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出席者：（委員）石井会長・鈴木副会長・木原委員・長谷川委員・山本委員 

・伊東委員・見上委員・竹内委員・井関委員 

    （市） 上野市長・高橋部長・阿部課長・長尾主査・塚崎主任・志村主事 

 

傍聴者：１名 

 

１ 開会 

○事務局  定刻となりましたので、ただいまから第１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。 

      会長が選出され議事進行を行うまでの間、進行を務めさせていただきます市

民環境部長の高橋直樹です。どうぞよろしくお願いいたします。この後の会議に

つきましては、配布させていただきました会議次第に基づき進めさせていただ

きます。 

      なお、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、座席の距離を普段よ

りも広くとった形とさせていただき、可能な限り短時間の会議とさせていただ

きたく考えておりますので、皆様のご協力をお願いいたします。また、マスクの

着用などご不便をおかけすることもありますが、よろしくお願いいたします。 

それでは、はじめに、本日の審議会についてご報告させていただきますが、開

会時点で委員定数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項の規定により本審

議会が成立していることをご報告いたします。 

 

２ 市長挨拶 

〇事務局  それでは、次第の２「市長挨拶」を行います。上野市長よりご挨拶を申し上げ

ます。 

〇市 長 

 

   市長挨拶 

 

３ 委員紹介 

〇事務局  次に、次第の３「委員紹介」を行います。本日の会議は、第１回目の開催です。 

昨年度と同じメンバーでございますが、前回の審議会から期間も空いており

ますので、お一人ずつ委員の皆様をご紹介いたします。 

      北海道大学教授石井一英委員です。星槎道都大学教授鈴木重政委員です。北広

島商工会から木原雅史委員です。北広島消費者協会から長谷川眞知子委員です。

生活クラブ生活協同組合北広島支部から山本志晴委員です。北広島環境市民の
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会から伊東正剛委員です。エコ・パートナーシップ北広島から見上美智子委員で

す。市民公募としまして竹内典彦委員です。同じく市民公募としまして井関薫子

委員です。なお、北広島工業振興会の高橋敏典委員につきましては、ご都合によ

り欠席となっております。 

次に、事務局について紹介させていただきます。環境課長阿部泰洋です。環境

課主査長尾俊宏です。環境課主任塚崎俊典です。環境課主事志村龍之介です。 

 

４ 会長及び副会長の選出 

〇事務局  それでは、次に次第の４「会長・副会長の選出」を行います。会長・副会長に

つきましては、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

１項の規定に基づき、委員の互選により選任することとなっております。選出方

法について、ご意見はございませんか。 

○委員 A  事務局一任でお願いします。 

〇事務局  事務局一任との発言がありました。皆さまよろしいでしょうか。 

○委 員  意義なし。 

〇事務局  それでは、事務局から推薦させていただきます。会長に北海道大学教授石井一

英委員に、副会長に星槎道都大学教授鈴木重政委員にお願いしたいと存じます

が、いかがでしょうか。 

○委 員  意義なし。 

〇事務局  それでは、そのように決定させていただきます。 

 

５ 会長及び副会長の挨拶 

〇事務局  それでは、次第の５「会長・副会長挨拶」を行います。石井会長、鈴木副会長、

順に就任のご挨拶をお願いします。 

〇会 長 

    

   会長挨拶 

 

〇副会長 

 

   副会長挨拶 

 

〇事務局  ありがとうございました。 

６ 諮問書交付 

〇事務局  それでは、次第の６「諮問書交付」を行います。上野市長より石井会長に諮問

書の交付により諮問を行います。お手数ですが、石井会長は、上野市長の前にお
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進みください。 

○市 長 

 

   諮問書交付 

 

〇事務局  それでは、次の次第の７「議事」に入ります前に、上野市長につきましてはこ

の後、別の公務がありますので、ここで退席をさせていただきます。 

 

７ 議事 

〇事務局  それでは、次第の７「議事」に進みたいと思います。石井会長は、会長席に移

動をお願いいたします。議事に入ります前に、委員の皆様にお知らせをさせて頂

きます。本日の会議につきましては、議事録作成のためにお手元にありますマイ

クを通して録音を行います。このため、発言の際には挙手により会長に発言を求

め、指名されましたらボタンを押してランプが点灯していることを確認してか

ら発言いただきますようお願いいたします。また、発言終了後は、ボタンを押し

てランプが消灯していることを確認願います。 

それでは、条例施行規則に基づき、以後の進行を石井会長にお願いいたします。

石井会長よろしくお願いいたします。 

 

