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出席者：（委員）石井会長・押谷副会長・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（９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） 第 2回目のクリーン北広島推進審議会を開催いたします。 

本日は、岡田委員より急用の為欠席のご連絡をいただいています。また、今回はじ

めて出席となる長谷川委員より自己紹介いただきたいと思います。長谷川委員よろし

くお願いいたします。 

 

 

２．議事 

（事務局） 本日の予定について、説明させていただきます。 

議事につきましては、平成 18年度の一般廃棄物処理基本計画における主な政策と現

在のごみ排出量等について事務局より報告を行い、その後質疑等をお受けし、ごみ処

理の現状と課題についての確認をしていただければと考えております。 

     それでは石井会長よろしくお願い致します 

（会 長） 本日もよろしくお願いいたします。 

今日は、1時半から始まりまして、3時半終了を予定しております。2時間ほどですが、

よろしくお願い致します。次第に沿って議事を進めて行きますが、今日の会議の署名

委員は、名簿順でいきますと齋藤さんと長谷川さんでよろしいでしょうか。また、北

広島市情報公開条例第 20条の規定によりこの審議会は、公開といたします。事務局よ

り報告として、第 1回の審議会のまとめからお願いいたします。 

（事務局） 第 1回審議会のまとめということですが、前回、清掃事業概要の説明とそれに対す

る質問をいただいています。質問についての回答をさせていただきますが、関連が有

りますので、一般廃棄物の処理基本計画の説明と合わせて回答させていただきたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。資料の確認ですが、資料 1として家庭ごみ

有料化後の状況ですが、グラフがある資料が 3枚ほどございます。資料 2として今年

度始まりました生ごみ収集実績と地区別収集状況という資料がございます。資料 3で

ごみ質の推移として、北広島市のこれまでのごみ質について家庭系のごみと事業系の

ごみについてのごみ質調査の結果を載せている資料がございます。資料 4 は平成 22

年度粗大ごみ収集実績の資料でございます。資料 5 として、平成 23 年度の 4 月から

10月分までのごみとして埋め立てる物はどんなものがどのくらいあったのか、という

資料も付け加えさせていただきます。 

自己紹介 
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以上で今日提出した資料の説明を終わらせていただきます。 

（会 長） ありがとうございました。資料が一度に説明されましたが、平成 18年度の一般廃棄

物処理基本計画の説明をいただきましたので、まずそちらの方の質問を承ってから、

資料 1から 5の質問を承りたいと思います。まず共通認識を得るということで、わか

らない点、聞きたい点等お願いしたいと思います。私の方から何点か質問させていた

だいてよろしいでしょうか。今回この平成 18年度の一般廃棄物処理基本計画を見直す

ということで、最終処分場のごみ減量化のため、この審議会は立ちあがっているので

すが、この計画の中で平成 27年度から広域処理の枠組みでごみ処理を行うということ

になっています。この審議会の前提条件として、今回作成する基本計画は平成 38年ま

での計画になると思いますので、平成 27年度以降に広域処理を行うということをこの

審議会でどういうふうに捉えたらいいのでしょうか。燃えるごみと、燃えないごみと

に分けることにして焼却処理を選択した場合に、普通ごみからは生ごみが減り、容器

包装ごみとして分別されなかったものは若干残ると思いますが、そういった燃えるご

みが焼却にまわると、最終処分場の受け入れとしては焼却灰とか肥灰となって、かな

り少ない量になります。そうしますと、この審議会での審議の仕方も前提条件により

変わることになりますが、その辺はどう考えたらいいのでしょうか。 

（事務局） 広域ごみ処理が今後どのような状態になっているかというご質問かと思います。 

皆様ご存知のところなのですが、広域ごみ処理計画は平成 11年から始まって 2市 3

町で行ってまいりました。2 市というのは恵庭市と北広島市、3町は長沼町、南幌町、

由仁町の 3町でございます。広域のごみ処理施設建設が延びたという話をさせていた

だいているのですが、昨年 5月に、恵庭市が独自処理を行っていくという方針を立て

まして、協議会から脱退したところです。今は栗山町を含む 1市 4町で構成されてい

ます。1 市 4 町のごみ量は、人口的にも北広島市が一番多い状況です。栗山町は可燃

ごみについては、平成 23年度から炭化処理を始めており、可燃ごみは広域で処理しな

くていい状況です。残っている 1市 3町の可燃ごみの量で焼却炉ができるのかといい

ますと、非常に難しいものがあります。施設を建設できない事はないですけれども、

非常に高上がりになってしまうことになります。協議会では１市 4町の枠組みを拡大

するということで近隣の市に対して、協議会に参画していただけないものだろうかと

いう協議を始めていくという状況にございます。会長がおっしゃいました、これから

市の基本計画を立てていくのに、可燃ごみ処理ということが入ってくるかといいます

と、今説明させていただいた状況なので、平成 27年度以降も広域処理はできないとい

う前提で、基本計画を立てさせていただくということとなります。今後、広域の進め

方によっては可燃ごみの処理を行うことになるとは思いますけれども、今の状況では

その見通しは立っておりませんので焼却施設については無いものとして、基本計画を

一般廃棄物処理基本計画についての説明 

資料 1から資料 5までの説明 
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立てていくということで考えております。 

