
 

 

 

 

 

 

 

第 1 回 

 

クリーン北広島推進審議会 

 

議事録 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年 10月 22日（木）午後 3時開会 

北広島市広葉交流センター 2階 研修室 

 

 

 

 



- 1 - 

  

出席者：（委員）石井会長・鈴木副会長・木原委員・髙橋委員・長谷川委員・高島委員・國

岡委員・伊東委員・前田委員・高畠委員（10名） 

    （市）上野市長・塚崎部長・高橋課長・米村主査・木村主査・高山主事（6名） 

 

傍聴者：1名 

 

1 開会 

（事務局）  ただいまより、第１回クリーン北広島推進審議会を開催いたします。 

 

2 委嘱状交付 

（事務局）  それでは、会議に先立ちまして上野市長より皆様方に委嘱状の交付をさせ

ていただきます。 

 

     委嘱状交付 

 

3 市長挨拶 

（事務局）  それでは、北広島市長上野正三よりご挨拶を申し上げます。 

（市 長）  皆さんこんにちは。市長の上野でございます。本日は、皆様にはたいへん

お忙しい中、第１回目のクリーン北広島推進審議会にご出席をいただき、誠

にありがとうございます。今回の委員の委嘱にあたりましては、皆様方には

快くお引き受けいただきましたこと、重ねてお礼を申し上げます。また、日

頃から皆様方には市政の推進、とりわけ環境行政に関しましてご理解とご協

力を賜っておりますことにも、厚くお礼を申し上げる次第でございます。 

さて、当市における廃棄物処理行政につきましては、焼却処分を行ってい

ない中、最終処分場の延命化のため、有料化や生ごみの分別化、資源物の拠

点回収や粗大ごみリユース事業などを行っております。また、現在、本市と

千歳市、長沼町、由仁町、南幌町で構成します道央廃棄物処理組合において、

共同で焼却処理をするための施設について、平成３６年度稼動を目指し、協

議を進めているところであります。 

本市の最終処分場につきましては、第６期最終処分場の造成を終え、今月

から供用を開始しているところでありますが、今後、造成する用地に限りが

ありますことから、ごみの更なる減量化は本市にとって喫緊の課題となって

おります。 

このたびの諮問は、限られた用地を有効利用するため、更なるごみ減量化

を進めていく必要があることから、生ごみ分別の推進と、平成１４年度以来

見直しを行っていない事業系一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処理手数
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料の見直しについて、ご審議いただくものであります。 

皆様方には、大変お忙しい時期とは思いますが、ご審議のほどをよろしく

お願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

 

4 委員紹介 

（事務局）  続きまして本日の審議会でございますけれども、今日が第１回目でござい

ますので、委員の皆様を御紹介いたしますので、一言ずつごあいさつをいた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

    委員自己紹介 

 

（事務局）  次に事務局を務めます市のスタッフを紹介させていただきます。 

 

    事務局職員紹介 

 

5 会長、副会長選出 

（事務局）  続きまして、審議会の会長及び副会長の選出を行いたいと思います。会長

及び副会長につきましては、北広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施

行規則第 2 条第 1 項の規定におきまして、委員の互選による選出となってお

ります。どなたかご意見ございますでしょうか。 

（委 員）  （事務局一任の声あり） 

（事務局）  今、事務局一任という声が上がりましたが、それでよろしいでしょうか。 

（委 員）  異議なし。 

（事務局）  それでは事務局から発表させていただきます。会長には北海道大学准教授

の石井一英委員にお願いしたいと思います。また、副会長には道都大学教授

鈴木重政委員にお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

（委 員）  （拍手あり） 

（事務局）  今の拍手をもって決定させていただきますのでよろしくお願いします。そ

れでは石井会長及び鈴木副会長におかれましては、席を会長、副会長席に移

動されますようお願いいたします。 

 

6 会長、副会長挨拶 

（事務局）  それでは、ただ今選出されました会長、副会長からご挨拶をいただきたい

と思います。 

（会 長）  あらためまして会長を務めさせていただきます、北海道大学准教授石井と
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申します。私は北海道大学で学生のころから廃棄物関係の研究をしておりま                                                 

して、今は北海道の環境審議委員会や廃棄物循環計画に関する委員などをし

ております。北広島市には縁があって、元住民でございまして、何らかの形

でゆかりがあるところの力になれればと思っています。 

それから今回の審議会は生ごみの事がメインになろうかと思いますけれど

も、市民の協力というのが一番重要であると思いますし、業者の皆さんの協

力も大事かと思います。非常に身近な問題ですので、多くのご意見をいただ

けたらと思いますので、よろしくお願いします。 

（副会長）  道都大学の鈴木と申します。よろしくお願いします。私は大学で経営学を

教えています。その中でも特に会計を教えています。また、由仁町や積丹半

島の神恵内村の地方創生の担当などを通じて地方に関わっています。ごみを

はじめとする廃棄物というものは、時代を象徴するのではないかと思います。

現状だけではなく、今後の北広島市の廃棄物、ごみに関して、ここでひとつ

の方向性を出せればなと思います。微力ですが、一生懸命頑張りますのでよ

ろしくお願いします。 

 

7 諮問書交付 

（事務局） 続きまして上野市長より石井会長に、諮問書の交付をさせていただきます。 

 

    諮問書の交付 

 

（事務局）  それでは今後よろしくお願いいたします。上野市長におかれましては公務

がございますので、ここで退席させていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

8 議事 

（会 長）  それでは、会議次第に沿って議事を進めてまいりたいと思いますけれども、

まず本日の会議の署名委員の指名を行いたいと思います。署名委員として、

名簿順に、今日は伊東委員と木原委員にお願いしたいと思いますけれどもい

かがでしょうか。 

（委 員）  異議なし。 

（会 長）  ありがとうございます。また、北広島市情報公開条例第 20条の規定で附属

機関の会議は公開するものとするとされていますので、今後この審議会につ

いても原則公開としたいと思いますがいかがでしょうか。 

（委 員）  異議なし。 

（会 長）  ありがとうございます。それでは、お手元資料の議事次第に沿って進めた
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いと思いますが、まず諮問書の写しを皆さんお持ちかと思います。ただ、次

