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第 4回 クリーン北広島推進審議会 会議録 

出席者：（委員）石井会長・押谷副会長・岡田委員・久保田委員・齋藤委員・桜井委員・長谷川委員 

林（眞）委員・林（秀）委員・松田委員（１０名） 

    （市）川原部長・塚崎課長・馬場主査・須貝主査・奥山主査・鈴木主事（６名） 

 

１．開会 

（事務局） 第 4回目のクリーン北広島推進審議会を開催いたします。本日の予定ですが、議事につ

きましては第 3回審議会のまとめについて説明させていただいた後、諮問事項の審議をし

ていただければと考えております。よろしくお願いいたします。それでは、副会長よろし

くお願いいたします。 

 

２．議事 

（副会長） 会長がお見えになるまで議事を進行させていただきます。今日は部長からお話がありま

した点でまとめて参りたいと思います。議事録の署名人ですけれども、林秀行さんと松田

從三さん、よろしくお願い致します。それでは議事に入りますが、3 回目に皆さんのご意

見をいただきましたので、そのことについてご説明いただくということで資料 1について

よろしくお願い致します。 

（事務局） 資料 1の説明に入らせていただく前に、前回の審議会のご意見としての対応が資料 1で

ございます。資料 2は第 5期最終処分場埋立状況と今後の見込みとなっております。資料

3 は最終処分場に対する埋立ごみ量等のケースごとの分析ということで何枚か資料がござ

います。最後に資料 4は参考資料なのですが、平成 21年度に行われました北海道循環資源

利用促進協議会で、主に北広島市から出る破砕しないごみ袋の中にはどういうようなもの

が入っていてどのようなものが資源化できるのかといった調査がありまして、その時のま

とめた資料が斉藤委員の方から提出されており、のちほど説明していただくことになって

おりますので、よろしくお願い致します。 

 

（副会長） ありがとうございました。今、前回の審議会で皆様からいただいたご意見、ご要望、ご

提案も含めてご説明いただきましたが、全部が回答となっているわけではありません。こ

の審議会で答えが出てくる部分もあるかと思いますけれども、これについてご意見、ご質

問あるいはご提案等ございますか。 ごみ減量化のデータについては資料 3でのちほど細か

に説明いただくということですが、それ以外の分別の種類が増えたことだとか、減量化へ

の取り組みについていかがでしょうか。たとえば、一番上の生ごみの分別向上についてで

すが、生ごみの分別が進んでいない理由などについて、これからアンケート調査でやりた

いというところもありますが、皆さんのご経験だとか、他都市の成功例だけでなくて、失

資料 1の説明 
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敗しているところの例も参考としてあればというご意見をいただいています。これについ

ては、審議会のまとめの段階でいろいろご議論いただくのではないかと思いますけれども、

他にどうでしょうか。 

(委 員)   その他のところの札幌市の黄色いごみ袋ですが、札幌市のごみ袋と北広島市のごみ袋の

両方を売っているところで発生していると思います。そこに対して協力依頼してもらって、

間違って買わないように札幌市の袋と北広島市の袋をもっと明確に分かるような表示を、

お願いする。分かって買っている人は仕方がないと思いますが。ごみ袋は北広島の場合商

工会が窓口になって販売店に依頼していますが、両方売っているようなところに対しては、

商工会を通してお願いしてもらう方法もあると思います。少なくても間違って買う人は減

ると思います。そうすると収入が増えるのですよね。 

  

《 ここで副会長から会長へ議長交代 》 

 

(会 長)   今日は第 4回ということで、資料をご覧いただいたらわかると思うのですが、前回、も

う少し定量的な議論してはどうかというご意見をいただいており、それについて議論する

ことになっていますので、よろしくお願い致します。議題 1の前回の審議会の資料説明を

していただいたということで、追加的コメント等がございましたら、よろしくお願いした

いと思います。 

（事務局） それでは私の方から今いただきました意見についてですが、去年 6月に、市内４店舗に

札幌市の袋と北広島市の袋を置いている店がありますので、そちらに出向きまして表示方

法などを工夫していただけないかとお願いしてきました。文字を大きくしたりなどしてい

ただいた経緯はあるのですけど、明確に棚を分けて、たとえば北広島市の方を上にしても

らうというところについては、やはり商店ごとの売れ筋で、北広島市に店舗があっても札

幌市の袋の販売量が多いということもありまして、こちらの要望どおりという訳ではあり

ません。まだ解決できていないことで、さらに改善していただけるものであれば、お願い

していこうと考えています。 

（会 長） そのほかいかがでしょうか。 

（委 員） 暮れにジョイフルエーケーさんへ行ったのですけど、やはり売れ筋のものは消費者の目

線の高さのところに置いてあるのです。探して北広島の袋を見つけたという状況であった

ので、市の方から張り紙みたいものを用意してつけてもらうなど、分かりやすくしてもら

うことができればいいのかなということを感じました。生ごみの分別増についての対応案

ですが、市主導の説明会を実施するとありますけれども、前回の説明会と出前講座の出席

者の資料では 7.3パーセントとありまして、回数的には一生懸命開催されていても出席者

が少ないというところで、もう一歩踏み込んで何か具体的に市民の参加が増えるようなプ

ラスのものが欲しいなという気がしました。 

（会 長） 違う例なのですが、札幌市の環境事業公社の方にお話を聞いた時に、事業系の廃棄物の

生ごみの分別を「すすきの」で行う時に、場所が「すすきの」ですので、なかなか説明会

には来てもらえない。最後は 1軒 1軒回るしかないとのことでした。分別のための場所が
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足りなければこういうふうに場所を作って分別したらどうですかとか、こういう容器があ

るからそれを使ったらできますなど、最後は 1軒 1軒回っているのです。そこまでは市の

方では難しいですけど、説明会では難しければ最後そういうところにいきつくのです。個

別にお願いして歩くしかないのかなという気はしています。 

（委 員） 生ごみの市の対応のところで、アンケートに基づいて混入率の高い地域、大曲が一番な

のですが、連合町内会ではなくて単位町内会に是非案内して欲しいと思います。連合町内

会で何人か集まり終わってしまい、単位町内会まで下りてこないのです。 

（会 長） あとで議論しようと思っていたのですが、生ごみの分別をもっと一生懸命やらなければ

ならないということは、最終の答申案に向けても必ず入れ込こまなければいけない内容だ

と思いますので、後半時間を設けてやりたいと思います。もしよければ、次の資料も説明

していただいて総合的にやった方がいいと思いますので、次の説明をお願いします。 

 

