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出席者：（委員）石井会長・鈴木副会長・木原委員・高橋委員・長谷川委員 

見上委員・山本委員・伊東委員・井関委員・竹内委員 

    （市） 高橋部長・阿部課長・長尾主査・三好主査・塚崎主任・志村主事 

 

傍聴者：３名 

 

１ 開会 

〇事務局  それでは、定刻となりましたので、ただいまから第４回クリーン北広島推進審

議会を開催させていただきます。 

      議事に入ります前に、ご報告をさせていただきます。本日の審議会は、伊東委

員が所用により遅れて参加予定となっており、委員定数 10 名のところ、出席者

が 9 名となっておりますので、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５項の規定により会議が成立していることをご報告いたします。 

      次に、委員の皆様に議事録作成に係るお願いです。本日は、お手元にあります

マイクを通して録音を行いますので、発言の際には会長に発言を求め、指名され

ましたらボタンを押してから発言されますよう、お願いいたします。 

      それでは、条例施行規則第２条第６項の規定に基づき、以後の進行は議長とな

ります石井会長にお願いしたいと思います。石井会長よろしくお願いします。 

２ 議事 

○会 長  本日もよろしくお願いします。議事に沿って進めて参ります。まず、議事録署

名委員の指名を行います。名簿順ということで竹内委員と木原委員にお願いし

ます。なお、北広島市情報公開条例第２０条の規定で、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、よろしいでしょうか。 

今日の議事は、その他も含めて 3 つほどあります。事務局から次第の１、「第

3 回クリーン北広島審推進審議会の議論の整理」をお願いいたします。 

○事務局   

 

   前回の審議会の整理について説明 

 

○会 長  私から 2 点ほど確認ですが、4 ページ（３）ごみ処理手数料に関することの 2

つ目の、値上げする場合には生ごみの処理量を、のこの量は料金の料ですね。そ

れから（５）の 2 つ目でおもしろい情報ってわかりやすくていいですけど、興味

を持ってもらえるような情報という表現の方が良いかもしれませんね。 

次はごみ処理の広域化についてで、ずいぶん先のことだと思っていましたが、

あっという間に日にちが経って、とうとうこの議論を行う日が来たかと感じて
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います。分別のやり方も含めて様々な変更点がありますので、忌憚のない意見を

皆様から頂ければと思います。それではまず、分別区分の変更やごみ処理フロー

について、ご説明をお願いいたします。 

○事務局   

 

   分別区分の変更及び処理フローについて説明 

 

○会 長  ５～7 ページ目の説明をしていただきました。まだ可燃ごみと不燃ごみの詳細

な区別は他の自治体と足並みを揃えなければいけないので、少し不明確なとこ

ろもありますが、今の段階でここが不明だとか、こういうところはどうなってい

るでしょうかってことも含めて、色々聞いていただいて構わないと思いますの

で、どうぞ忌憚のないご意見をお願いします。 

○委員 A  6 ページで、１番最後の行に事業者の自己搬入は焼却施設とクリーンセンター

で受け入れると書いてありますが、自己搬入に関して過去の議論の中で、他自治

体の方が運んでくるとか、十分な仕分けがしっかりされていないなどの問題点

が指摘されていたと思います。したがって、自己搬入はルールを厳しくした方が

良いと思います。確かに自己搬入ができるのは便利ですが、この問題点を含めて

どうお考えかお聞きしたいと思います。 

○事務局  事業系も家庭系も一定のルールの基で厳しく制限していくと議論をしたかと

思いますので、それはまた別途検討していくことでして、受け入れるのは一定の

ルールの基で、受け入れるべきものを受け入れていこうとした場合のフロー図

になっております。 

○会 長  前回そういったご議論をしていただきました。これは何でも受け入れる訳で

はなくて、厳しく取り締まって注意してやるということです。 

○委員 B  家庭系の普通ごみは不燃ごみと可燃ごみに分けるということに対し、事業系

のごみは初めから埋め立てるごみがあるという分け方ですが、どのように事業

系の埋立ごみを分けるのでしょうか。 

○会 長  具体的に事業系の埋立ごみってどういうものかってことですね。 

○事務局  基本的には家庭系と大きく異なることはなく、可燃のものは千歳の焼却施設

で燃やしますし、不燃ごみは可能な限り手選別、破砕処理を行って、鉄やアルミ

といった資源を抜く方向で検討しています。可燃物と破砕した後で出てくる可

燃物は燃やし、不燃物は最終的に埋めることになるかと思います。その中で分別

区分の 3 つ目の埋立ごみとあるのは、全体の量としてはごく一部の適正処理困

難物、例えばベッドのマットレスですとか、金属がいっぱい入っている割には破

砕機にかけられないものですとか、そういったごく限定的なものを指しており

ます。 
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○会 長  直接埋め立てるものはできるだけ少なくするという考え方のもと、不燃物で

