
項　　目 意見・提案内容（要約）　 市の考え方

有料化の効
果目的

道内の有料化実施都市は、減量効果あり
とグラフで示されていますが、横ばい状
態が続いているようにしか見えません。
北広島市は、人口は増加しているにも関
わらず、ごみの量は増加していないた
め、有料化がごみの減量となるのか疑問
です。

道内６市の有料化実施後のグラフですが、
有料化実施２年前と実施３年後の数字を見
ますと、平均で２１％の減量効果が得られ
ています。北広島市においても有料化を実
施した場合、ごみ処理やリサイクルに対す
る関心が呼び起こされ、過剰包装を断るな
ど、家庭にごみとなるものを持ち込まない
市民の皆さんが増え、ごみの排出抑制が進
み、同程度の減量効果が得られるものと考
えております。

地球環境を守るという観点から、ごみの
減量、資源化に向けて、もっと市民にＰ
Ｒし、行政・市民ともに努力する必要が
あると思います。
市の資料によれば平成１０年と比べ１８
年は人口が８％増えているのに、家庭ご
みは１０％減っていることからも、努力
を促す余地はまだまだあるはずです。
ごみの減量のためであるなら有料化は急
ぐべきではありません。もっと広く市民
の意見を聞き、慎重に検討してくださ
い。

北広島市の人口は、増加しておりますが市
民の皆さんのご協力のもとごみ排出量は横
ばい状況となっております。しかし、循環
型社会に向け国が自治体に対し、求めてい
るごみ減量化目標の達成が困難な状況と
なっております。
「１５０グラムダイエット」の取り組みの
確実な実施と、ごみ減量・資源化に向けた
新たな取り組みが必要となっております。
また、広域で計画しておりました焼却施設
建設の延期により、最終処分場の延命化対
策も急務となっております．このようなこ
とから、市は、「クリーン北広島推進審議
会」の答申を踏まえ、循環型社会の実現を
目指し、新たな減量・資源化施策として減
量化・資源化の効果を高めるために家庭ご
みの有料化を進めてまいりたいと考えてお
ります。

有料化の根
拠

有料化の全道的対応の傾向との比較と本
市有料化の決定根拠は

平成１９年４月現在、道内１８０市町村の
うち１５３市町村（８５％）が有料化を実
施しており（北海道環境生活部調査）、ご
みの減量化に効果を上げている例が多く見
られます。４月１日以降では、夕張市が７
月から、旭川市が８月から有料化を実施し
ています。北広島市は「クリーン北広島推
進審議会」の答申を踏まえ、最終処分場の
延命化を図ると共に、循環型社会の実現を
目指すため、ごみの減量化、資源化の効果
とごみ処理費用の一部受益者負担による市
財政負担の軽減が期待できることから家庭
ごみの有料化を進めてまいりたいと考えて
おります。

有料化の対象街路樹の枯葉の処理は有料化になるの
か。毎年、街路樹（プラタナス）の枯葉
を１１月頃４５リットルの袋に多い年で
１２から１３袋処理しています。これを
当家のごみとして処理するのは問題であ
る。

地域環境美化のための清掃で回収されたご
みについては、手数料徴収から除外するこ
ととし、専用の無料ごみ袋の配布（ボラン
ティア袋）を検討しています。

「家庭ごみの減量化・有料化についての基本的な考え方」に対する意見・提案

＊寄せられた意見・提案は、とりまとめの都合上、要約しています。

 お寄せいただいた意見・提案とそれについての市の考え方をとりまとめましたのでお知らせいた
します。

 市がとりまとめました「家庭ごみ減量化・有料化についての基本的な考え方」についての意見等
を募集したところ２団体、７人の方から意見・提案をいただきました。
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項　　目 意見・提案内容（要約）　 市の考え方

有料化の対象市街のごみ拾いをやっています。今後ご
みの有料化が検討されているようです
が、ごみ拾い実施者に対し、ごみ袋の交
付をお願いします。袋は、５リットル、
１０リットル位の袋が良いと思います。
また、実施者については責任を明らかに
するため、名札を着用すると共に腕章等
を交付していただければ当事者のやりが
いもあると思います。