（会 長） ありがとうございます。資料 2と資料 3の説明をいただきました。資料 2は現状の第 5

期の処分場が、このままで行くと 26年度ぐらいには大体埋まってしまうので、それ以降は

新たな処分場が必要であるという現状も含めた数字がでています。資料 3については、こ

れから新しい第 6期の最終処分場を想定して、今のままでいくとケース 1。ケース 2は雑

紙類を集団資源回収に加えた場合で、これは市でも実施していきたいというケースです。

実質、議論していただきたいのは、ケース 3、4でございまして、ケース 3は、いままで問

題になっていた生ごみの分別をもっと強く皆さんが協力をしていただいた場合、ただこれ

も 100パーセントの協力というのは無理でしょうから、80パーセントぐらいを想定してい

ます。それからケース 4は、生ごみ以外にも随分資源になるものが普通ごみとして埋立ら

れており、そういったものも市民の協力が今よりももっと上がった場合に、これも 8割の

想定ですけが、もう少し減らすことができるということで計算していただきました。それ

で、総括した分かりやすい表が 5ページ目にございますが、補足しますと一般的に最終処

分場の整備は大きさが決まって何年間使えるかという説明が皆さんには分かりやすいと思

うのですけど、一応ルールとして施設整備の補助金などの関係上 15年の施設整備を基本単

位にすることが、基本的な施設整備の考え方です。ですから、15年間使える処分場を市と

しては整備することが基本となり、埋め立てる量が少なくなれば、それだけ小さい処分場

で済みますのでそれだけ整備費用が安くなります。そういう考え方で①は整理させていた

だきました。②は下水処理場でメタンガスを回収するのですが、本来回収される量が現状

では回収されていませんので、ケース 3、ケース 4 であればもっとこれだけエネルギーが

回収出来ますという視点で書いてあります。③に関しては、難しいのですけれども生ごみ

が最終処分場に入ってしまうと、そこで嫌気発酵して集めるのが非常に難しいようなメタ

ンガスの濃度です。下水処理場であれば簡単に集めて簡単にエネルギーに出来るのですが、

最終処分場では、集められる技術もあるものの現状では日本ではあまりそういうことして

いませんので、自然中にメタンガスとして放出してしまっている量が大体どれくらいある

資料２、３の説明 
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のかが書いています。ただこれは環境省の計算のルールに基づいて計算しているのですが、