あっても家庭系、事業系関係なく、基本的には破砕をしながら埋め立てていきま

す。どうしても破砕機にかけられないものだけ、量的にはわずかだけれども、一

応そういう区分は残してあると、そういった解釈だと思います。 

○委員 B  例えば家庭系のごみから同じようなものが出ないとも限らないと思いますけ

ど、そういった場合は、どのように取り扱うのでしょうか。 

○事務局  これから詳細に検討すべきところではありますが、家庭系の場合は粗大ごみ

の区分がございまして、粗大ごみとして受けることになろうかと思います。そう

いうものは破砕して鉄を取り出して、どうにもならないものは、粗大ごみの区分

から出たものですけど、そのまま埋めざるを得ないということになります。根本

的には同じ処理になるかと思います。 

〇会 長  7 ページ目の埋め立てごみの矢印が直接最終処分場に右にまっすぐいくので

はなくて、粗大ごみとして１回リサイクルセンターで受けた中で、そのままスル

ーして最終処分場に行くのがあるのかもしれませんね。ただ、業者さんからすれ

ば必ずリサイクルセンターに持っていくイメージの方がわかりやすいですね。

ですから、この矢印は今後修正された方がいいかもしれません。 

○委員 C  ２市４町で広域のごみ処理をいたしますよね。一般の方は 2 市 4 町で可燃ご

みを焼却するのは新聞等でわかっています。生ごみはバイオ施設があるので、そ

こで処理していただけるとのことでしたが、その他のもののリサイクルも各自

治体でするのでしょうか。それとも２市４町のものを、例えば長沼さんのリサイ

クルの場所だとか、南幌さんの施設がどうとか、各自治体で分散されるのかが気

になりました。それから最終処分のものが他自治体から北広島市に搬入される

ことはないですよね。一応そこのところを確認させていただきたいと思います

ので、教えていただけますでしょうか。 

○事務局  2 市 4 町で構成される道央廃棄物処理組合は、焼却施設についてだけになりま

す。ですので、いわゆる可燃ごみを焼却施設に持ち込んで燃やしますよ、といっ

たところだけが共通するところになりまして、例えば北広島市でいいますと、生

ごみの処理は下水処理センターを継続いたしますし、その他の資源ごみにつき

ましてもこれまで通りになろうかと思います。例えば長沼に持ち込むですとか、

南幌のものが入ってくるとか、そういったことを予定して作られた組合ではご

ざいません。最終処分につきましても共同で、というわけではございません。 

○会 長  広域化っていろいろな仕組みがあります。広域化してみんなで分別方法を揃

えて、みんなで資源化施設を共通して、焼却施設も共通して、最終処分場も共通

して、そういう広域化も日本全国を見るとあります。ただし今回のこの地域の広

域化は、焼却に特化をした組合をまず作りましょうということで、それぞれの市

町村で十分資源化を行った後、どうしても燃やさざるをえないごみだけを、みん
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なで共通して燃やしましょう、という考え方になります。そうすると、普通は燃

やした後の焼却灰を重量で按分した分だけ各自治体に持って帰ってもらいます。 

○委員 B  6 ページですけど、灰のセメント化を検討しているということですけど、最終

的にそれが安全か、有害なのかのチェックは全くせずにセメント化に進んでい

くのでしょうか。 

○会 長  セメント化する業者が危険なものは受け入れません。セメント化する業者が

いいというから受け入れてもらえるので、セメント化する業者がダメだと言っ

たら、どこか他の場所で処理しなきゃいけないです。ちゃんとセメント施設の受

け入れ基準があって、環境に配慮されたセメントになります。セメント業界さん

は焼却灰を受け入れて、自分達のセメントの品質が落ちることがあっては、やっ

ている意味がないですよね。ましてや環境に悪いものになってしまっては、作っ

ている意味がないので、彼らはみなさんが思っている以上にシビアな世界で、基

準を作ってきっちりやっています。 

あとから戻って質問していただいても結構ですので、少しずつ前に進みたい

と思います。次は一番皆様の生活に直結したお話になろうかと思います。収集運

搬体制の見直しについてです。ご説明をお願いいたします。 

○事務局   

 

   収集運搬体制の見直しについて説明 

 

○会 長  週２回の収集から、あくまでも一例で、こういう方向性で考えていきますって

ことだと思いますが、週 2 回可燃ごみがあって、別の日に週 2 回生ごみがあっ

て、その他の日に資源ごみを配置していくということになっていて、基本的に土

曜日は収集するところがない方向で検討しますとのことです。決定ではなくて、

検討していきたいということなので、そういったことに関してご意見等ありま

すか。今のままじゃないと困るだとか、こういうのがいいとか、ご意見いただけ

ればと思いますけども、いかがでしょうか。 

○委員 B  資料の文章、全てその通りです。私は大曲地区ですが土曜は渋滞します。それ

から今は働き方改革の時代なので、土日を休みにすることも必要かなと思いま

す。それから２番目のプラスチックの件ですが、これが本当に多いです。ボック

スに入らないです。逆に少ないのが生ごみのボックスで、プラとびん・缶・ペッ

トはあふれています。これはどこで調べて、このような文章にしたのか知りませ

んが、本当に理解できる文章だと思います。 

○委員 C  前も申し上げましたが、町内会の環境部をさせていただいておりまして、ごみ

ステーションの管理をさせていただいておりますけど、資料の文章はその通り

です。生ごみとピンクの袋が同じカゴに入っています。最初に入れる方って、何
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もないから適当に入れていきます。個人的に管理してくださっている方が何人

かいらっしゃいますけど、その方は右側に例えば生ごみを置いたり、ピンクのご

み袋を置いたりとか、外のネットのところにプラスチックとか、分けてくださっ

ている方もいらっしゃいますが、そうじゃないところもいっぱいあります。その

ままなんでも入れていたら、収集員がとても大変な作業をすることになります。

ごみの山の中にあって、下から全部えぐり出すような感じで、それがすごく時間

のロスで、この文章はその通りだと思います。 

私がごみステーションのチェックをして一番困っていて、住民にも啓発して

いるのはプラスチックです。プラスチックとびん・缶・ペットを同じ日に収集す

るものですから、適当に入っていても収集してもらえると思ってプラスチック

の中にペットボトルが入っていることもありますし、色んなものが混入されま

す。このスケジュールに替わりましたら、プラスチックはプラスチックというこ

とで、皆さんはっきりわかるようになるかと思います。どうもプラスチックとペ

ットボトルをお年寄りはうまく仕分けができないようです。だから一緒に入れ

てみたりする方がいらっしゃるのではないかと思います。ですから、今からでも

この収集体制にしていただきたいと思います。 

○委員 A  生ごみは一例の中で火曜日と金曜日っていうことで 2 日あり、かなり生ごみ

に対して配慮されていると感じます。それで関連してってことですけど、電動生

ごみ処理機やコンポストの補助を市でやっているわけですが、補助を今後拡大

するような見通しというか、そういう予定とか、考えはありますでしょうか。 

○事務局  市で現在、電動生ごみ処理機とコンポストの助成をさせていただいておりま

す。特に拡大は検討していないところではありますが、たしかに順調に今年度も

申請いただいて、実績として人気がある状態ではあります。ただ、拡大を検討し

ているかというと、そういう状況ではございません。 

〇委員 A  私の家で今、市の助成を受けて購入した電動生ごみ処理機を使用しています

が、非常に生ごみの量が少なくなっています。したがって、大変助かっています

ので、電動生ごみ処理機の補助がこれからもあると、市民はきっと喜ぶと思いま

す。 

○会 長  今でもあるということで、例えば年間これぐらいの予算でやっていて、大体そ

の予算を使いきるくらいの応募なのか、それともたくさん応募が来て抽選みた

くなっちゃっているのか、あるいはそこまで応募がない状況なのか、どういう状

況でしょうかね。 

○事務局  特に今年度について、きっとコロナの関係もあろうかと思うのですが、かなり

早い段階で今年度予定していた量がいっぱいのところまでいってしまっている

状況にあります。近年実績としては当初用意していた量とほとんど近い量がは

けていっている状況にあります。 
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○会 長  そういうことであれば、もし可能であれば少し予算的に助成の枠を広げるだ