地域環境美化のための清掃で回収されたご
みについては、手数料徴収から除外するこ
ととし、専用の無料ごみ袋の配布（ボラン
ティア袋）を検討しています。
袋の大きさや名札、腕章等の交付について
は、今後検討してまいりたいと考えており
ます。

手数料 普通ごみ袋は、大・中・小の容積の異な
る袋を用意し，各家庭でのごみ資源化の
取り組みによって、ごみ処理の負担を軽
減できる仕組みにしてほしい。

ごみの量に応じて排出できるよう普通ごみ
用は５㍑、１０㍑、２０㍑、４０㍑（危険
ごみ用はそのうち5㍑、10㍑）の4種類、破
砕不適ごみ用は10㍑、40㍑の2種類を予定し
ています。

手数料が高い。広報に載った２０㍑４０
円という表記も誤解まねくものと思いま
す。現在普及しているのは４５㍑のもの
が主流です。普及しているサイズでの算
出でないことは大きな問題だと思いま
す。

クリーン北広島推進審議会の答申では、
「ごみの減量化の動機付けが働くような金
額が必要であるが、過重なる負担は不適正
処理や不法投棄を誘発する恐れがあること
から、先に実施している他市の状況を参考
に適切な料金とすること」としておりま
す。道内23市で実施されております実例を
見ますと、20市が指定ごみ袋1リットル当た
りの単価を2円以上と設定しており、有料化
実施後のリバウンドも引き起こさず減量効
果を得られていることから、料金設定は、
指定ごみ袋１リットル当たり２円程度が適
当であると考えています。
広報に掲載した２０㍑４０円は、わかり易
くするため、一つの例として載せたところ
ですのでご理解をお願いします。

手数料の算定根拠が不明です。「道内他
都市の金額も考慮しながら」と述べてい
ますが、相場である１リットル２円より
も安く設定している自治体では、排出抑
制の効果が十分認められるのか、それと
もあまり認められないのか、明確にして
おくべきではないでしょうか。

クリーン北広島推進審議会の答申では、
「ごみの減量化の動機付けが働くような金
額が必要であるが、過重なる負担は不適正
処理や不法投棄を誘発する恐れがあること
から、先に実施している他市の状況を参考
に適切な料金とすること」としておりま
す。道内23市で実施されております実例を
見ますと、20市が指定ごみ袋1リットル当た
りの単価を2円以上と設定しており、有料化
実施後のリバウンドも引き起こさず減量効
果を得られていることから、料金設定は、
指定ごみ袋１リットル当たり２円程度が適
当であると考えています。

手数料 粗大ごみについては具体的な手数料の案
が示されておりません。

粗大ごみはシール方式での排出方法で検討
をしており、指定ごみ袋１リットル当りの
単価２円程度を基本とし、それに戸別収集
の経費を踏まえて検討しております。

家庭の敷地内の木、枝、草等のごみも有
料になると思いますが、ある程度美化の
ために植えているので低価格にしてほし
い。

家庭から排出されるごみの種類の違いによ
る価格設定は考えておりません。
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項　　目 意見・提案内容（要約）　 市の考え方

減免措置に低所得者層以外に家庭ごみ減
量化に貢献する活動を加えてください。

家庭ごみ有料化は、ごみに対する市民の意
識を高め、ごみ減量化・リサイクルを図る
ことを大きな目的としています。手数料の
減免は、減量意識を弱めることも考えられ
ることから、慎重な検討が求められてお
り、災害、天災等により手数料の納付が著
しく困難な場合やごみ減量化に努力しても
減量が難しい「紙オムツ」の使用が必要な
場合などについて検討しております。

収入の多寡に関係なく従量制で収集料金
を徴収するシステムは、逆進的なシステ
ムであるといえます。それゆえに低所得
者層への配慮は必要かと思います。減免
に際しては、ごみの減量化のために行う
という趣旨から外れないように考えるべ
きでしょう。すなわち、世帯規模を考慮
して一定量までのごみ排出に対してのみ
減免措置を講ずるべきであると考えま
す。

