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第 6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） おはようございます。第 6回クリーン北広島推進審議会を開催したいと思います。本日

の予定でございますが、議事につきましては第 5回審議会のまとめとして「埋め立てるご

みの新たな減量化の方策」についての資料を説明させていただいた後、当審議会の最終審

議として答申案についてご審議いただければと思っておりますので、よろしくお願いした

いと思います。それでは石井会長よろしくお願いいたします。 

２．審議会 

（会 長） おはようございます。また冬に逆に戻ってしまったような感じで、足元悪い中、朝早く

からありがとうございます。今日は最後の審議会ということで、答申案の審議が主なもの

になると思います。皆さんのご意見を聞きながら修正をして、今週の金曜日くらいには、

市長に私のほうから答申させていただきたいと思います。予定としては 12 時くらいまで

ですが、ご審議いただきたいと思います。今日の議事録の署名委員ですが、齊藤委員と桜

井委員にお願いいたします。それでは、事前に資料を配布させていただいていると思いま

すので、事務局の方からまず第 5回審議会のまとめについてご説明いただきます。 

（事務局） それでは、皆さんにお配り致しました「第 5回審議会のまとめ」について、ご説明しま

す。 

 

    事務局からの説明 

 

（会 長） ありがとうございます。また、詳細は議事録等が出ておりますので、確認していただけ

ればと思います。お気づきの点はございますか。また答申の案が出ていますので、そのご

意見もあわせて後ほどお伺いするということで、次に進めたいと思います。答申案の審議

ということでございますので、じっくりとやりたいと思います。それでは事務局から説明

をお願い致します。 

（事務局） それでは、答申案の内容について説明します。 

 

    事務局からの説明  

 

（会 長） ありがとうございました。前段が背景的なところで、後段が今回の審議の課題となって

います。それから、前回から議論していましたが、大きく 4つの項目にわけて、答申をし
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ているということになっています。案を作った後で、私も少し修正をしております。時間

は十分ございますので、何なりとご意見いただきたいと思います。まず大きな構造的な部

分だとか、どこまで厳しいことを書くかということ、若干中庸な表現もあろうかと思いま

すので、ご意見いただければと思います。 

（副会長） 前回欠席を致しましたので、皆さんの慎重なご議論の中身を確認していないまま、こう

いう発言をしてよろしいのかとは思いますが、文章については後ほど意見を述べさせてい

ただければと思います。全体としては、答申書の位置付けですが少し気になるのは、上か

ら目線というか、市役所側の市民にこうしろというか、こうして欲しい、こうあるべきだ、

というような形が中心になっています。市民を誘導できるような、あるいは市民がこうや

ることに対して、こういう施策が必要だというような、そこのニュアンスがかなり上から

目線で書かれているような気がします。後ほど細かなことを申し上げますが、一点だけ、

例えばですけれども、1 の市民ごみ分別排出抑制意識の向上という欄がありまして、これ

の下から 5行目のところからなのですが、例えば埋立ごみの減量のメリットなどを情報発

信する、あるいは市民の意識を向上させる手法を検討し、というものがあります。メリッ

トがあれば市民はやるわけで、そのメリットが何なのか。答申書ですから、具体的なメニ

ューを書かれる必要はないのかも知れませんけれども、減量のメリットの情報を発信すれ

ば市民はやるのだ、あるいは市民の意識を向上させれば何とかなるのだ、というような、

少し意地悪な感想を持ちました。もう少しメリットといったときに、たとえば埋立ごみの

減量による問題点がここにある、だからごみの減量化をしないといけないので施策を転換

して欲しいとか、あるいは意識を向上させることが必要なので、そのためには先ほどもあ

りましたけれども、パンフレット等の整備が必要だとか、少し視点をずらして市民が協力

しやすい、市民がこれから取り組んでいくにあたっての政策のような形にはならないもの

かと思います。繰り返しますが、上から目線のようなニュアンスを受けました。 

(会 長)  僕もそこは気にしていて、市と市民が共有する必要があるという表現を使ったのですが、

もう少し強いことを言おうかなとも思いました。要するに、市がルールだからやってくだ

さい、というふうにお願いするのでしょうが、やはり協働ということで、啓蒙ではなくて

啓発という言葉を最近は使うようになりました。市がやりなさいと言うのではなく住民が

自発的に出来るよう、市は後押しというか、背中を押してあげる、そういう書き方が最近

のこういう計画の書き方だとは思います。僕は必ずしもこの文章を読んでいて、今副会長

がおっしゃったほどまでは感じなかったのですが、その辺いかがでしょうか。例えばどう

いう風に直したら、いいでしょうか。 

(委 員)  ここの 1のごみ分別への協力で、市民が守るべきルールであるという認識に立った取り

組み、と書いてあります。これは確かにそうなのですけれども、我々委員が言うべきこと

ではないですね。我々市民がもっとこういうふうな啓発運動をしてくれというのが、答申

書だと私は思います。これは市に対しての申し入れですから。ですからこれだとまるで、

市役所の立場を代弁しているような文章に私は見えてしまいます。先ほどお話がありまし

たけれども、全体的に文章に具体性がないですね。これは市に対しての答申で、市は内容

がわかっているのでいいのですけれど、ただこれが一般の市民の目に触れた時に、何をや
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るのか、よくわからないですね。これでは私は市民の立場に立った答申書とはいえないと

