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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） 塚崎部長・高橋課長・米村主査・木村主査・高山主事（5名） 

 

傍聴者：3名 

 

1 開会 

（事務局）  それでは、第 4 回クリーン北広島推進審議会を開催いたします。本日は、

前回の審議会のまとめなどを事務局から説明をしました後に、今回の審議会

の最終的な答申についてご審議いただきたいと思っておりますのでよろしく

お願いいたします。 

 

2 議事 

（会 長）  本日もよろしくお願いします。今日が、答申に向けた最後の審議会となる

予定ですので、ご協力をお願いします。それでは始めに、本日の会議録署名

委員の指名を行いたいと思います。署名委員として、名簿順に前田委員と高

畠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）  異議なし。 

（会 長）  それではよろしくお願いします。なお北広島市情報公開条例第 20条の規定

で、付属機関の会議は公開するもの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）  それでは今日の議事の 1 番目、第 3 回審議会のまとめについて説明をお願

いします。 

（事務局）  それでは、第 3回審議会のまとめについてご説明いたします。 

      

第 3回審議会のまとめについて資料に基づいて説明 

 

（会 長）  ありがとうございました。赤字で記載されているところが第 3 回審議会で

出たご意見となります。 

私から補足させていただきます。1 生ごみ分別促進のための具体的な方策

（4）その他の、戸別収集にすると経費はどれくらいになるのかというご質問

に対する私の回答について、1億円程度増えたと記載がありますが、正確には

文頭に「恵庭市では」という文言を加えていただきたいと思います。それか

ら、最後の文章を「市民の協力を得て進めていくことが重要」と変えていた

だきたいと思います。 
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また、2 事業系廃棄物の手数料の見直し（5）その他の、ごみの量が減って

もコストは減らないとありますが、正確には「ごみが減ったからといって、

コストが減るとは限らない」となるかと思います。前回、経費には固定費と

変動費があるというお話が副会長からありました。固定費については、ごみ

の量と比例するわけではない費用ですね。 

（副会長）  ごみの量が減ってもコストが減らないという点については、私の発言だと

思います。例えば、ごみの量が半分や 2 倍になったからといって、コストが

半分や 2 倍にはならないという趣旨の発言をしました。費用の増減は発生し

ます。 

（事務局）  修正いたします。 

（副会長）  3 将来の焼却処理に向けての 3つめの文章について、「最終処分場を少しで

も長く使うことは、金額には代えられない価値がある」とありますが、金額

の価値が出てくる話もあるかと思いますので、もう少し具体的に記載したほ

うが良いかと思います。 

（会 長）  こちらは私の発言です。最終処分場を延命化することは、その次の最終処

分場を造成する時に小さな面積で済むのでコストが安くなり、いわば金額に

は代えられる点だと思います。一方で金額に代えられない点は、新たな立地

に係る住民合意を得なければならないことや自然を守るという点だと思いま

す。 

 その他いかがでしょうか。こちらの資料は、今までの審議会の議論をまと

めたものです。この資料を通して答申の内容を決めていけたら良いかと思い

ます。もちろん、今までの議論で出ていない内容も今日の審議会の中でお話

していただき、答申に盛り込みたいと思います。 

次に、広域焼却施設が稼働した際の動向について、説明をお願いします。 

（事務局）  それでは、平成 36年に稼動予定の広域焼却施設の動向についてご説明いた

します。 

 

広域焼却施設が稼働した際の動向について資料に基づいて説明 

 

（会 長）  ありがとうございました。この資料の基になっているごみ処理広域化基本

計画（案）は、いつごろ公開された計画なのでしょうか。 

（事務局）  現在、この計画についてのパブリックコメントを行っている段階で、その

際に公開しているものとなります。 

（委員Ａ）  経費の負担について、ごみ処理量割というのは重さに応じて割るのでしょ

うか。 

（事務局）  重さで割る予定です。ですからこれまでの審議会の議論にもありましたよ
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うに、含水率が高く重たい生ごみを分別することにより、北広島市分の経費