第には諮問書の説明というのが無いので、市から説明していただいたほうが

良いかと思うのですがいかがでしょうか。 

（事務局）  皆様のお手元にある諮問書について、読み上げさせていただきます。当市

としまして、最終処分場の埋立地の延命化のための方策として、先ほど市長

が読み上げました２点について諮問するものでございます。 

 

    諮問書読み上げ 

 

（会 長）  ありがとうございました。あえてちょっと説明していただいたのはこの審

議会は 3 月まで、今回を含めて４回開催する予定ですが、どういったような

ことが求められているのかということがわからないといけませんから、あえ

て読んでいただきました。今日は、是非とも問題の共通理解や共有を皆さん

の中で図っていただければと思いますのでよろしくお願いします。 

まず諮問書の内容について御質問ありませんか。では先に進みながら、皆

さんのご意見をいただきたいと思います。 

それでは、次第の一番最初の北広島市清掃事業概要について説明をお願い

いたします。 

（事務局）  それではわたくしから、北広島市におけますごみ処理の現状につきまして、

事前に配布させていただきました清掃事業概要に基づきまして説明をさせて

いただきたいと思います。 

 

    平成 26年度清掃事業概要に基づき説明 

 

（会 長）  ありがとうございました。今ご説明のありました清掃事業概要についてご

質問等ありましたら、よろしくお願いいたします。普段なかなかこういった

清掃事業概要を読む機会がないので、なかなかポイントがわかりにくいかも

しれませんけれども、いかがでしょうか。 

   5ページ目をご覧ください。質問を考えてらっしゃる間に少しコメントさせ

ていただきたいと思います。北広島市は御存じのように札幌市と違って、焼

却炉でごみを燃やしているわけではございませんので、資源を回収した残り

は、最終処分することになっています。今ご説明のありました埋立地につい

ては、第 5 期まで埋め立てが終わって、第 6 期が始まったところで、これが

平成 37年までの埋立容量があるというお話でした。お話を聞くと、どうも第

6期最終処分場が終わると、この土地にはもうそれ以上埋立地をつくることが

非常に難しくて、他の用地を探さなければいけないということで、この第 6
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期が埋まってしまうと、次の土地の取得が大変になるというのが今の現状で

す。私の経験上、最終処分場を新しく立地するためにどれぐらいかかるかと

いいますと、我々のなかでは、約 10年ぐらいかかるというふうに考えていま

す。用地の選定から住民合意、用地の取得まで考えてやると 10年ぐらいかか

るんですね。そうすると第 6期は 10年間しかもちませんので、もう次のこと

を考えないといけない。同時に、これをいかに長く使うかということが課題

になってきます。最終処分場に関しては、北広島市の場合は先ほど市長もお

っしゃってましたけれども緊急課題であるというようなお話がありました。

そういったような状況であるということだろうと思います。 

（委員Ａ）  第 6期というのはこの地図でいうとどこになるのでしょうか。 

（事務局）  地図では、5期と 3期の下の位置にございます。 

（委員Ａ）  この第 6 期が恐らく 10 年後か 10 何年後に埋まってしまうとなれば、その

次は新しいところを探さなくてはいけないのでしょうか。 

（事務局）  北広島市では、これまでに 2 回大きな処分場用地の買収をしてきました。

まず最初は、昭和 53年に、現在のクリーンセンターの第 1期から第 5期の土

地、約 20ヘクタールを買い求めてまして、この土地を 5回に分けて最終処分

場を造ってきました。その後、平成 20 年に現在の第 6 期のところに約 10 ヘ

クタールの土地を買い求めまして、これからの最終処分場をそこに造ったと

いうことになっております。ただ、皆さん御存じかと思うのですが、この第 5

期・第 6 期の南側というのは高速道路があります。ですから、ここには森林

地帯を約 30メートルは最低残さなければならないということになっておりま

すので、実際に第 6期分として 10ヘクタールは買っているんですけども、実

質的に利用できる土地は、その 30メートルの土地を除くということになりま

す。用地的に、先ほど課長に説明させましたけども、今回は平米数でいうと、

21,900 平米なんですけども、地形の関係もございまして、残ってる土地は、

台形状にいびつな土地が残ってるだけということで、今回造った第 6 期のよ

うな大きな最終処分場は造れないというのが今の土地の状況です。そうなり

ますと、次にもし埋め立てのための大きな土地を必要とする場合については、

全くここの場所以外の土地に用地を求めなければならないということになり

ます。 

（会 長）  よろしいでしょうか。そのほかございませんか。 

（委員Ｂ）  ちょっと質問なんですが、28 ページにある普通ごみの組織の分析というこ

とで、家庭系の廃棄物の組成を調べた時に、10月と 6月となってるんですが、

一般的に思うと 8 月中は、生ごみ、例えばスイカの皮とかが出るなと、それ

から冬の期間はコンポストが使えないということで、結構生ごみを出す人が

いると思います。だからこの組成分析が確実ということではないと思うんで
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すけど、そこら辺はどうなのでしょうか。 