〇会 長  それでは、まず、本日の議事録署名委員の指名を行いたいと思います。署名委

員として名簿順に木原委員と長谷川委員にお願いいたします。次に、会議の公開

について、確認いたします。北広島市情報公開条例第２０条の規定では、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、本審議会につきましても、

原則公開といたしたいと考えますが、いかがでしょうか。 

○委 員  意義なし。 

〇会 長  異議なしとの発言がありましたので、原則公開とさせていただきます。 

      次に、報告事項に入る前に、先ほど上野市長より諮問書を受け取りましたが、

委員の皆さんに確認していただくために、諮問内容について、事務局より説明を

求めます。 

○事務局   

 

   諮問書の概要及び資料について説明 

 

○会 長  ありがとうございました。今回の審議会で議論すべき内容についてあらかた

お話をしていただいたと思います。次回から具体的な審議事項に入りますが、ま

ずは今日の資料１から４についてご質問はありますでしょうか。 
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4 については 12 月の下旬ぐらいにやるのかといった質問しかないとは思いま

すが、１から 3 に関して何かお聞きしたい点や質問等がございましたらお願い

します。次回以降もじっくりやりますけど、今の時点でこの資料について質問が

あったらお願いいたします。 

○委員 B  次回でもいいですけど、恵庭が他市より高い手数料になっている背景には、ど

ういうものがあるのでしょうか。 

○事務局  積算の資料等がないので詳細はわかりませんが、最近、市単独でごみの焼却施

設を建設したため、建設コストが他市より高くなっていることなどが考えられ

ます。 

○会 長  その他ございませんでしょうか。わからないことでも何でも構いません。 

○副会長  資料 2 の真ん中より下ぐらいに、人件費という項目がありますが、この人件

費はどのような人件費でしょうか。 

○事務局  こちらは環境課のごみ担当の職員の人件費です。 

○会 長  私からリクエストですが、恐らく資料 2 は、これからごみ処理手数料の見直

しについて議論をする際の参考になってくると思います。特に下の棒グラフを

見ると、年々上がっているように見えるのですが、これは償還費を入れたグラフ

ですよね。償還費はハードを造ったら必ず支払わなきゃいけないものなので、償

還費を入れて増減を見ても比較にならないです。そこで、例えば小計の数字でグ

ラフにしていただけないでしょうか。そういう観点で見ると、平成 31 年度と令

和 2 年度を比べると７億７千万円ぐらいから８億１千万円ぐらいに上がってい

ますよね。その内訳が、償還費を除いたものだとわかりやすく見えると思います。 

そして、質問ですけれども、７億７千万から８億１千万ぐらいに上がっている

内訳を見てみると、最終処分場周辺環境整備事業が１千万円くらい上がってい

ますが、これはなぜでしょうか。あと、生ごみ処理事業は５百万円くらいに上が

っていますが、これは処理量が増えたからでしょうか。それからごみ処理広域化

事業は、具体的にどういった事業なのでしょうか。それから、最終処分場かさ上

げ事業は、計画業務等の委託費でしょうか。それから、感染症対策事業に５百万

円くらいかかっていますが、どのような内容なのでしょうか。少し補足して説明

していただけると助かります。 

○事務局  生ごみ処理事業については維持管理費の増加によるものですので、処理量が

影響しているわけではありません。 

ごみ処理広域化事業につきましては、道央廃棄物処理組合への負担金となっ

ております。ごみ処理の計画策定や建設に係る経費を毎年負担金として規約で

定める割合で支払っています。 

○事務局  私の方から、最終処分場周辺環境整備事業についてお答えいたします。クリー

ンセンターの近くを流れる輪厚川という河川がありまして、周辺住民の方から
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川の床ざらい、要は土や草が詰まって、雨などで増水した時に川があふれないよ