思います。たとえば、この収集量は当初に比べて少ない状況が続いており、というところ

も、40パーセントしか集まっていませんので、もっとしっかりしてくださいという言い方

を、数字を入れるなりをしてもう少し具体性を持たせるべきではないかと私は思います。 

(委 員)   私が感じたのは、今まで分別向上には自治会とか市民団体だとか、特に自治会などの力

を借りていかなければ、なかなか難しいということも、審議会の中でも出てきたと思いま

す。そういった文言がどこにも入っていませんが、そういう協力も必要なのだということ

を、どこかに入れてもらえればと思います。それと、中ほどの市民のごみ分別のところで、

市では広報紙等で周知を図っているが十分とは言えないとあり、また、他の自治体とは異

なりとありますが、他の自治体というのはどこを指しているのか、そして異なるというの

は全部の周知の方法が異なっているのか、埋立が異なっているのか、漠然としているので、

これを全部カットして「埋立に依存している現状を再認識」のほうがいいのではと思いま

す。 

(会 長)    なるほど。一通りご意見をいただいてから、少しずつ直していくようにしたいと思いま

す。 

(委 員)    答申書に細かいことまで書くかどうかというのは、いろいろあると思いますが、私はこ

れを読んだ時に、今まで 5回議論したことはだいたい入っていると思いました。大きい方

向性などは、これで全部入っていると思います。市では具体的な細かいことは議論してい

ますから、その裏づけにはなっていますので、それをここに全部表すかどうかという問題

だと思います。市はこの答申書を受けて、市民に対してオープンにしていくと思いますが、

その時にこの文言に入れるのか、別な用紙のなかで具体的に表すのか、方法はあると思い

ます。細かい数字も全部入れていくと、かなり煩雑になるので、そういう整理もあるので

はと思います。 

(会 長)  ありがとうございます。 

(委 員)   以前の答申書と比較すると、まとめの部分でそういう上から目線という感じに受けとら

れるのかなと思います。前回は審議会のなかで、たたき台を作ったので市民の声というと

ころが、見えたのかなという気がします。答申書というものがどういうものかというのが、

よくわからない部分もあります。先ほどから言われているように細かいところを出してい

いものなのか、そこまで出しても、私たちは審議の中である程度数字的なことも理解でき

ていますけれど、市民の皆さんに発信したときに、理解されない部分もあるのではと思い

ます。粗大ごみのところで、市民団体などを活用することでコミュニティ的な広がりとい

う文言が入っていますけれども、こういうことは 1から 4を含めて全部のことに繋がって

くることなので、最後にまとめとして市民目線の、市への強い要望などを記載してはと思

います。資料の資源の混入のところに、普通ごみの名称を埋立ごみに変更して、埋め立て

ていることを強調するというのがありますね。これもやはりすごく大事なことだと思いま

す。将来的に実施できるか、予算や体制整備が必要なものになっていますけれども、とて

も有効な方法であり、対応が可能なものに盛り込んで欲しいというように思います。答申

案を出すのであれば、他に別紙をつけるなどがあってもいいのではと思います。それと事
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業系のごみなのですが、民間の事業所に個別に生ごみ分別のルールや意義を説明して協力

を依頼するとあります。それはとても大事なことなのですけれど、先日伺ったのですが、

現在産廃に出している費用より、生ごみ分別でバイオに出す費用が高いということを聞き

ました。それであれば、意識はあっても企業があえてコストが倍近くになるような収集方

法で出すのか、強制力があれば別ですけれど、強制力があるわけではないですから、この

「方策について検討が必要である」とありますが、コスト増の解消も必要と思います。 

(会 長)   産廃と事業系の話なのですが、産業廃棄物と一般廃棄物は明確に分かれていまして、産

業廃棄物で出している生ごみは、事業系の北広島市のバイオガス化処理施設では受入れで

きませんので、切り替えはおこらないと思います。今まで事業系の廃棄物で埋め立ててい

た方々がそのまま事業系一般廃棄物として生ごみのバイオマス化ということはあるので

すが、産業廃棄物として処理している方、たとえば堆肥化とか飼料化で処理している方は

基本的にはそのままやっていただくことになります。 

(委 員)    そうですね。事業系で埋立にまわっている生ごみの収集費用が高くなってしまうという

ことです。 

(会 長)    いま議論しているように収集業者も量が少ないと割高になります。 

(委 員)   収集業者は運搬料金を増やしていただかないと採算が合わないということになるのでし

ょうね。せっかくバイオの施設があるわけですから有効に利用していただく必要がありま

す。埋立にまわることになると、最終処分場も大きいものを作っていかなければならなく

なるわけですね。最終処分場造成のコストが高くなる部分を、事業系の埋立ごみをきちん

とバイオの施設に入れていただくことで経費の削減ができるのであれば、事業者の皆さん

の負担の軽減になるような形をつくれないかと思います。バイオの施設を有効に利用する

ことで、ＣＯ2 が発生しないということをわかっていても、今この不景気の中で、事業者

がそこまでコストがかかるようなことを出来るかというと少し難しいのではないかと思

います。個別に了解をとることはお願い出来ても、受け入れることは少し難しいのではな

いかという気がします。 

(会 長)  ２の２の分別排出を促すためのごみ手数料の設定と排出業者と収集業者の両方を考慮し

た分別向上に向けた方策についてですが、条例にも係わる問題にはなりますが、生ごみを

分別したほうが処理手数料が安くなる方がいいのでは、という議論を受けてこういうふう

に記載させていただいています。ここに関しては、僕もそういうふうに思っています。 

(委 員)   検討というのはちょっと。検討はしても出来ませんでしたとなる形が多いかなと思いま

す。 

(委 員)  その点なのですけれども、事業系の生ごみを排出しているのは市の公共施設だけです。 

ある商業施設では、収集車がその施設だけのために一台来るわけです。毎日排出すると

排出料として大体６０万円かかるのです。そうすると当然出すはずないですよね。事業系

のごみは今までは、紙でも何でも全部一緒に収集業者が集め、容量を基に料金を決めてい

ます。生ごみだけを分別すると容量がすごく少ないのですが、クリーンセンターでは重量

で料金を計算しますから、非常に差額が大きくなってしまうのです。ですから、収集業者

としては割に合わない状況になります。事業者としても、６０万円もごみ処理にかかるの
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であれば絶対出さないとはっきり言っています。今の何倍もかかってしまうのですから。 

