平成１７年　９月　１日　　第７回清掃工場移転問題検討委員会

　・隣接市Ａとの経過と今後について

　・虹ヶ丘ハイツ自治会役員､若葉自治会対策委員との話し合いについて

・今後の住民説明会について

・環境測定の実施について

平成１７年１０月１５日　　立川市の７自治会に説明会を実施

　立川市の7自治会に説明会を実施した｡(虹ヶ丘ハイツ､旭自治会は欠席)　市長･助役出席

・周辺環境調査及びダイオキシン類調査結果報告｡

・環境影響調査について説明

・移転問題の経過と今後について

　・若葉自治会より　①現在における煙突の耐震診断　②環境調査などの測定位置の適正化

③ 3月のゴミピット火災報告の方法について

平成１７年１０月２１日　　第１回目の隣接市Ａとの広域化の可能性についての会議

・焼却炉規模や方式などについて

平成１７年１０月２２日　　小平市の５自治会に説明会を実施

　小平市の５自治会に説明会を実施した｡市長､助役出席



・周辺環境調査及びダイオキシン類調査結果報告｡

・環境影響調査について説明

・移転問題の経過と今後について

　・主な質疑

ダイオキシン調査報告書に性質や害の部分についても掲載要望｡

周辺環境調査が 3回/年で春がないので 4回/年にして春も実施要望｡

検討経緯をもう少しわかるように、市のホームページに清掃工場の移転問題を掲載したホームペ

ージを設ける要望。

その他

平成１７年１１月　９日　　小平市の上水新町西自治会と話し合いを実施

　小平市の上水新町西自治会と話し合いを実施｡　自治会長以下役員が参加

　・清掃工場がある事で受けている迷惑(電波障害等)に対して、他の自治会と同様な協定を結ぶこと､

補償をすること等の要望。

平成１７年１１月１４日　　東京都一般廃棄物対策係と打合せ

・建設する焼却炉の規模や形式と交付金との関係、地域計画書の作成について等

平成１７年１１月３０日　　第８回清掃工場移転問題検討委員会

　・平成17年度住民説明会について

　・隣接市Ａとの経過と今後について

　・上水新町西自治会の対応について

　・その他

平成１７年１２月１４日　　第３回目の隣接市Ａとの広域化の可能性についての会議

　・焼却炉の規模について

平成１８年　１月３１日　　第４回目の隣接市Ａとの広域化の可能性についての会議

　・焼却炉の形式について

・候補地について

・両市のごみの分別、収集体制の現状について

平成１８年　２月　７日　　第９回移転問題検討委員会

・隣接市Ａとの２回の会議の報告と今後の予定について報告

・小平市上水新町西自治会と取り交わす文書について

平成１８年　２月１４日　　小平市上水新町西自治会会長が来場

・取り交わす文書の内容について

・最終的に文書の取り交わしは行わないこととなる。

平成１８年　３月　８日　　立川市若葉自治会対策委員との話し合い

　・立川市から環境影響調査及び煙突耐震構造調査等について説明

平成１８年　３月１５日　　隣接市Ｅと情報交換

　・両市の現状について

　・今後について

平成１８年　３月２７日　　第５回目の隣接市Ａとの広域化の可能性についての会議

　・会議のまとめについて

　・今後について



平成１８年度

平成１８年　６月２３日　　上水新町青葉会自治会との話し合い

　・上水新町青葉会自治会より独自アンケート結果を受領

平成１８年　７月２８日　　第１０回移転問題検討委員会

　・隣接市Ａとの経過と今後について

平成１８年　８月　４日　　第６回目の隣接市Ａとの広域化の可能性についての会議

　・「検討内容のまとめ(案)」について

・今後について

平成１８年１０月　２日　　第１１回移転問題検討委員会

　・第６回目の隣接市Ａとの広域化の可能性についての会議「検討内容のまとめ(案)」について

平成１８年１０月１６日　　隣接市Ａと情報交換

　・隣接市Ａ市・立川市の両助役が出席し、広域化についての情報交換

平成１８年１０月１８日　　立川市若葉自治会対策委員との話し合い

　・要望事項について

平成１８年１０月２４日　　経営会議

・隣接市Ａとの広域化についての「検討内容まとめ」について報告。

平成１８年１０月２６日　　政策会議

　・隣接市Ａとの広域化についての「検討内容まとめ」について報告。

平成１８年１１月３０日　　「彩の国資源循環工場」を視察

平成１８年１２月２６日　　第１２回移転問題検討委員会

・今後の進め方について

平成１９年　２月　５日　　第１３回移転問題検討委員会

・住民説明会について

・移転問題プロジェクトについて

平成１９年　２月　９日　　政策会議

   ・「立川市清掃工場移転問題対策本部設置要綱」について

平成１９年　２月２３日　　

