
項　目 市民の意見・提案 市の考え方

有料化の前には排出されるごみ量が増えるの
ではないか。

有料化を実施した市では、有料化実施１年前
にはごみ量が増えています。これは北広島市
でも起きるものだと考えています。

生ごみの堆肥化、資源の分別もきちっとやっ
ているのでこれ以上の減量化は不可能。有料
化は単なる負担の増加である。

現在はごみの排出量に関係なくすべて税金で
処理しています。有料化することで、出す量
に応じた料金負担をすることになり、ごみに
対する意識が高まり、減量化・資源化につな
がり、結果として最終処分場の延命化が図ら
れるものと考えています。

ごみの減量化と有料化は結びつくものではな
い。

他市の事例を見ても、有料化を実施した場
合、ごみ処理・リサイクルに対する関心が呼
び起こされ、ごみの排出抑制、減量効果が得
られるものと考えています。

普通ごみに生ごみが40％含まれていると言う
が、どのような調査を行ったのか。

年に2回ごみ質調査を行っています。排出さ
れた家庭ごみの中から200キログラムを抽出
して調査しています。

1人1日当たりのごみの原単位を比較した場
合、北広島市はすでに減量化の努力をしてい
るのではないか。

人口の伸びに対してごみ量が横ばいであるの
は皆さんの努力によるものだと思いますが、
努力している方とそうでない方の差があるこ
とから、有料化によりごみに対する意識を高
めてごみ量を減らしていきたいと考えていま
す。

資料にある生ごみの占める割合は重量比であ
る。最終処分場に占める生ごみの容積割合は
どうなのか。

容積率から言えば最終処分場に占める生ごみ
の割合は重量比より少ないものと考えていま
す。

有害ごみを有料化からはずした理由は。

乾電池、蛍光管及び水銀体温計は民間施設に
委託し再資源化を行っています。今後も継続
して再資源化を行うため、通常のごみと区分
しました。

環境美化を個人的にしている方への対応は。
ボランティアで公共施設の環境美化を行って
いる方については、ボランティア袋を作って
配布を考えています。

粗大ごみの基本的な考え方は。

戸別収集で考えています。有料化実施３０市
のうち１５市が定額制、８市が従量制、７市
がその他の方法で行っています。判りやすい
のは定額制でありますが、かかる経費等を考
慮して検討してまいります。

クリーンセンターに持ち込んだ場合も有料に
なるのか。

有料化になれば持ち込んだごみも有料になり
ます。

袋の種類が多すぎると判りづらいので、危険
ごみ・破砕不適ごみは無料にすべき。

意見として承ります。

手数料

有料化した場合の一世帯当たりの負担額は。

40ﾘｯﾄﾙ袋に10ｷﾛｸﾞﾗﾑ入る場合、1ﾘｯﾄﾙ2円で皆
さんに負担していただくと、3人世帯で年間
約6,000円の負担、1ヶ月あたり500円の負担
になります。

　市内で８回行いました「家庭ごみの減量化・有料化についての基本的な考え方」説明会で多くの意見
をいただきました。

　出されました意見・提案とそれについての市の考え方をお知らせします。
　※説明会で出された意見・提案は、とりまとめの都合上、要約しています。

「家庭ごみの減量化・有料化についての基本的な考え方」説明会での主な意見・提案

有料化の効
果・目的

有料化の対象
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項　目 市民の意見・提案 市の考え方
手数料

粗大ごみの処理料金はどのようになるのか。
１個単価にするか、段階制にするのかは実際
に戸別収集した場合に係る経費を踏まえて検
討してまいります。

指定袋を作る料金はいくらで、財政的なメ
リットはあるのか。

収入に関しては推計数値はあるが、指定袋の
作製費用がどれだけかかるかは資料を収集し
検討中でありますが、他市の例から見ますと
収入の４割程度の金額がかかるとの例も出て
います。

有料化による収入は。
1リットル2円で計算した場合、平成18年度
ベースで見ますと約1億2000万円くらいにな
ります。

指定ごみ袋1枚当たりの原価、販売するに当
たっての手数料は。

1枚当たりの原価は内容により変わるので、
現在検討中です。手数料についても、販売シ
ステムをどうするのか調査検討しておりま
す。

買い置きしているごみ袋はどうするのか。
シールは考えていないのか。

シールは考えていません。透明または半透明
の袋は資源ごみの排出の際に使ってくださ
い。

世帯に最低限の指定袋を無料配布することは
考えていないのか。

一世帯の人数を把握することが必要なため制
度運営及び経費が必要になってきます。ま
た、一定量を無料にした場合、その減量効果
が働かなくなります。道内では一定量を無料
にしている市町村はありませんし、全国でも
実施していた自治体では無料配布を見直して
おります。