う土や草を取り除く工事を数年に 1 回行うよう要望が上がっておりまして、そ

れを令和２年に行ったため、事業費が上がっております。 

最終処分場のかさ上げ事業につきましては、現在使用している第６期最終処

分場が、あとどの程度埋め立てが可能か測量調査を行いまして、その費用となっ

ております。 

クリーンセンター感染症対策事業につきましては、クリーンセンターにある

リサイクル施設の中に資源物の手選別作業室がありまして、そこの換気が悪く、

コロナ対策としてエアコンや送風機により換気を良くする工事を行った費用に

なっております。 

○会 長  ありがとうございます。今のように説明していただけると、普段どういうこと

にお金がかかっているのかわかっていただけると思って聞きました。ちょっと

気になるのは、輪厚川の床ざらいは最終処分場周辺環境整備事業としてやらな

きゃいけないものなのか、河川局だとか、そういった違う部局が本来はやらなき

ゃいけないものなのかということで、なぜ環境課で床ざらいを行うことになっ

たのか経緯を教えていただきたいです。 

○事務局  床ざらいですが、元々は最終処分場周辺の住民の方から川の護岸をきちんと

整備して、川の流れを良くしようと計画していましたが、河川自体に護岸を整備

するのが難しいということで、代わりに床ざらいを数年に 1 回行うことで川の

流れをよくしようということになりました。実際の工事の計画などは土木部門

でしていただきますが、最終処分場周辺の方にご迷惑がかからないようにとい

う目的であることから、予算は環境課で持っている事業になっています。 

○会 長  わかりました。それから、私からの質問で、資料 3 は後半の審議会の議論なの

で、また後からだと思いますけれども、ちょっとだけ分析して欲しいところがあ

って、事業系ごみの手数料を平成 29 年４月に値上げして、私も当時の答申に絡

んでいますが、この時は結構思い切って上げたはずでした。それなのにあまり事

業系ごみへの減量効果が見られなかったのが、どうしてなのかなと思います。事

業所単位での排出量は下がっているけど、事業所数が増えているとか、あるいは

大曲工業団地の活動が活発になって増えたとか、何か要因はありますか。値上げ

したにも関わらず効果がなかったように見えるので、その理由を知りたかった

です。わからなければ次回教えてほしいです。 

○事務局  工業団地の造成ですとか、そういった要因は考えられると思いますが、今はっ

きりしたことを申し上げることはできないので、次回に持ち帰らせていただき

ます。 

○会 長  その他いかがでしょうか。 

○委員 C  資料 2 の粗大ごみリユース事業の額が年々増えていますが、それだけリユー
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スできるものが多く排出されているということでしょうか。 

○事務局  こちらは委託料ですので、人件費の増が影響しています。 

○会 長  そういう意味では、これから焼却施設までの運搬業務とか、色々なところに人

件費もかかってきますね。 

これからずっと現状の報告をしてもらいますので、またわからないことがあ

ったら、戻って聞いていただいても構いませんので、よろしくお願いいたします。 

次に報告事項ということで、北広島市一般廃棄物処理基本計画の改定が今年

の 3 月にされましたので、その報告や北広島市の現状や課題について確認した

いと思います。それでは、（１）報告事項・ア・北広島市一般廃棄物処理基本計

画の改定報告について、事務局から説明願います。 

○事務局   

 

   一般廃棄物処理基本計画概要版の説明 

 

○会 長  では、質問等をお願いいたします。 

○委員 D  4 ページの計画目標の 3 番目、生ごみ収集量を 150％以上に増加させる、とい

うのはどういう目的でしたか。 

○事務局  事業系生ごみ、家庭系生ごみ含めまして収集量の増加に向けて施策を行って

いくということです。特に事業系生ごみについてはボールパークも来ますし、分

別をしっかりしてもらって、生ごみ収集量を増やしていきたいという意味合い

でございます。 

○会 長  その他いかがでしょうか。お願いいたします。 

○副会長  2 ページ 3 ページのところが現状ということですが、今後の見通しはあるので

しょうか。それから、ポールパークが開業したら、どれくらいごみが増えるかと

いう数値、データはもう手に入っているのでしょうか。 

○事務局  今後の見通しについては、道央廃棄物処理組合で策定している計画がござい

まして、最終的にその計画の令和 12 年度の目標値になるように、本市の計画で

は令和 8 年度までにこの数値まで減らします、という目標になっています。ボー

ルパークのごみ排出量は、まだテナント等が決まっていない状況で、不透明な部

分が多いので、どういったごみがどれくらい出るかの予測は立っていない状況

にございます。  

○副会長  ボールパークの影響は大きいと思いますので、数字がわかりましたらお知ら

せいただきたいと思います。 

○事務局  わかりました。 

○委員 E  ボールパークのテナントの最終決定は、いつぐらいなのでしょうか。 

○事務局  こちらもまだ把握はしておりませんが、球団側とごみの排出量、それから処理
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の方法などについて随時協議を行っておりますので、その中で色々な情報がわ