（会 長） わかりました。基本計画の中には今のスキームをあと何年かは続けていって、協議

によっては、基本計画をやり直して新しいスキームにすることもあるというような事

しか書けないという事ですね。この推進審議会では、今のスキームで処分場のごみが

減らせるのかという事を考えましょうという事ですね。ありがとうございました。あ

ともう一点、一日 150グラムダイエットに関しては、生ごみの資源化ということと、

ごみの有料化がそれに対応した対策だと考えてよろしいですか。 

（事務局） 平成 18年度の基本計画を立てるにあたりましては、平成 15年度の基本計画からい

きますと、残念ながら進み具合が遅いという状況でした。この計画のなかで 150グラ

ムダイエットがどのような状況にあるかということが、ここにグラフで示されていま

す。まず平成 15年度の計画においては、平成 14年度の排出原単位は資源ごみを含め

て一日当たり 723 グラムでありましたが、これから 150 グラムを減量し、723 グラム

から 150グラムを引きますと 573グラムになりますが、これを平成 20年度の目標値に

することで平成 15 年度の審議会で審議していただいたものです。実際には、平成 17

年度の原単位がいくらになっているかといいますと、704 グラムでございますので、

残念ながら150グラムの内まだ19グラムしか減量されていないという状況でございま

した。このペースでいきますと、平成 20年度には 693グラムまでしか落ちないだろう

と推測されましたので、ぜひ目標値の 573グラム、ここでは 554グラムと書いてあり

ますが、これは平成 17年度から 150グラム減量した場合の数値が 554グラムという数

値になりますが、この数値を当面の目標にするという計画であります。これに対して、

有料化後どうなったのかということで、前回お示しさせていただいたのですが、清掃

事業概要の 25ページに各年度の数値が載っています。下から 4番目、家庭系の廃棄物

は平成 21年度の一日一人当たりの量として 544.42グラム、平成 22年度 569.96グラ

ムということで家庭ごみの有料化を実施したことによって当初見込んでいた一日当た

り 573グラムを下回るところまで持っていくことが出来たことがわかります。 

（会 長） 継続する事が大事ですね。その他基本計画に関してはよろしいですか。それでは、

資料の 1 から 5 までまとめて質問をいただきたいと思います。確認ですけど、資料 3

のごみ質調査結果の当初と有料化開始というのは、昔は生ごみを分別していませんで

したから、今でいう普通ごみプラス生ごみなどの収集されたものと理解できるのです

が、分別開始後の平成 23年度の 10月は、生ごみを分別したあとの普通ごみの組成調

査結果ということですか。 

（事務局） この調査につきましては、家庭から排出される普通ごみ袋の中にどのようなものが

どの程度入っているかというグラフでございまして、会長がおっしゃいましたように、

平成 23年度の 10月は生ごみを分別していただいた後ということであります。 

（会 長） 32.76パーセントの生ごみがまだ入っているというふうに見る訳ですね。それでは、

委員の皆さんから質問のほう宜しくお願いいたします。 

（委 員） 今のお話ですが、32.76％ということですが、減量化の目標値はどのくらいのところ
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にあったのですか。 

（事務局） 目標値につきましては、市といたしましては 100％と言いたいのですけれども、実

際には生ごみだけの数値目標については立ててはおりません。ただし、ごみの減量化

計画のなかでは排出想定量というのを設けておりまして、生ごみが平成 23年度であれ

ば 4,000トン弱ありますので、これを分別して埋め立しないものと考えております。 

（会 長） 滝川だとか、砂川だとかもう既に生ごみを分別されているところの状況もあとで調

べて欲しいのですが、聞いたところによると生ごみの排出量が 100だとしたら、大体

85 パーセントぐらいが集まっている、混入率が 15 パーセントぐらいだという話でし

た。そういうものに直すとすると、北広島市さんでは今のところ計画量の 4割程度と

いう状況なので、まだまだ集められる余地があるというふうに考えています。そうい

う解釈でよろしいですか。 

（事務局） そうです。実際に砂川市を参考にさせていただいたのですが、実は生ごみを分別す

る理由というか原因が北広島市とは違っているという気がいたします。砂川市の場合、

歌志内市にある民間の可燃ごみ処理施設に生ごみを除いた可燃物を持っていくのです

が、民間処理施設の方では可燃ごみとして生ごみが入っているものを持ってきた場合

はこれを受け付けないということを明確に打ち出しており、そのために砂川市では生

ごみは絶対分けてください、市民の皆さんはそれを徹底するようにしてくださいとい

うことで始めたところです。生ごみに対する処理費も、北広島市と違い生ごみを単独

で処理する施設となっております。また、砂川市の生ごみの手数料も、北広島市では

1リットル当たり 2円ですが、4倍の 8円だったと思いますけれども、ほぼ 100パーセ

ントといっていいくらい分けていただいているはずです、というご回答はいただいた

ところです。 

（委 員） 今、何回も質問が出ていますけれども、第 1回目の審議会でリサイクルセンターと

下水処理センターのバイオマス施設を見せていただきました。それと今回出たデータ

の中から整理をしておきたいという観点からの質問です。まず、ここに出ています資

料 3の一番上の黄色の生ごみと書いてある部分、これについては袋が黄色の袋で出さ

れている量と考えてよろしいのですか。 

（事務局） これは、逆にピンクの袋の中にまだ生ごみがパーセンテージでこれだけ入っている

という数値です。 

（委 員） バイオマス施設で所長からお聞きした時にあそこに持ち込まれる一日の量は 4.5ト

ン程度というお話でございました。当初予定していた量の 40パーセント位しかまだ持

ち込まれていない。ですから当初予定したものの 6割位はピンクの袋に入れられて埋

め立の方にまわっているだろうという量が 32 トンというふうに考えればいいという

ことですか。 

（事務局） そのとおりです。 

（委 員） わかりました。それから、普通ごみの中にあります 33.85パーセントとなっている

その他の紙類とかプラスチックは資源ごみも含まれている可能性があるというふうに
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考えてもいいのでしょうか。まったくそのまま埋め立てていると考えてよろしいです