本当にこれだけ出ているのかというと研究面ではいろいろ議論のある数値であということ

はお含みいただければと思います。こういうような形で計算していただきましたが、ご意

見、ご質問等があればと思いますがいかがでしょうか。あと、以前は埋立 1㎥当たり 5,000

円の造成費としていましたが、最近はもう少し高いのではないでしょうか。実情はもう少

し高くて、ケース 1、2とケース 3、4はもう少し金額の開きが出てくる可能性があるかな

と思っています。 

（事務局） 本来は埋立地を作った場合に汚水が出て、汚水を処理する浸出水処理施設というプラン

トが必要となりますが、今回は処分場造成だけで推計しています。 

（会 長） 浸出水処理施設を入れると大体 10,000円位です。 

（事務局） それくらいかと思います。あとはスケールが大きくなれば、スケールメリットというこ

とで、金額に幅があります。 

（会 長） ケース 1とケース 3を比べると 3億円弱、分別に協力していただくだけで 3億円も経費

が浮いてしまうということです。 

（委 員） 6ページのごみ調査として平成 23年の 6月と 9月に実施していますが、数値に大きな差

がでていますね。 

（事務局） 若干の変動はあるとおもいます。 

（委 員） 問題なければいいのですけれど、ばらつきが多いと難しいかなと思います。 

（会 長） こういうのは難しくて、ばらつきのある数字の中で評価しなければいけないのですけど、

データ数も限られている中で今現状で作成すると、このような結果になるということでご

理解いただければと思います。 

(委 員)  細かに試算していただいているのですが、会長もおっしゃったたように、ケース 1から

ケース 4になると 3億円ぐらい埋立処分場の建設費が安くなるということです。ここには

含まれていないと思うのですが、たとえば生ごみの分別が進み大きな数字になってくる、

そのときのごみの収集車、あるいは収集方法によるコストの変化、そこら辺のところは何

か評価されていますか。 

（事務局） 今回の検討は、単純に最終処分場に対する規模的な比較としています。 

（会 長） ただ、現状として、ステーションに生ごみ車と普通ごみ車が行きますが、今までと実質

同じ台数のパッカー車が回っていると考えたら、プラスマイナスゼロと考えてもいいので

はと思います。ただ事業系のごみの収集に関しては収集車が増えるので、収集業者のコス

トとしては増えることも考えられます。 

(委 員) 自治会等で集団資源回収をする場合、奨励金がでていますが、そういう部分のコストの増

加も踏まえておく必要があるのではないかと思います。 

（委 員） 雑紙類のなかには雑誌だとか書類などは入らないのでしょうか。ごみ集積場には教科書、

書籍、雑誌等が結構出ていて資源回収業者は持っていくのですが。 

（事務局） 集団資源回収ですでにやられている部分に関しては、その値をそのまま使っていますが、

新たにチラシですとかパンフレットなど、現在埋め立てている資源となるものを抽出して

カウントしています。実際、新聞とか雑誌は 6ページの数字をみていただくとわかると思



 5 

いますが、普通ごみとして年間約 200 トンくらい出されている状況があります。ケース 4

では、ある程度分別出来た場合どれくらいの数値になるのか想定していますが、確かに混

入量は非常に多いと思います。 

（事務局） 今のご質問に関連してですが、ケース 2以降で雑紙類、チラシ、カタログ、パンフレッ

ト、コピー用紙などを加えています。これは現在すでに雑誌や新聞、ダンボールなどにつ

いては資源ごみとして収集していたり集団資源回収で業者が回収していますが、チラシ以

降に記載している部分については、普通ごみの扱いであったり、また業者によっては集団

資源回収として扱っていないため、今後、集団資源回収で回収を行いたいと考えています。 

（会 長） 6 ページの普通ごみの中に混入している書籍類は偶然かも知れませんが、この組成調査

では入っていません。ですから、この中には入ってきていませんけど、集団資源回収に出

せるものは出してくださいというメッセージは発していかなければならないと思います。 

（委 員） 集団資源回収で紙ごみを収集することは、検討課題として前回の資料でもいただいてい

ますが、結果としては集団資源回収による収集を検討するとなっています。ただ、ステー

ション方式で札幌市は収集していますが、北広島市でもステーション方式は検討されない

のでしょうか。この課題の中に紙製容器雑紙との分別が難しいということが出ていますが、

ステーション方式で収集した方がやはり回収率は高いですよね。集団資源回収は取り組ん

でいる町内会と取り組んでない町内会もあります。そういった中でステーション方式で出

来ないのはなぜなのでしょうか。あと、北広島市には丸升増田さんがありますが、丸升増

田さんで拠点回収をさせてもらえないかという相談をいただいたことがありましたが、集

団資源回収でとなると、処理業者ですから収集業者との絡みで難しいということも伺って

います。 

(会 長)  要するに、紙ごみに関してひとつしか検討していないけれど、収集方法等他の方法の検

討はしているのかというご質問ですね。 

(事務局)  集団資源回収とステーション回収、拠点回収ということで比較検討はしてきました。一

番大きなポイントは、集団資源回収であれば基本的に個別の回収となり、その場で対象に

なるものならないものを判別できることです。これに対して拠点回収であったりステーシ

ョン回収の場合、その場での判別がなかなか難しいため、収集後に選別を行わなければな

らないことになります。そういったものを分別する費用として数千万円との試算がでてお

りまして、費用の面からは難しいため集団資源回収を選択したいと考えています。 

（事務局）  補足させていただきますと、雑紙を分類していただくということになりますと、一番何

を守らないといけないかということを検討しました。先ほど市内にある業者さんを使って

ということもありましたが、その業者さんに言われたのも、基本的にはいま市がやってい

る紙製容器包装物は継続したうえで、その他の雑紙をどういう風に分類し、回収するかと

いう方法論になりました。札幌市を見ていただけばわかるのですが、雑紙と言う区分の中

でやってしまいますと、紙製容器もその他雑紙も多分資源として一緒に出してしまうこと

が考えられます。そうすると、今せっかく分けてもらって少ない経費で収集している紙製

容器そのものも、もう一度市で再分別するかまたは民間委託しなければならなくなり、ど

うしても経費かかってきます。ステーション方式の回収を取らない方式でやった方が、よ

り市民の皆さんに分けていただける割合が高くなりますので、次に集団資源回収の業者さ
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んとどのように分類すると、全ての業者さんが取り組んでいただけるかを決め、春以降に

はどの業者さんに頼んでも引き取っていただける、分別の精度も高めるとともに、経費も

なるべくかからないように行ないたいということで、集団資源回収を使うことにしました。 

集団資源回収業者がステーション方式でやるのか、拠点回収方式でやるのか、戸別で回

収するのかは、今やっていらっしゃる業者さんの方法がそれぞれございますので、その点

についてはそのままでいいという方向で話を進めているところです。 

（会 長） さきほど、北広島市さんは紙製容器包装をやられているので、雑紙として集めると分別

が必要となるため、集団資源回収を優先させているというように私は理解したのですけど。 

（委 員） わかりました。ただやはり集団資源回収は先ほども言いましたように、取り組んでいる

団体とそうでない町内会があり、同じ戸数、同じ世帯数で比較してもすごく幅があるので、

その辺の働きかけを進めていただきたいと思います。 

（会 長） むしろ集団資源回収には限界があるから、それをどういう風にやっていくかということ

も含めてということですね。 

（委 員） そうです。市民全体で取り組めるような方法ですね。それとレアメタルなんかは分別に

費用がかかるけれども、やはりそれを上回る収集があって経費の負担がないような、ステ

ーションだと莫大な費用がかかるとおっしゃっていましたけれども、徐々に広がればいい

のではと感じました。 

（委 員） これはやはり自治会のあり方で、うちの町内回は集団資源回収でやっています。昔は子

ども育成会が行っていたのですが、子どもが少なくて、育成会も子ども会も解散したため

町内会で 10年以上やっています。以前はステーションに新聞の束などがありましたが、今

は全くない状況です。1キロ 4円でしたね、1キロ 4円の交付金をいただいて、年間数万円

です。それを排雪費に回すことになりました。回収の方法は、戸別ではないのですが、何

軒かあったら暗黙のうちに業者さんが回ってきたり、自分の家の前に置いていても回収さ

れたりしています。以前は町内会の役員がついて回っていたのですが、お互いの信頼関係

で業者が週 1回きて集めるという形で非常にいい財源、排雪費の一部の財源にもなってい

ますので、すごくいいメリットだと思います。ですから、ぜひ自治会の方にも協力を得て

行うと、きっとうまく進んでいくのではないかと思います。       

（委 員） 今、自治会ではどれくらいの割合でやっているのでしょうか。私のところの町内会では

月 3回です。また、自治会、中学校、小学校、それぞれでやっています。それでなるべく

自治会の時に出してくださいと言っています。私は新聞を 3紙とっていますので 1回では

出せないので、3 回に分けてだしますけども、特にダンボールの量が結構出ているので、

回数は重要です。 

（事務局） それについては、集団資源回収しているということで、この地区ならこの町内会、この

地区ならこの町内会というふうに当てはめますと、概ね 95パーセントくらいの世帯が行っ

ています。さらに、町内会の単位からはずれたような地区であっても、たとえばそこの校

区の小学校が基本的に前もって連絡すれば、その家まで集めに行ってその学校分として出

すということもありますので、そういうところも入れれば、100 パーセントとは言わない

までも、かなり近い数字になるのではと考えています。 
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（委 員）  いま伺っていて思ったのですけど、どうしても 1 ｹ月に 1回の収集が多いのです。そう