とか、あとは早めにいっぱいになったので、また来年度実施します、来年度また

お申し込みくださいといったインフォームもあったらいいのかもしれないです

ね。 

○委員 D  ごみの収集で私が気にかけているのは、エクセル三和の従業員の方々の労働

量ですね。今回の市の提案見直しの理由に関しては賛同するところがありまし

て、特に先ほどのお話で、混在していることが大変な負担になっているというこ

とを初めて知りました。私はマンションに住んでいて、基本的に管理人と管理組

合の役員が交代で分けていますけど、他のところが大変な事態になっているこ

とを初めて知りまして、その分だけエクセルの従業員の負担になっているとい

うことで、改善すべきだと思います。その一方で、月曜から土曜まで回収してい

るところを、土曜をやめて週 2 日休みにすることも、労働環境を改善するのは非

常にいいことですけど、その一方で 5 日間に１日減らすと、その 1 日分の作業

量が増えてしまうことに懸念はないのかと、そういう従業員たちの負担はどう

なるのか、ちょっと気になりますが、そのあたりはどうでしょう。 

○事務局  週６日間稼働してはおりますが、当然ながら１名の従業員という単位で見た

場合には、6 日の中でシフトを組んで、1 日休んでいる状態になりますので、完

全週休二日制のような、土日安定的に休めるといった意味でのメリット、それに

よって収集員の方が今後長い年月務めていけるよう、ごみ処理の体制を整えて

いく制度の設計になっているものですから、そういった方が人員は確保できる

のではないかという考え方に基づいております。ただ確かに週６日間で収集し

ていた量を週 5 日間でどうにかすることにつきましては工夫が必要になってき

ます。単純に設計すると、その分だけ人と車をより長い時間要することになって

しまうものですから、先ほど申し上げましたとおり、ごみステーションでのごみ

のピックアップにいっぱい時間がかかってしまうとか、そういった不都合をな

るべく回避する方向で検討することで無理がかからない制度を設計していきた

いと考えています。 

○委員 E  紙製容器包装と紙資源ってありますけど、この違いを教えてください。 

○事務局  下の方にある紙製容器包装は紙が原料となっている容器包装ごみの区分でし

て、現状の月曜日のところに紙資源って記載したのは、紙パックですとか、段ボ

ールですとか、そういったものをいっぱい書くとわずらわしいかなと思って、1

つにまとめて書いてあるだけでして、お馴染みの紙素材のものを一緒にしてみ

た図になっております。 

○委員 F  今後の収集体制で曜日ごとに月曜日は可燃ごみとこの例に当てはめたのは、な

にかリサーチをして可燃ごみは月曜日がいいとしたのでしょうか。うちは土日

に結構買物をまとめてして、平日は料理がしにくいので土日に作りおかずを作
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ります。土日に結構生ごみが出るので、月曜が生ごみだと働くお母さん的には嬉

しいですけども、市でリサーチをして、この曜日に決めたのか教えてください。 

○事務局  一般的にそういった需要があること自体は私も知ってはいますが、今後収集

地区を何地区にしていくかによってきます。この資料だと全地区がこの収集体

制に見えてしまうかもしれないですが、当然ながら複数の地区が出てくる可能

性があります。そのときには月曜日が生ごみのところもあれば、月曜日は可燃ご

みと紙製容器包装ごみのところもありまして、ずれてくるものですから、全地区

これですという体制にならない限りは、地区によって月曜日が生ごみのところ

もあれば、この地区は違いますってなってしまうかと思います。 

○会 長  ひょっとしたら月曜日になるかもしれないし、火曜日になっちゃうかもしれ

ないですね。 

○委員 F  北広島市は、例えば大曲地区は住んでいる年代が若めとか、そういう傾向はあ

りますかね。 

○事務局  団地地区や東部地区については割と年齢傾向が高いです。大曲地区の新興地

域ですとか、虹ヶ丘、希望ヶ丘といった新しい地区については割と若い世代が多

い傾向にございます。 

○会 長  こればかりは決める方もなかなか苦慮して決めるところですので、その辺は

少し住民の皆様は、こういう言い方変ですけど、仕方ないとご理解いただくしか

ないかなと思います。 

○委員 B  ステーションの場所だとか、数だとかも見直していく方向ですか。 

○事務局  土曜日収集を廃止しても、ごみステーションの数を変更することはあまり検

討しておりませんでした。これまで大きいごみボックスを用意していたところ

は、もしかすると余裕ができてしまうことはあるのかもしれませんが、多くのと

ころがどちらかというと、もうちょっとごみボックスが大きいと良いという状

況のところかと思いますので、これまでに比べて管理がしやすくなったのであ

れば、令和 6 年度に向けてごみステーションの整備を急ピッチで進めなきゃな

らない状況にはならないと今のところは考えてはおります。ごみステーション

の管理をしていただく上でメリットとデメリットはあろうかと思いますが、で

きるだけ管理しやすいようにしていきたいと思っております。 

○会 長  僕も北広島市の状況がどれぐらいの大きさのもので、何軒に 1 つくらいある

とかがわからないので、一般的な情報としての考え方であくまで 1 つの情報と

してお伝えすることですけど、高齢の方が増えてきて、運ぶのが大変だけど、戸

別収集まではできないと、収集の方の車が何回も止まらなきゃいけなくて大変

ですからね。ですから、その地区のごみステーションを小分けにしたという事例

があります。個別収集までいかないけれども、出しに行くところが少し近くなっ

た。みんな少しずつ近くになったという例は聞いたことがあります。この資料と
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はまた別の論理で、例えば全体というわけではなくて、そういった地域があるの