か。 

（事務局） 今おっしゃられた 33.85 パーセントの中のその他紙類については、資源ごみ対象物

はこの中に入ってきておりません。実はその上の表のところに資源ごみとして分けて

いただいているその他紙製容器ですとか、紙パック、ダンボール、新聞、チラシ、雑

誌、これらが市のほうでは資源物となっているものなのですが、まだ普通ごみに入っ

ているものと考えていただきたいと思います。その他紙類はもともと埋め立てるため

のごみですが、これだけあるのはなぜだろうかということですが、その横をみていた

だくと、60.3パーセントということで、非常に高い数字となっています。実は平成 23

年 6月の収集地区に特徴的なところがございまして、西の里の福祉施設関係のところ

から収集しています。60.3 パーセントは何かといいますと、実は紙おむつなのです。

いかに紙おむつが出されていて、重さ的にもたいへん重たくなっているということが、

この表からもおわかりいただけるかと思います。 

（委 員） 6月、10月では測定する場所が違うから数値も違うということで、普通ごみ全体は、

埋め立てていると考えてよろしいですね。 

（事務局） ここにある普通ごみと破砕しないごみを埋め立てています。 

（委 員） 生ごみの 32.76パーセントというのも埋め立てているということですね。 

（事務局） そうです 

（会 長） ここに書いてある資源ごみも、本来分けられるべきものがピンク色の袋に入ってい

るものですから、例えばその他紙製容器包装 8.7パーセント、プラスチック製容器包

装 8.6パーセントも現状では埋め立に回っている。皆さんの協力次第でこの値が変わ

りますということです。 

(委 員) 資源ごみがたくさん入っているということですね。私の町内会でも、時々回って持

ってみるのですが重いです。ひとつの箇所、私の所は 25 から 30 人位いるのですが、

いつも 5 つくらいしかありません。私も、来年町内会長になったら少し運動してみよ

うかと思っていますけど。今回もらった資料を見てもう少し市のほうで、調べて欲し

いと思っています。生ごみの資料がありましたが、資料 2で 30パーセントとか次に 33

パーセントとか 38パーセントとかありますが、こういう大雑把なものではなく、せっ

かく西の里とか地域に分けてあるのであれば、地域ごとでどうして調べられないのか

という思いがすごくあります。私、パッカー車の後ろに付いて歩いたこともあるので

すが、彼らはちゃんと個数を数えているのです。村上下水処理センター長のところで

は全体の個数はわかっている、ステーションごとの個数はわかりませんけれど。そし

て合同町内会では町内会ごとの人数、戸数がわかっており、各町内会ではステーショ

ンごとに何戸ずつ出しているかはわかっていると聞いています。町内会の環境部長は

全てわかっています。ここのステーションには何人出すかというのは、町内会の会員

は知っています。この人とこの人はここに出すというのは決まっていますから。です

からそれを調べれば、このステーションは何個出すエリアかというのはわかるはずで
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す。そこまでなぜ調べないのかと私は思います。これは市の怠慢だと思います。それ

くらいまでやって、ここの町内会は非常に少ないとなれば、そこの町内会に市のほう

から出向いていき、これだけ少ないので何とかしてくれませんかという、町内会での

説明会をもっと開いたほうがいいと思います。やって欲しいというふうに町内会から

きてからではなく、やはりそれくらい市のほうで努力して欲しいと思っています。私

も来年から町内会長をやるようになったら努力しますけれども。この程度でいいと言

うのならそれはそれでいいですけど。埋立地を見ても北広島市の埋立地は覆土が厚い

し、岩見沢なんかに比べてずっときれいですが、覆土が厚いっていうことは延命から

いくと非常に短くなるということなのです。生ごみが少なくなれば、実は覆土は結構

減らせます。プラスチックや紙ごみなどが飛ばないようにするだけだから、割合覆土

は薄くてすむはずです。生ごみの場合はどうしても、厚さが必要になるのですが、そ

ういうことを考えると単にごみが減るだけでなく、延命化できるという事があります。

生ごみを減らすことは、延命化には、量としては意外と少ないのですが、それ以外の

面が非常に大きいと思います。だいたい、北広島市でバイオガス化をやった一番の目

的は、処分場周辺の人たちが非常に迷惑しているから減らすということでしたから。

それをもう少しやっていただきたいなと思います。 

（事務局） 今、委員のほうから言われたことについては、実は今年度の市政懇談会でもそうい

うご意見は結構他の地区からございました。私どもも厳しいご指摘いただいてもっと

もだと思います。地区ごとにはどこがいいのかというのは、我々もごみ質調査をして

ある程度おさえています。それからステーションごとには、シルバー人材センターに

委託をしたり、市の職員が毎日回っております。ここは良い、言葉は悪いですがここ

は成績悪いなというところについては、ある程度おさえています。そういうところか

ら、おっしゃるとおり重点的に我々が入っていかなければならない、出前講座を待っ

ているのでなくて我々からそこに入っていって、そういう機会を設けてもらうなり、

説明の機会をもうけてもらう。最後は理事者からも、どうしても改善されなければ、

ごみの有料化と同じように全職員がついたらどうだというところまでも言われていま

す。今の状態で市としては満足しておりません。やはり何らかの形で、市民の皆様に

生ごみを分別していただく努力をしなければならない。それは市民の皆様にお願いす

る部分と市としてやっていかなければならないものをしっかり見極めて、委員がおっ

しゃられたとおりでございますので、地区ごと、ステーションごとの良し悪しもある

程度おさえてきていますので、そういう部分については、我々ももう一回汗を流した

いと考えているところです。 

（委 員） 札幌市はごみパト隊というのがあって、各ステーションに年間でかなりの回数行っ

ています。ですから、全部は市の職員ではなく委嘱しているわけですけど、やはり市

の腕章つけた人が行ってみているというのは非常に効果が高いと思います。 

（事務局） 最終的に先ほど申し上げましたとおり、どうしてもどんな方法使ってもなかなか分

別がうまくいかないということがあれば、職員を導入してやることもやぶさかではあ

りませんが、その前にまず我々が出来る、担当部署として出来るものを行い市民にも
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ご理解をいただきたい。それから検証しながら生ごみが最終処分場に入らないように、