すると 1 ｹ月分の新聞やダンボールなどは特にかさばりますので、保管できないことになり

ます。それで、ストックヤードを町内会で設置しているところがあるのですが、そういう

ところは回収率が多いですね。集団資源回収で雑紙を収集するのであれば、ごみステーシ

ョンの補助に併せてストックヤードの補助を検討していただいて、町内会で取り組みやす

い形を取っていただけたらありがたいなと思います。それともうひとつ、さきほど委員が

おっしゃったように、業者さんとの信頼関係のなかでやっているのですが、逆に業者を変

えづらいところがあります。西の里では、布 50パーセント以上でなくても何でも持ってい

く業者さんを使われているんですね。いざ自分の町内会もそちらに変えてみたいなと思っ

ても、今までのことがあるのでなかなか変えられない。回収率も上がってごみを出さなく

て済むと分かっていても、変えられない状況がありますので、行政から業者のほうにこう

いう形で取り組んで欲しいというのがあると、品目が増えていいのかなという気はします。 

難しいのは分かるのですけれど。行政から圧迫されるみたいな、それもまずいのかなと

は思いますが、そうすると品目も増えていくのではと思います。取り組んでいただけたら

ありがたいなと思います。 

（委 員） そういうチラシとかは集団資源回収には出せないものなのですか。私は全部出していま

す、ダイレクトメールの名前だけはカットしますけれど。 

（委 員） 皆持っていってくれます。 

（事務局） 集団資源回収の業者さんと話したのですけれど、古紙再生促進センターというところで、

禁忌品とは何かというのを出しています。その禁忌品に当るものを実はどの業者さんも本

来は持っていけないのです。今は、正規品が多いのでその中に何パーセントか混じってい

てもそれは持っていっている状況だそうです。ただし、量が増えてくるとだめなので、今

回、トイレットペーパーの芯はどうなのかなど、1点 1点業者さんとやりましたけれども、

それが増えてくると実際には持っていけなくなるそうです。その辺の告知は実際にはして

いただきたくないというお話もございまして、これから集団資源回収を使ってやる場合に

は、禁忌品にはこんなものがあります、逆に言うとこういうものは持っていきますので出

してくださいというお願いをします。その中で、今まで出せた物が出せなくなるのかどう

かというのは、業者さんと町内会さんとの中でやっていただければいいことなので、その

部分について市の方で指導等は行いません。ですから従来どおり業者さんのほうで持って

いくことかできるようであれば、持っていっていただけると思います。ただし、業者さん

もそればかりになってしまうとまずいので、その辺は逆に町内会さんとの信頼関係の中で、

もし量が増えてきた場合にはお願いすることがでてくるかも知れませんとお話されていま

した。そこの部分については市の方では入ってはいけないのですが、さきほど委員さんの

方から回数が増えないかという部分では、今後、雑紙が増えたことによって収集回数を多

くして欲しいということに対しては、市の方からも回数が増えないかということをお願い

していくことは可能です。ただ、業者さんも収集するときに経費に見合う分が出てこない

となかなか回数も難しいと思います。さきほど、ダンボールですとか新聞紙のことがあり

ましたが、札幌市は全部集団資源回収でということにしていますけれど、出来れば集団資

源回収に出していただきたいというのが市の基本的スタンスということで、ご理解いただ
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きたいと思います。 

（委 員） うちのとこは 3つ町内会がありまして、月 1回しかやってなかったのですけど、昨年か

ら業者さんと打ち合わせをして 2回にお願いしたら 2回来てくれています。その他に小学

校とか中学校は 2 ｹ月に 1回ですけど、ある程度の量が出れば業者さんは対応してくれてい

ます。量が少ないのに数多く回収することは、おっしゃられるように費用面からは難しい

こととなります。 

（委 員） うちの町内会はずっとやっているので、例えば拠点をこういう風にするとかいうのは全

くないです。というのは定着しているものですから、業者さんとも知り合い関係で、9 時

くらいにスピーカーで回るのです。変更になれば回覧が来ます。交付金が年間に 6万円く

らいあったと思いますが、うまくできているところは、そのままそっとしておいていただ

きたいなと思います。 

（事務局） 今の体制をそのまま生かしていただくということで考えています。 

（会 長） 集団資源回収の話ばかりになってしまいましたけれども、参考資料の 6ページを見てい

ただけると、これは今の試算ではもう少し多いのかもわかりませんけど、年間 170トンな

のです。やはり、生ごみをこれから分別可能量 2898トンとなっていますが、これに近づけ

るためにはどうしたらいいかというのが、これからの北広島市さんにとっては大事なこと

です。審議会でも生ごみの分別をもっと強化することをもう少し話さなければいけないの

ですけれども、皆さんご異論はないと思うのです。それからもう一つは、現状で資源ごみ

であるにも関わらず普通ごみに混じって最終処分場にいっているものとして、さきほど紙

製容器包装ごみの話がでました。紙製容器の分別が十分でないとか、プラスチック製容器

包装、そういったものも随分まだ埋立ている状況を考えますと、ケース 3 よりはケース 4

に出来るだけ近づくようなことを我々としては、提案していかなければならない。これら

が大きな 2つの柱なのかなという気がします。集団資源回収、紙については、ある程度こ

ういう形でやるとなっていますから、個別の手法論になると思います。生ごみと資源とし

て紛れている紙製容器包装とプラスチック容器包装、これはいずれも現在資源としている

ものです。にもかかわらず市民の皆さんの協力率が 100パーセントとは言わないまでもま

だまだ取り組みとしては余地があるところだということで、そういったところに対して最

終的にはこの審議会でまとめていくのだと思います。今までどちらかというと、生ごみだ

とか紙だとかリサイクル紙といったような住民の意識に関わる部分の話が多かったのです

けれども、少し立ち返って考えますと、最終処分場に持ち込むごみの量を出来るだけ少な

くするのはもちろんですし、質を出来るだけ削減するということがあります。質としては、

今回生ごみや紙を少しずつ抜くので、さきほどメタンガス発生量ということで評価させて

いただきました。もう一つ言いますと、世界基準でいうと高カロリーのものは埋めないと

いうのがあるのです。高カロリーなもので本来燃料として使えそうなものは出来るだけ埋

めない、それも埋立から抜いたほうがいいのではないかということです。これはどちらか

というと紙製容器包装、プラスチック製容器包装は日本ではいまリサイクルされており、

熱利用しなくてもいいことになっていますけども、その他プラスチックというか容器包装

でないプラスチックをできるだけ抜くだとか、繊維なども資源にならなくてどうしても捨

てざるをえないもの以外は埋めないでおくだとか、そういう観点です。焼却施設をもって
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いるところであれば、まとめて焼却してしまえば熱回収できるのですけれども、焼却施設