家庭から排出されるごみの一定量以上を有
料にしたり、世帯ごとに決まった金額を負
担する定額制は、各家庭でのごみ減量の取
組による効果が反映されにくく、個々の世
帯人数やごみの量が一定でないことから、
世帯構成によって不公平感が生じることと
なります。道内で有料化を実施している自
治体も、すべて従量制を採用しておりま
す。クリーン北広島推進審議会の答申でも
「排出量に応じた従量制による費用負担が
公正の原則から必要である」とありますこ
とから、従量制が適当と考えます。

手数料の収
益と新たな
経費

有料化でどの位収益があり、施設の建設
など新たにかかる経費との収支はどのよ
うになっているのでしょう。

有料化の収入につきましては、１リットル
２円で試算しますと、平成１８年度の排出
実績で約１億２０００万円程度になるもの
と考えております。有料化にあたっての経
費につきましては、袋の作成経費や管理配
送経費及び収納管理経費などがかかりま
す。現在、実施方法も含め検討していると
ころです。また、今後予定している資源リ
サイクルセンター、生ごみバイオガス化施
設の建設費は、全体で約２０億円程度にな
るものと考えております。

手数料の使途手数料の使途目的を限定的にして市民に
公表するとともに、ごみ減量・資源利用
が所期の目的を達成したら市民に還元す
ることも施策として推進してほしい。

手数料収入の使途につきましては、特定財
源として廃棄物処理経費に充当してまいり
たいと考えております。市民の皆さんが負
担するごみ処理手数料は、ごみ処理に要す
る経費や、資源化のための中間処理経費な
どのほか環境整備等の施策に活用すること
ができるものと考えております。

収集体制 有料化になるのであれば市民にもある程
度恩恵がなければ意味がありません。高
齢化が進んでいる中、戸別収集を是非実
施してください。

ステーション収集方式は、効率的で経済的
な反面、不適正排出の問題があります。
戸別収集方式は、排出の手間が軽減され、
分別・排出の指導が容易な反面、冬期間の
除雪や収集時間の問題があるほか、収集車
両・人員の増に伴う経費が３倍程度になる
と見込まれ、財政に多大な影響を与えるこ
とから、基本的にステーション方式を継続
していきます。ただし、粗大ごみについて
は戸別収集することを考えています。

減免
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項　　目 意見・提案内容（要約）　 市の考え方

排出方法 資源物をレジ袋で排出することについて
ですが、「環境の保全とごみの資源化の
観点から認めないこととします」とあり
ますが、「環境保全」についての説明が
ありません。
ごみ袋を新たに購入するよう求めること
は、最終的には廃棄物の対象となるであ
ろうプラスチック製品の発生を促進する
ことになります。プラスチックの容器包
装ごみをレジ袋で出すことになれば新た
な包装材を必要とせず、きわめて効率的
ではないでしょうか。プラスチック容器
排出に限定して、レジ袋の活用を提案し
ます。
レジ袋を減らすためには、無料で配布さ
れるシステム・当然のサービスであると
考える我々の意識を変えていくしかあり
ません。レジ袋の削減には、小売店に有
料化を義務付けることが効果的です。

レジ袋は、日本全国で年間３０５億枚、原
油に換算すると５５．８万キロリットルに
なります。化石燃料の消費、作成や処理に
伴うエネルギｰの消費や大気汚染など環境問
題を考えた場合、レジ袋はできるだけ削減
されべきであると考えます。国では、平成
１８年６月に容器リサイクル法を改正し、
平成１９年４月からレジ袋等の容器包装を
多く使う小売業者に対し、国が定める判断
基準に基づき、容器包装の使用合理化のた
めの目標設定、容器包装の有償化、マイ
バッグの配布等による排出抑制の取り組み
を求めることとしたところです。また、プ
ラスチック製容器包装ごみをレジ袋で排出
するご意見につきましては、検討してまい
りたいと考えております。

不法投棄 有料化に伴って不法投棄は増えると思い
ます。従来の粗大ごみの無料収集は適正
排出の側面もあったかと思います。大型
ごみでなくても、普通ごみの有料化に伴
い、不適切な排出は増えるかと思いま
す。指定ごみ袋を使わず排出された普通
ごみにどう対処するのか、誰がコストを
支払うのか。減量化推進員で対処できる
のが、懸念しております。