その努力をなるべく早い時期に行なっていきたい。今でも行なっている状況ではござ

いますが、さらに強力に進めていきたいという考えはもっているところです。 

（委 員） 私は町内会の会長 5年目なのですが自分のところで有料化の時、廃棄物対策課と連

絡をとり支援いただきながら行なってきまして、出す側の意識の向上と、市側のほう

でいろいろ統計を取るなどして、われわれにサポートしてくれる、ここのところをき

ちんとマッチングしなければならないと思います。私どもの町内会では 8つのごみス

テーションありまして、そこに町内会の役員が会長、副会長、総務部長で分かれてそ

れぞれごみが出されたあとをチェックする体制をとっています。その結果を市に報告

すると同時に、町内会の毎月の会報なり総会資料の中で住民にフィードバックする。

なかには同じ人が間違って何回も出こともありますので中を開けます。個人情報の問

題ありますので、市職員を呼んでいっしょに開けて、直接そこに指導することも何件

かやってきています。そういうことをしないとなかなかうまくいかないのではないか

と思います。それと不適正排出は収集せず置いていかれますが、その個数、中身は全

部把握するようにしています。行政側にお願いすると同時に、町内会のほうが、どれ

だけそういうものに対して取り組むか。我々は住環境というものを美化という観点で

捉えていまして、カラスに荒らされたりするものですから、住環境問題の美化という

捉え方でごみ問題に取り組んでいます。まだまだ足りないですが市でやるとなると、

多大なるお金もかかる話なのですが、いかに単位町内会と連携とるかが必要だと思い

ます。それとごみ当番というのを決めていまして、1 週間単位で掃除すると同時に不

適物は町内会で買った袋がありますので、それに入れて整理するということ始めまし

た。行っていることを少し報告させていただきました。 

（委 員） 今の町内会のマナーを強化しようということは、平成 18年度の計画のなかでも町内

会をパトロールするなどは載せてありますが、現状をみると町内会のあり方を強化し

ていかなければならないのかなと思います。それで、資料 2の水曜日・土曜日は大曲

の私の地区なのですが、生ごみの収集率が悪いです。はじめは黄色い袋がボックスに

入らないぐらい入っていました。今は黄色よりピンクのほうが多くなってきています。

大曲地区の町内会をみても、ごみのボックスが大分設置されてきていますが、ネット

のところはグチャグチャになっています。ボックスの補助は町内会もいくらか出すの

ですが、財政の困難な町内会は作れないです。ボックスを作って生ごみだけを収納す

るというようにしないと、あとから生ごみを持ってきても入らないのです。うちの町

内では生ごみのボックスですと貼ってあります。生ごみのボックスですということを

はっきりさせることと、町内会の戸数によっては小さすぎて入らないボックスもある

ので、世帯数を計算しながらボックスの大きさも考えたほうがいいのかなと思ってい

ます。また、市の方も指導を強化したほうがいいと思います。こちらからお願いすれ

ば、生ごみの分別の話をしているということですが、大曲でも中央のほうには説明が

ないようです。中央の住民が言っているのですが、皆が通行するものですから通行者

にごみを置かれてどうにもならない。大曲会館では説明会を行ったようですが、町内
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会では行なっていないから、ごみ出しのルールもわからない。要望して出向くのでは

なくて、指導という形で各町内会にきちっと話をして、強化していったほうがいいと

思います。これは町内会のモラルと美意識の問題だと思います。 

(委 員)  私も大曲なのですけど、ただ大曲は一戸建てが多いのでしょうか。西の里や虹ヶ丘

は町内会がまとまって集団資源回収もやられていると伺っています。それに比べて

火・金のほうがパーセンテージが高いということは、西の里地区も一戸建てが多くて、

コンポスト等で家庭で堆肥化されているところが多いためかと思われます。予定の計

画量に対して黄色いごみ袋で出されている量が 40パーセント弱とでていますが、本当

に 40パーセント弱なのか。自分の庭などで処理されている方などがいらっしゃる訳で

すから、10月現在ではなくコンポストなどで家庭で堆肥化できなくなり黄色いごみ袋

で出すことになる量など、冬季間のデータも必要かと思います。先ほどから言われて

いますように、最終処分場の延命を図るには生ごみはきちんと分別しバイオの施設に

出していただくことが大事。北広島市の場合、他市では有料化後のリバウンドがみら

れるのですが、データでいきますとほとんどリバウンドがないわけです。市民の皆さ

んの意識が高くてリバウンドしないような状態で出されているのなら、生ごみはきち

んと黄色のごみ袋で出されているはずにも関わらず、出されないということは、何か

別の原因があると思いますので、その辺の分析もお願いしたいと思います。更に、先

ほど部長のほうから、出向いて行くということを伺って、本当にそれは絶対に必要な

ことだと思います。私の町内もごみ出しに問題がありまして、今後の対処の話し合い

の中で、市の方を呼んでお願いしても参加者が少なかったら申し訳ない、という言葉

が聞かれました。それは出来ない言い訳なのかもしれませんけど。私たちの団体もコ

ンポストの講習会をやっていますがいくら文章や言葉で説明しても理解していただけ

ないことが、庭先に出向いて現場で実践指導することで理解していただけますし、出

向いて行くというのはすごく大切なことだと思います。又、行政と町内会が一緒に取

り組んでくださることが最善かと考えます。廃棄物対策課だけが一生懸命やるのでは

なく、市の職員全員が分別の大切さ大変さを理解していただき、隣近所を巻き込んで

広げていただきたい。それが一番に減量化に繋がっていくことと思います。 

（事務局） 出前講座についてはおっしゃるとおりで、私どもも汗をかきます。かかなければ市

民も理解していただけないので、いっしょに汗かいていただけませんか、という形で

進めさせていただきたいと思っております。市の職員の意識改革というのは、実は生

ごみの分別についても、市の職員、庁舎内の職員全員に講習会は開いています。各職

場の食事の時などでも生ごみはしっかりと分別されております。そこでは理解してい

るだろうと思いますが、果たして家に帰ってやっているのだろうか、やはり欠けてい

る部分があるかもしれません。そういうようなご意見をいただきましたので、さらに

市の職員の意識改革を含めて我々は汗をかいていかなければならないなと感じたとこ

ろです。努力していきたいと思います。 

（委 員） 細かいお話になりますが、コンポストのお話が出ていましたけれども、私の周りは

中年、高齢者が多いのです。ほとんどが台所に立っている方たちです。そういう人た
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ちの話を聞いていますと、臭くて、という方もいるし、本当にそれを使いこなして上