を持たない自治体では最終処分場に入れるものを減らす。次のターゲットはそういうもの

になります。それから、これは日本全体での取り組みがようやく始まったところですが、

レアメタルという話がでました。これはその他プラスチックにも関係するのですけど、小

型家電です。プラスチックもあるし、レアメタルも随分とあります。北広島市さんとして

は、今後そういうものをどうやって考えるか、それをやったからといって埋立量が劇的に

減る訳ではないのですが、そういったことも最終処分場のことを考える上では大事なこと

だと思っています。これからあと今回と次回と最終回、残り 2回と 40分ぐらいですけど、

大きくは生ごみの分別、或いは他紙製容器包装、プラスチック容器包装などをどうやって

協力率を上げていかなければならないかということが、大きな議論になろうかと思います。 

今回、十分にお話は出来ないけれども、資料 4にありますその他のものをどうやってど

れくらいの範囲でどこまで考えて答申案としてまとめていったらいいのかということを、

お話して出来れば次回には大体こういう答申案になりますという項目だけでも議論出来れ

ばいいかなと思っています。資料 4もあとで説明していただいて、今後残った問題も含め

て意見を交換したいなと思いますが、そういう形でよろしいでしょうか。資料 4を説明し

ていただいて問題を整理しながら審議を進めたいと思います。 

（委 員） 資料 4ですが、道の方の補助金を使って実際埋立されているものの中にどれだけ燃料系

のものが入っているかというのを、このデータは北広島だけなのですが、長沼町と苫小牧

市で同時にやっています。一応 3 ｹ月間普通ごみの中から燃料系になるものを出してきて、

実際にやってみると半分位は燃料として使えるものが入っているというデータになってい

ます。埋立されているものは、これが全部ではなくてこれ以外に粗大ごみだとか他のもの

もありますが、たとえば普通ごみだけでいけば半分位は燃料として使えるものがあります。 

 このまま燃料として使える訳ではないので、今後の課題は残ると思うのですけど。会長

もおっしゃったように、粗大ごみとかここに入ってない破砕しないとなかなか取れないも

の中に、燃料として使えるものもあります。プラスチック、木くずなどがあり、いまは埋

立にいっていますけども、これらを分別することによって燃料化のリサイクルに持ってい

けるということであります。普通ごみで埋立てるものの中には 51パーセントが入っていま

す。すぐには無理なのでしょうが、市民のいろいろな協力を得ながら、市の方がご指導し

ていただければ、この部分は燃料化にもっていけるのではないかと思って提出しています。 

（会 長） ありがとうございます。日にちごとにサンプリングした量が入っていますけれども、燃

料化可能量は 51.4パーセントということですね。紙というのは、容器包装の紙も含めてな

のですか。 

（委 員） 容器包装の分別が悪ければ含まれています。 

（会 長） こういうものの中には、今よりも分別の協力を得られれば減らせる部分もあるけれど、

資源化は出来なくて熱回収しかできないものも含まれている、そういう値だと思っていた

だければと思います。繊維は重量的には結構な量ですね。 

（事務局） 前段、お話しましたように、実はこの時に今でいう破砕しない袋を主にやりました。皆

さんもお気づきだと思うのですが、どうしても衣類なんかが破砕しないごみのなかで中心

になってきますので繊維が多くなっています。 



 10 

（会 長） 破砕しないごみなのですか、普通ごみですか。 

（事務局） 主に破砕しないごみで、データを見ると普通ごみからも分別して持っていっている状況

です。 

（委 員） こんな細かいデータを毎日やっているのですか。 

（事務局） 北海道の経済部が環境対応型ビジネス創出事業として、補助金を出す形で化石燃料、要

するに石油とかの代替の原料となるものはないかということで、北広島市と南空知の公衆

衛生組合、この二つの地区の収集物に燃料となるものがどのくらい入っているかという調

査を行ったものです。ですからこの期間だけ特別に行なったものです。 

（副会長） こういう細かいデータを出されると、興味津々で見てしまうのですけど、こういうもの

をどう使って市の政策として活用できるのかというのが不安なのです。細かく出されれば

出されるほど不安な気がするのです。 

（会 長） 資料だとか、ごみに対してどういうふうにするか、というのは私も意見があるのであと

から述べさせてもらいますけど、さきほど申し上げたように、生ごみだけではないのです。 

 他にもいろいろありまして、粗大ごみに関して市の方ではどういうことを考えているで

しょうか。リサイクルプラザだとか、フリーマーケットの促進だとか 量的にはそう多く

は有りませんが、確かに意識のあがる一つの手法なのです。粗大ごみに関してはいかがで

すか。 

（事務局） 粗大ごみに関しましては、市議会のなかでもそういったものをなるべくリユースできる

ような機会を設けて欲しいという提言も出てきております。今は破砕して埋立ているだけ

なのですけれども、これを出来ればリサイクルプラザ的なもの作りまして、そういったも

のをリユースして皆様に使っていただく場を今後設けていきたいと思っています。具体的

にどこで行うかということについては、決まっていませんが出来るだけ市民の皆様の利便

性のいいところで、リユースしていくという考え方で進めてきております。 

（会 長） そこには例えば、シルバー人材の方を使うだとか雇用ができたりだとか、市民団体の NPO

の方々の協力を得たり、コミュニティ的に広がりをみせられるようなものになればいいと

思うのですが、その辺はいかがですか。 

（事務局） いま会長がおっしゃったような意見もございましたので、運営する中で市民の方がどの

くらい参加していただけるか、またそういう団体があるのだろうかということを調べる中

で実施していきたいなと思っております。一番大切なことはさきほど言いましたけれども、

皆様にリユースの必要性、こうすればリユースが進みますということの意識の啓発をぜひ

この機会を捉えてやっていきたいなと考えております。 

（会 長） あとは、さきほどレアメタルの話がでましたけれども、小型家電については、今、市の

方で何か考えていますか。 

（事務局） 小型家電の回収につきましては、年 1回ですけども環境広場というイベントがございま

して、6 月の最終土曜日に去年であれば大曲でやっております。その時に品目、大きさは

限定させていただいておりますけども、対象品についてはそちらの会場に持ってきていた

だいて回収いたしました。平成 24年度についてもイベントの中での回収を考えています。 

 小型家電につきましては、今、環境省が中心となって審議会をやっており、そちらの方
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で回収のシステム等を審議しております。それが提示されましたら北広島市でも出来れば