かり次第、審議会で報告できる部分は報告したいというふうに考えています。 

○会 長  今の段階である程度は少し決まっていないと困る気もするので、一般市民感

覚であれば、もう決まっているだろうと思いますけども、民間企業がやることな

ので、公表するまで言えないところもあって、なかなか決まらないというところ

かと思います。理念としてできるだけ北広島市の環境の方向性だとかごみの処

理だとか減量の考え方というものを理解してもらうことが大切ですね。 

その他いかがでしょうか。 

○委員 D  質問ではなくて、意見になりますが、先ほど私が質問した生ごみ収集量の、増

加させるという表現の仕方ですが、分別を徹底させるというなら、誰がどう見て

もそういうことだとわかりますけれども、収集量を増加させるという言葉を聞

いたときに、一般市民はちょっと理解できないと思いますよ。分別を徹底した結

果、生ごみの増加に繋がるといえば理解できます。ですからこの表現は検討の必

要があるのではないかと感じました。 

○事務局  次回の計画策定の際に検討させていただきたいと思います。ご指摘ありがと

うございます。 

○会 長  これは概要版だけ見るとそう見えますが、計画を読めばそうではないという

ことはわかっていただけますか。 

○事務局  はい、計画では説明文も入れておりますので、計画自体を読めば解る記載とな

っております。 

○委員 C  生ごみの問題に関連して、最近消費者協会では食品ロスへの対策としてフー

ドドライブに取組もうとしています。利用できるものは利用してもらおうと、そ

して必要とされるところに使っていただこうというものです。 

○会 長  去年消費者庁に頼まれて食品ロスの広報番組を手伝いました。その時にフー

ドドライブの話を消費者の団体さんの方から報告していただきました。 

○委員 C  ぜひ食品ロス対策が推進していけばいいと思います。 

○会 長  ちなみに、皆さん、フードバンクとフードドライブの違いってわかりますか。

フードバンクは事業者さんがやっているもので、市民が持ち寄ったものを届け

るのがフードドライブということで、そこが違うみたいです。ぼくもフードバン

クとフードドライブの違い、最初はよくわからなかったです。例えばファミリー

レストランがやっているのはフードバンクだけども、消費者協会さんが独自に

箱を作って、そこに市民のみなさんが食品を入れるって形だと、フードドライブ

になるらしいです。 

それからちょっと私から質問です。コメントに近いですけれども、概要版なの

で書き切れてないところもあると思いますけども、3 ページ目の最終処分場の残

余年数については、たしか去年の審議会の中ではここまでの数字が出ていなか
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ったと思いますが、計画ではきちんとした数字が出てきたと思いますけれども、