手にやっている方もいる。ですから上手に使っている方はそのまま使って欲しい。私

が話しを聞いたなかでは、一戸建ての方はほとんどが庭の花壇だとか、畑の中にちょ

っと穴を掘って生ごみを入れている、それはそれでいいなと私は思っているので、一

戸建ての方はそのまま進めて欲しいと思います。大勢集まってお茶を飲んだときでも、

一人前のパックは普通ごみに入れてもいいと思うのですが、大勢で飲む大きいパック

のときは中を壊していれたら、生ごみになるのではないかなと思うけど、パックに入

っているからということでそのまま普通ごみとして入っている。そういうやり方がた

くさんあるわけです。そういうことも、町内会とか学校とか子どもたちにも教えてあ

げて、開けて捨てられるものはそのまま生ごみの方に入れたほうがいいのではないか

なと思います。新聞紙とかいろいろな紙とか。新聞紙はお野菜を包んだりするとグチ

ャグチャになりますよね。そういう汚れたものなどは普通ごみに入れなさいとなって

います。それをきれいにたたんで資源として新聞紙の中にはさんで出せないのかなど、

そういうのがものすごく多いのです。それとメールできたもの、チラシみたいのがた

くさん入っていてそれが全部普通ごみに入っています。そういうのを処理していくと、

随分違ってくると思います。冊子のごみの捨て方を見ているとメールの中に入ってき

たチラシとかいろいろなものは、全部普通ごみになっています。手紙でもなんでもそ

うですが表の住所とかが書かれたのは普通ごみに捨ててもいいけれど、中のこれはチ

ラシじゃないかな、これは冊子じゃないかなと思うものも全てを入れています。高齢

者というのは私も含めてですが、一度言ったからいいのではなく、若い時は一度言わ

れたらだいたい頭に入っているのですが、何回も同じ事を聞かなきゃいけないし、何

度もそれをめくってみなければならないという人たちが大方なのです。一回言ったか

らいいとかではなく本当に事細かに、町内会ごとでもいいし、ごみの捨て方のお勉強

会なんかもしたらいいのではないか、そうするとここに書かれているものが大分減っ

てくるのではないかなと思います。 

生ごみに入れなければいけないものも普通ごみに入っているし、資源ごみとしてだ

せるものも普通ごみに全部入れてしまいますから、紙でも何でもそういうことを少し

整理しただけでも随分違ってくるのではないかと最近気がつきました。 

(会 長)  ありがとうございます。今の事はその他紙類の中身をもうちょっと分けたほうがい

いですよという貴重なご意見だと思います。紙は非常に量が多いですので。 

(委 員)  私も今の紙のご意見すごく賛成というか、いつも思っています。紙がもったいない

な、すごく綺麗だけど資源ごみに出来ないのかなと思います。それと、生ごみの袋で

すが 3 リットルですね。1 リットルとか 2 リットルとかコストかかるかも知れないけ

ど、生ごみの臭いが気になるから、なるべく小さい単位、その都度出したい、普通ご

みに混ぜるのはちょっと、でも次の収集日まで間あるからいっしょに混ぜて出しちゃ

えということもあるので、なるべく小さい単位で収集袋を作ってもらいたいと思いま

す。 
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(委 員)  指定ごみ袋の中にさらに別な袋を入れてもいいのですよね。 

(事務局)  出し方としては、黄色の袋の中に一日分、要するに小袋を入れてその小袋を最終的

に黄色の袋にいれて二重までは良いことにしています。ですから一日一日の分は、小

袋に入れていただいて出していただくことで、対応はとっていただけるのかなと思い

ます。 

(委 員)  臭いがするので、小袋を二重にして入れるとダメなのですね。 

(事務局)  黄色いごみ袋を含めて二重になるまでということです。 

(事務局)  皆さんのおっしゃるご意見も結構来ております。 

(委 員)  資料 2 ですが、ここに出ている人口と世帯数を割ると、輪厚地域は一世帯当たり

2.5 人と他の 2.1 人とか 2.3 人に比べると多いですね。一世帯当たりの出している生

ごみの量は、輪厚地域が 29.4グラム、他のところは約 34グラムとなり、少ないから

分別がなってないという見方をするのですが、逆に言うと世帯数が多いということは、

生ごみが出る量が減っているのかなという考えもあって、一概には言えない、まだ見

えないのかなというのがあります。資料 3で、環境サミット 2008年があったころ、マ

イバッグという動きになって、スーパーにビニール袋を配置して来た時期があります。

あの時期にスーパーのダンボールが家庭内に入ったはずです。あれからずっと同じだ

と思うのですが、資源回収がしっかりされているのかなと思うのですが、たとえば

2009年近辺を見ていっても、ダンボールの出てくる量はずっと減っています。本来は

増えていったはずだと思うのですが。家庭の中のダンボールは増えていっているはず

だけど、資源回収がしっかりなっていて、多分減っていっているのかな、北広島の地

域性かと思いますが資源回収などがしっかりされているのかなと、わからないのです

けど、このデータからいくとそういうことになるのです。それと最後ですが、市にお

願いしてうちの社員 10人程度ですが、2班に分けてクリーンセンターに行き処分場と

ビデオを見させていただいて、埋め立しないために自分たちがどうゆうことを考えま

すか、というのをまとめたものを配らせていただきます。この中では、大体皆さん同

じようなこと書いているかなと思いますが、色々なことやっているなかで北広島の住

人も何人かいますので、分別の仕方もわかっていて、どこをどうやったらいいか、埋

め立される量が減るかというテーマでまとめたものです。 

(委 員)  資源回収業者ですが、町内会で出しているところもあれば、小学校、中学校でも子

どもたちの活動費に使うために資源回収を行っていますが、その量も全部入っている

と見たらいいのですか。 

(事務局)  これは、普通ごみ袋の中のごみ質の調査なので、集団資源回収はこの中には入って

いません。集団資源回収量については、前回お配りした清掃事業概要の 16ページにど

のくらい集められているのかは出ており、こちらの方に含まれます。 

(委 員)  集団資源回収では、手紙などが入っていても業者は結構持っていっています。それ

はご存知だと思いますけど、普通の新聞、チラシ、雑誌などは業者が持っていってい

るという実態であります。ただ市で回収する場合では、普通ごみということになって
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います。先ほど委員の方がおっしゃったようなことがあれば、資源回収業者は資源と