が減ると考えています。 

（委員Ａ）  収集運搬経費について、7,000 万円増というお話がありましたが、これは

25年間の総額なのでしょうか。 

（事務局）  1年間の増額見込みです。広域処理への加入について判断する際の資料であ

り、実際には場所も決まっていなかった段階ですので、あくまで当時の業者

からの見積もり額となります。 

（会 長）  収集運搬経費について確認ですが、可燃ごみと不燃ごみに分けて収集して、

可燃ごみは焼却施設へ、不燃ごみは今まで通り北広島市クリーンセンターへ

運びますね。それから焼却灰を焼却施設からクリーンセンターへ持ち帰らな

いといけません。その点を踏まえ、年間 7,000 万円程度の増額で済むという

ことですね。 

（事務局）  当時の見積もりとしては、そうなります。 

（委員Ａ）  維持管理費について、関係市町村割で 2,000 万円、ごみ処理量割で 8,700

万円、合計で 1 億 700 万円になるとのお話しでした。この額に収集運搬経費

の 7,000万円を足して、1億 7,700万円が今よりも増額するということですね。 

（事務局）  その通りです。 

（委員Ｂ）  防衛施設の補助金について、千歳市と長沼町の焼却対象ごみ量の割合が補

助となるという説明でしたが、北広島市にも自衛隊の基地があると思います

が対象とならないのでしょうか。 

（事務局）  あくまでも「ごみを排出する防衛施設を有する市町村」の一般廃棄物処理

に要する事業費となりますので、北広島市の場合は対象となりません。 

（会 長）  実際に焼却施設を建設するに当たっては、プロポーザル方式で業者が決ま

るかと思います。維持管理についても様々な事業化方式が考えられると思い

ますが、基本計画の中では考えはあるのでしょうか。 

（事務局）  基本計画の中では、様々な事業化方式から、メリット、デメリットを考慮

して検討すると明記しています。 

（会 長）  そういった点を考えても、金額は確定ではないということですね。 

（委員Ｂ）  2市 4町で焼却施設を建設、維持管理をしていくと思います。維持管理費の

中に建設地の地域住民への補助等のメリットを含むことを考えているのでし

ょうか。 

（事務局）  用地選定の結果によって左右されるので、正確には申し上げられません。2

市 4 町で構成する道央廃棄物処理組合は地方公共団体となりますので、各市

町の負担金により運営しています。候補地の選定に当たっては、いかに公平

性を保ちデメリットを減らすかを考え、運搬コストのバランス等を踏まえ候

補地を絞っています。現在は、4つまで候補地を絞ったものが公表されており、
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長沼町で 2か所、千歳市で 2か所が候補地となっています。 