（事務局）  後ほど説明をさせていただいて、資料も配らせていただきたいと思います

けれども、普通ごみのいわゆるピンクの袋の中に生ごみが 3 割程度入ってい

るということが続いているという部分もあって、例えば季節的な部分である

とか地区的な部分であるという部分の詳細な調査を行ってございます。これ

につきまして 5月と 8月と 11月と 2月ということで季節的には春夏秋冬とい

う形で調査をさせていただきまして、その内容つきましては、担当の方から

後ほど説明をさせていただきたいと思います。 

（委員Ｃ）  32 ページの北広島市廃棄物処理状況の表についてお伺いいたします。北広

島市の人口が少しずつ減少してきているということで、家庭系ごみのほうは

それに伴って減ってきていると思うんですが、事業系の廃棄物は増えている

と思います。これはどういうことが原因で増えてきているのかということと、

事業系廃棄物のところにある減免というのは何なのかを教えていただきたい

と思います。 

（事務局）  事業系のごみの増加の傾向なんですけども、事業系というのはやはり日本

の経済とほぼイコールになります。ですからここで見ていただければわかる

んですけれども、平成 17年度あたりからは非常に日本の経済が低迷化いたし

まして、平成 22、23年までは事業系のごみについては 4,500トンから 4,800

トン前後で推移してきます。ところが、平成 25年度から、事業系のごみが増

え始めています。これは今まさに日本の経済が復興してきて、経済状況が良

くなったことによって、それに伴いごみが多くなってきたということが言え

ると思います。それから、今後の指標として、輪厚に工業団地を造成いたし

ました。ここに、おかげさまで企業の方が約 8 割方土地を買い求めていただ

きまして、これからまさに工場群ができます。そうすると、そこの工場から

出される事業系のごみが、またこれにかさんでくるということでありますの

で、北広島市のこれからの事業系のごみにつきましては、やはり伸びる方向

にあるのではないかと考えております。 

（事務局）  減免についてでございますけれども、これは例えば当市でいうと、生ごみ

を処理させていただいておりますが、下水処理センターなどに持って行った

ときに、袋や取り除いた異物をそこでは処理することができませんので、埋

め立て処理に戻す、といった内容が主なものでございます。 

  家庭系も含めて、生ごみの処理をする時に、生ごみは黄色い袋に入ってい

るのですが、下水処理センターでの処理の過程で、出てくる残渣や異物など

含めてというような形です。下水処理センターで処理しきれなかった残渣、

そういったものが埋め立て処理されているというものです。 

（会 長）  本来ならば下水処理センターから出るものなので、ちょっとカテゴリは違
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うのですけども、ここでは減免という名前で扱ってると、一般廃棄物として

扱っているということですね。 

先ほどの事業系の廃棄物なんですけど、確かに最近増えてますし、恐らく

工業団地とか、ショッピングセンターなどといった影響があるんだろうと思

います。家庭系の廃棄物であっても、よく数字を見ると、25 年度からは減っ

てるように見えるんですが、大きなトレンドでいえば、1人あたりは増えてい

るような気もしますよね。ですからやはり減量という意味ではもう少し頑張

らなきゃいけないなというのが私からするとそう見えますね。 

その他いかがでしょうか。また後からまとめて質問していただいても結構

ですので、お気づきの点がありましたら、また質問をよろしくお願いいたし

ます。 

続きまして、生ごみの処理の状況について、ご説明お願いいたします。 

（事務局）  生ごみ処理につきましては、私から説明させていただきたいと思います。 

 

    生ごみ処理の状況について説明 

 

（会 長）  質問等ございませんでしょうか。 

（委員Ｃ）  生ごみの収集状況で、一世帯当たりどのぐらいで推移してるとか、市民 1

人当たりでどのくらいの数字になってるとか、そういった資料等はあります

でしょうか。 

（事務局）  資料の方には、そういった数字は入っていなかったんですが、清掃事業概

要の 32ページで北広島市の廃棄物処理状況という表がありますが、こちらの

下のほうに 1 日 1 人当たりの数量ということで家庭系廃棄物であれば、平成

26年度であれば一人当たり 580.71ｇ。世帯別の数値はありませんが、一人当

たりの数字は載っているところであります。 

（会 長）  今、生ごみ量というような質問趣旨だと思ったんですけども、恐らくいわ

ゆるリデュースという観点からすると、できるだけ生ごみを出さないという

ところから本来スタートすべきだというところで、今食品ロスという言葉も

あるので、そういったところのデータはあるのでしょうか、という意味だっ

たと思うのですけれども、そういった数値は無いのですね。 

（事務局）  そういったものは持ち合わせていないです。 

（会 長）  その他、いかがでしょうか。 

（委員Ｂ）  季節別の生ごみの組成分析ですが、8月に大曲が非常に生ごみが多いという

ことで、町内会などでも多いという話は出てるんですよね。全部の町内会で

はなくて、やはり若い人が多いような、そういうところで出し方がひどいと

ころがあるんですよ。ごみの日となるとカラスが寄ってきて、散乱してひど
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い。やはり大曲地区でも全体的にではなくて、ひどいようなところがあると

思うのです。そういうところに対し、自治会の方に何か申し入れしたりする

ことはあるのでしょうか。 

（事務局）  年間を通しました季節別そして地区別の調査につきましては、今現在、地

区の特徴というところを分析している最中でありまして、分析が終わりまし

たら、調査や分析の結果に基づきまして、各町内会などに入っていってお話

ししたいということは考えてるところであります。 

（事務局）  補足させていただきますと、現在、各ごみステーションで、生ごみが普通

ごみに入ってる量が多いからどうという指導などはおこなっておりません。

今、お話がありましたごみステーションがどうしても汚れているということ

となりますと、やはりごみの排出の仕方、それからカラス対策が進んでいな

いということになりますので、そういった苦情が来た場合についてはごみス

テーションのパトロールをやってますので、そういった中でその町内会のほ

うに、またはごみステーションを管理されてる方に注意喚起をするような対

策を市で行ってきている状況です。 

（委員Ｂ）  ごみステーションのかごがありますよね。市の助成もあり、各町内会に設

置しているんですけど、まだかごが設置してない町内会は大曲地区にはある

のでしょうか。町内会の持ち出しも多いからという声もあるんですけども、

私の町内会は、生ごみだけをかごに入れるようにはしてるんですけど、まだ

設置されていないところはあるのでしょうか。 

（事務局）  今お話のありましたごみボックスの件につきまして、家庭ごみを有料化し

た際に、各自治会で、またごみステーションを管理されている団体のほうで、

ごみボックスを設置していただくときには、補助金の上限額を 2 分の 1 なん

ですけど、最大市の補助金として 100,000円ですから皆さんのほうとして 200、

000円までのごみボックスを買うことはできるという制度を作りました。大体、

ごみボックスはアルミでできていまして、高くても 50,000 円から 70,000 円

というところで、2 分の 1 の補助ですから 35,000 円程度を各自治会にご負担

していただく中で設置をしていただいたところです。先ほど一番最初の資料

の中で、ごみボックスにどのぐらいに補助金使われているかということを示

しましたけども、ほぼ補助は出回っていまして、2回目の補助が出てきている

かなという感じがします。先ほど大曲地区はどうなんでしょうか、という話

だったんですが、ごみステーションの形状によって、必ずしもごみボックス

を置ける面積がないところもありまして、そういったところが、残念ながら

ごみボックスではなくて、かご、またはネットのようなものを使っていると

ころがあります。ですから必ずしも全てのごみステーションにごみボックス

を置ける状態に無いので、普及率がどのぐらいかと言いますと、我々のこの
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補助金が出て一回りしたのかなというような感覚で私たちはおります。以上