して持っていっている場合が結構あるという実態があります。そこに市が収集してい

るのと、資源回収で紙を集めて商売にしている方とはギャップがあるという問題があ

ります。 

(委 員)  集団資源回収のことが出ましたが、資源回収に取り組んでいる町内会は多いのです

が、業者にも札幌市のように補助金を出したほうが収集品目が増えると思います。3

円から 4円に助成金を増やされましたが、収集率は増えているかというと増えてはい

ないですよね。業者にも補助金を出したほうが、今まで採算の合わない少量のものも

扱うと思います。以前ダンボールなどは採算が合わないので持って行きたがらなかっ

たのですが、今スーパーで皆さんマイバッグを忘れたりすると、ダンボールを利用し

ます。ダンボールが大量に発生し業者も採算が合ってくるのか、最近嫌がらずに持っ

ていってくださるという例もありますので、市のほうで補助金を業者に出すことによ

って更に採算の取れなかったものも、収集していただけるのではないかと思います。 

(委 員)  そうですね。うちの場合ですと、月に 2回業者が来るようにしてあります。その他

に小学校と中学校が隔月で資源回収、ですから月に 3回業者が資源回収にくるという

状況であります。 

(委 員)  市民への啓発の中で平成 18年度には載ってなかったのですけど、市民の啓発として

は生ごみを出さないという工夫が大事だと思います。私たち消費者運動としても、各

学校へ行っているのですけど、エコクッキングということで、にんじんでもごぼうで

も皮を剥かなくていいのです。ごぼうも洗えば剥かなくていいのです。ジャガイモも、

生だったら剥くのですがさっとゆでれば薄皮でとれます。ですからやっぱり生ごみを

出さない工夫、そういうクッキングだとかそういうものもどんどん市民の方に啓発し

ていく必要があるのかなと思います。 

(委 員)  先ほどから町内会が協力しろという話がありましたけど、札幌市の審議会でも、

喧々諤々でやりました。町内会がやるというのはいいのですが、やれるところはいい

のですけど、私たちのところをみても町内会長や役員のなり手がいないのです。皆さ

ん年寄りばっかりですから、若い人は忙しいですから。私の町内でも 60歳前の人は一

人もいません。65歳以上が半分ですから役員のなり手がないのです。班長は順番でや

っていますが、正直いって出来ない人のほうが多いのです。我々の町内会をみると、

年寄りばっかりですから。町内会でなにかをやれ役員が何かをしろといっても、今で

すら役員のなり手がないのに、これでもっと仕事を増やしたらもっといないのです。 

  私はだから町内会がある程度協力するのはわかりますが、町内会の役割にあまり負

担をかけるというのはかなり大変な話です。特に札幌市なんかですと、集合住宅のあ

るところの町内会なんてどうしょうもないのです。町内会長が悲鳴をあげています。 

ですから、私は出来るだけやるのはいいのですが、町内会長がごみステーションを

回って歩かなければならないというようなことは、そもそも市がちゃんとやるべき話

であって、環境部長が回って歩くなんてことはそもそも間違った話なのです。私は何
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とかそのへんをもう少し考えて、町内にあまり負担をかぶせるというのはこれからま

すます高齢化していきますから非常に難しいです。ほんとに高齢化したら、戸別収集

やるべきだと思います。お金がかかっても。そうすれば絶対分別はよくなりますから。 

うちの団地をみますと年寄りばっかりですから。正直いってうちの町内でも、乳母

車みたいなものに入れないと持っていけない人が二人います。手では持てないおばあ

さんが。ですから戸別収集してくれるから私が市役所に頼みましょうかと言うのです

けど、恥ずかしいからやめてくれと言うのです。戸別収集はやって欲しいけど、とて

も恥ずかしいからやれないという人もいるので、なんとかその辺もこれから考えて欲

しいと思います。確かにその戸別収集すると、ここでは、2 億円といいましたかそれ

くらいお金かかる、札幌市は 65億かかるのですね。かなり札幌市は戸別収集のことを

考えていますので、多少かかってもやらざるを得ないというのも、高齢化してくると

出てくると思います。それも長期的な視点として考えていただければと思います。分

別やなんかは絶対そうすれば良くなりますから。 

(事務局)  町内会に未加入のかたが多いというのはひとつあります。少子高齢化によって役員

のなり手がないという実態が、私の町内会がそうですが、私が退職したらすぐ会長だ

と決まっていることもあります。ですから私どもも行政と町内会共にやっていきたい

という考えはありますが、強制してどうしても見回れ、どうしてもやってくれという

考えは持っておりません。可能であれば協力していただきたいという姿勢でこれから

も、進めていきたいと思っております。戸別収集につきましても、今の収集委託費の

2.5 倍から 3 倍かかるという試算がでました。ただこれは 1 週間に 1 回なのか 2 回な

のかという回数の問題はございますが、今のままでやっていくと約 3倍近い収集委託

費がかかってくるということから、今の段階では申し訳ございませんが戸別収集でな

くステーション収集をやらせていただきたい、アンケートをとった結果ですけれども

そういうことを踏まえて行っております。ただ個別収集はやらないわけにはいかない

のでないかな、と私も個人的には思っております。だんだん高齢化が進んで委員がお

っしゃったように、節目節目の時期にアンケートなどで市民意向を把握して実施しな

ければならない時期がくるだろうと考えております。ですから市としてもやらないと

いう回答は今までにもしておりません。何年か経って市民状況を調査して必要であれ

ばどうしてもやらざるを得ない。これは政策ですから予算がかかるということであれ

ば何かと入れ替えて実施するということです。今の段階ではステーション収集でやら

せていただきたいというお願いで、これから先ずっとやりませんという考えは全く持

っておりません。ですから折り折りにそういう調査をさせていただいて、戸別収集も

必要な時期になれば必要な判断でやらざるを得ない時期が来るだろうというふうに考

えております。 

(委 員)  今の徐々にということですが、一度に個別に切り替えることは、パッカー車もいっ

ぺんに交換しなければならず費用が増大するというふうに伺っていますので、高齢化

率の高い居住区から徐々にモデル地区的に行なっていき、パッカー車の入れ替え時期

に 1台ずつ増やすことなどで、極端な経費の負担増に繋がらないのではと考えます。 
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  団地のあたりは高齢化率が高く、ごみ出しに行ってころんで怪我をするお年寄りの