それでいて、収集業者もマイナスになるのですから、今の料金体系では両方ともやりた

くないのです。 

(会 長)  ６０万円とは毎日ですか。 

(委 員)  月にです。ここに検討と書いてあるからいいのですけれど、その辺が本当に検討されて

事業系がきちんと集まるようにしないと、今のやり方ではこの金額だけから言っても、ま

ず集まらないだろうなと思います。その辺をぜひこういう答申がでたら、しっかり検討し

ていただけるのであれば、この文言で私は問題ないと思っています。 

(会 長)   いまのところだけで申し上げますと、確かに生ごみだけを分別して、今のように収集費

も別にかかるし高くなってしまうというお話なのですが、僕が聞いた札幌市の事業公社の

話によりますと、事業者にとっては生ごみを分別することによって、他のごみのリサイク

ルだとか分別、プラスチック、紙だとかも随分有料で売って出せるものも逆に分別出来る

ようになってきていて、トータルとしては経費が安くなっている。だからこそ、スーパー

などは協力してもらえるという話も聞いたことがあります。ですからその断面だけをとっ

て考えるとそうかもしれませんけど、生ごみを分別することによりかなり水分が抜けます。 

  その他の紙だとかプラスチックなどもきちんと分別して、総合的に事業者で生ごみを分

別することによって他のごみも分別していただけると、今度はそれがまたプラスになって

いく可能性もありますので、その辺も検討していただきたいと思います。 

(委 員)  事業の職種によっても違うと思います。 

(会 長)  その他いかがでしょうか。 

(委 員)   大体皆さん言っているのと同じようなことになるのですが、答申書の１番のなかで市と

市民が共有する必要があるというところでは市が入っているのですが、その下の、さらに

市民の意識を向上させる手法を検討し、というところでは市の方針を押し付ける形のニュ

アンスになっています。前提として市はこういう方針である、というのが必要で市がやる

気になっていることが表にでていれば、市民もそれについてくるのではないのか、市民が、

ではなくて、市が一丸となって、という部分が必要ではないのかなと思います。というの

は、途中でイベントの話もあったのですけれど、市が主催するイベント等とあって、イベ

ントするところが、例えば環境課とか廃棄物対策課でない場合のイベントですね。イベン

トというのは、市がやっているのだけどイベントする部署が違っていると、全然そういう

意識がないというのがたぶん問題になってくると思うのです。そうすると本当に市がこう

いう問題に取組んでいるのでしょうか、といったときに、その部署でしかやってないこと

になると思いますので、やはり市全体でやっているというニュアンス、こういう方針です、

という市の方針が欲しいと思います。資料の埋立ごみの新たな減量化の方策について、と

いうところにもあるのですけれど、市民に対しての要望だけしか入ってなくて、本来であ

れば、市の方針もいろいろ審議されたなかで、環境意識をもっと市自体が危機感をもって、

という部分も含めて、市がこういう方針であるのに対して、今後の検討で市民も協力して

やっていきましょう、というような表現になるのかなと思います。 
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(会 長)  僕の認識と皆さんの認識が少し違うのかもしれませんが、僕は市民と書いているときは、