であれば、地域によって色々なごみステーションのやり方で工夫しながらやる

のは構わないと思います。ただ、今の議論ですと、全体を通してステーションの

やり方を大きく見直すだとか、そういったことは考えていませんということで

すので、個別に相談があれば、もちろん市で色々相談にのってくれるということ

だと理解しました。 

○委員 F  数年前名古屋に住んでいたことがありますけど、名古屋は戸別回収してくれ

て、家の前に出しておくと持っていってくれました。それは予算があるからでき

ているってことですか。名古屋ができて北広島ができない理由はありますか。 

○会 長  できる、できないというのは語弊がありますけど、やる気になればどの自治体

もできると思いますよ。ただ収集する人員だとか、予算だとか、そういった事情

があります。例えば一番身近な隣の恵庭さんは戸別収集ですよね。札幌の上の石

狩市も戸別収集ですね。ですから、色々な考え方のもとで、各市が自分たちのや

り方を決めているということになります。だから戸別収集が本当に良いかどう

かという議論もあります。 

○委員 F  戸別収集だからリサイクル率が高いとかは今のところないのでしょうか。 

○会 長  戸別収集が流行った時の統計データを見ると、やはり戸別収集の方が自分の

出したごみってダイレクトに見えちゃうので、みなさんお行儀がよくなります。

ですから若干リサイクル率上がります。 

○委員 C  収集の再確認ですが、現在ステーションで収集しているところ、それからグル

ープ収集、庭先収集とございますよね。ルートが新しくなった場合はそのグルー

プ収集も同じ地区で現在と同じような対応をしていただけるのでしょうか。 

○事務局  これにつきましては、今なかなか即答できるものではなくて、現在も実際にご

みステーションを回っているパッカー車だけではなくて、庭先収集専用の車な

どがあります。今後、より詳細に検討していければと思っております。 

○会 長  1 つだけ言えるのは取りこぼしがあるわけはないです。若干ルートが変わって

も、ごみが置いていかれることはありませんし、収集される方は毎日最適化を図

りながらやらないと自分たちが大変ですから、必ず何回かやっていくうちに

段々と最適化されますので、このような方向性で今考えているということで、よ

ろしくお願いします。 

次は集めた後の話になります。中継施設整備の検討、それから最終処分場の容

量、それからごみ処理広域化に伴って発生する費用ですね。あと 1 番最後のスケ

ジュールまで一緒に説明をよろしくお願いします。 

○事務局   

   中継施設及び最終処分場について説明 

   広域化に関する費用及び令和６年度までのスケジュールについて説明 
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○会 長  非常にタイトなスケジュールだということで、まず戻っていただきまして 10、

11 ページです。中継施設整備の検討についていかがでしょうか。金銭的な面で、

当然ある程度圧縮して大型車に積み替えて持っていった方が、距離が長い場合

は安くなります。北海道でこういった施設を採用しているのが、滝川とか砂川と

か深川とかですね。あの辺はすべて歌志内の焼却施設にお願いして、滝川・砂川・

深川に、それぞれ中継施設があって、そこからみんな歌志内に運んでいます。可

燃ごみはそういった事例があるので、北広島市さんもそういった事例に倣って

やるということです。全国的にも広域化をするときには圧縮をしながらやって

いる事例も結構ありますので、そんなに珍しいことではないです。 

○委員 D  中継施設を設けないでやるとなれば、パッカー車がたくさん行き来しなきゃ

いけないということですか。 

○会 長  そうです。 

○委員 D  そうしたら、どう考えても圧縮施設を設けた方がいいに決まっている気がし

ます。 

○会 長  もうちょっと付け足すと、コストが高くなったら中継施設はできないかって

いうことです。受け入れる側の立場になってみると、パッカー車が隣の町からば

んばん来たらあまり良い気持ちしませんよね。それによって交通渋滞が起きる

ことも考えられます。それから北広島市は生ごみを分別しているからそれほど

じゃないですけど、普通の可燃ごみって生ごみが入っていますから、ごみ汁が出

ますよね。そうするとパッカー車が通ったらにおいがしますよね。そんなことで、

パッカー車が隣の町からどんどん来るっていうのは、出す方は論理としては仕

方がないでしょうけども、受け入れる側からするとあまり良い気持ちではない

ということで、圧縮してできるだけ交通渋滞を緩和した形で、台数を少なくして

いくっていうのは 1 つのやり方としては良いのかなと思いますね。 

○委員 A  11 ページなどで、経済的っていう言葉が載っているわけですが、インターネ

ットの情報によりますと、平成 29 年度は 1 人当たり 15,500 円が全国平均とい

う数字が出ておりました。北広島市の現状の市民 1 人当たりのごみ処理に関わ

る経費はいくらくらいになるのでしょうか。また、焼却施設が完成した後は、ど

うなる見込みでしょうか。 

○事務局  即答はできませんので、次回にお伝えできればと思います。 

○会 長  1 人あたりで出している自治体もあれば、１トンあたりの数値で出していると

ころもありますし、札幌市なんかは焼却ごみとか資源ごみ、それぞれの単価が出

ていますけど、そういう形で皆さんコストの整理をしていこうという流れにな

っていますので、北広島市が今どこまでその統計データがとれているかわかり

ませんけど、1 人 1 日当たりとか平均して 1 トン当たりいくらというのはすぐ出

ると思います。ぼくの相場感からいくと、全国平均の 15,500 円っていうのは少
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しずつ下がってきています。実をいうと、ひと昔前は 1 人 20,000 円って言われ