話しなど聞いておりますので、ぜひやっていただきたいと思います。又、私の町内会

では 50件ぐらいで利用している問題のあるステーションがあり、間違って出されたも

のや汚く飛び散ったもの、不法投棄など、一部の方に大変迷惑をかけ処理をしていた

だいたことなど話し合いで分かり、全員でステーションの清掃をしました。が、いざ

グループ制に分けましょうという事になったとき、あれだけ協力的に班会議で話し合

われたにもかかわらず、欠席の方もいらっしゃったので、記名式にすればよかったの

ですが、無記名でアンケートをとったところ、今まで通りのステーション方式がよい

となりました。せっかく一生懸命改善しようとした住民の方々なのに。同じ町内会な

ので毎日顔合わせるため、思っていることをはっきり言えないところがあるのです。

町内会が一致団結すると強いのですが、なかなか難しいところがあります。そんなな

かで上田市の例では、市の職員全員が町内会と一緒に集団資源回収の時など、ステー

ションに立って指導しています。町内会と行政が一体となり取り組むことで、町内会

の負担も軽減され皆さんの意識の向上に繋がるのではないかと思います。恵庭市も来

年から生ごみ分別になるのですね。恵庭市の場合は戸別収集している地区があります

けど、そこは引き続き戸別になるのですか。 

(事務局)   分別収集方法については現状を維持したまま、生ごみを増やしていくということを

聞いておりますので、戸別収集地区とごみステーション地区に分かれておりますけれ

ども、その体制そのまま続けていく可能性が高いと思っております 

（委 員） それで問題発生していないのであれば、北広島市もそういったことで検討できるの

ではないかなと思うのですが。 

（事務局） 戸別収集につきましては、平成 22年度に議会報告させていただいたときには、市

民の皆さんのアンケート調査の結果、約 7割が負担が増えるのであれば、まだステー

ション方式でやっていくべきではないかという意見、もうひとつは実際にどのくらい

の収集経費かかるのかという意見がありました。先ほど各委員の方が言われていまし

たが、北広島市は資源ごみの区分は多いです。例えば札幌市は雑がみを始めましたけ

れども、それまでは紙製容器ごみは行なっていませんでしたし、石狩市はまだ容器包

装ごみは行っていません。それから、恵庭市もプラスチック製容器包装ごみを 2年前

から始めたばかりで、紙製容器包装ごみは行っていません。千歳市もやっとプラスチ

ック製容器包装ごみを始めたという状況のなかで、北広島市は資源区分が多くて、こ

の区分を今の回収の収集回数をキープしたまま行うとすれば、一年前の積算なのです

けども、約 3億 6千万円かかる。現状での収集経費は 1億 5千万です。となると 2億

円ぐらいをプラスしないとならないが、ただそうではなくて回数を減らしたらどうか、

例えば資源ごみを 2週に 1回とか、少ない物は月に 1回で行ったらどうかと試算しま

したけれども、それでも 2億 8千万円ぐらいかかるという状況でした。ごみの収集経

費は単独費といいまして、国からの補助金ですとか、道からの補助金ですとかが一切

ありません。市が単独財源として収集を行っています。今から 2億円を用意するとな

ると、今単独で出来ている事業を削るのかということになります。そうなるとこの事
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業というのは、まさに皆さんの福祉の為に使われている部分が多くありますから、本

当に福祉、自分のいまある福祉政策を削ってでもごみステーションからの収集ではな

くて戸別収集に替えてやるべきだ、という結果をだすためには市民の皆さんの合意が

なければ、出来ないと思っております。方法論としては先ほど言われていましたよう

に、高齢化地区から始めるなど順番にやっていく方法があると思っていますが、それ

はそういう方法論をとっていくとしても、最終的にいつからということになりますと、

市民の皆さんと合意形成を図ったうえで、行っていく必要があると感じているところ

です。皆さんからいろいろな意見を出していただいてありがとうございました。生ご

みの関係で今後どうしたらいいかという部分があったと思います。それからごみ質調

査などを見ていただいてわかるように、紙類の中にまだ資源化できるものもあります

し、資源に回ってないものもある。これが問題点として出てきていることが、明らか

になりました。もうひとつは町内会との協力関係でも色々なご意見があることがわか

りました。それから収集方法の関係で最後にご意見が出ていましたが、これらの部分

を次回煮詰めていただいて、北広島市の現状と課題の部分をピックアップし、課題か

ら一歩踏み出して次の最終処分場の延命化のために必要な政策はどんなものかという

ことを今後話し合っていただくような形をとっていただければと思います。 

(会 長)  市民の皆さんが生ごみ分別に協力出来ないほんとの理由はなんなのか、どこまで分

析されているかわかりませんが、いろいろ出てきました。まだまだ教育啓発が足りな

い、周知が足りない、物理的に出来ない要因もあるのではないか、狭くてとか、そも

そも意識が低いとか、家族の構成みたいな話もありました。僕は北広島市に住んでい

るわけではございませんので、皆さんの力を借りてなぜ出来ないのかなというところ

を考えたい、こんなに市では一所懸命行なっていても、なぜ協力できないのかなと逆

に不思議なのです。それがひとつと、戸別収集の議論がでてきましたけれども、高齢

者の方が出すのが大変だから戸別収集にという話と、生ごみの混入率をどれだけ減ら

そうか、だから戸別収集だというのは議論を分けて考えないといけないと思います。

例えば今の話ですと高齢者のかたが多いところから戸別収集を行ってみてはどうかと

いうことはもっともな話ですが、そこの地域の分別が必ずしも上昇するのか、減るの

かというのはまた別です。ですからそこは分けて戸別収集に関しては、当然いまどこ

の地域も同じような問題を抱えていまして、高齢者には必ずそういう問題があります。 

当然、戸別収集だと分別に気を使いますし、自分のところの目の前をきれいにしたい

ですから、きれいに出すようになるというのは確かなのですけど。もっとそこをクリア

にするのであれば、むしろ、今の議論で言えば生ごみだけ戸別収集にして資源化物だけ

ステーションでもいいのではないか、高齢化のところだけ戸別にするなら、ごみごとに

ステーションと戸別に分けてもいいのではないかという議論もあります。ほんとはいろ

いろな考えがフレキシブルに持てばあるはずなので、そこは分けて考えないといけない

のかなという感じがしました。それから町内会の取り組みに関しては、僕も色々事例を

知っていますが、なかなか難しいですね。どこも今は、町内会に入ってくれる方が難し

い状況が有ります。僕の知っている事例ですが町内会長さんとは別に、町内会ごとかも
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う少し広い団体かも知れませんが、ごみ処理推進委員だとか、ごみ減量委員など市のほ