です。 

（会 長）  その他いかがでしょうか。私のほうからよろしいでしょうか。まずこの生

ごみ収集状況といった資料なんですが、生ごみ分別の啓発状況ということで、

当然現状はこのような感じですが、生ごみ分別を始める前、平成 23年 4月か

ら生ごみを分別開始されたということなんですけども、その前にどれぐらい

の期間でどの程度の周知をされたのか、ということを教えていただけません

か。 

（事務局）  生ごみ分別は平成 23年度に本格的に始めています。その前の年から「生ご

みを分別していただきますよ」ということで分別の説明会を開催させていた

だきました。その時には、各地区に市職員が出向きまして、説明会をやった

ところであります。それから出前講座もしておりまして、要望があればそこ

に説明に伺っておりまして、約半年以上かけて住民の説明会をさせていただ

いているという状況がありました。 

（会 長）  実際に分別が始まってから、ごみステーションに立ち入ってのチェックだ

とか、あるいは検査だとか、あるいは指導といったことはされたのですか。 

（事務局）  始まった年の 8 月になりますが、各地区からどのくらい普通ごみの中に生

ごみが含まれてるのかということで、分別開始直後に分析を行ったことがあ

ります。その分析に基づきまして、各町内会のほうに、残念ながらこの地区

は多いんですよということの啓発を行って、再度分別のお願いしたという経

緯がございます。 

（会 長）  あくまで町内会単位でお願いしたというだけで、現地で具体的に出されて

る方に直接の指導とかはしてないということですね。それから課題のところ

で、生ごみであっても出せないものがあるから、普通ごみの方に入れてしま

ってるという方が、比較的アンケートの中で多く見えるんですけども、これ

が本当に実態なのかどうかですね。あまりこれを信じてしまうと何か違う処

理方法を考えるということになってしまう。例えば貝殻だとか卵殻はどうし

ても入れられないという事情があるので、このアンケートにあまり引っ張ら

れてしまうと、この処理方法ができなくなっちゃうんですけども、これにつ

いてのコメントありますか。 

（事務局）  まず 1点目は、平成 25年度にごみのアンケートを行いました。その中で生

ごみの分別状況がどうなんでしょうかという項目があります。その中で見え

てきた結果について、最初我々は、高齢の方がごみを分ける、特に生ごみと

いうのは大変分けづらいものでありますから、分別が大変になってきてるの

ではないかということで結果が出ると思っていましたが、実は 60代以上の世

帯の方については、大変高い率で生ごみを分けていただいていることがわか
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りました。なかなか分けていただいていない世代といいますのが、30 代から

40 代後半までの世帯で、この世帯はやはり家族に子供さんがおります。です

から世帯人数からいくと 3 人から 5 人程度ということで、やはり生ごみの量

が多いのではないかなと思われる世代が残念ながら、分けてないということ

になっています。地区的に見ましても、やはり若い世代のいる方の地区がど

ちらかというと、普通ごみに生ごみが入ってる状況が見られるという傾向に

あると思っています。 

もう 1 点は、私ども北広島市が生ごみを分けてから、隣の町の恵庭市も同

じような処理体制をとってます。私どもがなぜ生ごみとして出さないものを

つくったかといいますと、カルシウムの高いもの、特に卵の殻、これらのも

のはどうしても処理施設に悪影響を及ぼします。1つは、研磨剤になってしま

って施設の機械を悪くしてしまうということ、もう１つは、溶けてなくなっ

てしまうように見えるのですけれども、実は管に付着して管そのものが通り

が悪くなることがあります。これは実際に私どもの 4 年程前に始めた砂川市

のほうで、最初卵の殻を可としてしまったがために、施設が傷ついて、大変

なメンテナンスがかかるということをお聞きしまして、砂川市から、これは

絶対やってはいけないということを言われました。そういった経験値に基づ

きまして、私どもの方としては生ごみとして出せないものをつくりました。

同じことを実は恵庭市でも行っていまして、恵庭市では収集率は大変高いで

す。ですから私どもが生ごみとして出せないものをつくったから収集率が下

がってるというふうには思っていないところでございます。 

（会 長）  ありがとうございました。卵の殻と貝殻は、一番最初に生ごみのバイオガ 

ス化をした滝川、砂川、深川というこの 3 つの施設がありますけれども、そ

こで皆さんがものすごく苦労されてですね、これは全国発信で絶対やっては

いけないということになったようですね。 

（委員Ｂ）  平成 25年におこなった市民アンケートの結果を見て、もっと分別が面倒だ

からという比率が高くなってもいいような気がするのですが、意外と低くて、

入れられない 4 つのものといっても、とうきびの皮とかタケノコの皮だって

季節的なものですよね。だからこういったものが 39.2%の中には入らないだ

ろうなと思うんですが。面倒だからという声を実際にいっぱい聞くものです

から、もっといてもいいのではないかと私は思うんですけどね。 

（会 長）  そのとおりだと思いますよ。ほんとにめんどうな人はアンケートにも答え

てないと思うのですよね。僕はそのように理解しています。 

（委員Ｄ）  私もごみについては、非常に興味がありまして、ごみの日にはよくごみス

テーションを見るのですけども、案外生ごみ用の黄色い袋が少ないんですね。

ほとんどはピンクの普通ごみの中に入ってしまっている。一応、いろいろ広
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報されていることはわかるんですけども、文章回ってきても読まない人が多