ていた時代もありました。北広島市はこれからシステムを変えると、高くなりま

す。焼却していない施設だと、例えば１トンあたり 10,000 円以下ぐらいのとこ

ろが、焼却施設を入れるとあっという間に１トンあたり 20,000 円とかになって

しまいます。でも、それでちゃんと最終処分場が長持ちしたら、それ位が適正な

金額ではないかと考えます。ですから、これから色々な他都市と比べながら、金

額が高い安いという議論も大事ですけど、やはりその土地の今までやってきた

やり方とどう変わってきたかとか、いろんな比較できない要素って結構ありま

すね。一応参考としては数値が出ると思いますけど、そこに意見を持っても意味

がないかと思います。市として少しずつ安くなるように努力していきますって

いう考え方の方が大事だと思います。 

○事務局  資料で平成 31 年は 1 人当たり 12,457 円というものがありました。 

○会 長  これに今度焼却するお金と、中継施設のお金が上乗せされますので、私の予想

だと何となく 15,000 円よりちょっと行くかもしれません。 

最終処分場の容量について、1 回目の審議会の時にご質問があったかと思いま

す。最終処分場があとどれくらい持つのですか、みたいな、今測量中です、って

いう話があったと思いますけども、測量の結果が出たということで、あと 37％

埋められると思うか、もうこんなに埋まってしまったと思うのか、色々人それぞ

れだと思うので、僕がはっきり言いますけれども、ごみだけが 37％埋められる

わけじゃなくて、覆土と一緒に埋めていきますので、37％の半分しかごみは埋ま

りませんよということです。今後については、しっかりと対応されているので、

埋める場所がなくなるとかっていうわけではないので、特段問題ないですけれ

ども、37％埋められるという感覚だけは持たないでほしいという私のリクエス

トになります。とはいえ焼却が始まって、ほとんどのものはセメント原料となっ

たとしても、やはり不燃物はこの街で埋めなきゃいけないです。一部は不燃物の

中でどうしても埋め立てなきゃいけないもの、それから粗大ごみだとか、先ほど

の埋立ごみってものもあったので、埋め立て量って０にはならないです。ですか

ら、埋立地を残しておくとことが、今後すごく大事です。 

それから災害廃棄物の話ですが、札幌を含め、この近郊は災害だとか、河川の

氾濫だとか、そういったものがニュースで見るほどないので、何となく人ごとの

ような感じがしますけれども、災害が起きてしまうと大変ですよね。その町で処

理できない分は、基本的に埋め立てに頼ることになりますから、埋め立てる場所

がないと隣の町に頼まなきゃいけないので、やはり最終処分場にちゃんと残余

容量を持てるか、あるいは次の立地がちゃんと確保できるかできないかという

問題は皆様よりも、行政の方が日々心配していることでございまして、ここがク

リアできないと、なかなかその街の中のごみの適正処理は確保できませんので
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ね。最終処分場の資料の情報がちょっと少ないとは思いますけれども、これから

も注視していかなきゃいけない大事な問題になります。そのために今回広域化

をして焼却することになっているっていうことも背景としてありますね。 

○委員 D  災害時の廃棄物に関して市として仮に厚真とかのようなことが起きて、出た

ときにはどう対応するかって計画や、他の自治体との間で取り決めとかはあり

ますか。 

○事務局  来年度までに災害廃棄物処理計画の策定を予定しております。今後、どういっ

た連携をとるかですとか、そういったことを調べまして、計画策定の方に進もう

としているところでございます。 

〇会 長  一応環境省の方で全国の市町村に廃棄物処理計画を法定計画で作るというこ

とと、災害廃棄物の処理計画を策定するようにお達しが来ていますので、各市町

村で時間の差はありますけれども、作らなきゃいけないことになっていて、北広

島市は広域化の事もあって、まずこの廃棄物処理基本計画を優先して、次に災害

廃棄物処理計画を作る予定だということですね。 

○委員 F  最終処分場はあと 37％で、実質その半分で市の方たちがやきもきしているな

か私はのほほんと何も知らなかったので、普通に捨てていましたが、そういう感

じで 37％あるけど、実質はあと半分しかないということを例えば広報とか、お

便りでお知らせして、ついつい捨てがちなＡ４用紙１枚普通ごみに入れないで

ちゃんとミックスペーパーに出してくれたら全体ではこんなに助かる、みたい

な解りやすい例を使っていただけたら、気をつけてくれる人が増えるかなと単

純に思いました。 

○会 長  前回袋に小さく書いてあったっていうのと同じように、大学もそうですけど、

我々は市民に対してどういうインフォメーションを出したらいいのかってとこ

ろが疎いですよね。そういうアイデアは色々出してほしいです。 

最初審議会の時の資料を見ると、最終処分量が予定よりも常に１．５倍くらい

ずつ埋め立てているので、本当はそういうデータを、市民の皆さんにいち早く毎

年お知らせするべきですよね。こうすれば普通ごみが減らせますよって。ただ、

なかなか市民の皆さんに伝わっていない。そこのギャップはどの街でもあるの

で、永遠のテーマかもわかりません。 

○委員 F  前々回の資料にＡ４用紙何枚で、という表現があってわかりやすくて衝撃的だ

ったので、ちゃんと気を付けようという気になりました。 

○会 長  なかなかＡ４用紙 1 枚の計算で市の人に埋め立てのボリューム計算をしてく

ださいといっても難しいと思います。ただわかりやすい例で表現するのは大事

ですね。確か２回目くらいの時にそういった資料が出てきましたよね。そういっ

たものに関して、次回が答申のまとめということなので、そのことも含めて答申

案にいれていければと思います。 
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発生する費用についてはいかがでしょう。 