うで委嘱して委員になってもらうのです。そういう方々を集めて勉強会や講習会を行う

などしてその委員の方々にごみステーションの周りの面倒をサポートしてもらう、それ

もほとんどボランティアのような形で。そういったようなやり方で行っている地域もあ

りますので、参考にしながら行なっていったほうかいいのかなと思っています。 

（委 員） 事務局の方から問題点を洗い出すというのはよくわかるのですけれども、筋道、ス

ケジュールとして、何をどれくらい減量化するのか問題点から出てくる予想、最終的

にこれだけ減量化して延命化しようと言う場合に、はっきりした問題点をあげるのは

すごくいいと思いますが、その中からほんとに減量化できるのかなというのが、少し

疑問に思います。ですから、そういう問題点があった場合それを減らす為にどういう

ふうにするかということを、もう少し市のほうで出して欲しいと思います。ここの場

だけで検討するのでなく、こういう形でやっていったらどうですかという案みたいな

ものを、市のほうから提案していただきたいと思います。それをたたき台にして、審

議したほうがスムースに進むのではないかなと思います。 

(会 長)  そういう意味で資料 5を見ていただけばわかると思うのですが、今の埋め立ごみの

中で大半のものがいわゆる普通ごみと事業系一般廃棄物で、普通ごみの中に先ほど申

し上げたように、生ごみがたくさん混入した状態にあり、その他紙みたいなものもか

なりたくさんあります。この 2つが少なくともターゲットになっていないといけない

ですね。事業系一般廃棄物の中にも生ごみがあり、これから協力を求めていくにして

も、収集体系だとかなかなか難しくて進まないですね。その辺をどうやって考えてい

くのか、どういうふうにして収集するのか、これは市が行なっているわけではなくて、

各排出業者に委託をしていますので、なかなか難しいのですが、そういうところがポ

イントになろうかと思います。最終処分量を減らすという意味では、そういうところ

にポイントポイントを絞って次回その辺を議論したいと思います。あとは、最終処分

場に行く大きなものでなくても、前回お話があったように粗大ごみとか、まだまだ出

来ることが市民レベルでもたくさんあるということも必要なことですので、そういう

こともやっていければいいかなと思っています。 

(副会長)  さきほど会長がまとめていただいた件ですけども、２つ位追加していただければな

と思うのは、地域ごとの話がさきほどありました。資料 2の 3つの地区に分けて、特

に大曲地区と西の里地区というどちらかといと新しい方が多い、人口密度の話も先ほ

ど委員からありましたけども、そういうところの違いも見たほうがいいのかなと思い

ます。戸建の住宅が多いところ、集合住宅の多いところも少し検討していただくほう

がいいのかなと思いました。あと、高齢化と分別は分けて考えたほうがいいというお

話をされていたのですが、例えば気になったのは資料の 3ですけども、紙おむつの話

がでてきました。西の里の施設から、紙おむつに限らないのでしょうが、高齢化にと

もなって出てくる新たなごみの増量というのはかなり大きな問題だと思います。それ

らのことも今後どうなるか、特に今後の基本計画の立て方についてこれから 5年先 10

年先になってくると、そういうところが問題になってくるように思いました。是非そ
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ういうところも宜しくお願い致します。 

(会 長)  高齢化というのは、ひとつのキーワードですね、ごみ質も変わりますしね。 

(副会長)  気になっているのが、資料の 2の中で大曲は収集日が水曜と土曜なのです。最近土

曜日がお休みという方が多いので、その影響はないのか。ごみを仕事に行く途中で出

していくという方は土曜日だと出しにくいなど、曜日で違いがあるのかなと思います。 

(会 長)  僕も考えたのですが、土曜日の朝出すということは、土日に食べたものがいっぱい

になっても、水曜日まで待たなければならないとなると、どうしても違う日に出して

しまうかもしれない。曜日も関係あるのかなと考えていました。 

(委 員)  その辺のデータは出せるものでしょうか。資料 5の普通ごみの平成 23年度の埋め

立量と、平成 22年度の埋め立量が 61パーセントずつになっています。生ごみがきち

んと分別されていればこのパーセントが少なくなるわけです。やはりそれだけ普通ご

みに厨芥ごみが混ざっているということです。大曲地区を庇護する訳じゃないのです

が、中央の地区で環境教育とかが行われるわけです。北広島市の場合離れていますか

ら、講演会とか講習会とかが行われても結局アクセスの問題で、こちらに来られない

というのがあって、啓発の問題点もあるのかなと感じました。今日の広報にクリーン

センターの見学を受けますということが出ていましたけれども、結局クリーンセンタ

ーにしても、生ごみの処理場にしても、マイカーでないと行けない場所にあります。 

市民が知ることから始まると思うので、見学のバスで毎月クリーンセンターとバイ

オの施設を見学させるようなそういった働きかけも行政からあればと思います。町内

会でやるとなると人数の把握とかバスの調整とかが難しいのでお願いできればいいか

なと感じました。 

(委 員)  一般的に啓発の研修を開いても来る方というのは、もともとそういうものに協力す

る方が多いです。こういう色々な物を分別しないで出す方は、意外とそういうものに

出て来ないです。そういう人たちに対して、どういう対策をとるかというその難しさ

があります。我々もそういうことを開いても、来る人は同じメンバーで非常に協力的

なひとばかりなのです。それ以外の方にどうやって対策するかが一番難しい感じがし

ますけれど。 

(委 員)  戸別収集の考えなのですが、戸別収集は将来的に必要になるかも知れないですが、

これも慎重にした方がいいと思います。というのは、高齢者も福祉のほうでは出来る

だけひきこもらないで、自分で出来ることは自分でしましょう、外へ出て隣近所と顔

を合わせましょうということがあります。福祉のほうでは高齢者のこれからの生き方

として一所懸命進めているのです。そういう観点からも将来的に必要だとは思います

けれどもそのこともよく考えながら、戸別ということが現在必要なのかどうかを検討

し、ごみといっしょに合わせて考えていくのも必要かと思います。一人暮らしがとて

も多くて、あのおばあちゃんごみ投げに今日行ったね、とか元気だったかとか、やは

り隣近所で顔をだすと高齢者も喜ぶし元気でいると思います。しばらく見ないけどと

うしたのだろう、と隣近所の助け合いなどを福祉のほうでも進めていると思うので、
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慎重に進めていただきたいなと思います。 

(委 員)  難しいですね。さっき事務局がおっしゃったように福祉の予算と言うのもあります

が、このあいだの原発事故のようなこともありますので、目先の試算に捉われるのも

どうかと思います。 

(会 長) ありがとうございました。また次回続きを審議したいと思います。少し事務局と相談

して、まとまったものを出せるようにします。 

 

３．その他 

 

(事務局)  次回の開催日について確認します。 

 

第 3回目の開催 平成 23年 12月 21日 13時 00分 

場所 花ホール 2階会議室 

 

 

４．閉 会 

 

（会 長） それでは今日はこの辺で終わらせていただきます。本日は大変にありがとうござい

ました。 

 

 

 

 