維持管理費については、先ほど会長からお話がありました通り、場所や事

業化方式等が決まってから決定していきます。その後、地域の方々に還元出

来るか考えていくものと考えています。 

（副会長）  2市 4町の組合に、今後恵庭市が入る予定はないのでしょうか。 

（事務局）  恵庭市では、単独処理をすることで進めています。焼却施設を建設するに

当たって、設計や補助申請等も進めているようですので、現段階では加入し

ないものと思います。 

（副会長）  2 計画条件について質問です。平成 42年の人口について、北広島市では人

口ビジョンを策定していると思いますが、整合性はあるのでしょうか。 

計画条件に家庭系廃棄物排出量一人 1日当たり 706.5gとの記載があります

が、この審議会ではこの量を減らそうというような答申となると思います。 

最終処分量は、25年度実績から比べると 6分の 1になってはいますが、埋

め立ては平成 36年以降も必要だということですね。 

（事務局）  人口については、今回の基本計画は、各市町のごみ処理基本計画に基づい

て策定しています。しかし、人口減の傾向があることから、今まで人口推移

に合わせて、組合で人口を調整しています。 

また、一人 1 日当たりの家庭系廃棄物排出量についても、各市町の基本計

画の数字を使用しています。 

最終処分量について、焼却処理となっても焼却灰や不燃ごみを埋め立てる

必要があるこことから、最終処分場は今後も必要になります。 

（委員Ａ）  恵庭市が組合に加入することは考えられないとありましたが、市民から見

るとなぜ加入しないことになってしまったのかという疑問があると思います。         

また、わざわざ北広島市から離れた場所へ持っていかなくてはいけないこと

に素朴な疑問があると思います。行政の皆さんのいろいろな事情があるのだ

と思いますが、もっと合理的な方法が無かったのかと疑問があります。 

（事務局）  平成 9年に国の「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」

が策定されたことを契機に、ごみ処理広域化の議論が始まりました。北海道

の市町村を広域処理のためのブロックに分け、北広島市だと恵庭、南幌、由

仁、長沼、栗山の 2市 4町の道央ブロックで議論を重ねてきました。その後、

建設場所が決まりかかった時に、様々な事情でとん挫してしまいました。恵

庭市は、すぐに焼却処理を始めなければ今後のごみ処理に支障を来すことか

ら脱退しました。残った 1 市 3 町で最善策を考えた結果、スケールメリット

を考える上で単独ブロックである千歳市に参加を要請し、今の形となりまし

た。隣の市である恵庭市が加入していないことは、市民の皆様からすると疑

問に思われるかもしれませんが、それぞれの市町のごみ処理を考えての経緯
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であると認識していただきたいと思います。 

（会 長）  初期のごみ処理広域化は、近隣の市町村で効率的に処理するために検討を

するものでした。ダイオキシンの規制が始まってからは、焼却炉を大きくし

なければ焼却が出来ないから、広域化を進めなくてはいけないという話にな

りました。しかし、施設整備上、ちょうど施設更新を迎えている所と、余裕

がある所で温度差が生じて上手くいかなかったようです。北広島市と恵庭市

についても、特段何かあったわけではなく廃棄物の適正処理を担保するため

に致し方なかったのだと思います。 

今後、北広島市のごみの処理は焼却に変わるということを念頭に置きなが

ら、次の議題に進みたいと思います。 

次に、今回のクリーン北広島推進審議会の答申案について、事務局から説

明をお願いします。 

（事務局）  それでは、平成 27年度クリーン北広島推進審議会答申案についてご説明い

たします。 

 

     平成 27年度クリーン北広島推進審議会答申案について説明 

 

（会 長）  まず、1ページ目冒頭部分について、ご意見ありますでしょうか。 

（副会長）  表記の問題ですが、上から 14 行目「家庭系一般廃棄物の組成分析の結果、

周知が不足しており」の「周知が不足しており」という部分は、省いて良い

かと思います。1 家庭における生ごみ分別推進のための具体的方策について

言及しているので、ここで足りると思います。 

（会 長）  文章の意味としては無くても良いかもしれません。同じ箇所で私も意見が

あります。答申案の中で、減量と分別の意味が混同しているように思います。

今回の諮問は、分別推進についての内容であったと思います。これまで分別

されていなかった一般廃棄物中の生ごみの分別を出来るだけ推進しようとい

うことだと思います。答申案の内容を見ると、最初にごみ減量という内容か

ら始まっているために、わかりにくくなっているのかもしれません。私の提

案として、例えば、「家庭系一般廃棄物の組成分析の結果、3 割程度生ごみが

混入しているということで、更なる減量と分別の徹底が求められます。」とす

ると、意図が明確になると思います。次の文章も、「事業系一般廃棄物につい

ては生ごみがほとんど収集されていない状況にあり、事業系生ごみの減量と

分別の徹底は、大きな課題となっています。」としたほうが良いと思います。 

（委員Ｂ）  私もそれで良いと思います。先ほど副会長がおしゃった「周知が不足して

おり」という言葉は、必要だと思います。ここで周知が不足していたと記述

することで、後の答申内容に繋がるのではないかと思います。 
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（副会長）  周知や徹底という言葉は加えても良いかもしれません。 