○委員 A  色々と複雑な計算式なのかもしれませんけれども、北広島市の負担というの

が人口比なのか、それともごみの実績、これまでの排出量なのか、その辺のこと

をもう少し教えていただければと思います。 

○事務局  まず施設の建設費に関しましては 50％が関係市町２市４町の割合になりまし

て、その 50％のうち、北広島市はその中の 4 分の 1 を施設建設費で負担する形

になります。もう 1 つがごみ処理量割で、こちらも施設建設費の 50％で北広島

市はだいたい 26％程度を負担するという形です。それから維持管理費について

も似たような形です。こちらは関係市町 2 市 4 町の割合の 30％のうち、4 分の

1 が北広島市の負担になりまして、維持管理費はごみ処理量割 70％のうち北広

島市は実際のごみ処理量の実績値の割合による負担になっております。ただこ

れは今の状態での情報ですので、今後変わってくる可能性はございます。 

○委員 A  割合はわかりましたけど、その割合の根拠になっているのがなにかというこ

とを教えてください。 

○事務局  失礼しました。割合の根拠になっている部分については、ごみの処理量の実績

が根拠になっております。 

○事務局  補足で説明させていただきますが、負担の割合は道央廃棄物処理組合の規約

の中で定められておりまして、関係市町割はある一定の割合です。それとプラス

して、ごみ処理量割といって、建設費でいきますと現在の組合の計画の中のごみ

処理量の割合で各自治体の割合が定まっています。2 つの合計でそれぞれの負担

が決まっています。 

○会 長  ちょっとわかりづらかったのは、ごみ処理量割はわかりますけどね、関係市町

割のところで 4 分の 1 ってありましたけど、2 市 4 町で 6 団体があると考えた

ときの、その 4 分の 1 の根拠は人口ですか。 

○事務局  関係市町割は、２市４町で固定されている割合です。そのうち北広島市、千歳

市、栗山町それともうひとつが南空知公衆衛生組合といいまして長沼、南幌、由

仁、この３町で 1 つとしまして、それで割り返しているものになります。 

○会 長  わかりやすかったですね。焼却施設の運営形態は組合が所有して運営管理に

ついては、これから長期包括で 20 年間の契約をするやり方ですね。最後のペー

ジになりますけれども 14 ページ目にスケジュールがあります。令和 6 年度に広

域化、焼却開始ですね。施設が稼働開始するまでに色々やらなければいけないも

のをあげていただきました。空白もありますけども、例えば市民説明会だとか、

新たな分別冊子の配布、新たなごみ袋の販売、新たな分別看板の設置とかは、委

員の皆様の意見で、例えば市民説明会はこうやってほしいだとか、あるいはこん

な分別冊子だとか、少し空白の期間がありますので、色々なご意見頂けるとあり

がたいですし、こういったことも令和 6 年に向かっては必要ではないかとか、そ
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ういった話をしていきましょう。それから、スケジュール的にはもっと早くやっ

た方がいいじゃないかとか、そのようなご意見もいただければと思います。 

○委員 B  市民説明会はとても大事だと思います。ごみの分け方の名称も変わるので慣

れてきちっと分別できるようになるまでは大変だと思います。高齢者もおりま

すので令和 5 年から市民説明会をやるようになっているけど、もうちょっと早

めに細かくしてほしいです。容器包装プラの時は各町内会を回ってもらって、も

のを使って目で見てわかるように説明していました。もう少し早めに理解され

るように、市民説明会をしてほしいです。新たなごみ袋も出てくるわけですから、

今まで慣れていたごみの名称が変わるので、もうちょっと早いうちから市民説

明会を進めていった方がいいのかなと思います。 

○会 長  今まで生ごみ分別の開始など、北広島市はドラスティックな変更を過去に数

回やってきているので、どれぐらいの期間で、どれぐらいの地区を回れるかとか

のノウハウはあって、ここに令和 5 年度と書いていますけども、その辺実際どう

でしょうか。きっかり 5 年度から始まるようなものなのか、過去の例からみると

もう 2、3 カ月早く始めているようなものなのか、実績みたいなところはいかが

でしょうかね。 

○事務局  こちらの図はあくまで案で出しているものですので、実際にこれから検討す

る中で、これより早くなるケースも考えられます。あくまでも案ということだけ

言わせていただきたいと思います。 

○会 長  ボールパークが令和 5 年からですね。まず事業系のごみをボールパークが来

るまでに減らしておくことが重要っていう話が前回ありました。かなり事業系

ごみの減量対策に市の職員の皆様は力を注がれて仕事をされるとお聞きしてい

ますので、色々なリクエストをしていただければと思うのですけれども、場合に

よっては市民団体の皆様のお力を借りなきゃいけない場面もあろうかと思いま

すので、ご意見いただければと思います。 

○委員 C  以前も申し上げましたけども、勤めが収集運搬会社、産業廃棄物会社でした。

ちょうど色々な分別を開始するときも在籍していましたし、有料化になる時も

おりました。有料化になる時は大変な思いで職員が動いていました。その経験の

中から 1 つ言えば、まずは職員の指導です。住民よりも、職員がパッカー車に入

れる時に、分別がきちんとあっているのかを勉強していかなければならないか

と思いますよ。今まで普通ごみでしたけど、今度から可燃ごみってことで、現場

の人も勉強をしなければならないと、それが第 1 かと思います。住民の人にも教

えなければならないのは確かです。住民の方っていうのも、各団体に所属してい

る方、例えば老人クラブでそういう勉強会を開くとなったら、そこへ行ってお勉

強します。そういうところの方は理解していただけます。何の所属もしていない

方が 1 番分別できないです。若い方は特に主人も奥さんもお勤めなさっていて、
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町内会の班長をなさっていても、なかなか出席していただけないのが現状です。

そういう方にどう分別の仕方を教えて差し上げるかが大きな課題かと思います。

この前も申し上げましたけど、アプリを早めにして行っていただけると、色々な

情報が早く発信できるかと思います。分別の仕方がわかりやすいというか、ホー

ムページはちょっとわかりづらい部分があるというか、全ページ開かなきゃい

けないとか、何ページの部分に何があるのかというのが正直わからないと思い

ます。そういうことで、早めっていうのは何でも早めにできればいいですけど、

まず職員、現状の収集運搬許可業者が３者くらいあるかと思いますが、その方た

ちに、まずご指導しなければならないのが第 1 かと思います。第２が団体、そし

て何も入ってない方にどう知らせるか、広報だけじゃ絶対わからないと思うの

で、ぜひとも皆さんの知恵で検討しなければならないかと思います。 

○委員 F  日本は世界一ごみを燃やしていて、リサイクル率は先進国でワーストというこ

とで、原因は全体の３０～５０％が生ごみで、それを生ごみとして出さないで燃

えるごみで出している自治体が多いことが原因みたいです。そんな中で北広島

市は燃やすごみに変わるけど、生ごみは生ごみとしての収集を継続するという

ことで、とてもすばらしいことで良いことって市民に言うと、燃やすごみにうっ

かり入れないで、生ごみとしてちゃんと今まで通り出そうという意識が芽生え

るのではないかと思いました。 

○会 長  北広島市の取り組みの先進性をもっとアピールしてもいいじゃないかと審議

会やるたびに話になりますが、市のＳＤＧｓの取り組みだとか、そういう色々な

環境面を広くアピールする場面を他の自治体と同じように北広島市も作らなけ

ればいけないですね。そういった中で生ごみを分別していることを、トップイシ

ューと言いましょうか、最初にすごいぞってアピールしていくのも 1 つですね。 

○委員 F  新たな分別看板設置ということで、看板を設置する時にアプリができていた

ら、ＱＲコードを看板に載せれば、学生さんたちのダウンロードが進むと思いま

す。学生さんに分別冊子が行き渡ってない問題があるって前回言っていたので

アプリで調べれば学生さんも分別できるようになると思いますので、看板に工

夫をするべきだと思います。 

○会 長  とにかく多様なメディアでやるしかないですよね。 

○委員 B  先ほど会長もおっしゃいましたけど、生ごみの分別を促進するために色々し

ていますけど、効果は少なかったとはっきり出たので、市民説明会ももちろんで

すが、市民団体の力も借りながら、子どもたちにもゲーム的にどんどん教育して

いかないといけませんね。家庭の中では全員がごみを出すわけですから、みんな

の意識が高まっていかなければならないので、色々な団体の力を借りながら成

功していくように進めた方がいいと思います。 

○委員 D  石井先生の多様なメディアを使うということで思い出しました。私たち環境
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市民の会に新しい会員が入りまして、その方はパソコンの専門の方でして、非常