そのシステムにのっとった形で、市民の皆さんに分別していただいて回収を行うことを考

えていきたいと思います。ただその形が煮詰まっていません。北海道には北海道バージョ

ンが出てきても不思議はないような環境にございますので、そういった部分は国のシステ

ムが出来上がるかどうか、そのシステムに基づいて北広島市、または北海道内でどのよう

な事が出来るのかということを、もう少し検討させていただいて実施してきたいと思いま

す。ただ国の方では方針としてはやるという方向で検討が進んでいますので、北広島市で

も実施していくべきだろうと考えています。 

（会 長） 小型家電は、レアメタルを回収することも大事ですけど、微量な重金属が最終処分場に

行ってしまっているという部分でも無視できない問題で国のスキームが出来れば実施して

いただきたいと思います。 

（委 員） やはり周りの方々も、結構型家電をごみとして出すのに抵抗があって、だからさきほど 

言われた環境広場なんかでも結構集まりますね。年に 1回だと、保管する場所がなくてど 

うしたらいいでしょうかという質問を受けるものですから、石狩市さんは拠点回収してい 

ますが、そういった形で拠点回収もちょっと検討していただけたらと思います。国の指針 

が提示される見込みは何年ぐらいでしょうか、平成 24年度に出てくるのでしょうか。 

（事務局） 環境省の審議会でやっていまして、早ければ平成 24年度中に法制化する方向で環境省で

動いているという状況であります。 

（委 員） 早くても平成 25年くらいからということになるのでしょうか。 

（事務局） 動きは見えてくると思います。 

（委 員） 年 1回ということではなく、もう少し頻度をあげて取り組んでいただけたらいいかなと

思います。それと先ほどケース 5との比較一覧表の中に最終処分場の建設費、ケース 1か

らケース 4の差が 3.7億円ですか、これはとても大きい金額ですので、今後、市で説明会

等を行う中で市民の方にもこういうメリットを説明していただければと思います。インセ

ンティブがあると市民は実行されると思います。やはり、これだけ金額が違ってきて、 

この 3.7億円がもし福祉に使われるとしたらこういうことができます、というような比較

するものも提示し説明していただいて、理解を深めていただくような工夫をしていただけ

たらいいのではと思います。その他にも二酸化炭素の排出量やエネルギーに換算を示した

り、メタンガスを回収することで、電気の使用量がこれくらい減っていますというような

メリットをどんどん打ち出して市民の方に理解していただき、進めていって欲しいと思い

ます。 

（委 員） こうやってみるとケース 4が一番いいですね。では、ケース 4にするにはどういう手法

があるかという話ですね。だから実際に分別をこれだけやってもらうためには、どういう

手段でやると協力を得られるか、一般の市民の方がやりたがるというか、そういう気にさ

せるかということだと思います。町内会の総会をやった時その話したら、同じ金額を出す

なら、別の袋に入れるのは面倒臭いというのがほとんどなのです。わざわざ別の袋にいれ 

るというのは、そうではないのだと言っても現実にはやっている方々は、うちの町内会を

みていてもそうなのですけども面倒なのですね。少し分別に対して何らかのインセンティ
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ブがつくようにして、ある程度まで分別の量が増えた段階で価格を戻すようなことでもい

いと思います。やはり、一般の人にとっては、環境意識の高い人はやっているのですけど、

そうでない人はどうせ埋立するのならいいのではという意識の人が多いですね。何らかの

インセンティブを働かせるようなことをしないと、先ほど委員さんもおっしゃったように、

一般ごみの中に入っているものをもう少し資源回収すると町内会の交付金がこれだけ増え

ますなど、いろいろなことを出していかないとなかなか難しいのではないかという気がし

ます。ただ本当に環境意識だけでは限界があると思います。 

（会 長） ボランティアにまかせると限界があるのでしょうね。何らかの誘導といいますか、今ま

での議事録を見ていただくといろいろなアイディアがでていると思います。その辺もまと

めて次回しっかり議論したいと思いますが、僕はインセンティブといっても、資源だから

と無料にするのはあまり好きではありません。家の中では分別されていても、ステーショ

ンに出す寸前でまとめて出してしまうことがあるとすると、ここは工夫のしがいがあるの

ではと思います。確かに、ふた袋にして出しても、ひと袋にまとめても同じ金額であれば

そうして出すに決まっていますね。 

（委 員） 最近 2日間ばかり朝にステーションを見てみたのですが、生ごみ用ごみ袋で出す人は非

常に少ないですね。今おっしゃられたように、仲間で話をすると同じ値段であれば普通ご

みの袋に入れてしまうので、値段が違わなければだめなのではというような話はでます。 

（会 長） 値段が違っても、大きな袋があればそちらに入れてしまうので、値段を安くしても結局

大きな袋に全部入れて出す可能性はあります。 

（委 員） 仕組みの問題と、意識の問題と両方の面から考えると、分別する仕掛けが必要かと思い

ます。 

（会 長） 意識の面だけで 60パーセント 70パーセントの協力が得られたらいいのですが、今の 30

パーセントぐらいの協力率が意識の限界かも分からないですね。ほんとはそれがもう少し

上がって欲しいと思いますが、手法的にサポートをしなければ目標となる 80パーセント、

そういうところまでいかないのかなという気もします。一市民としては意識は上がって欲

しいですが、技術者としてはそういうふうに思います。 

（委 員） 説明会を開いても 10パーセントの出席もないところがそうですね。配られた資料を見て

やるだけですから。すすきのの話で最後は 1軒 1軒回ったということですが、それは誰が

やるのだということですね。 

（委 員） 資源ごみは半透明の袋に、生ごみも資源なのだから無料の半透明の袋であればいいとい

うことにすればとも思います。袋の厚さとかいろいろあるのでしょうが。結構半透明の袋

はレジ袋をもらわなくても何かの物に包装されてくるとかがあって、資源ごみには使うこ

とが結構多いのです。処理費が生ごみの黄色いごみ袋になっているから、処理費の問題で

難しいとは思いますが。 

（委 員） いま処理費とおっしゃっていましたけれども、もし無料にして処理費が増えたとしても

さきほどの最終処分場の建設費がコストダウンする訳ですから、トータルで考えていただ

いたらそれは補えるのではないかなと思います。生ごみをバイオ化する時に、生ごみは無

料にした方がいいのではないか、そういう議論もありましたね。だけども無料にしてしま
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うと、普通ごみが生ごみの中に入ってくる可能性があるということで有料にしたと思いま