だいたい市も含めた市民と考えています。その辺を確認したいのですけれど、答申書の性

格として市全体に対していて、そうなるように市が答申書に基づいた施策を積極的に考え

ていくんだというような考え方でいたのですけれども、今の皆さんの話を聞くと、市と市

民を分けて書いた方がいいというニュアンスにも聞こえるのです。これは市に言っている、

これは市民の為だ、というふうに聞こえるのです。どのようなニュアンスなのか、どうい

うふうに直したらいいかと考えるにあたって、皆さんのご意見を聞きたいのですが答申書

を出す相手がどういう相手なのかということだと思います。 

(委 員)  私は、やはりいま会長がおっしゃったように、この答申書に基づいて市が検討し、そし

て施策を打っていくというためのものでいいのではないかと考えていました。 

(委 員)   私も、会長と同じように、市も市民であって、ただルールを作って皆さんに徹底してい

く、市が主導していきますというふうに受け取っていました。だから特別、市がとか、市

民とか、分けているところは分けているところでいいのですが、市がリードしていくとこ

ろはいきますということでいいと思います。 

 (会 長)  ただ、皆さんのご意見を伺っていると、もう少し市自身が、市全体での取り組みを加速

するために、率先してやらないといけない部分も随分あって、そういったものをベースに

広げていかなければいけないのだというご意見がありますので、そういうことも入れたほ

うがいいかなと思います。 

(委 員)  副会長の言っていた上から目線というのは、私は特別感じていないです。例えば、やは

りごみの問題について、市民の皆さんに協力してもらうためには、市の皆さんがある程度

主導していかなければ出来ないと思います。市民の意識を変えていくのは、私たちもそう

ですけど、市の主導にもよると思いますので、そういった部分は上から目線とは感じてい

ません。 

(会 長)  させるという表現は、市民意識の向上を図る手法とか、そういうことだと思いますが。 

(委 員)    私はどんどん主導していって欲しいと思うものですから。 

(会 長)  その辺のギャップがないということだけ確かめられれば結構です。 

(委 員)   市民というと我々市民、対するのが市役所、という意識はほとんどの人が持っていると

思います。市役所と市民とは一体だという意識を持っている人は、現実には非常に少ない

のではないか思います。別に対抗しているわけではないけれども、市はやはり我々にやら

せる側ですから、というような意識が私にはあります。 

(委 員)  私もそう思います。一般的に、市民というと地域に住んでいる我々で、市というのは市

役所を指しているのです。だから市民として全部入るけれど、市役所と住民という考え方

ではないでしょうか。市民は私たちのことで、市役所で仕事している人たちを市と一般的

に考えています。どの人もそうだと思います。 

(会 長)  そうですよね。そうするとある程度分けるということですね。 

(委 員)  そうすると説明なしでも分かりやすいのではないかと思います。 

(会 長)  そうすると、例えば審議会の答申する相手は、市だけですか。市役所だけにこれは答申



 7 

するのでしょうか。 

(委 員)  そうだと思います。市役所から諮問を受けているのですから。市長から諮問を受けて、

それを私たちが市長に答申するのですから。諮問されたことに対して答えるのだから市だ

けだと思います。 

(会 長)  なるほど、その辺いかがですか。 

(委 員)  私はやはり、両方だと思います。両方だからこそ、市と市民とは区別したほうがいいと

いう考え方です。だから市の役割と市民の役割というのは、ある意味ではっきりしている

のだと思います。我々が分別して協力するというのは当然のことですが、最後の「認識に

立った取り組み」は、間違いではないのですけれども、非常に高圧的な言い方ですね。こ

の文章は、お前たちは当然やるべきだという考えに立っているように思います。私は、市

役所と市民が一体となって、というような感じでやる形のほうが、表現としてはいいよう

な気がします。 

(会 長)  なるほど。 

(委 員)  私も市と市民という感覚で、審議会でもそういう気持ちで発言してきました。市民に自

覚をもってもらうためには市の力が必要なのだということも考えて意見を述べさせてい

ただいてきました。１番の、埋立ごみを減らす意義を市と市民が共有する必要があるとあ

りますが、さらに、市民が分別しないということは税金の無駄遣いをしているのだ、とい

うことが自覚できるような仕組みがあってもいいのかなと思います。バイオの施設がある

のに分別しないで最終処分場に埋め立てるということは、市民にとって自分たちの税金を

自分たちが無駄遣いしているのだという、そういうことがわかる仕組みです。少し話がず

れてしまうのですけれど、昨日あの飯舘村の酪農家をやめられた長谷川さんの講演を聞き

に伺ったのですけど参加者が多くきていました。また、去年環境市民の会で原発と自然エ

ネルギーの講演会を大友先生をお呼びして行なったのですが、関心のある方だけの参加で、

今であればもっと増えるのだと思います。市民は自分の関心のあること、今であれば、も

し奥尻島の地震がもう少し北で起きていたら、泊に津波がいっていたらということを考え

ると、危機感を感じて泊を止めようという活動にも皆さん動いていると思います。ですか

ら、北広島市もせっかくバイオの施設があってＣＯ2 を出さなくてすむのに、最終処分場

に埋め立てることによってＣＯ2 を排出していて、バイオの施設にいけばエネルギーに変

えられる、ときちんと理解していただいて始まっていくようなことだと思います。私はこ

の審議会での意見は、市民に発するように言ってきたつもりです。 

(会 長)  ありがとうございます。 

(副会長)  いまのと微妙に重なる部分と重ならない部分があるのですが、上から目線というのは少

し言い過ぎなのかなと思いますが、ただ、審議会というのは市民と市行政、北広島市役所

という行政との関わりの中でどういう区分なのかというと、市民というのはああして欲し

い、こうして欲しい、こうするべきだとか、さまざまな意見、自由な形で意見されるわけ

です。今回も５回、今日で６回目ですけれども議論というかいろいろな意見を出される、

そういう自由な意見を出される場が審議会の場であって、それに対して市が行政を行うに

あたっては、さまざまな予算の制約であるとか、法律の制約だとかあるのだと思います。 
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そういういろいろな制約のなかで、市民がこう申し上げていること、こう希望している

ことというものを、市の行政が「しかしね」という部分、「しかし」を越えなくてはいけ

ない部分もあるかもしれませんけれど、そういう部分をどう整理されるのかということに

ついて、問題を提起する、会長を中心とした審議会で答申書をお渡しして、それを受けて

市、行政が法律的なもの、あるいは予算の措置、そして議会を通じて実際の施策に転換し

ていくというようなものだと思います。先ほど委員もおっしゃっていましたが、やはり市

民のやるべきこと、市民の問題意識というものと、市に要望するようなこと、それから市

で出来ること出来ないこと、そういういくつかの割り振りがあれば、わかりやすくなると

思います。細かな事ですが、例えば２ページの３番の資源ごみの資源化政策の推進のとこ

ろですが、集団資源回収の２番（２）の２行目に資源回収のメリットを周知し、うんぬん

と出てくるのですけれど、この資源回収のメリットというのは、例えば具体的には奨励金

であるとか、あるいは市からの助成金、あるいはその集める場所のステーションの整備だ

とか、環境整備だと思うのですが、そういうものを周知して欲しいというのは、多分市民

からの目線であろうと思いますし、そのことによってごみの減量化を図ることができて、

リサイクル率も向上するというようなことを、短い文章でいれることは非常に難しいと思

いますが、いろいろな情報が凝縮していて、行間を読まないと読みにくいのかなという気

がいたしました。次の３粗大ごみですけれども、２行目の「市民団体を活用することで、

コミュニティ的な広がりにより環境意識を向上させることが必要です」、これはどういう

意味なのかなというのがありまして、意味的には地域社会の主体的な取り組みによって、

ということになるのか、用語的に分からないですし、このコミュニティ的な広がりという

ことに対する市民あるいは市、行政の役割が、あまり直接的に伝わってこない文章のよう

な気がいたしました。散発的になりましたけれど申し上げたいことは、市、行政のやるべ

きこと、やっていないであろうことに対して、市民の目線から申し上げるということもこ

の審議会の答申書には必要ではないかなというふうに考えます。 

(会 長)  ありがとうございます。最後にコミュニティ的な広がりというのはもう少し具体的にい

うとどういうことでしょうか。 

(委 員)  抽象的ですね。粗大ごみのリユースは、どこの市町村でもほとんどやられてないのです。 

ソファだとかタンスを出して綺麗にしても引き取っていく人は少ないのです。出す人は

一杯いるのですけれど、そういうものを辞めている市町村も結構あるようです。いまの家

庭では大型のものを置けるスペースがないということもあり、古いものを使うという人が

昔に比べて非常に少ないですね。だからコミュニティ利用っていうのは、住民会館で使え

ということなのかなと思いました。 

(委 員)  私もここは気になっていたのですけれど、いま委員がおっしゃったように札幌市でもリ

ユースをして販売しても、売れ残って結局引き上げているような現状だということを聞き

ました。リユースではなく、リサイクルということでテーブルの立派な木などは、パーツ

で販売する方向もあるみたいです。ですから、そういうことは可能だと思いますので、こ

この粗大ごみのリユースというのは、現状に沿った形でのリユースということになると思

います。立派なものだから使って欲しいと思って、市民はごみとしてではなくリユースと
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して出すのですけれど。でも逆に立派なものがいまの家には入らない状態なので、やはり