に関心持っているので、協力したいと言っています。ぜひ市の取組に活用してい

ただければと思っています。 

○会 長  いいと思いますよ。市民の会の方でこういう協力ができると提案していただ

いて、すり合わせていただければと思います。 

○委員 B  ごみの分別が変わって、こういうこともさることながら、やはりごみを出さな

い工夫、それから自分で電動処理機を使ってその都度肥料にして処理していく、

そういったものもどんどん進めていくということで、出さないよう進めていく

というふうに両方でしていくことで、より効果があるのかなと思います。 

○会 長  もちろん３Ｒですから、まずはリデュースをしていただくということですね。

焼却が始まると、なんでも燃やしてもらえると、うっかり生ごみのことが忘れら

れちゃうっていうのが 1 番危険ですね。ですから今までの資源化のための分別

は基本的に変わらないし、それも促進していく中でさらなる最終処分場の延命

化が必要になります。千歳市の焼却炉は発電施設がつく予定ですが、そういった

自分たちの焼却ごみも直接自分が使う電気になっているかどうかって言われる

となかなか解釈難しいところがありますけども、こういったごみ処理のやり方

を変える時にうまくそれに乗っかって、市民の人の意識をうまく掴んで変えて

いかない限りは、一度慣れちゃうと、またそこから何かやろうとするとなかなか

大変ですね。ですから、良い変わり目の時にぜひとも、もちろん市民の方々も大

事ですけど、行政は覚悟を持って頑張ってやらないといけない部分が多々あり

ますね。できること、できないことがあるでしょうけども、今はもうタイムリミ

ットです。令和 3 年から令和 6 年ってもう 1 枚のスケジュールに凝縮されてい

ます。ただ色々工夫をして、全部行政がやらなきゃいけないわけではないですよ

ね。そうではなくて、せっかく今日ここにきている審議会の皆様の、市民の力っ

ていうのを信じて市民にできることはどんどんやってもらっていく発想で、お

願いしてやってもらうと、そんな発想でこれからやっていかないとあっという

間に令和 6 年が来ますから。このままいくとあっという間ですよ。 

○委員 B  今ちょっと思いつきました。市民が大人から子供まで関心持ってもらうため

にキャラクターを作るのはどうでしょう。昔、富良野にごみ博士っていました。

その人は富良野市の職員でしたけども、みんながごみ博士っていうくらい名を

売っていた人がいました。ですからボールパークと同時にキャラクター的なも

のを作って、ごみ博士じゃないけれども、そういうごみに対しての、みんなで街

をきれいにしていくというようなものも必要かなと、そうすれば子供の関心を

持ってもらえるかと思います。ごみに限らず、広く環境といった面でもいいと思

いますが、多くの自治体でキャラクターって採用されていますよね。ぜひともそ

ういう提案をしてほしいです。 
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○委員 F  すいません、さっきの補足ですが、燃えるごみに生ごみが、入っちゃうってい

うので、あれもこれも分けなさいって言われると大変だなと思いますけど、例え

ばカリフォルニアは 3 分別で、生ごみと草木で 1 個、2 つ目は資源物全てで、３

つ目はその他のごみ、の３分別だけみたいですけれども、生ごみと草木を全部堆

肥化していると、それだけでリサイクル率が５０～６０％で世界でもトップと

いうことで、生ごみをちゃんとすることの重要性に驚きました。参考になれば市

民の方にお伝えしたらいいかなと思いました。 

○会 長  リサイクル率は定義がアメリカと日本では違うので一律に同じことやっても

日本は低く計算されてしまいます。生ごみは海外ではそういうやり方のところ

があります。色々リサイクル法が出たときに、まず容器包装からごみを抜き出し

ました。それはかさばるからという理由で、それから事業者責任ということで、

そういった話がつきそうだったので、まず容器包装、ペットボトル、ビン、缶あ

たりを家のごみから抜いていきました。ごみは引き算で考えていくので、何を最

初に抜くかってことがすごく大事です。日本はプラスチックから抜いて、次に紙

が抜けていったので、最後に生ごみとその他のものがびちゃびちゃと残ってし

まっているのが普通の燃やせるごみ、焼却炉を持っているところです。北広島市

の場合は、もともと焼却炉が無く、全部埋め立てだったので、容器包装が抜けて

いったけども、生ごみも抜かないと処分場がもたないということで、生ごみをち

ゃんと抜いていきました。これが僕としては正しいやり方で、まず生ごみから抜

いていくと他のごみは非常に扱いやすいものになって、他のものが抜きやすく

なってくるということで、ごみは引き算です。何から抜いていくかがすごく大事

ですね。それから引いたものは必ず 100％分別はできないので、必ず残ります。

それがアメリカのその他ごみです。だから、アメリカのその他ごみは日本の可燃

ごみと同じですよ。全部の生ごみと草木が抜かれているわけでもないし、全部の

資源物が抜かれているわけでもなくて、ごちゃごちゃとその他がある。それが日

本の可燃ごみみたいなものです。で、それを燃やしています。ですからアメリカ

とかが素晴らしいとか言うつもりはないですけども、生ごみから抜くというの

は非常に理にかなったやり方だと僕は思います。そういう意味で北広島市は焼

却炉という面では、色々あって苦労されています。埋め立て地に頼るしかなくて。

でも、苦労のかいあって生ごみの分別という良い習慣を取り入れて、そのおかげ

で、可燃ごみを焼却にする時も、生ごみを焼却せずに済んだと、持っていかなく

ても済んだと、その分輸送費でも何でも得していると僕はそういう解釈で北広

島市さんのごみ行政を見ています。非常に応援していますので、誇りを持ってい

いと思います。 

○委員 D  札幌に引け目を感じている方がいまして、その逆だと。北広島市の方がはる

かに進んでいるともっと市もアピールしていただけないものかなと思います。 
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○会 長  焼却場ができれば一発逆転という感じですね。下水処理施設と生ごみを一緒