いのですよね。困ったものだなといつも思っています。それで別の広報の仕

方ですが、私は輪厚の処理場に何回も行ってみて、実感としてわかっている

部分ですが、選別したりいろいろ皆さん苦労なさっているんですけども、処

理場の苦労している現場を、写真に撮って各町内に配布をしたらどうかなと。

皆さんに処理場を見学してもらうのは非常に効果的だと思うんですけど、な

かなか多くの人に見てもらうのは難しいと思いますし、写真に撮って町内会

の会合のときに苦労を見せて、処理場ではこのように困ってるんだ、皆さん

にはこのようにして欲しいんだというものを作って、目で見せたほうがいい

のではないかと思います。 

試しに、ごみステーションに朝一番で立って、出してきたごみを見ている

と、デタラメも良いとこなんです。どんなものでも持ってきて、出している

んですね。ですから町内会の方にもお願いしているんですが、町内会の環境

部員が、1か月でもいいから、張り付いてくれないかというふうに提言してい

るんですけれども、それは徐々に実行されつつありますので、効果が表れる

のではないかと思っています。このくらいやらないと変わらないのではない

かと思っています。 

（会 長）  私も全くそのとおりだと思います。先日、富良野市の方に聞いた話ですと、

やはり生ごみ分別を始めた当初はなかなか大変だったけれども、人海戦術で、

1件ずつ潰していくということをしたようです。ステーションで、出す一人一

人にお願いすると。協力してくれなかったら、家までお邪魔して分別を説明

して、一軒一軒回って分別を徹底させているというところもあるようです。 

（委員Ｂ）  隣近所の声なんですが、生ごみの袋に入れる前に水を切って他の袋に入れ

て袋にためているというんですが、結局高齢者の方々は家の中におくような

んですよね。家の中に置いておくと夏の間は臭うと。それで、外へ置くと虫

がつくと言っている。生ごみを分別したいけれどもどうしたらいいかという

声がある。臭わなくて家の中における容器のようなものがあれば良いねとい

う話をしていました。そういったところがどうなのかなと思っているんです

けど。 

（会 長）  それも 1 つの工夫ですね。週に 2 回集めていれば大抵、北海道の場合です

と大丈夫なのかな、という気がしないでもないですけどどうでしょうかね。 

（委員Ｂ）  やはり高齢の方々だと、なかなかいっぱいにならなくて置いておくらしい

のですけれども、そこで臭いが大変なようで。 

（会 長）  生ごみの組成分析の結果をみると、地区別でずいぶんと状況が違うんだと

いうようなお話がありましたが、この 4 回の調査を見ると、確かに団地地区

が混入率が低い時があったりですね、確かに若い方が多くいらっしゃるだろ
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うと思われる大曲・輪厚地区が明らかに高いときがありますが、どこも同じ

ようなものだと思いませんか。どの地区が悪いとか、すばらしく良いとかで

はなくて、どの地区にもまだ分別に協力してくださらない方が相当いるとい

うふうに考えた方が良いような気がします。とはいえ、高齢の方が住んでい

る地域と若い方が多い地域とで、内容は違うと思うんですね。集合住宅なの

か、個別住宅なのかだとか地区にもいろいろな特性があると思うので、地区

ごとでの議論ではなくて、その地区地区の細かい分析をして、ひとつ一つ解

決していかないといけないと思います。実際に住んでいらっしゃる皆さんは

どうでしょう。 

（事務局）  確かに個別住宅が多いですとか、一軒屋が多いですとか農業地域なのか、

都市部になるのかというのは重要なところであると思いますので、そういっ

たような区分は、あくまで地区別ということになりますけども、収集車のル

ートなどもありますので、どのような特徴があるのかということを含めて分

析していきたいと考えております。 

（会 長）  是非ともお願いします。 

（委員Ａ）  今の石井先生のご意見に関連するのですが、やはり個別に指導していくべ

き時期を迎えてるのではないかと思います。私は国保の運営協議会の委員も

務めているのですけども、一番重点にしていることは、いかに生活習慣病、

特に糖尿病が悪化して、人工透析に移ってしまうことをどのように防ぐかと

いうことに力をいれています。具体的な例を申し上げますと、一人人工透析

に移るとすれば年間の医療費が 500万円にもなる。この方々を例えば 10人予

防すれば、それだけで 5,000 万円のお金が浮く。そしてそのためには特定健

診の受診率を高くして、個別指導をするということに力入れていると聞いて

おります。やはりごみの問題も地域ごとの統計はしっかりと出てきている。

しかし石井先生からも指摘のあったとおり、それぞれの地域の中で個別に問

題を抱えているんです。個別の指導をいかに効率的にやるかということやっ

ぱり模索していかないといけないですし、そのアイディアをこの審議会のな

かで出して解決していくしかないのではないかと思います。 

（委員Ｂ）  高齢者の方といろいろ接する機会があるものですから、よくごみの話をし

たときに耳にするのは、ごみ袋をいろいろ種類を買わなきゃならないねとい

うことを聞くんですね。それで資源ごみは半透明の袋で、50 枚でいくらとい

うように割と安く買えるんです。指定ごみ袋は 3 種があるんですけど、10 枚

ずつ何枚もごみ袋を用意しないといけない。そうすると普通ごみのピンクは

一番買いやすくて良いという声も聞くんです。だから分別もさることながら

高齢者の方たちの負担や年金生活の負担をいろいろ考えると、値段が張って

も、何か月も使えるということで、枚数を 10 枚から 30 枚ぐらいに多く用意
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したらいいのかなと思ったんですけども、そういう声を聞きます。普通ごみ

に生ごみでも何でも入れていいんだ、と言うような声を聞いています。10 枚

は生ごみの袋でもすぐに無くなってしまう。コンポストも最近はネズミが出

てくるから嫌がる人も多い。そういったことも指定のごみ袋の使いやすさに

つながると思うのですけど。 

（会 長）  非常に参考になる意見だと思います。それから前回の審議会の時は、1つの

袋が大き過ぎるので、小さいものも検討したほうが良いんじゃないかとか言

ったことも議論になりました。生ごみも資源なんだから容器包装だとか紙と

かと同じように、生ごみも無料とは言わないけども違う値段にするべきじゃ

ないかとかの意見もあったと思うんです。市民が協力しやすいようなことを

形にする、あるいは金銭的インセンティブをつける、手間の面で少しでも協

力していただけるようなことが必要かもしれません。いくら個別指導しても

言われたときだけ守るのでは困るので、長く続けていただかないといけない

ものですから、そういうとことも前回意見として出ています。 

僕が思うのは、最終処分場の写真を見せるという御意見がありましたけど

も、市全体として、最終処分場に生ごみは入れないんだという固い決意で取

り組まなくてはいけませんね。延命化するためには、最終処分場に生ごみは

入れないんだと。なぜかというと、カラスが荒らすという問題だけじゃなく

て環境問題だとか、最終処分場のスペースの問題、水処理の問題、全て皆さ

んが負担しなくてはいけないものですよと、皆さんの子どもの時代に、埋立

地がなかったらどうするんですかと、強く訴えて、生ごみの分別の必要性と

いうものを、市全体の機運として高めていくことも大事かなと。市長にごみ

が大変なんだと市民の皆さんに言ってもらえると、皆さんに火がつくのでは

ないかなと思います。そういった緊急的な宣言をするというのもひとつの手

じゃないかなという考えを私は持っています。そういう段階に来ているので

はないかなと思っています。 

次に廃棄物の処理手数料について御説明をお願いいたします。 

（事務局）  それでは私のほうから事業系一般廃棄物、産業廃棄物の処理手数料につい

て説明させていただきます。 

     