現状に沿った、パーツの取り組みだとか、そういったものが必要なのかなというのは感じ

ていたのです。環境意識を向上させることが必要というところがありますけれど、ごみの

減量を図ることが必要、というのがいいかと感じていました。その上の集団資源回収のと

ころも、集団資源回収は町内会単位で行っている場合が多いので、メリットを周知し、地

域の繋がりが強まるということも、あってもいいのかと思います。 

(会 長)  メリットのうちのひとつですね。 

(委 員)   北広島市でいうとシルバー人材センターでは、廃材を利用していろいろなもの作って、

そして販売しています。家具だとか、鳥のかごとか、イスだとか、テーブルだとかを廃材

を活用してリサイクル販売をしています。私はそのことも入るのかなと思って理解してい

たのですけれども。 

(委 員)  問題なのは、処理出来ないだけの量がきたらどうするかということですね。家のなかに

あるものをひとつの整理のような形でどんどん出され、シルバーさんが一所懸命頑張って

も処理出来ないだけ出てきたら、それをどうするのだというまた別の問題が出ますね。一

方、ほとんど購入する方もいないし、タダでも持っていかれる方はいないのですよ。やは

り新規に買われる方が多いと思います。私は桂岡に住んでいまして、大学があり、また、

もうひとつ銭函にもありまして、団地のなかに結構学生さん相手のアパートだとかマンシ

ョンがあるのですけれど、卒業していかれるとものすごい量のごみが出ます。結構、立派

なものが出てくるのですが、ほとんど持っていかれる方がないし、後輩に譲ったらどうな

の、と聞いたら、後輩も新しく買うらしいです。粗大ごみは結構大きな物が多く、きちん

と解体してくれればいいのですけれど、ある日どさっと置かれて、そのままいなくなると

いうことで、やはり問題にはなっています。 

(会 長)  今のようなご意見に対して、市のほうではどう考えますか。粗大ごみに関しては、今や

ってもそれほど効果ないのではというふうにも聞こえるのですけれども。僕は必ずしもそ

ういうふうには思ってはいませんが。 

(事務局)  まず、この内容につきましては、みなさんからの、こういうことをやるべきだというご

意見に基づき記載しています。また、粗大ごみにつきましては、この審議会だけではなく

て、それ以前からも粗大ごみのリユースをする施設を作ってくださいという要望があり、

その実現に向けて、市の方では進めてきておりまして、その場所も確保できる目安がつい

ています。また、施設の運営管理にあたっては、第５回の審議会でも出ていますが、シル

バー人材センターや市民団体を活用することによりとしています。市が市職員を配置して

ということではなく、そういう団体を使うということで、より広く市民に開放できるよう

なという意味合いになります。そういう場所にして、環境意識も向上させていきたい、と

いうことで理解しています。内容につきましては、審議会の場で出されたご意見をまとめ

たものを出させていただいていますので、必要ないのであれば、そういう答申の内容にし

ていただければと思います。 

(委 員)  やはり必要はあると思います。 

(会 長)  リユースをすることは良い事であって、沢山来たら困るだとか、実際使われなかったら
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困るとか思っておらず、当然出来る範囲でしか物事は動きませんので、多分その出来る範

囲でやったら、粗大ごみのリユースがものすごく上がっていくことはないと思いますが、

そういうことをやっていることが、レジ袋みたいなもので、意識の広がりにつながってい

くのだと理解しています。 

(委 員)  私の団体でも粗大ごみのリユースが出来る施設を要望はしています。ただ先ほど言われ

たように、現状では大きいもの、立派なものは売れ残ってしまうというところがあるので、

そこだけは改善していただきたいと思います。コミュニティ的な広がりというのは、シル

バーとか市民団体とか、見にきた市民の方への啓発など、いろいろなことが出来るコミュ

ニティが広がる場が欲しいということですね。そういう場が今まで無かったので、粗大ご

みのリユースができる施設のなかにそういう場も設けて欲しいということだと思います。 

(委 員)  コミュニティに入るかどうかわからないのですけれど、毎年、北広島市で友愛セールと

いうものを社会福祉協議会が主催してやっています。大型ごみも出るのですけれど、全部

売れます。配達も無料でやっています。家電だけは、出されても故障しているとか、責任

を負えないので、一切取り扱わないようにして、大型の家具だとかベッドだとか沢山出て

きます。益金は福祉の為に使われているのですけれども、私が知っている限りでは、友愛

セールで大型のものが出されて困ったということは今まで一切ありません。 

(委 員)  答申書に載っているもので、具体的な役所の動きについてはワーキンググループかなに

かをつくって、もっと具体性を持って活用されればいいのかなということで、私は残して

おいた方がいいのかなと思います。 

(委 員)  コミュニティ的な広がりについては、横文字が入ると分かりづらいと思うので、地域の

繋がりを生かした活動によって環境意識を向上させること、など少し変えたらどうなのか

なと思うのですけれど。 

(会 長)  もう一度お願いします。 

(委 員)  地域の繋がりを生かした活動によりとか、それで環境意識を向上させることが必要であ

る。コミュニティ的というと漠然とした感じがあるので。 

(会 長)  ありがとうございます。少しずつ、いただいた意見をまとめながら直していきたいと思

います。まず 1番の市民のごみ分別排出抑制意識の向上というところでは、埋立に依存し

ているというのは非常に大事な点だと思いますので、他の焼却を行っている自治体とは異

なり、というような文言を入れてはどうかと思います。埋立に依存している現状や環境へ

の影響から市だけでなく市民も協力する必要がある。だから市はそれを市民に知らしてい

く必要があるし、市民もそれを理解する必要があるという意味での市と市民が共有する必

要があるということだと思います。下から３行目の市民の意識の向上を図るためのとか、

させるという表現ですが、これは、市があくまでもそのことをやらなければ、継続的に実

施することをしなければいけない、というふうにしたいのですが。そのため市は、という

文言を入れると、そのため市民が共有する必要がある、そのため市はこれまでの周知方法

の見直し、各種イベントの参加、小中学生の環境教育、市民参加による指導員制度の活用、

ごみステーションへの周知看板の設置、ごみを埋め立てることにより環境へどれだけ悪影

響があるか、埋立ごみの減量のメリット等の情報の発信をするなど、さらに市民の意識の
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向上を図る手法を検討し、継続的に実施することが必要であるというふうに、市に言って