令和 7 年度まで埋め立てる予定のものが、令和 4 年度に埋め立てが終了してし

まうというのは、やはり相当早く埋まっちゃったイメージを私は持っています。

ですので、今後かさ上げを検討していると思いますけれども、引き続き最終処分

量の減量にかなり力を入れなくてはいけないかなと思います。焼却するので、そ

れまで持てばいいという安易な考え方にはならないようにしましょう。なかな

かいろんなことやっていますけれども、排出量のグラフが下がっていかないっ

ていうのが、どうしてなのか議論しなくてはならないというのが１点です。 

それから 2 点目は質問で、ごみ処理経費、オレンジ色のところが、１人当たり

年間ごみ処理経費 12,447 円で出ていますよね。下の棒グラフを見てみますと７

億２千万円くらいかかっているみたいです。この数字が先ほどの資料 2 で見る

と、どこに来るのかなと思って。どの数字を使うと、この 12,447 円になるのか

ということで、当然償還費は入っていないですよね。平成 31 年で見ると７億７

千万円という数字が見えますが、ここから人件費を除いたら、７億２千万円くら

いになりますかね。この辺の差が解らなかったです。 

○事務局  こちらは、基になっている数字が違いまして、計画の概要版に載っているもの

は、環境省が行っている調査の数値を使っていて、例えば物件費が含まれないで

すとか、そういった細かい部分の差が出てくるので、積み重ねによって資料２の

数値と異なる状況になります。あと、3 ページの表ですけれども、これはごみ処

理経費を人口で割った値です。例えば 3 ページですと、平成 31 年の７億２千万

円を人口で割ったものになります。 

○会 長  これから色々経費を議論するので、資料 2 は環境省会計基準で本当は出した

方がいいのか、それとも純粋に北広島市の清掃事業概要の数字で出した方がい

いのか。例えば今回議論するごみ処理手数料の見直しというものに関しては、家

庭系のものと事業系のものがありますけど、環境省の基準で計算をしていく中

で、そこに償却分が上乗せしていく感じなのかなという気もしますし、やっぱり

資料 2 のように先程の最終処分場環境整備事業まで含めてこれだけお金かかっ

ているからっていうような議論にしていくのか。ちょっと検討しなくてはいけ

ないなと思います。 

○事務局  手数料の議論の前までに検討いたしまして、資料にも反映させていきたいと

思います。 

○会 長  それから、これは完全にリクエストですけど、ごみ処理基本計画の基本理念が

4 ページ目にありますよね。実を言うと計画って色々書いてあるけども、ここが

一番大事です。基本理念をキャッチーなわかりやすい言葉を使って皆さんに知

ってもらう、あるいはごみのキャラクターだとかにしゃべらせるだとか、そうい

った工夫があるといいです。他の町の基本計画とか見てもらうとわかると思い
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ますけれども、非常に市民にわかりやすいメッセージで、一言でこれからこうし

ようというのがわかるような書きぶりになっているのが多いです。いつも北広

島市の場合は計画を作るときには、必ず審議会にはこれとこれの方向性につい

て答申してくださいって形なので、なかなか計画の中身まで議論が及ばないで

すけれども、最終的には北広島市さんが決めることなので、これ以上はなかなか

申し上げづらいところもありますが、この基本理念のところくらいは皆様に

色々意見を聞きながら、こういった文言を入れたほうが伝わるのではないかと

か、未来につながるとか、こういう言葉を入れたほうがより北広島市らしいもの

になると思うとか、そのような議論をぜひとも次の計画策定の際にはしていた

だけると、もっと計画が皆様にとって近いものになると思いますが、いかがでし

ょうか。 

○事務局  おっしゃるとおり基本理念は非常に大事な部分です。クリーン北広島推進審

議会も今年度から任期２年で常設となりましたので、次の計画改定以降につき

ましては、その辺の部分も審議会で審議いただきながら方向性を決めていきた

いと考えています。 

○会 長  自分の考えた言葉が計画に反映される可能性があるというのは委員の皆さん

どうでしょうか。 

○委員 E  市民なので難しい言葉はわからなくても自分にわかれば誰でもわかると思う

ので、意見をぜひ言わせて頂ければ幸いです。 

○委員 B  自然と創造の調和した豊かな都市、これはどういうことでしょうか。 

○会 長  今回の理念はもう決まっていますので、次回の策定のタイミングから議論し

ていきましょう。 

○委員 B  例えば次の世代にごみの山を残さないとか、具体的にわかりやすい言葉を加

えたらどうかなって思います。 

○委員 C  ぜひお願いします。ここにいる委員それぞれの立場の方がいますので、色々な

考え方を合わせた方がより市民に理解されることと思います。 

○会 長  これから収集運搬体制の再構築や焼却処理を始めるってことで、市民の皆さ

んに説明する機会が多くなると思います。行政の方々は、そのときに基本理念を

淡々と読んだとしても、なかなか伝わらないところがありますので、そういった

ところも含めて色々工夫して、できれば市民の公募の皆さんなどの意見をよく

聞いてリハーサルをするべきだと思います。これじゃわからないよ、というふう

にやられるのがいいと思いますよ。 

それでは、次に、（１）報告事項・イ・北広島市清掃事業概要について、事務

局から説明をお願いいたします。 

○事務局  
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   清掃事業概要について説明 

 