指定ごみ袋またはシールは、一般のスーパー
で手に入れることができるのか。

指定ごみ袋は購入しやすいように、できるだ
け多くの小売店で取り扱ってもらうようにし
たいと考えています。

減免措置そのものは否定しませんが、行き過
ぎた減免は逆に公平性を欠くことになる。

意見として承ります。

減免措置の社会的弱者には乳幼児も含まれる
のか。

減免制度は減量意識を弱めること、公平性を
欠くことから慎重な検討が求められます。乳
幼児、高齢者を含めた中で検討します。

レジ袋でのごみの排出はいつからできなくな
るのか。

有料化の実施時期からと考えています。

草や剪定枝は粗大ごみですか。

草や小さい枝は普通ごみになります。長いも
のにつきましては、長さや束ねていただく大
きさをある程度指定させていただき、ステー
ションに出していただきます。袋に入りませ
んので、処理券にするか指定袋を巻きつける
方法で考えています。

レジ袋での排出は不可となっているが、分別
するとすればどこに入れるのか。

レジ袋はプラスチック製容器になるので、資
源ごみに入れてください。

ごみの収集方法は。
粗大ごみは戸別収集を考えているが、普通ご
みはステーション方式で考えています。

資源物として出されたプラスチック製容器物
が汚れていた場合の取扱いは。

状態にもよりますが、排出者に注意を喚起す
る意味からも指導表を貼り、収集しないよう
にする方法も検討してまいります。

減量化を図るのであれば、有料化と同時に戸
別収集にすべきではないのか。

審議会でも論議されましたが、戸別収集にし
た場合、現在の収集車を３倍程度増車する必
要があり、現行より経費がかさむこととなり
ます。また、冬の除雪も問題となることか
ら、現状では難しいと考えています。

排出方法

収集方法

指定ごみ袋

減免
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項　目 市民の意見・提案 市の考え方
ゴミステーションは何基でも増やしていいの
か。

20戸から30戸に１箇所でお願いしています。

ごみ減量化推進委員は有料化実施とともにで
はなく、すぐに行うべき。

平成20年度の実施を目指しているが、町内会
との話し合いの中で体制作りをしていきた
い。

出されるごみがルール違反していた場合は。

ルール違反のごみは、排出者に持ち返りを促
すため収集しませんが、持ち返ってもらえな
い場合は、排出者の調査を行い、特定できれ
ば個別に指導してまいります。

指定ごみ袋以外の袋で排出された場合の対応
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、次の収集時にまだ残っ
ていれば中身を調査して、排出者が特定され
た場合は、是正指導を行っていきます。

不法投棄

現在の不法投棄の現状、これらに掛かってい
る経費また不法投棄した場合の罰則は。

年間約200件程度あります。不法投棄者がわ
からない場合は市で回収して処分していま
す。これに係る処理経費が年間40万円から50
万円であります。不法投棄は廃棄物処理法で
罰則規定があります。個人だと5年以下の懲
役または一千万円以下の罰金。法人だと一億
円以下の罰金になっています。