いることになります。次に、市と市民が一体となりそれぞれの役割分担を意識した取り組

みが求められるという表現ではいかがでしょうか。ルールというと重たいので、役割分担

という言葉にすると、それぞれ役割分担があるのですよ、ということを意識した取り組み

が求められることになります。市もやらなければいけないことがありますし、市民も協力

しなければいけないのですよ、ということを少し意識した文言ではいかがかと思います。 

      まず１番どうでしょうか。 

(委 員)  よろしいです。 

(会 長)  ２の１に関してはいかがでしょうか。数値をいれたほうがいいという意見が委員からあ

りましたけれども、何をベースにして４０パーセントかというのがなかなか難しいですね。 

むしろ、入れるのであれ普通ごみにはいまだ多くの不燃物の生ごみがこれぐらい混在し

ているということを、確か３０パーセント強ですか入れたほうがいいのかと思います。 

(委 員)  確かに４０パーセントというのは、計画値ですから、具体的な数値でないですね。 

(会 長)  あと６０パーセント集めると言うよりも、目的が埋立ごみに混入している生ごみを分別

して埋めないようにするというのが主旨だと思いますので、３０パーセント強とか入れず、

アバウトなほうがいいと思います。 

(委 員)  入れないほうがいいと思います。 

(事務局)  夏のお盆の時期に混入調査をした時には、２割５分から３割の間です。ただ地域によっ

て、入りかたが違うので、総体でいうと約 20 数パーセントとなります。地域によっては

８割が混入している地域と、２割程度しか入っていない地域ありますので、相対で３割と

なりますが、市民全体が３割だという意識になってしまうと、市としては問題があるかな

と思います。 

(委 員)  分別が３割程度のところで６割ぐらいになったらもういいか、というふうに思われても

困る話です。 

(事務局)  ですから議論のなかで、市はどこまで求めるのかと聞かれると、やはり１００パーセン

トですね。 

(会 長)  そうしたら、こういうふうにしませんか。数値をいれるのはやめて、普通ごみにはいま

だ多くの未分別の生ごみが存在し、地域によってその差がある。 

(委 員)  それがいいのではないでしょうか。 

(会 長)  そうしたほうが、少ないところも多いところもあって、地域によって違うのだというこ

とがでてくると思います。次のページの、２の２の事業系生ごみの分別向上ですけれども、

大体このような形で、最後検討が必要であるというところ、もしこれ以外の表現があれば、

ご意見をいただきたいと思います。少し強めに言いますと、まだ、ほとんどやられていな

いということがありますので、たとえば最後の行ですけれども、排出業者と収集業者の両

方を考慮した分別向上に向けた、具体的な方策について早急な検討が必要である、という

ふうに入れるとどうでしょうか。 

(委 員)  いいと思います。具体的な方策が必要だということで、早急も必要だと思います。 
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(会 長)  早急が必要だというふうにすると、少し強くなると思います。 

(委 員)  かっこ書きの中で生ごみを分別する意義とあるのですけれど、逆に言うと生ごみを分別

しなくても受け入れているという現状ですね。そこに問題があるのではないかと思います。 

分別しなくてはいけないけれど、しなくても受け入れるという、そこの問題が解決しな

いと解決しないのではないかと思います。 

(会 長)  そのことについては、ごみ処理手数料の設定等で生ごみを安くするという方法もありま

すけれど、埋め立てごみを高くするという方法もありますね。 

(委 員)  そうですね。 

(会 長)  ですから、ぜひとも具体的な方策について早急にやっていただければと思います。 

(委 員)  そうですね。 

(会 長)  要するにどちらに重きに置いてやるかという、普通ごみという名前を埋立ごみに変える

という意義もそこなのです。 

(委 員)  いまだに北広島市民で埋め立てていることを知らない方が結構多いですね。そこからで

すよね。 

(会 長)  ありがとうございます。 

次に３番ですけれども、まず１番目の資源の混入のところで、市民の指導員というだけ

ではなくて、ここに入れるか最後にまとめとするかわかりませんが、要するに自治会だと

か町内会だとか、そういう協力をより一層強化するといいますか、市の立場としてはお願

いをしてということを、文言として入れたらいいのではないかとご意見をいただきました。 

このことに関してはどうしましょうか。 

(委 員)  市民というと、結局は町内会というふうになってしまいます。実際に私もいま町内会を

やっていますが、やはり町内会というのは限界があります。私の町内会でも辞めたいとい

う人が非常に多くなっています。役員が出来ないからというので、今年は役員を半分にし

て、班編成をガラッと変えて、１０年以上は役員が回ってこない方式にしようと思ってい

ます。そういうふうにしないと町内会を辞める、お金だけは納めます、あとはやりません

という人が非常に増えてきているので、ある程度はいいのですけれど、町内会に責任を持

たせるというのは難しいと思います。ごみパト隊というのも、やはり札幌市でも市からの

要請で、市の人がしているのです。ですから町内会がやるというと絶対難しい問題になっ

てしまいますので、私は一応、市という言葉と、指導員をなんらかの形でここに入れて欲

しいと思います。 

(会 長)  なるほど。市民の指導員ではなく、市から依頼を受けた市民の指導員という形ですね。 

そうすると、たとえばこういう文章はどうですか。これまでと同様に。町内会や自治会

に引き続き協力を依頼するとともに、市が依頼する市民の指導員等も育成し、というよう

な形にするしかないですかね。協力をするのと、プラスアルファとして市が依頼する指導

員等を育成し、ごみの知識のある人材を地域で増やしていくことも必要である。 

(委 員)  増やしていくというところなのですけれど、もう少し突っ込んで、ごみ問題の理解を深

めることも必要、という表現にしてはと思います。 
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(委 員)  知識というのは、ちょっとひっかかると思います。 