（会 長）  副会長がおっしゃったように、周知や徹底という言葉を入れていただきた      

いと思います。 

次に、1 ページ目の下１ 家庭ごみにおける生ごみ分別推進のための具体的

方策についての部分で、ご意見ありますか。 

（委員Ｂ）  2ページ目 9行目で、特定世代という言葉がありますが、後の文章を見ると

子育て世代に限定しているように思います。高齢者の世代についても加える

べきかと思います。若い世代だけではなく、高齢者世代も生ごみ分別では取

り込んでいかなくてはいけないかと思います。 

（会 長）  市民アンケートや組成分析の結果から、生ごみの分別は特に若い世代へ啓

発しなくてはいけないという意味で記載しているものと思います。最初に、

全世帯への啓発という文言もあるので問題無さそうですがいかがでしょうか。 

（委員Ｂ）  若い人でもしっかり分別している人はしていると思いますので、狭い範囲

で特定してしまうと問題が起きるのではないかと思いました。 

また、生ごみの保存の方法等が書いてありますが、そこに加えて家庭で出

来る堆肥化の方法についても記載すると、より効果があるのではないかと思

います。 

（会 長）  減量の内容ですね。諮問と答申の内容のバランスを取る上で重要だと思い

ます。生ごみの減量を考えると、堆肥化も含めもっと書くべき内容が出てく

るように思います。全てを書くと、諮問の内容である分別についての内容が

ぼやけてしまうこともあるので、考えなくてはいけないですね。 

（委員Ｂ）  難しいかと思いますが、自分で出来る生ごみの減量の方法について、少し

でも加えていただきたいと思います。 

（会 長）  答申の流れを確認してみると、最初の段落は生ごみ分別の周知不足につい

て、次に市民への分別意識向上のための周知の必要性についての内容になっ

ています。しかし、次の段落で減量についての内容となり、ずれてしまって

います。コンポストなどの減量方法について加えるのであれば、「分別」と記

載があるところを「分別と減量」と言い換えると良いかもしれません。最後

の段落の給食の食べ残し減少やイベントの活用等と併せて記載するような形

になるかと思います。 

「特定世代」という書き方については、事務局と相談して考えたいと思い

ます。 

（副会長）  委員Ｂがおっしゃる事は、大事だと思います。ただ、今回の諮問の内容は、

「家庭における生ごみ分別推進のための具体的方策」ですので、分別推進に

特化しても良いかと思います。 

（会 長）  2ページ目 15行目の、「短期的な効果は求められないが」という表現を「長
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期的な視点として」と変えたほうが前向きで良いかと思います。12行目に「悪

臭発生の問題」とありますが、「分別した生ごみの保管時の悪臭発生の問題」

としたほうが、わかりやすいと思います。 

副会長からお話がありましたように、答申の内容は全体的に生ごみの分別

推進についての内容としながら、減量について触れていきたいと思います。      

次に、（2）現場指導について（3）その他についてご意見ありますでしょう

か。 

（委員Ｂ）  （2）について、「廃棄物適正処理指導員や自治会・町内会の協力を得て」

とあり、その後に「合わせて自治会・町内会に対する聞き取り等も実施すべ

きである。」とあります。2 度町内会の協力について記載する必要は無いので

はないかと思います。 

       また、最後の段落で「分別の悪い地区の世帯へ戸別訪問し、」とありますが、

これは第一に町内会がすべきことであって、市がすることではないように思

います。 

（会 長）  事務局の意見をお伺いします。 

（事務局）  （2）の最初の段落では、現在の状況を示しています。2 つ目の段落では、

今後の方針を示しています。現在の取り組みだけでは足りないのではないか

というご意見から、町内会任せにせずに市職員自ら現場へ出ていくと同時に、

自治会・町内会に対する聞き取り等も実施するべきであると記載しました。 

       また、状況によっては市職員が分別の悪い地区の世帯を戸別訪問し、啓発

を行うことが重要ではないかという意味合いで記載しました。 

（委員Ｃ）  廃棄物適正排出指導員は、市の職員の方なのでしょうか。 

（事務局）  市の非常勤職員です。 

（委員Ｃ）  以前、市から町内会に対して、特定の人を指定して、指導員設置のお願い

があったと記憶していますが、その制度は現在行っていないのですね。 

（事務局）  現在は、町内会の特定の方にお願いをしているのではなく、協力いただけ

る自治会・町内会からごみステーションの状況を報告していただいています。 

（委員Ｃ）  廃棄物適正処理指導員の方も大変ですね。 

（事務局）  現在、廃棄物適正処理指導員は 1 名で、平日日中に不適正排出状況や管理

状況に応じて重点的に指導している状況です。今後は、今回の審議会でご指

摘のありました通り、非常勤職員や自治会・町内会だけにお任せするのでは

なく、市職員が現場で聞き取り等を行うというような趣旨で記載しています。 

（委員Ｃ）  私の町内会では、ごみ当番を持ち回りで置いて、午前 7 時頃 2 時間程度ご

みステーションで指導してもらっています。そうすると不法投棄も無くなり

ましたし、不適正ごみも無くなりました。最近は、この制度がとん挫し、ま

た悪くなってきて困っています。 
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指導員制度は非常に効果的だと思いますので、ぜひ取り入れてほしいと思