○会 長  ありがとうございました。市町村のごみ処理状況が知りたい時、我々は清掃事

業概要を見せてくださいといいます。これ見れば大体全部わかります。 

○委員 C  15 ページのステーションの設置状況ということで、現在市内に 1165 カ所ご

みステーションがあるということですけど、助成金を使用しているステーショ

ンは 1165 カ所の中で何％くらいなのでしょうか。 

○事務局  何パーセントという数字はございませんが、令和２年度の助成実績について

は 26 件ですので割合としては 2％、3％という件数になります。ただこれまでの

累積の実績については記載していない状況です。 

○会 長  助成数の累積値みたいなのがあればいいですね。 

その他ございませんでしょうか。では、私から 1 つ。5 ページ目に北広島市ク

リーンセンターの最終処分場の１期から 6 期までありますけども、今かさ上げ

を検討しているのは第 6 期でしたっけ、それとも既に埋まっているところでし

たっけ。 

○事務局  第 4 期と第 5 期最終処分場の上に、かさ上げすることを検討しています。 

○会 長  第 6 期を使いながら、もう既に埋まっている第 4 期、第５期の上を活用して

いくということですね。第４期と第５期は分かれていますけど、上に繋がるよう

な形でかさ上げできるのでしょうか。 

○事務局  分かれていますが、処分場としては繋がっている処分場とみなされますので、

合わせてかさ上げを行うよう検討を進めております。 

○会 長  それから 20 ページ目、非常に大事だなと思って見ていましたが、生ごみたい

肥化事業の講習会を去年すごい数やりましたね。コロナ禍にも関わらずかなり

たくさんやったかなと非常に評価しています。43 回って月に 2、3 回やらないと

この数にならないと思いますけども、具体的にどういう形式でやられたのでし

ょうか。 

○委員 B  環境市民の会でやっている事業のひとつです。私たちの事務所がありまして、

そこを週 2 回開けていて、そこで相談会をやっています。こうした時はどうすれ

ばいいのかとかのコンポストの相談が多いです。コンポストの中が水蒸気でい

っぱいになり、外に出さないために蒸れてしまって腐敗してしまうことや、ネズ

ミが入ってしまうことなどの失敗が多いです。通常の講習会は年に 4 回やりま

す。それ以外にもミニ講習会というのを開いたりもします。それから東共栄にエ

コ農園というものを設けていますが、生ごみ堆肥を使用してにんにくやサツマ

イモ、たまねぎとか作っています。そこで週 1 回集まって作業している最中に近

所の人とか来てくれることもあり、どういうふうに生ごみを使って育てるのか

といった話を聞きにくる人が結構います。それらを累計するとこういう数にな
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ったということです。 

○会 長  すばらしいです。ちなみにもうひとつ、ごみ減量化事業もかなり精力的に行わ

れていますね。これも環境市民の会ですか。 

○委員 B  これはリサイクル講座で古着を使ってわらじ、草履を作るというものです。そ

ういうリサイクル講習会を頻繁に行っております。コロナの最中だったので制

限はしています。4、5 人ぐらいずつ参加していただいています。 

○会 長  すごいですね。大変精力的ですね。過去に清掃事業概要を見ていて気が付かな

かったですが、今日見ていて非常に多いなと感心しました。ありがとうございま

す。その他ございますか。 

○委員 E  18 ページの減量リサイクル等事業の中の資源出荷状況の数字とかは、一般に

公開されていますか。 

○事務局  清掃事業概要はホームページに掲載しているので、全て公開している内容で

す。 

○会 長  先に進みたいと思います。昨年度答申後の北広島市の施策実施状況について、

事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局  

 

   答申後の施策実施状況について説明 

 

○会 長  ありがとうございました。質問、コメントあればお願いします。 

私の方からひとつ。受け入れ基準の厳格化を今後予定していて、今周知中との

ことですが、具体的にどういう周知をしているのでしょうか。例えば自己搬入に

市民の方が来ましたと、で、10 月 1 日からこうなりますよ、というようなビラ

だとかを配っているのか、それとも例えば自己搬入の際に今はこれを受け入れ

るけど、10 月 1 日からは受け入れられませんよ、と持ってくるものに対して何

か指導というか、こうしてくださいねとか、分別してくださいね、とかって具体

的にお願いしているのかによって、かなり周知といっても幅があるかなと思い

ますけど、どのような周知を現在しているのでしょうか。 

○事務局  現在の受け入れ基準厳格化の周知方法についてですが、広報やごみ通信等で

周知しているのと、クリーンセンターにおきましては自己搬入で来られた方に

10 月から変わりますというビラをお渡ししております。時期が近くなりました

ら具体的に説明をしていきたいと考えています。 

○会 長  できれば今から 10 月から始まるような形で作業員の方にも見ていただいて、

これについてはこうだからねってことで指導する方が良いと思います。作業員

の方も勉強になりますよね。そんな形でそろそろリハーサル的なことを始めな

がら持ってくる方に具体的な指導をした方がいいかなと思いました。その他ご
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ざいませんでしょうか。 