(会 長)  あくまでも人材を地域で増やしていくという文章を生かすとするとどうでしょうか。 

(委 員)  人材を増やす意味としては、やはり理解を深めていこう、啓発につながるという意味な

のですよね。 

(会 長)  ここはある意味、新派を増やすという意味ですから、ごみ問題に理解があるとか、ごみ

問題に対して意識の高いとか、そんなような文章になりますか。 

(委 員)   これでいいのではないですか。 

(会 長)  知識でいい。 

(委 員)  知識人というのは、ネガティブな言い方かと感じましたが、皆さんがよろしければ。 

(委 員)  知識があるということは、問題意識もみんな兼ね備えるということだから。 

(会 長)  次ですね。集団資源回収のところは、市は市民に対して、を入れたほうがいいですね。 

集団資源回収によって得られる奨励金や、地域の繋がりが強まる等といったメリットを周 

知し、とか少しここを具体的に書きましょうか。それから粗大ごみのところですね、市民 

団体等を活用することで、地域の繋がりを生かした活動により、環境意識でなくごみと言 

うほうがいい、との意見がありましたので、ごみの減量や、その物を大事にするといった 

意識を向上させることが必要であるとしたほうが、少しやわらかくなるかもしれません。 

繰り返しますけれども、地域の繋がりを生かした活動により、ごみの減量や物を大事に 

するといった意識を向上させることが必要である。それから次のページですけれど、小型家

電に関してはこれでいいと思います。それから、４のその他埋立ているごみの対策に対して

も、特段ご意見がありませんでしたのでこのままとします。最後ですが、委員から「まとめ」

みたいものが必要ではないかというご意見が有りました。まとめに書く文言として、市が主

導的にやって欲しい、次に、市がまず全体として問題意識を持って、やる気を持ってやるの

だということ、それから、先ほど市と市民という、あえて問題提起させていただきましたけ

れども、それぞれの各主体がそれぞれの役割分担があって、責任を果たしていくことが大事

ですというこの３つぐらいのことを、加えたらいいと思うのですけれども、その他ありませ

んか。この文章だけはいますぐ出来ませんので、出来ればここだけは私にまかせていただけ

ればと思います。市が主導的にまずやらなければいけない、主導的にやる前提条件として全

体として、まず市がまず問題意識をもってやらなければいけない、それから市だけではなく

て他の主体、市民だとか事業者を含めてですが、各役割分担があってその責任を果たすこと

がすごく大事である。この３つを入れたいなと思っています。 

(委 員)  その他意識のところに繋がると思うのですけれども、５年に一回の審議会で、検証がな

されているような状態だと思います。その中で深く突き詰めた検証はなされていないよう

な気がします。基本計画のなかで、市のごみの排出量、リサイクル率ともに全国全道平均

と比べても高い水準にあり、とありますね。これを突き詰めて検証すると、リサイクル率

が高いというのは、結局埋立をしていることによって、リサイクルに力を入れてきたため

にリサイクル率が高いのですね。全国平均を下回っている排出量が高い水準にあるという
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のも、有料化になったことによってごみが減ってしまったことと、北広島市の住民は札幌

市にごみを多く排出しているような気がします。私も外食に札幌に結構多く行きますので。 

(会 長)  そういう意味で出していると。 

(委 員)  そういう意味です。袋は出していませんよ。でも、本当に意識が高い住民であってこれ

だけクリアしているのであれば、以前にも言ったようにもう少し分別もきちんとなってい

いはずなのに、どうしてこうなのか。前回、１５０グラム減量という答申が出たのですけ

ど、その検証がなされないうちに、全然進んでないうちに有料化になってしまって、それ

で減量化になったということだと思います。ですから、もう少し検証がされてもいいのか

なと思います。５年に一回ではなく、技術なども日進月歩で進んでいるわけですから、も

う少し検証して、そこで問題提起をして、そこからまた違う意見が出てくるのではないか

なと感じます。そのような問題意識のところに、会長を悩ませますけれど、私はやはり危

機感というものが市民を動かすところもあるのではないかなという気がします。このあい

だの処分場の検討の中でも、８０パーセントの目標値は無理なのはわかります。ただ、５

０パーセントに目標値を定めてしまったら、危機感が薄れるような気がするのと、そこに

達してしまったらもう安心、みたいな感じがあります。 

(会 長)  なるほど。計画というのは作っているときは、熱く作って何でもかんでもやるのですけ

れど、出来てしまったら古くなるのですよね。要するに、いまおっしゃっていただいたの

は、計画を作るのは大事だけれども、それをやり抜く、当然目標達成することも大事です

し、検証しながらやっていくことも大事だし、目標というのはそういうふうに作った目標

なのだから、もっと高みを目指してどんどんやっていくという、そういう姿勢も必要なの

だと。それをどんどんどんどん継続的にやっていく姿勢というものを、どこかに書いたら

いいのではないかということですね。 

(委 員)  そうです。行政なので、目標値を高くするというのが難しいというのも、よくわかるの

です。自分のことであれば目標値を高くして、できなかったと言うことも可能ですが、行

政の場合はそれをしてしまうとまた批判になってしまうわけですから。難しいのもわかる

のですけれども、もう少し危機意識というか問題提起の中で入れていただけたらありがた

いと思います。 

(委 員)  ここにいる人は皆さん専門家であり、いろいろなものに取組んできている人です。その

目線で市民全部を捉えたら、私は大変なことになると思います。自分なら出来るかもしれ

ないですけれど、いまの数字に出てきているとおり、普通ごみがまだまだ分別されていな

いという状況をみると、いかに、関心があるのか、そこまで出来ないのか、全部市民の目

線を網羅しながら、主導を取っていくのが行政だと思うのです。やはり、自分に置き換え

るのももちろんですけれども、いまの市民の現状を捉えていくという、そういうこともこ

の審議会で５年に一回という経過を見ながら、どの程度それがアップしてくるかというよ

うなことを、行政が主導してやっていくわけです。ですからあまり上から目線ではなく、

自分に置き換えないでもっと広く市民の認識なども考慮して考えていくのが、この審議会

だと思っていますので、あまり先走っていかないのもひとつかなと私は思います。学者の

目線では私はあまりにも無理が出てくるでしょうし、過剰な市民の負担になっても困ると
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思います。 