す。それであれば逆に、モデル地区的に半透明の袋に生ごみを出していただいて、どれだ

け混入するのかというようなことも検討していただいてもいいのではと思います。 

（会 長） そうですね。今回は下水処理施設でやるということで、いままで下水道汚泥を堆肥とし

て土に還元していたこともあり、不適正な生ごみが沢山きてしまうと、量的なバランスは

あると思いますが施設としてのネックとなります。無料にしてしまうと、なんでもかんで

も施設に来てしまうと不都合であるということ当初あったのですね。 

（委 員） 安曇野市で乾式メタン処理を行っていて、生ごみと紙ごみは無料なのです。生ごみと紙

ごみの袋は別にしていますが、袋の大きさによって種類が違っていて生ごみは一番大きい

ものは 5リッターです。それ以上になるとプラスチックなどでも何でも入ってきてしまい

ます。いろいろ試してみて、どの大きさがいいのかというのがありますが大きすぎるのは

絶対だめです。試験でやっていますから、無料の方に入れるというのはどうしてもでてき

ますが、大きさもいろいろ考えてやれば無料になってもかなり分別のよさは出てくるので

はと思います。10リッターだとなんでもはいってきて絶対にだめですね。 

（委 員） 事務局から説明がありました環境広場のなかで、環境マークを使ってビンゴゲームをし

ています。そうすると環境マークというのは皆さんご存知ないですね。目にはしていても

理解はされていないです。でもビンゴゲームをすることによって皆さん楽しく理解されて

いるんですよ。こういった仕掛けも取り込みながら生ごみの啓発していく、説明会のなか

で何か楽しい仕掛けをして啓発など、民間の知恵とか、いろいろなことを工夫して啓発し

ていただきたいと思います。 

（会 長） あと大事なのは、小学校、中学校で教育を行い、5年 10年で浸透させていくということ

もあります。やってみると全然違うのです。 

（委 員） 台所で出るごみはプラごみか生ごみしかないですね。私も、トレーなんかはプラですけ

ど、生ごみはやはり水を切って三日ぐらい貯めます。臭いだとかそういうものもあるから、

家の中に置きたくないということがあるのかなと思います。きちっと説明すれば、やって

もらえるのでないかと思います。冬であれば外に置く、夏はコンポストを使う、外に置く

時も一回一回水を切って置く、それほど大変でないことがわかればやると思います。初め

は皆さん分別をしていたのですが、だんだん黄色い袋が少なくなってきています。特に冬

なもんですから。自治会に説明とか働きかけをすれば少しは改善していくのではないかな

と思います。 

（委 員） 私は慣れました。びん缶ペットボトルは台所で袋が決まっています。プラが一番多いで

すね。生ごみはよく人に会った時にその場で説明しますが、昔から水きりはしたことがな

いです。なぜ、すぐ台所のネットに入れるのかという話から始まって、水を切ることをし

なくても生ごみの水は切れているということを話しています。あと、前に委員さんもおっ

しゃいましたが、生ごみは小さな袋、3 リットルのもうひとつ下の袋が欲しいです。そう

すると皆さんもっと使うのではないかと思います。3 リットルの量はいっぺんには出ない

です。冬はみかんの皮とかなんかがあるから一杯になりますが、そうでなければなかなか

一杯にはなりません。だから小袋に入れておくと 3個くらいになって、それを入れて捨て

ています。ですから、部屋のなかで臭うということはないので、そういう説明をして歩く



 14 

のもいいのかなと思います。 

（会 長） 生ごみの袋の大きさ、適正な大きさというのは家庭ごとに違っていて、我々のような子

どもがまだいるという年代の方もいらっしゃれば、子どもさんはもう仕事されてご夫婦だ

けというところでは違います。3リットルでも大きいですか。 

（委 員） 大きいです。だからその下が欲しいです。その下があると皆さんもっと協力すると思い

ます。 

（委 員） 生ごみの処理施設を見にいくと、黄色い袋に直接入れないで小さい袋に小分けして入れ

ても処理されていますね。私も、小分けにして三つか四つを黄色い袋の中に入れて一回に

出しています。 

（委 員） 臭うこともないですね。 

（委 員） 生ごみの量からいうと事業系の方が多いのです。事業系をどうするかという話をもう少

しして欲しいと思います。事業系は集めるのは難しいと思っていまして、どこまで協力し

てくれるのかということも。 

（会 長） 事業系は一軒一軒ですね。 

（委 員） 事業系は実は一軒一軒やるしかないと思います。出てくる量は事業系の方が多いですか

ら、家庭の話ばかりになっていますけど、事業系をもう少し考えて、こういう方法がある

ということを提案していただければと思います。 

（会 長） 事業系は市が言えば、ある程度収集業者さんもそういうふうになって動いてくれるはず

です。集める方も生ごみの量が少ないと集めづらい、ということも聞いています。 

（委 員） 事業系の方が実は大変なのです。収集の費用などの問題でも事業系を沢山集めるという

のは大変です。業者としてはやりたくないのです。 

（会 長） 例えば、生ごみを分別すると収集料金や処理料金が割引になるなど、事業者にとって得

になることがあればいとと思います。 

（委 員） 収集業者さんも得になることがなければ、そんなに一生懸命はやらないです。 

（委 員） それと、排出業者の有料企業のランキングみたいなのはどうでしょうか。 

（会 長） それは出来るのではないですか。ここの店は生ごみを分別していますと市が認定するよ

うなことですね。 

（委 員） 三笠市ではバケツで収集していて、きちっと収集されていると以前は聞いていたのです

が、その後はわからないのですけど北広島市も資源物として生ごみを扱うとするとバケツ

収集なんかも可能なのでしょうか。さきほど委員がおっしゃったように、大きさを大きく

しない、5 リッター以内の袋に出してくださいと宣言をして、無料になっても普通ごみが

混ざるようなことがないのであれば、無料化も考えてもいいのかなと思いました。無料化

することでバケツでの収集が可能であれば、夏場でも抗酸化バケツは臭いも発生しません

し扱い易いです。 

（会 長） いまおっしゃっているのは、各家庭から持ってくるときの話ですか、それとも各家庭か

らは黄色いごみ袋に分けて持ってきて、最後にごみステーションでバケツに入れるという

ことでしょうか。 
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（委 員） 三笠市は各家庭に 1個ずつバケツを配布して、それを置いておいて収集車が大きいバケ