います。市の職員が朝早くからごみステーションで指導するのは大変でしょ

うから、町内会の方に頼んではいかがでしょうか。 

（事務局）  今回の審議会のご意見を総合すると、市の職員が現場へ出て人海戦術で指

導を行うべきであるという内容でしたので、その方針を踏まえつつ考えたい

と思います。 

（委員Ｃ）  市の職員が現場へ出ることも大切だと思います。しかし、統制あるごみス

テーションの管理のためには、地元の方々の協力が不可欠であるとも思いま

すので、検討していただきたいと思います。 

（副会長）  私も主体を明記することに賛成です。審議会で良い答申が出来ても、誰が

主体として行うかが不明確だと台無しになってしまいます。答申の中に、責

任や主体を明確に記載することも重要であると思います。 

（会 長）  ぜひこのことを盛り込むことを考えていきたいと思います。既に現場指導

等を行っている町内会では、市職員を交えて継続していけば良いと思います。

取り組みが行われていない町内会だったり、町内会の活動自体が難しくなっ

ていたり、若い世代がふえてきて結びつきが弱くなっている地域もあると思

います。全ての地域で指導員制度が出来るかはわからないところですね。 

今回の答申の基本的な考えは、市の職員が自ら現場指導の先頭に立って、

問題提起をすることが重要であるということです。自治会・町内会の取り組

みはもちろん、市職員の取り組みについて記載しているということで、ご理

解いただきたいと思います。ですから、（2）現場指導については、「市職員」

という主語を加えたほうが良いですね。最後の段落の文頭を「さらに、状況

によっては・・・」と変えると良いと思います。 

（委員Ａ）  実施主体が誰なのかが一番問われてくると思います。今回の審議会の議論

を通した答申は、市の職員の方が現場に来てくださって、市民に厳しく指導

してご協力を仰ぐということが最大の目的であると思います。 

（委員Ｂ）  委員Ａのご意見もわかります。市の職員が地域住民に指導をしていくとい

う役割が大きいと思います。確かに自治会として成り立っていない所もある

と思いますが、委員Ｃのおっしゃる通り、地域の指導員と市が連携して情報

交換しながら進めていくことが一番大事だと思います。 

また、（2）の最後の段落に「状況によっては分別の悪い地区の世帯へ戸別

訪問し、」とありますが、「戸別」という言葉がどうなのかと思います。ごみ

は、プライバシーの問題があると思います。戸別訪問するということは、個

人を特定するわけなので、市や町内会でトラブルにならないかが心配です。

戸別訪問も必要だと思いますが、答申の文言として必要かどうかに疑問があ

ります。戸別ではなく、自治会や地域に対しての啓発で良いのではないかと
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思いますし、地域の人どうしが戸別訪問したほうが良いかと思います。 