事業系一般廃棄物及び産業廃棄物処理手数料について説明 

 

（会 長）  ありがとうございました。事業系一般廃棄物と産業廃棄物の手数料の件で

すけども何かご質問ありますか。 

（委員Ｂ）  事業系のごみの量を見ましたら、増加していますが、手数料が非常に安い

ですね。事業系のごみに関しては、86 円で条例で 100 円以下とありますが、
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周りの市町村を見ても、100円以下というところはもうない。条例改正をして、

もう少し上げていいと思います。あまりにも安すぎると思います。ごみの量

は増えているし、やはり、近隣と同じくらいに設定したほうがいいと思いま

す。 

（委員Ａ）  今の御意見に関して賛成なのですが、北広島の事業系の手数料が抑えられ

ていることによって、企業誘致になっているということはあるのでしょうか。 

（事務局）  先ほど若干触れたんですが、事業系の手数料というのは、基本的には 3 年

ごとに見直しましょうということでした。ただ、この先ほどのグラフを見て

いただいてわかるとおり、平成 17年以降急激にごみ量も減りました。市が値

上げをしなかった理由の 1つとして、平成 14年に見直しをかけたときに、あ

る程度はそのときのごみ処理量とそれに関わる処理の費用に対する手数料を

見あうものにしました。3 年後の 17 年については、同じ金額でできるだろう

という見込みでありました。ただその次に平成 20年のときには、非常に経済

状況が悪かったことから、市の施策として手数料を維持したほうが良いだろ

うということになりました。その後平成 23年のときも経済的に余り良くなく、

震災等もありましたので、事業活動がまだ回らないということがありました

ので、見直しについては、時期を延ばしていたという状況がございます。 

その間に平成 20年度に家庭ごみは、有料化を始めました。構造的には、産

業廃棄物はすべて排出事業者さんに処理に係る手数料を丸々もらいましょう

ということです。ですから、今 172 円の処理手数料は、今の北広島市でごみ

処理する場合に係る手数料であると思ってください。次に、平成 20年以前は

家庭ごみは基本的に市がそれを処理する義務がございますから、市民にはご

み処理に係る手数料を求めないということになっていました。事業系一般廃

棄物は、事業者と市が半分ずつ負担しましょうということで、172 円の半分

86 円を事業者と折半して負担してきたというところです。ところが平成 20

年に、どうしても最終処分場の延命化を図らなくてはいけないということで、

家庭ごみのほうもリットルあたり 2 円という有料化を導入しました。これを

重量換算すると 80円になります。これにより、事業系のごみと家庭系のごみ

の負担の率がほぼ同じになったという状況がありました。現在も事業系一般

廃棄物の量は変わらない状況で来てますので、そろそろ事業系の方にも応分

の負担をしていただく時期が来てるんではないかということで考えておりま

す。よって今回の諮問をさせていただいたという状況でございます。 

（会 長）  経緯もわかり大分中身がわかったと思いますけども、皆さんから見ても、

現状の 86円が客観的に近隣の市から比べてみても安い方で、今の話を聞いて

も家庭の負担率と同じで受けていいのか、というような話があるので、我々

の意見とすれば、単純に言えばこのままでいけないよねというような話にな
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ると思います。ただ、ここですごく大事だと思うのは、根拠なんですよね。

だから上げるんだ、あるいはこういう理由なんだということをしっかりと事

業者に説明するということ、それから家庭ごみの有料化の時のように努力を

すれば安くなるんだということをまず示したうえで、本当に埋立てしかない

ものは、例えば産業廃棄物並みに手数料をいただきますよですとか、市の負

担は今まで 2 分の 1 だったが、これからは 4 分の 1 にさせていただきますよ

ですとか。そういう論理的な、相手が納得する理由や根拠がないといけない

気がします。そういったものを踏まえて皆さんからのご意見がこの委員会で

の最後のアウトプットになるんだと思います。 

（委員Ａ）  事業系の生ごみですが、分別されずにそのまま捨てられてしまう。そして

安い値段で引き取っているということがありますね。そのことが、生ごみが

埋立地に埋められてしまう大きな要因だと思います。周りを見てみると、恵

庭は生ごみを分別して出したら 1 円だけ安くなるとか、登別は半分になると

か、このようなインセンティブみたいなのを検討していくと違うんじゃない

かなと思います。 

（事務局）  今回の審議会は、事業系の生ごみに関わらず、手数料をどうしたら良いか

ということでご審議していただくんですが、今委員からお話ありましたよう

に、私どもとしましては最終処分場の土地がほぼ最後であるということから、

最終処分場と生ごみの中間処理する施設と 2 つの施設を持っていますから、

そういった部分でごみ手数料をどうしたらいいかという部分の検討は行って

います。どういう区分にして、最初から埋め立てるものについては高くして、

何らかの形で資源化できるものは分けていただいて、中間処理でできるもの、

北広島市においては生ごみしかないですが、これについては安くするような

手だてを、今回検討していただく中で、皆さんの御意見をいただきたいなと

思ってます。 

（事務局）  補足で説明させていただきます。先ほど、恵庭は生ごみが 1 円安いという

お話がございましたけれども、恵庭は焼却の部分と埋立ての部分と生ごみ処

理の部分をそれぞれ原価計算をしています。生ごみがたまたま安くなっただ

けで、恵庭は特段インセンティブをつけてるわけではないと聞いています。

登別市などの状況については確認ができてないんですけども、そこはもしか

したらインセンティブという部分があるのかもしれないですし、それぞれ処

理工程でかかる経費を単純に原価計算しているかもしれません。現在はその

点について確認はできていないです。 

（会 長）  私の知っている範囲で補足ですけれども、例えば札幌市はインセンティブ

をつけているようです。生ごみを分別して出すと、堆肥化か飼料化をします

が、それで分別の状態と適合すると安くなるんですね。ただ問題もあって、
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札幌市は人口が多いものですから、排出量が多いところです。車で収集でき