○委員 C  １番の家庭系生ごみ対策はまだ検討中ということですけれども、コロナ禍で

なかなか難しいと思いますが、早く実施してほしいです。普通ごみに生ごみがい

っぱい混入していますよね。実施に向けてぜひ推進してほしいなと思います。 

あとは家庭系ミックスペーパーの拠点を 1 カ所増設したとのことですが、公

共施設のどこでも排出されたミックスペーパーが山になっていますよね。排出

量が多くなっているのが市民にもわかります。ただ１人 2 枚までだと高齢者の

人が袋をもらいに行くのが大変です。でも、今は３枚とか４枚くれる拠点もある

らしいですけど、その辺りのルールはどうなっていますか。 

○事務局  これまでは原則 2 枚ということで、各公共施設で手渡ししていましたが、コ

ロナ禍によってなかなか手渡しできないということで、窓口の横に置いて、必要

な枚数持って行ってくださいという配布方法になっているので、３、４枚持って

いく方がいるようです。 

○会 長  ちゃんとミックスペーパーとして使っていただければ何枚持っていってもい

いというわけではないですけどね。 

○委員 C  生ごみとミックスペーパーをきちんと分別していれば、普通ごみはほとんど

出ませんよ。 

○会 長  おっしゃるとおりです。 

私からリクエストですけど、先ほど協働体制の構築の部分で、7 月 29 日に消

費者協会さんと食品ロスに関して共催をされるとのことで、生ごみ分別に関す

るビラを配るという話がありましたけども、それは別に食品ロスの話だから生

ごみってことですかね。私だったら基本計画改定のことや、処分場が令和 4 年時

に埋まっちゃうこと、あるいはみんなで生ごみ分別だけじゃなくて、埋立量も減

らさなきゃいけないですよだとか、1 人１日あたりの排出量 550ｇを達成するた

めに毎日 A4 用紙７枚分のごみを減らしましょうだとか、そのようなビラを作っ

といて、何かことある毎に、それを配るというようなことも大事かなって思いま

す。計画が改定されましたよということと、埋め立て量はやっぱり減らないので

計画よりもこんなに早く埋まっちゃいましたよとか、29 日まで時間がないので

無理だと思いますが、そんなようなことをちゃんと周知することも大事かなと

思いました。 

○委員 C  29 日はいち早くフードドライブに取り組んでいる釧路の消費者協会に協力し

てもらって、その取り組みを参考にするためにリモートで行います。そのせいで

７０人程度しか参加できません。ただ、今回はそれに合わせて２００人を超える

消費者協会会員にアンケート調査を行いまして、フードドライブを知っている

かとか、協力できるかとかそういうことを調査しました。今回は会員以外の市民

の皆さんも来るので、チラシなど資料を作りまして、大々的に今年から取り組み
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ます。食品を受け入れる側の施設ともやり取りをしていて着々と実現に向けて