（委員Ａ）  私は戸別訪問に関しては見解が逆で、町内会の役員さんが戸別訪問は出来

ないと思います。戸別訪問まで踏み切るのであれば、市の協力は不可欠です

ので、答申の文言として残してほしいと思います。 

（委員Ｄ）  「分別の悪い地区の世帯へ戸別訪問」とありますが、特定の一世帯という

わけではなく、地域全体に戸別訪問するという意味なのでしょうか。 

（事務局）  袋 1 つひとつを開けて、特定していくわけではなくて、分別の悪い地区の

お宅全世帯 1 件 1 件に対して、分別の状況を聞き取ったり、アドバイスをし

たりすることを想定しています。 

（会 長）  今の事務局の考え方が第一段階で、開封調査して戸別に指導するというの

が最後の段階だと思います。戸別訪問という言葉に違和感がある方がいらっ

しゃるのであれば、「分別の悪い地区の全世帯を対象に、実態の聞き取り

や・・・。」と書くと事務局の考えも生かせると思います。 

（委員Ｂ）  そういった内容でよろしくお願いします。。 

（委員Ｃ）  実際にごみステーションの管理をすると、戸別に指導すると良くなること

が分かります。 

（会 長）  3ページ目で開封調査について触れたことが今回の特徴になると思います。 

       次に 2 事業系一般廃棄物及び産業廃棄物処理手数料の見直しについての内

容について、ご意見ありますか。 

（2）手数料の考え方及び値上げの幅についての 4行目「市内でしか処理で

きないことから、」とありますが、正確には「市にも処理責任があることから、」

としたほうが良いと思います。 

次に、3 生ごみの処理手数料についての内容で、ご意見ありますか。 

（委員Ａ）  生ごみについて、家庭系生ごみの分別状況が 40％、一方で事業系生ごみの

分別がほとんど進んでいませんので、事業系生ごみの分別率を上げていくこ

とが課題であると思います。事業系生ごみの分別を促進するため、一定期間

でもインセンティブを導入することはもっともな事だと思います。しかし、

家庭系生ごみの値段はそのままで、事業系生ごみは安くなるという事に疑問

を持つ方もいらっしゃるかと思います。 

生ごみを分別するのは結構大変だと思います。中には、生ごみの黄色袋を

買わないで、ピンク袋しか買っていない人もいます。今分別している人から

すると、やはりメリットが少ないのではないかと思いますので、少しだけで

もインセンティブを加えてほしいと思います。ただ、生ごみの中に異物が入

ることが最大の問題ですので、戸別訪問で徹底して指導をすれば良いと思い

ます。 

（事務局）  今のご意見に関してお答えします。生ごみの分別をするに当たって、ごみ
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ステーションを管理している方々からご意見をいただきました。例えば、資

源ごみが不適正に出されていれば該当者を特定できることがありますが、生

ごみが入った普通ごみ袋を不適正ごみとして残すとなった時は、特定が難し

くなります。残されて溜まっていった袋を町内会で処理は出来ないとのご意

見がありました。 

       前回の審議会では、生ごみが混ざった普通ごみ袋を不適正ごみとして残す

までは出来ないので、市民に対し再度、生ごみを分別することはルールで、

普通ごみと一緒にすることはルール違反だということを周知すべきとのご意

見となりました。今回の審議会のご意見からも、様々な手法で市民の方々へ

啓発を市がより一層力を入れて取り組まなくてはいけないと思っていますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

（会 長）  3 ページの最後から 4 ページ目の頭にかけて、「現段階では現状のままでよ

いと考える」という文章は変えたほうが良いですね。私たちはこのままで良

いとは考えていません。しかし、今市から非常に力強い言葉をいただきまし

たので、「現段階では周知の徹底や啓発を優先すべきと考える」としたいと思

います。生ごみのインセンティブは非常に意味のある施策と考えています。

しかし、生ごみの中に異物が混入することによって下水処理センターが故障

してしまうと本末転倒なので、啓発が第一でインセンティブは最終手段であ

ると考えているという意味合いで、この文章に直したいと考えています。 

（委員Ａ）  3 ページ目の下から 2 行目に、「意見も出たが」とありますが、これでは少

数の意見であるように思われてしまいます。大方の方々はそのような意見が

強かったと思いますので、そのように変えていただきたいと思います。 

（会 長）  4 ページ目（2）事業系一般廃棄物における生ごみの処理手数料についての

部分で、8 行目に「期待される。」とありますが、7 行目から「一定期間処理

手数料の差をつけることが生ごみ分別の推進と収集運搬体制の整備の 1 つの

手段となりうる。」と変えましょう。 

       審議会でもご意見のありましたとおり、収集業者からすると生ごみが一定

量集まらないと赤字となってしまうので、収集運搬体制が成り立たないとい

うことがあっての文章です。インセンティブをつけることで生ごみの収集量

を増加させることが出来れば、体制整備を進める上で 1 つの手段となります

ね。 

       また、（3）その他は前の内容と重複していますので、1 段落目を（2）と一

緒にして 2段落目を削除すると、文章にまとまりが出るかと思います。 

       家庭系の生ごみを増やす手段の１つとして、生ごみ分別導入時に生ごみ用

袋を無料で配布したと思います。今回もう一度、無料で袋を配布することに

より、意識の向上が図られるのではないかと思いますので、検討しても良い
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かもしれません。 