市民に対してごみステーションの清掃やどう
清潔に保つかを周知することが、不法投棄を
減らす決め手ではないか。

意見として承ります。

家電の不法投棄は排出者が特定できているの
か。

不法投棄者が判明することは殆どありません
が、地域住民が不法投棄者の車のナンバーを
控えて、厚別警察署で検挙した例もありま
す。

粗大ごみはリサイクルしないのか。
今後の施設整備の中で、粗大ごみのリサイク
ルについても検討してまいります。

リサイクルセンターの稼働を待たずに空き教
室を利用してリサイクル可能では。

意見として承ります。

生ごみ処理の支援とは。
コンポスト・電動生ごみ処理機の助成を進め
ることを支援の柱としていきます。

減量化より製造者の生産者責任を重点的に
行っていかないのか。

拡大生産者責任の考え方に基づき、事業者の
責任の強化・明確化を図ることが必要である
と考えています。

市は、国・道・事業所に過剰包装に対してど
のような運動をしてきたのか。

全道・全国市長会を通じて関係機関に拡大生
産者責任の明確化を要望しています。

資源ごみの分別に関して判りやすい冊子を
配ってほしい。

今年の4月にごみ辞典を作り配布していま
す。今後もわかりやすい冊子を作ってまいり
ます。

減量・資源化を理由に有料化をすることには
疑問がある。ＰＲしていかなくては長くは続
かない。

意見として承ります。

説明会が8回、パブリックコメントも20日ま
でとは短すぎるのでは。

意見として承ります。

説明会に参加者が少ないのは、市のＰＲ不足
では。

市の主催説明会は8回ですが、今後は出前講
座のメニューに入れて要望に答えて説明会を
行いたいと考えています。

審議会 以前に市民アンケートを実施していたが、ア
ンケート結果は審議会の審議に反映されてい
るのか。

市民アンケートは審議会で十分な審議により
作成されており、アンケートの結果を基に審
議を行っています。

不適正排出

減量化施策

生産者責任

ステーション
管理

不法投棄

市民周知
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項　目 市民の意見・提案 市の考え方
審議会

審議会には生ごみのバイオガス処理以外の処
理方法を提示しているのか。

審議会では生ごみの堆肥化とバイオガス化を
検討し、人口規模的に堆肥化した場合、堆肥
を捌けるかが問題となり、バイオガス化に優
位度があるとの結論となりました。

審議会は市の理事者の御用機関であり、その
意見が権威があるものとするのはやめて欲し
い。

審議会は市の諮問機関であり、その答申内容
については尊重すべきものと考えています。

粗大ごみだけを有料化している７市では、ど
のような工夫がされて有料化にいたっていな
いのか。

７市のうち４市は全面有料化を検討している
と聞いております。

有料化をしないで減量化したところはないの
か。

道内では富良野市がごみを固形燃料化し、市
内の施設で燃やしています。ごみを燃料化し
て利用することで減量化を図っています。

広域焼却施設建設予定地遊水池計画地とが
バッティングしてできなくなったとはどうい
う意味か。

広域で焼却施設を作る場所と千歳川の遊水池
計画の場所が重なったということです。

生ごみのバイオガス化処理により広域での焼
却施設の建設は無くなったのか。

広域での焼却施設の建設計画については、場
所や規模も含めて継続検討中であります。

バイオガス化
処理施設

バイオガス施設の実績と他市の状況は。

空知支庁管内の三箇所でバイオガス化処理施
設が稼働しており、実績があります。また、
全国的にも生ごみをバイオガス化処理する自
治体が増えてきています。

生ごみの分別収集の方法は。

平成23年度から市民の皆さんに生ごみの分別
をしていただきたいと考えています。ごみス
テーションに出していただくことになります
ので、カラス対策が取れるようなごみ袋を考
えてまいります。

バイオガス施設はいつ頃から始めるのか。
平成19、20年度に施設計画。平成21、22年度
に施設建設。平成23年度より供用開始と考え
ています。

広域焼却施設が出来上がったらバイオガス化
施設は使わないのか。

広域焼却施設ができても、生ごみについては
継続して分別しバイオガス化処理をしていき
ます。残った可燃ごみについて焼却していく
考えです。

生ごみをバイオガス化することにより発生し
たガスはどうするのか。

生ごみから発生したガスはガスホルダに蓄
え、汚泥を乾燥させるエネルギーに利用しま
す。

バイオガス化処理施設ではなく、各家庭に
ディスポーザーを設置したほうが安いのでは
ないか。

意見として承ります。

23年には生ごみの分別の説明会を行うのか。
22年度には説明会を行いたいと考えていま
す。

その他

コンポストの利用者数を把握しているのか。

平成元年からモデル地区を含め約4,000個の
コンポストを助成しています。助成制度を利
用されずにご自身で購入された分に関しては
把握しておりません。

コンポストはすごく良いと思う。ハーブを使
えば虫もわかない。

環境市民の会でもハーブを使った対応をして
います。コンポストでうまく堆肥化できない
場合は、環境市民の会で戸別訪問による講習
会も行っています。

分別や環境問題は小さい時からの教育が必
要。

環境教育は重要なので、小学生向けの社会科
副読本の作成や施設見学などを行っています
が、環境教育は今後も充実させていきたいと
思います。

他都市の状況

バイオガス化
処理施設

広域
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項　目 市民の意見・提案 市の考え方
その他 札幌では燃える・燃えないの区分があるが、

北広島市はその分類がなくわかりづらい。
北広島市には焼却施設がありませんので、燃
える燃えないの区分は行っていません。

コンポストを推進すべきでは。
コンポストについては今後も助成制度継続し
てまいりたいと考えています。

3ページの表では、平成10年から18年までご
みの発生量は横ばいなのに、7ページのグラ
フでは平成19年に増加しているのは、有料化
に伴う駆込みによるものなのか。

3ページのごみの発生量はトンで表示してい
ますが、7ページのグラフは㎥で表示してい
ますので、トンと㎥の単位による違いによる
ものです。
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