不適正な処理を防止するため、ごみ減量化
推進員（仮称）を委嘱し、ごみステーショ
ンの管理・指導パトロールを強化していき
たいと考えております。また、有料化の実
施にあたりましては、事前に十分に説明、
周知しすると共に、実施２ヶ月前頃に指定
ごみ袋（試供品）を全世帯に配布し理解を
いただくと共に、有料化開始時には、町内
会、自治会の皆様にも協力を頂きながら啓
発に努めていきたいと考えております。指
定ごみ袋以外で排出された場合は,原則とし
て収集せず、警告シールを貼り注意を促し
ます。ただし、不法投棄物は中身を調査
し、排出者が特定できれば個別に指導して
まいります。

市民周知と
実施時期

平成２０年度に有料化を実施する予定の
ようですが、市民はどの位理解し、合意
を得ているのでしょうか。もっと時間を
かけて検討してもよいと思います。

今年の７月に「家庭ごみの減量化・有料化
についての基本的な考え方」について８回
の市民説明会を開催すると共に、市の広報
や市のホームページで市民の皆様にお知ら
せいたしました。同時に市民からパブリッ
クコメントを求め、意見等を頂きました。
今後は、寄せていただいた意見等を踏ま
え、有料化の実施計画を策定し、関係条例
の改正手続きなど終了後、自治会、町内会
等を対象に住民説明会を開催させていただ
きます。更に希望する団体等には、出前講
座等を利用いただく中で、有料化について
りご理解を得てまいりたいと考えていま
す。

啓発 今後のためにも、減量していくことは賛
成です。私たちに何ができるのか、もっ
と教えてほしい。

広報及びホームページ等を利用し、ごみ減
量やリサイクルに関する情報を提供してま
いりたいと考えております。
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項　　目 意見・提案内容（要約）　 市の考え方

啓発 市街のごみ拾いをやっていますが、ごみ
の量の多さとマナーの悪さに驚いていま
す。たばこの吸殻はもとより、ペットボ
トル、ポリ袋、空缶、菓子袋から犬の糞
まで際限がありません。
若者達や一般の方々にも町の美化につい
て普及啓蒙をしていただきたいと思いま
す。

各施設管理者と連携し、広報及びホーム
ページ等を利用し、ポイ捨て禁止等の啓発
を行っていきたいと考えております。ま
た、環境教育は、重要と考えていますの
で、小学生向けの社会副読本の作成や施設
見学を行っており、今後も充実させてまい
りたいと考えています。

施設整備 資源サイクルセンターやバイオガス化施
設は、どこに、いつ頃つくられるので
しょうか。

資源リサイクルセンターは、現在のクリー
ンセンターの敷地内に平成２２年度中に建
設し、平成２３年度からの稼動を予定して
おります。
生ごみのバイオガス化施設については、下
水処理センターとの併設で平成２２年度中
に建設し、平成２３年度からの稼動を予定
しています。

最終処分場 第５期最終処分場は、どの位使えるの
か。今後の見通しは。

広域廃棄物処理施設（焼却処理）の供用開
始が平成２７年度以降となることから、今
年６月に供用開始した第５期最終処分場
は、現状の破砕埋立方式で処理していきま
すと、６年後の平成２４年度で満杯になり
ます。また、第５期最終処分場の造成で全
体計画が完了するため、今後は、次期最終
処分場の用地を確保することとしておりま
す。

その他 生ごみ堆肥化事業の次のデータｰを活か
した施策を

・平成元年に開始した生ごみコンポスト
事業の開始以後の効果は
・生ごみの活用とその成果は
・生ごみ段ボール堆肥化の成果は
・電動生ごみ処理機等の成果データｰは

平成元年度以降のコンポストの助成個数
は、延べで３，９８４個です。電動生ごみ
処理機の購入費助成は、平成１８年度から
開始し、２５機の助成を行いました。生ご
み段ボール堆肥化モデル事業は平成１３年
度から開始し、毎年３０人の方にお願いし
ております。また、平成１８年度に大型生
ごみ堆肥化モデル事業を開始し、６９世帯
の方に協力していただきました。これらの
事業により平成１８年度で約１５０tの減量
効果があったものと考えております。今後
も市民の皆さんに協力いただき生ごみの自
己処理を促進するため、生ごみ堆肥化を支
援してまいりたいと考えております。
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