(委 員)  いま委員がおっしゃったとおりで、この文言を読んでいると、全道、国レベルの平均よ

りも高いと言っています。一生懸命やっている人は、苦労して分別をしているから高いの

は当然で、これ以上何をするのだと取る方もいると思います。やっていない人は、こうい

うものが出されようが何しようが、相変わらず無関心ということで、全体をみたときに、

どれだけ意識を定着させていくというのか、分別の必要性というものを含めて減量化を図

っていくというのは、これまた至難の業だから、数字をあげないほうがいいと思うのです。 

啓発啓蒙というのは、子供のうちからやっていくということが重要ではないかなと個人

的には思うのですけれど。全道レベルから見て高い水準にあるということを、やっている

人は当然だろうというふうに見てとるわけですよね。そうするともっと負担がくるのか、

それ以上のことは市で積極的にやってくださいという方もいると思います。その辺の手法

をどうするのかなと個人的に思っています。 

(会 長)  その辺はこういうことをやっていると、永遠の課題に近いですね。こういうものは何で

もそうですけれど、反対の声は多くあがってきます。大部分は善良な市民なのですが、一

部の協力しない人のために、随分いろいろな政策が引っ張られることもあります。難しい

ですよね。僕も過剰なことを言おうとしている訳ではなくて、今回認識していただきたか

ったのは、焼却炉をまだもっていない市特有の状況というものを再認識していただいて、

次に何をすべきか、ということに対して、今回答申させていただいたということになれば

一番いいのかなと思っています。今、北広島市では、毎年、清掃事業概要を作って、ホー

ムページ等で誰でも見られるようにはしているのですよね。今年度はこうでしたと、若干

紋切り型で難しい書類の形になっていて、市民のみなさんにどれだけわかりやすいかとい

うことは、わからないのですけれど、今、毎年の検証なり計画の進行管理などはどういう

ふうにされている状況なのですか。 

(事務局)  まず、平成２４年度をこれから迎えるわけですけれど、どういう実施計画でいくのかと

いう事については、４月１日付けで告示を行っています。実際に２３年度はどのようだっ

たかというのは、いま会長がおっしゃいましたように、清掃事業概要で毎年のごみの状況

がどう変わってきているのかということを毎年６月を目途に公表しています。 

(委 員)  広報誌でも載っていますよね。 

(事務局)  有料化しましてから、ごみの特集号を大体１１月号を中心に出しています。また、６月

には、ごみにどのくらいの経費がかかって、どういったものに使っていますということと、

毎年ごみの減量がどのようにすすんでいるのかという内容を掲載している状況です。 

(会 長)  そういう情報提供はしつつ進行管理しながら、まずいところは改め、こういうふうにし

ていこうかということは一応なされている。これ以上のこととなると、一般廃棄物処理基

本計画ということになるのですね。あとご意見いかがですか。 

(委 員)  資料のほうになるのですけれど、共通事項のところで、先ほども言ったのですが、市主

催の各種イベント等に参加し、ごみに関する啓発の実施とあるのですけれど、市主催とい

うとそんなに多くないのですね。できれば、市内で開催されるイベント等で、というのを、

主催者及び参加者への啓発の実施というような形に変えていただきたいと思います。 
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(会 長)  第５回の審議会での意見と対応のところの、市主催のものだけではなくて、答申案には

市主催のというのは消えて、各種イベントの参加というふうに書いてあるのですけれど。 

市主催のものだけではないということですね。 

(委 員)  商工会が入っていたりします。 

(会 長)  市や関連団体が主催するとか、そういうふうにしたほうがいいのではないですかね。 

(委 員)  市が参加し、となっているのですけれど、市は参加しなくても、啓発の実施が参加にな

るかもしれないですが、主催者や参加者への啓発という形にすれば、わかりやすいのかな

というのが１点と、答申書のなかでは難しいと思うのですけれど、他市のごみ袋が使われ

ている現状をやはり減少させなければならないというのがありますので、どこかにそうい

う部分を入れていただきたいと思います。 

(会 長)  少しわかりづらいのですが、２ページ目の上から５行目に、付け足しみたいになって申

し訳ないのですが、隣接する札幌市のごみ袋の使用が見られるため、対策が必要である。 

我々もどういう対策がいいのか、議論できませんでしたけれども。 

(委 員)  商工会で販売しているのですけど、店舗に対しては、北広島市の袋と札幌市の袋を近く

に置かないとか指導していく形にはなっているのですけど、なくならないと思いますね。 

(会 長)  その他よろしいでしょうか。だいたい皆さんの意見が反映されましたでしょうか。そう

しましたら、まとめのところは私が５番ということでまとめを書いて、今日の夕方までに

事務局に提出させていただきます。まかせていただいたということで、その内容で今週の

金曜日に、市長に私の方から答申ということで手渡したいと思います。その際には、今日、

僕が口頭でしか修正を言っていませんので、僕の書いたものをまとめて出来上がったもの

を、一度確認してという形にしたいと思います。時間の関係上、皆さんに回すことは出来

ないですね。 

(会 長)   こういう内容にしますということを、火曜日にファクスなどで皆さんに配布して、もし

ご意見があればいただくことを、時間が短いですけれども、やりましょうか。 

(委 員)  私はもうそこまでやらなくても、いいです。お任せします。 

(委 員)  会長に委任します。 

(会 長)  わかりました、では、私のほうで確認させていただきながら、進めさせていただきます。 

(会 長)  それでは完成したら配付していただくことにします。その他は何かございますか。 

３．閉会 

(会 長)  では、今日は第６回ということで、最後に御礼を申し上げたいと思います。本当につた

ない司会進行で皆さんを非常に戸惑わせてしまい大変申し訳ございません。お陰さまで、

答申案を作成することができました。計画は作るのはできるけれど、実行するのは大変で

はありますが、この通り少しずつ良い方向に進めばと願っています。冒頭にも言いました

けれども、せっかくこういう良い事例を、生ごみの分別を先駆けてやっているわけですか

ら、ぜひとも成功事例というふうにして市民の方々が誇りに思えるような、施設になって

いけばと思っております。私も継続的に協力できることがあれば協力を惜しみませんので、

よろしくお願いしたいと思います。本当にありがとうございました。 