（委員Ｂ）  生ごみ分別の周知に合わせて、生ごみに入れてはいけないものについても、

周知してもらいたいと思います。 

（会 長）  ありがとうございます。次に 4 将来の焼却処理に向けてと、5 まとめにつ

いてご意見ありますでしょうか。 

（委員Ａ）  答申（案）の冒頭には、第 6 期最終処分場の供用開始年や、焼却施設の稼

働予定年度、生ごみの混入率など、具体的な数字が入っています。 

       まとめにも、例えば、現在普通ごみの中に生ごみが 3 割混入しているもの

を 1割まで減らす等という目標値を設定すると良いと思います。 

（会 長）  非常に重要なご意見です。目標設定には 2 通りの方法があると思います。

審議会の答申の中に目標値を定める方法と、「目標値を掲げて進めるべきだ」

という文言を加える方法があります。 

（委員Ａ）  後者のほうで良いと思います。目標値があったほうが、市の指針として取

り組みやすくなると思います。 

（委員Ｂ）  目標値があるとそれに向かって頑張れると思います。目標値を設定するべ

きだと思います。 

（会 長）  是非ともまとめに、目標を設定すべきとの文言を入れたいと思います。今

の文章とのバランスを考えながら加えていきます。 

（委員Ａ）  答申を出した後に、その内容についてどのような取り組みがなされ、成果

があったのかをまとめて、毎年でも隔年でも良いので報告してほしいと思い

ます。 

（会 長）  何らかの形で、報告していただきたいと思います。そういった内容も、答

申の中に加えたいと思います。 

       そろそろ終了の時間になりますが、全体を通してご意見はありますでしょ

うか。 

（委員Ｄ）  3ページ目の 1行目で、生ごみが入っていることが確認できれば不適正ごみ

として取り扱う、開封調査を実施する、とありますがこの 2 つは、難易度に

大きく違いがあると思います。開封調査には、プライバシーの問題などで制

度から考えなくてはいけないと思います。この 2 つを併記して同列で考えて

良いものか、不安があります。 

（会 長）  ありがとうございました。今日皆様から寄せられたご意見をなるべく反映

した答申を今後作っていきたいと思います。 

       4回に渡る審議会で、様々なご意見をいただきましてありがとうございまし

た。 

    

3 閉会 
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（事務局）  審議会の最後ということで、御礼申し上げます。4回の審議会を通して、ご

審議いただきましてありがとうございました。毎回、このクリーン北広島推

進審議会では、多くのご意見をいただき大変活発な会議となっていて、大変

うれしく思います。なぜ活発なのかと言いますと、ごみの問題は市民に密接

に関わってくる問題だからだと思います。まず市民の方々が無くなって一番

困るのが上水、次に下水だと思います。その次に無くなって困るのが、ごみ

の収集や処理です。私が担当職員に良く言うのが、市民の皆さんに安心して

ごみを出していただいているから今の体制が成り立っているということです。

不安視されてしまうと上手くいかなくなってしまいます。 

不安視される一番の要因は、最終処分場が無くなるということで、市が一

番やってはいけないことです。また、焼却が始まったとしても必ず埋め立て

るごみが出てきます。ごみの処理体制を絶やさない事が市の使命です。 

今回の審議会を通して、市の生ごみ処理の方法は間違っていないし最善の

方法であると改めて感じました。この最善の方法にまだご協力をいただけて

いない方々がいらっしゃるということは、我々の周知啓発不足であると十分

認識しています。ご協力いただけていない方々に市の気持ちを伝えることが、

今後の分別向上につながると思います。 

事業系一般廃棄物の処理手数料は、経済状況等もあり 10年間据え置いてき

ました。しかし、改訂しなくてはごみ行政の不公平さが出てくる可能性があ

り、いよいよ改訂しなくてはいけない時期となりました。今回の審議会でい

ただいた様々なご意見や答申を基に、次年度以降の施策に反映させ、議会に

おける条例改正を経て改訂をしていきたいと思います。 

今回は 2 つの諮問内容について、大事な土台をつくっていただきました。

答申内容を大切に、施策に反映させていきます。また、先ほどお話がありま

したように答申のフィードバックをしっかり行っていきたいと思います。 

4 回に渡り、様々なご意見をいただきました。尊重して進めてまいります。

どうもありがとうございました。 

 

 ≪ 午後 5時閉会 ≫ 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

    以上、会議の顛末を記録し、正確を期すためここに署名する。 

 

 

               署名委員                 印 

 

 

               署名委員                 印 

 

 