るようなところで年間数トン排出するような、例えばレストランや大手スー

パーなど、そういうところは分別するとインセンティブがつくんですが、一

般的なラーメン屋さんですとか居酒屋さんなどとかというのは基本的に量が

少ないので、そのスキームに乗らなくて通常の個別収集しかなくなるわけで

す。個別収集には生ごみの収集というスキームがないので、いくら事業者さ

んが分けたくても分けられないというところがあるようです。それはなぜか

というと、収集する側の負担になります。生ごみだけを集めるとなると、う

ちは出来ない、となってしまうんです。ですから大きいところは資源化ルー

トに乗ることができるけれども、量が少ないところは難しいという問題はあ

ります。ですから一律にすべての事業系生ごみに対してインセンティブを付

けるというのが一番良くて、料金のバランスもあるでしょうが、埋立地の延

命化が図れます。規模別で大きいところからやっていきましょうとか、ある

いは小さなところはこうしましょうかというきめ細かいところを決めていく

のが次の段階です。ある程度小さなところで収集をする場合に、本当にどの

くらい協力してくれる方がいるかということや、収集側が 1 日の収集で一筆

書きでパッカー車が回れるか、ということを調整しながらやっていかないと

なかなか分別収集量は増えていかないです。そういった事前調査等は必要で

す。 

今回の審議会は、産業廃棄物の処理手数料の見直しというものもあります。

基本的には産業廃棄物というのは事業系一般廃棄物は自治体がいろいろ勘案

して、家庭ごみと一緒に自治体で処理しましょうという形になっています。

産業廃棄物が基本的には市は処理する必要はなくて、事業者さんで、処理を

委託するというのが基本的な考え方です。北広島市では、市内で出た産業廃

棄物は一応受け入れている状況ですけれども、今後も産業廃棄物は受け入れ

る予定ですか。それとも近くに処理業者があるからもう受け入れないという

方法もあるかと思うのですが。 

（事務局）  産業廃棄物の量は、平成 19年から極端に減りました。これは、市内で発生

する産業廃棄物を市内で処分すべきだということで、札幌圏の市町で決めま

した。やはり産業廃棄物が多いのは札幌市です。基本的には産業廃棄物は道

内であればどこの事業者を使って処理しても良いというものです。ただし、

札幌圏においては、特に札幌市は排出量が多いので、札幌市は市内で、逆に

他の市は札幌市に逆に流入させることなく処理するという基本的な協定を結

びました。平成 19年から大きく量が下がった大きな理由は、市内で発生する

金属類とプラスチックごみは、市内の民間業者のところで処理できるように

なっているので、市のほうで受け入れないということを宣言いたしました。
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市内の事業者さんにこの説明をしまして、この年から受け入れをやめました。

それで量が減りました。今現在、市内で処理ができない動植物性残さですが、

それについては市で埋立処分しなければならないので、受入れています。お

およそ年間 200 トン前後の量で推移していますので、今後も受けざるを得な

いというふうに思っているところでございます。 

（会 長）  そういう事情ということでわかりました。動植物性残さというはいわゆる

食品工場で出てくるカット野菜の切れ端だとか、汚泥のようなものだとかだ

と思います。そういったものはバイオガス化処理施設には入れられないもの

なのでしょうか。それとも事業者の努力によっては入れることができるんで

すか。 

（事務局）  バイオガス化処理施設は、国の方から補助金をいただいて造りました。こ

の補助金は、一般廃棄物の処理施設ということでいただきました。ですから

産業廃棄物のものを受け入れるための施設ではないので、これを受け入れる

と国との約束を超えてしまうので、残念ながら今のところ産業廃棄物につい

ては受け入れできないという状況でございます。 

（会 長）  そうですよね。ただ、最終処分場についても国の補助金で作っていますよ

ね。昔は北海道には産業廃棄物の処分場が無かったから、一般廃棄物最終処

分場で、みなし一般廃棄物として項目を決めて市で処理しなくてはどうしよ

うもない、というのが、市で産業廃棄物を受ける論理だったわけです。その

論理でいけば、バイオガス化プラントに受け入れても良いような気がするん

ですけど、いかがでしょうか。 

（事務局）  最終処分場を造る時に、産業廃棄物を入れるということを先に申告をしま

す。産業廃棄物の部分については補助金が入っておりません。なぜかと言い

ますと、先ほど言いましたが、産業廃棄物を処理する経費はすべて事業者か

らもらうということが前提なので、国の方も埋立地をつくる際に、事業者か

らはもらいなさいということで、その分の補助金は出ていないということで

す。ですからあくまでも埋立処理場をつくる時については、補助金をもらえ

るのは一般廃棄物の部分だけという形であります。 

（会 長）  事情がわかりましたけども、例えば、今回できるだけ生ごみの分別をしま

しょうというような、上流から見たらその話になるんですけども、先ほどの

とおり、北広島市の処分場をどうにかしなくてはいけないというふうな形に

持っていくと、やはり入ってくる中で 1 つずつ、これを埋めて良いか悪いか

ということを考えたときに、こういった産業廃棄物の動植物性残さが中間処

理無しで入ってくることに関しては、少し真剣に考えたほうがいいと思いま

す。市内の業者がないと言っても、やはりそこは処理のできる業者さんや市

町村と相談して、リサイクルルートに回すだとか、中間処理に回すとか、直
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接最終処分場へ入ってこないように、業者さんと周りの市町村と協力して考