・「立川市清掃工場移転問題対策本部設置要綱」施行

平成１９年　３月　６日　　第１回立川市清掃工場移転問題対策本部幹事会　　

　・立川市清掃工場移転問題対策本部について

　・住民説明会対応について

平成１９年　３月２０日　　第１回立川市清掃工場移転問題対策本部会議

　・立川市清掃工場移転問題対策本部について

　・住民説明会対応について

平成１９年　３月２５日　　平成１９年３月立川市清掃工場移転問題説明会

・於　若葉小学校体育館　・出席　立川市から５自治会３４名、小平市から５自治会５０名



平成１９年度

平成１９年　６月１４日　　立川市議会環境建設委員会

　・清掃工場移転に関する陳情が提出される（継続審査）

　・「清掃工場移転について」が特定事件となり、議会閉会中も継続調査を行うようになる。

平成１９年　８月１７日　　第２回立川市清掃工場移転問題対策本部会議

　・煙突耐震補強工事について（報告）

　　　煙突の一部に大規模地震時に亀裂が入る可能性があることが判明

平成１９年　８月２１日　　第３回立川市清掃工場移転問題対策本部会議

　・煙突耐震補強工事について

　・周辺環境影響調査について（報告）

平成１９年　８月２２日　　第４回立川市清掃工場移転問題対策本部会議

　・煙突耐震補強工事について

・周辺環境影響調査について

　・周辺自治会代表者会議について

平成１９年　９月　１日　　清掃工場周辺自治会代表者会議

・於　清掃工場見学者説明室　・出席　３４名

議題　１、煙突耐震補強工事について　

煙突の一部に大規模地震時に亀裂が入る可能性があることが判明したので、補強工事を実

施することを報告。

　　　　　２、周辺環境影響調査について　

　　　　　　周辺環境影響調査の結果、周辺の土壌による影響が大きく、清掃工場の影響は少ないこと

を報告。

　　　　　３、周辺自治会協議会について

　　　　　　今後の移転問題等の協議の場として、協議会の設置を提案。

　　　　　４、その他

　　　　　　新市長との早期の意見交換を要望される。

平成１９年１０月　７日　清掃工場周辺自治会代表者会議

・於　清掃工場見学者説明室　・出席　４９名

　　　議題　１、市長挨拶

　　　　　　２、新市長との意見交換

　　　　　　　　移転問題関連のホームページの開設を要望される。

　　　　　　　　移転のための建設基金の積み立てを要望される。

平成１９年１０月２４日　　隣接市Ａと情報交換

　・両市のごみ処理の状況について

　・今後について

平成１９年１１月１４日　　第２回立川市清掃工場移転問題対策本部幹事会

　・周辺自治会代表者会議について

　　　状況報告、協議会について、ホームページについて、建設基金について

　・広域化に向けての現状と今後について

　　　隣接市Ａとの情報交換について、今後について

　



平成１９年１１月３０日　隣接市Ｄと情報交換

　・立川市の現状について

・隣接市Ｄの施設更新計画について

平成１９年１２月２１日　第３回立川市清掃工場移転問題対策本部幹事会

　・ホームページについて

平成２０年　１月１１日　隣接市Ｄと情報交換

　・立川市の現状について

・隣接市Ｄの施設更新計画について

　・隣接市Ｄとの広域化の可能性について

平成２０年　１月２９日　第５回立川市清掃工場移転問題対策本部会議

　・煙突耐震補強工事完了報告

　・ホームページ開設報告

　・清掃工場建設基金について

　・周辺自治会代表者会議について

・広域化に向けての現状と今後について

平成２０年　２月　９日　清掃工場周辺自治会代表者会議

・於　清掃工場見学者説明室　・出席　３０名

　　　議題　１、市長挨拶

　　　　　　２、煙突耐震補強工事完了報告

　　　　　　　　煙突の耐震補強工事が完了したことを報告。

　　　　　　３、ホームページ開設報告

　　　　　　４、清掃工場建設基金について

　　　　　　　　平成２０年度予算に清掃工場建設の基金を計上したことを報告。

Ｑ：建設基金が少ないのではないか

　　　　　　　　　　　　Ａ：実際の建設時には補助金や起債で資金調達できるので、最低限必要な金額を積

み立て目標としています。

５、周辺自治会協議会について

　　　　　　　　協定書の取り扱い等、今後の周辺自治会間の意見交換の場として、この代表者会議を

基に自治会だけで集まって会議を行うことにする。

平成２０年　２月１８日　第６回立川市清掃工場移転問題対策本部会議

　・周辺自治会代表者会議について

・広域化に向けての現状と今後について

平成２０年　３月　８日　清掃工場周辺自治会代表者連絡会議

・於　清掃工場見学者説明室　・出席　３３名

議題　１、周辺自治会間の意見交換