ツに入れて収集していきます。そうすると臭いが全然しないのです。家庭では水分が出て

臭いが発生するので、ついつい普通ごみの中に紛らわして捨ててしまうというパターンが

あるのかなと思います。 

（委 員） 確かにバケツ収集は、奈井江町もそうですし、三笠市もそうですし、大樹町もそうです

が、やはり難しいです。バケツの洗浄にもそれだけの施設が必要ですし、人手も必要です。 

奈井江町は最近うまくいってないですね。いかにして協力してもらえるかというのは、

北海道の場合は冬の雪の問題がありますので、会長がおっしゃるように、収集の仕方を変

えて、生ごみ以外のものであれば週 2回でなくても週 1回にして、集めてもいいような気

はします。生ごみはやはり週 2回でなければならないのですけど、私は二人世帯なので赤

い袋を出すのは週 1回で済んでいます。生ごみだけは週 2回出しますけど。家庭によって

は大家族の家は週 2回出さなければならないけれども、昔札幌市で調査を行った時に、月

に 2回しか出さないという人達が結構大勢いました。生ごみをきちんと出していれば、他

のごみの量が減ると言う人もいましたので、私はそれが徹底できれば、もう少し収集回数

を変えるということも将来的には出来るのではないかと思います。 

（会 長） 僕も委員のおっしゃるとおりだと思います。まず基本として生ごみを出すというのがあ

って、その他に普通ごみではなく埋立ごみのような名称にして、週に 1回埋立ごみを出す

というようなことです。今、考え方は普通ごみが中心になっていますが、それを切り替え

て、メインは生ごみの収集で、埋立ごみや資源ごみなどその他のものも集めますというふ

うに少し変えるだけでも、市民の皆さんの意識は変わると思います。 

（委 員） それと生ごみの袋の価格ですね。小さい袋ほど安くして、3 リットルと 5 リットルの差

をもう少しあけると、出来るだけ安いごみ袋でいいと思って利用するのではないかと思い

ます。 

（会 長） 小さい方の袋を割安にするということですね。 

（委 員） そういう価格の設定もいいのでは思います。大きい袋の量を溜めるとなれば、大変です

が、小さい袋を使おうとすると、生ごみを減らそうという努力もするのではないかと思い

ます。 

（事務局） 収集回数については、生ごみの分別を始める時に検討した中で、普通ごみを減らせるの

ではないかということはありましたが、ネックとなったのが紙おむつでした。全く紙おむ

つを出さない家庭では考えられないのですが、小さなお子さんのいる家庭や介護が必要な

方の排出量からすると、週 2回収集が必要なのです。40リットルの袋で何が一番重たいか

というと、紙おむつなのです。量も増えている状況です。普通ごみの回数を市としても減

らしたい考えはありますがもう少し検討しなければならないと思います。 

（会 長） さきほどのインセンティブという意味で、例えば今まで 10リットルの袋で週 2回出して

いたお宅をモデルケースにして、生ごみを分別して出せば小さい袋で安く済み、普通ごみ

も週 1回で済んで金額も安くなるということが分かればいいですね。普通ごみはおむつの

こともあるので週 2回でも、実際、普通ごみが週 1回でいいという家庭が増えていけばい

いのですね。そういったように、分別すると得するということを見せてあげることも大事
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かと思いますし、そういう袋の大きさでの値段設定をする、そういうことも必要でないか

なと思います。 

（委 員） 普通ごみの紙おむつの問題は、在宅介護ということで介護保険制度など進めているとこ

ろですが、やはり尿だけならいいですけど、便の臭いはほんとに大変なので、やはり大き

い袋は必要だと思います。 

（会 長） 次回に向けてなのですけが、断片的だったかもわかりませんけど、生ごみ分別の意識を

どうあげるかということから、技術的にこういう仕組みにしたら、もっとうまくいくので

はないかというご意見が出てきました。採用できるもの、できないものがあるでしょうが、

どうすれば生ごみの分別があがるのか、そういったものを事務局でまとめていただきたい

と思います。あと資源物についても、その他紙、プラスチック製容器、紙製容器など、ど

う市民の皆さんの意識の向上を図っていくのかということも含めて、最終の答申案の項目

としたいと考えます。また、燃料となるごみや粗大ごみ、小型家電についても取り込める

ものは取り込むべきだと思います。2 回目の協議会で確認したのは、広域化のスキームに

ついては広域化の構成が変わっているけれども、とりあえずは今のシステムで継続すると

いうことでした。広域で焼却施設を建設することや、燃料化プラント等については現在議

論していこともあり、この審議会では範囲を超えていると思います。燃料となるごみ等に

ついては、将来的には次のステップとして認識しておかなければなりませんが、次の審議

会で広域化と併せて考えていくということで押さえていきたいとと思います。次回そのよ

うな方向性で項目立てと具体的な手法などについて議論したいと思います。よろしいでし

ょうか。その他ご意見があればお願いします。 

（委 員）  さきほど事業系のお話がありましたが、いちばん整理しやすいのは事業系だと思います。 

北広島市では多くの企業が ISOを導入していて、都道府県、市町村の条例、法律等、そ

の中で一元管理組織で動いています。3 年ごとの更新をするためには外部の審査を受けま

す。その市町村の条例に合致しないものに関しては審査で更新されませんので、市役所で

説明して協力してもらう、というようなことを考慮すると、簡単なのは事業系だと思いま

す。家庭系については、みんな頭の中では理解して当たり前だとわかっていても、行動が

なかなか出来ない。それが一番問題であって、私の会社でも 100パーセント守れる人間と

守れない人間がいます。守れない人間を、皆といっしょに組織の中で動いているわけです

から、どういうふうにいっしょにやってもらうかと苦労するところではあります。 

一番いい例が電車で通っていますけど、携帯電話のことや、優先席を譲るというルール

があっても、学生さんが座って携帯電話かけています。これを注意する人間が何人いるか

というと、一年とおしても二人ぐらいしかいません。大の大人が脇で見ていて注意出来る

人がいない、町内会も同じだと思います。このごみの出し方違いますと言えるかというと

言えないのです。たったひとこと言ってくれるだけで、意識は変わると思います。要する

に自治会、町内会の中で行動することが大切だと思います。町内会長も班長も変わります

が、ごみの問題もその中で責任を持って行ってもらえれば出来るのではないかと思います。

いろいろ方法論はありますけど、どういうふうに意識を行動に移すか、そのあたりが一番

重要ではないかと考えています。長くなりましたけれども、事業系は一番やりやすいとい

うか、ターゲットにしやすいと思います。 
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３．その他 

（事務局） 次回開催日時の確認。 

       

第 5回目の開催 平成 24年 2月 24日 10時 00分 

 

４．閉 会 

（会 長） これにて第 4回の協議会を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