えていかないといけないです。そうしないと話が矛盾してしまいます。一般

市民には埋立地が無いから生ごみの分別をしてくださいと言って、産業廃棄

物の動植物性残さは受け入れるとなると、何となく市民からすると納得いか

ない部分があると思うんです。そこは真剣に考えなくてはいけないと感じま

した。 

（事務局）  会長からお話があったことについては、やはり今北広島市の抱えている現

状の中の課題だと思います。ひとつ解決策があるとすれば、皆さんも御存じ

かと思うんですけども北広島市は焼却炉を持ってないので可燃ごみの処理場

がございません。今、千歳市他 4町と組みまして、平成 35年度の完成を目指

して、焼却炉を造ります。その中では産業廃棄物の受け入れをするというこ

とで、市としては動植物性残渣が燃えるものとして認めていただけるのであ

れば、そちらで処理をお願いする形を今後は取りたいというふうに思ってい

ます。ですから産業廃棄物ですので、ほかの自治体の処分場で処理すること

が無理なので、あくまでも民間処理場に持っていっていただくか、または今

度できるであろう可燃ごみの処理施設で燃やせるものであれば、そういった

処理をするということは今後可能になる可能性があるというふうに思ってい

ます。 

（会 長）  最悪はそうですね。先ほど、札幌圏の方々は各市町で出たものは自分のと 

ころでできるだけ処理するんだということでした。しかし実際札幌市の産廃

産業廃棄物が札幌市内で処理しているわけではないと思います。昔は札幌市

がすごく周りに迷惑をかけて、そういう経緯になっていったと思いますが、

今この時代になったらそこを意固地になって守るだけでなくて、処分場のこ

とを考えて、資源化できるルートというものを焼却以外に見出すというのは

しなくてはいけないルートかな、という気がします。 

（事務局）  それはそのとおりだと思います。 

（副会長）  大分議論が煮詰まってきて、今日は第 1 回なので概要なのかなと思ったら

かなり専門的なところまで出てきまして、私から一言ですが、今回 2 つ大き

な題として、生ごみの処理の問題と産廃の手数料です。生ごみにつきまして

は皆さんから意見いただきまして、出す側と処分する側という 2 つの理屈が

あると思います。出すほうは出すほうで分別がめんどうだとか、生ごみも普

通ごみの手数料と同じだということで、それから別の委員さんからおっしゃ

っていただきましたけれども、危機感がないというか知らないということも

あると思います。ですから高齢者の方が割合的に言うときちっと御理解いた

だいて分けてくれていますが、若い方はそこまでたぶん理解されてないのか

なと思います。生ごみに関して私考えたのですが、まず知ってもらう工夫が
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必要です。今こういう状況だということを知ってもらうためにはどうするべ

きかということと、それから分別することによるメリット（インセンティブ）

を付けたらどうかと。例えば分別することによって一般ごみが減るのであれ

ば極端な話ですと生ごみ無料とか、そこまでしなかったら動かないと思いま

す。やはり同じ手数料だったら面倒だということと、先ほど別の委員さんか

らもありましたけれど、家庭の台所あるいはごみを置くところが限られてる

ところに、たくさんのごみを置かなくてはいけないということで、これは北

広島だけではありませんが、こういうところをひとつ一つ潰していただけた

らなという感じがします。それから産廃にしても、処分する側にしても、原

価計算という言葉が出てきましたが、私はマネジメントを教えていまして、

そこでは価格決定には 2通りあります。1つはその原価を計算した上で、例え

ば 100 円かかるから 120 円もらおうという考えもあります。もう 1 つは価格

をいくらにしたら数がどれくらいなるだろう。つまり、原価じゃなくて価格

という考えです。乱暴な言い方ですが、減らしたかったら価格を上げるしか

ないと思います。価格を上げると減ります。別の委員さんから産廃処理料金

が安ければ進出する企業が多いのかなという御指摘もあったんですが、実際

企業経営をしていると、そこの産廃処理料金が安いから北広島に進出しよう

かという企業はまずないと思います。ほかの理由で北広島あるいは北海道に

進出するということがあると思います。例えば為替も、急激に円高になりま

したので、輸出業者にかかわらず、すべての業界に関わってきます。あるい

はその反面原油が安くなっています。このように価格がかなり変わっていま

すので、それを企業はかなり柔軟に吸収していますし、それができないとこ

ろが潰れていきます。産廃処理料金が上がったからといって、すぐ潰れるよ

うな会社はないんじゃないか、そういう会社はもう既に潰れているのではな

いかなと思っています。 

（会 長）  ありがとうございます。そろそろ約束の時間が近づいてきましたが、まだ

今日ご意見いただいていない方で分からないことなどありますか。今日は問

題提起ということで、共通認識や次回から具体的にどうしようかということ

になろうかと思いますので、事務局の方で論点を整理していただいて進めて

いただけるかと思います。次回までにこのようなことをやってほしいだとか

そういうことも含めて、何かリクエストはありませんか。 

私のほうから、先ほどもっときめ細かいところという話をさせていただき

ました。それからもし問題意識のある方がいらっしゃって協力いただけるの

であれば、例えば町内会で実際にごみステーションを見ていただいてる方と

か、ご苦労されてる方の声など、そのようなことをヒアリングしていただく

とか、あるいは審議会にオブザーバーとして参加していただいて御意見をい
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ただくだとかそういったようなことも必要なのではないかと感じました。 

（委員Ａ）  町内会の件ですが、私もマンションの町内会に加わっているのですが、明

らかに生ごみがピンクの袋に入っているというのがわかるものがあります。

それをどういうふうに町内会の方に周知できるのか。それを管理組合として

言えるものかどうかということも聞きたい。生ごみが入っているじゃないで

すか、と言ってトラブルになってしまうっていうことが往々にしてあります

よね。そのつき合い方も難しいと思います。どういうふうに克服しているの

か知りたいなと思っているところです。次回にもしわかれば教えてほしいで

す。 

（委員Ｅ）  私は、2か所ほどの会社を転々として、集合住宅の管理も経験しました。不

適正なごみを出すのはほとんど常習者で、ごみステーションが 9 カ所あった

ら必ず同じところに出ています。そういうものは、ピンクの袋をこちらで負

担して買ってそれを入れ替えます。例えば注意して喧嘩になるのも困るし、

開けると郵便物が出てくるからわかるのですが、それをやっているとちょっ

と危険なので、やりません。やはりそういう人もたくさんいます。今の生ご

みもそうですけど、どこの市町村の町内会も、町内会で負担して管理してい

ると思います。若い人たちは特に透明の袋で何でも出している。そういうケ

ースが毎週あり、やはり、町内会で泣いて負担するしかないのかなと思いま

した。どうしようもない人はどうしようもないとつくづく思いました。 

（会 長）  ありがとうございます。その他いかがでしょうか。 

それでは事務局から今後のスケジュールについて説明をお願いします。 

（事務局）  それでは、今後のスケジュールについて説明させていただきます。基本的

には、今日の審議会も含めて、4 回を予定しています。次回の開催について、

毎月 1回程度開催したいと考えていますので、11月中旬を予定しています。 

 

    ≪ 協議のうえ、以下の日程で決定した。 ≫ 

    第 2回開催日 平成 27年 11月 11日（水） 

 

9 閉会 

（会 長）  それでは、今日は終わらせていただきます。本日はお疲れさまでした。 

 

    ≪ 午後 5時閉会 ≫ 

 

 

 

 