に処理するのを、日本で初めてやったところですからね。既設の下水処理施設と

一緒にする方式は非常に先進性があるというのはおっしゃるとおりだと思いま

す。 

○委員 F  質問ですけど、プラで例えば納豆に入っているタレとかあるじゃないですか。

あれも素材はプラだけど、ほとんどの人は洗わないでプラに入れちゃっている

と思うのですけど、そういう場合はプラに入れていいのか、可燃ごみに入れたほ

うがいいのか、実際のところどうでしょうか。 

○会 長  一般的な答えにはなりますが、洗って出してください。次に、洗えないものや

汚れがこびりついたものだとかは仕方ないので燃えるごみに入れてくださいっ

ていうのが札幌市の言い方になります。それ以上言えないです。ただ、洗い方は

そんなにきれいに洗わなくても 1 回さっとゆすぐだけでいいとよく言いますよ

ね。価値観が人によって、汚れている、きれいだって違うので、説明しづらいで

すけども、うちなんかはもうさらっとしか洗わないです。 

○委員 F  プラスチックで捨てているごみはプラスチックの資源になっているのでしょ

うか。友人から、結局燃やしちゃって温度を高めるための熱源として使っている

と聞きました。 

〇会 長  北広島市はどこに行っているのかな、札幌市は行っているとこわかりますけ

ど。 

○事務局  三笠です。 

〇会 長  三笠のマテリアルの方ですね。三笠はプラスチックがプラスチック製品的な

ものになっているところですね。で、札幌市の場合は色々ありますが、室蘭市の

鉄工所でケミカルリサイクルという言葉で燃やされています。ただ燃やされて

いる訳ではなくて、鉄を作るときにコークスを燃やしますが、コークスの代替で

やるので、コークスを使わないで済むという理由からケミカルリサイクルと呼

ばれています。現象として、燃やされていると言われたら、我々専門家もなにも

否定もできないけれども、ただ燃やしているわけではなくて、ちゃんと必要に応

じ、必要だから燃やしているというものです。 

○委員 B  ペットボトルは色々リサイクルされていまして、エプロンがあり、洋服があ

り、色々なものにリサイクルされているので、そういったものも、私たちは買わ

なきゃだめですよね。使わないとリサイクル回らないので、そういう製品化され

ているものもたくさんありますのでね。 

○会 長  そういう製品を選ぶというのもありますね。だんだん話が色々広がってきま

したね。でも広域化ってそういうことですよね。次回は答申案が出てきてやりま

すので、答申案が出たら結構文章長めのものが資料として出てくることになろ

うと思いますので、また事前に資料を配付していただいてじっくり読んでいた
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だいてってことで、お聞きするところによると、これからこの審議会に基づいて、

廃棄物処理基本計画の書きかえ、もちろん並行してやっているところもあるの

でしょうけども、先ほど冗談で夜間って言っていましたけども、11 月の日程調

整の後に、比較的すぐに答申案をまとめなきゃ、次の工程に行けないみたいです

ので、しっかりとまた資料をお忙しい中、大変恐縮ですけれども、効率的な会議

の運営に協力していただければと思います。 

○委員 F  すいません、最後にごみ袋が埋め立てごみから燃えるごみに替わると思います

が、その時、旧ごみ袋ってどういう扱いになるのでしょうか。 

○事務局  複数の案を、検討しています。まずはあまり余らないようにしたいという一方

で、ギリギリに作ると、直前にいっぱいに排出されるような事態になった時に、

足りなくなるような自体は避けなければならないというところで、どれくらい

余るのかを考えた上でどういった方法をとるか検討していこうと思います。 

○委員 F  例えば、移行して半年間くらいは旧ごみ袋を燃えるごみに使えるとか、そうい

ったことも考えたりしていますか。 

○事務局  1 つの案だとは思っております。 

〇会 長  次回答申案が出るので、その他のことでも、今のうちに色々言っていただける

と意見として、議事録としては残ります。 

○委員 E  資料 1 ページのＡ１、ミックスペーパーのことにつきまして、本当は汚れてい

てミックスペーパーでは出せないものがミックスペーパーになっているとあり

ますが、これはミックスペーパーの中を見た段階で汚れているものが入ってい

たということでしょうか。 

○事務局  これはミックスペーパーとして出されたものということではなくて、汚れて

いてミックスペーパーとしてではなくて、ごみとして出されているものも含ま

れているということです。ミックスペーパーとして出されたものというよりも、

汚れていてミックスペーパーに出せないものが成分としてみたときに、ミック

スペーパーという分類になっているという考え方です。 

○委員 E  あくまでもミックスペーパーの中身は確認されてないっていうことでよろし

いですか。 

○事務局  はい、確認することはありません。 

○会 長  ごみの組成調査をやりますけれども、そこは大丈夫だと思ってください。 

○委員 F  しつこくアプリのこと言いますが、もしアプリを作ったら看板以外にも、ごみ

袋にＱＲコードをいれて、ダウンロードできるようにしてほしいです。あと、こ

のごみ袋に入れていいものの情報をいれたらすごく便利だと思います。 

○会 長  袋は最大の情報媒体だと言われています。 

議事の最後の 3 番のその他です。次回の最後の審議会についてご説明ありま

すか。 
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○事務局  それでは次回の開催日程についてですが、委員の皆様の予定をお聞きした結

果、皆さんご都合の良い 11 月 5 日木曜日で、時間の方は今日と同じで、18 時

30 分からの開催にしたいと思いますがよろしいでしょうか。 

それでは 11月５日木曜日の 18時 30分からとさせていただきますのでよろし

くお願いいたします。それから、次回の審議会資料につきましても、開催案内と

一緒に事前に配布する予定としておりますので合わせてお願いいたします。 

○会 長  ありがとうございます。それでは第 4 回のクリーン北広島推進審議会を終わ

りたいと思います。 

 

 

≪２０時２５分閉会≫ 