進んでおります。食品ロスを減らし、無駄をなくそうと広がっていければと思う

わけです。 

○会 長  たしか去年、釧路の方のお話を広報番組でやったと思います。 

○委員 C   今回コロナのせいで７０名に限定していますが、定員以上に来たいと思って

いる方もいらっしゃると思います。私たちも取り組んでいくために色々勉強さ

せていただく 1 つの催し物です。 

○会 長  清掃事業概要に共催して関わった行事とかも載るぐらいだったら、協働して

いるなっていう感じがしますね。環境市民の会の事業も当然ですけども、色々な

団体さんと協働でやったものは全部実績として載るようになればいいかなと思

います。 

それから、計画を改定したことをホームページに載せて満足するだけじゃな

く、何か機会がある毎に市民の皆様に現状をお知らせすることも大事な仕事だ

と思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。その他いかがでしょうか。

まだ今日ご発言いただいてない方、一言ずつくらいはいただければと思います

けど、いかがでしょうか。 

○委員 F  いつも勉強不足で申し訳ないですが、今後のこと、将来のことを考えると今ボ

ールパークに加え駅西側を再開発しようっていう話が出ていますよね。どんな

計画になっているか全体像が新聞を見ていても頭に入っていなくて、何年ぐら

いにどの規模のマンションができて、住民がどのくらい増えるのかが知りたい

です。まだ話し合いがこれから進む段階で漠然としているのでしょうか。どんと

人口が増えるということは、ごみが増えるということで、企業が入ってくれば、

事業系のごみがまた増えてきますよね。ボールパークだけではなく町が発展す

れば、ごみも増えます。この審議会で将来のことについてもお話が少しできれば

いいのかなと私は個人的に思います。そういう資料を次回あたりに用意してい

ただいて参考にさせていただければいいかなと願います。 

○会 長  市全体の総合計画だとかとの関わりだと思いますけども、いかがですか。 

○事務局  おっしゃられるとおり駅周辺の開発で当然、人が増えて、事業者が増えると、

ごみも増えます。関連部署の方に、ごみの問題が必ず出てくるので、マンション

や商業施設の規模がどのくらいですとか、どのくらいの事業者さんが入ってく

るとか情報があれば教えてほしいということで話をしておりますので、明らか

にできるタイミングが来ましたら、情報を提供させていただきたいと考えてお

ります。 

○会 長  ありがとうございます。人口が増えて経済や地域が活性化するというのは決

して悪いことではないです。人が増えてごみが増えるのは仕方がないので、問題

は 1 人あたりどれぐらいの量になっているかということや、事業系のごみがち
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ゃんとリサイクルされているのか、紙や生ごみをちゃんと分別しているのかと

か、そこをちゃんとしていれば、増えていくには仕方がないということだろうと

思います。問題は最終処分量です。焼却処理が始まる前に埋立量が増え過ぎちゃ

うと、困ったことになります。今回検討しているかさ上げはこれまでと同じよう

な規模のものを上に造るわけではなく、軽微な変更ということで、下の処分場の

１０％くらいの量しか増やせないです。それが焼却開始までの 3 年間のうちに

埋まってしまうことはないとは思いますが、大きな事業体がさらに来たらドン

と埋まっちゃうかもわからないですし、焼却が始まってもできるだけ次のかさ

上げ分を長く使っていきたいという気持ちもあるので、そこがネックですよね。

なので、その辺のところは市としても、事業系ごみの入り方は少し気にしておい

た方がいいと思います。もっと言うと、今、第６期を使っていて、仮に第 4 期と

5 期のかさ上げをしました、そこも埋まった場合はどこに造るのかという話と、

次の立地選定の話も本当はありますよね。それはなかなか微妙な話です。最終処

分場を造ることは非常に微妙な話で、気軽にここでできるような話ではないで

す。ただ、ちゃんとそういった先を見ながらやっていかなきゃいけないってこと

も事実です。その辺が今クリティカルなところかな、市も誰もはっきり言えない

でしょうけど、課題としてはそういうのがあると思います。 

○会 長  その他ございませんでしょうか。 

○委員 B  細かい点ですみません。年代の表記方法ですけども、平成、令和と役所の書類

の場合は定番ですけども西暦もできれば入れてもらいたいと思いました。平成

何年というと頭の中で西暦に換算してしまうので、西暦も加えていだければ嬉

しいです。 

○会 長  併記してほしいってことですね。 

○委員 C  最後に要望ですけど、富良野市に、だいぶ前にごみ博士がいました。ごみにつ

いては、その人に聞けばなんでもわかるっていう人で、おそらく市役所職員だっ

たと思います。北広島市にもごみの分別とか、何でもごみについてはこの人に聞

けば、というごみ博士を養成していただければと思います。 

○会 長  富良野市の市の職員の方で、ほとんど異動なしでごみのことばかりやってい

た選任の方がいらっしゃったので、その方をごみ博士とおっしゃっていると思

います。北広島市の職員さんも、ほとんどごみ博士かと思いますので、何でも聞

いてください。 

○委員 C  市役所の人に聞くのは少しハードルが高いと感じる人もいます。でも、ごみ博

士みたいなキャッチーな存在であれば気軽に聞きやすいと思います。職員だけ

ど、そういう肩書というか、称号などがあれば、市民に頼られる存在になるかと

思います。 

○会 長  気楽に聞きやすい人がいるといいってことですもんね。僕は市の職員さん皆
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さん聞きやすい方だと思いますので、ぜひともなんでも聞いていただければと

思いますけども。何聞かれてもいいですよね、職員さんね。その他いかがでしょ

う。 

      それでは、（２）次回審議会日程について、事務局から説明をお願いいたしま

す。 

○事務局  次回の開催日程でございますが、皆様に事前に日程調整をさせていただいた

結果、９月２日午後６時から開催させていただきたいと思いますがいかがでし

ょうか。それでは、第２回の開催につきましては、９月２日午後６時とさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

なお、次回の審議会資料については、開催通知案内と一緒に事前に配布させて

いただく予定でございます。 

○会 長  その他、何かございませんか。何もないようですので、これで第１回の審議会

を終わりたいと思います。 

 

《２０時閉会》 

 


