第４回
クリーン北広島推進審議会
議事録

令和 3 年 11 月 12 日（金）18 時 00 分 開会
北広島市役所 5 階 委員会室

1

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・山本委員
・伊東委員・見上委員・竹内委員・井関委員
（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：0 名
１ 開会
○事務局

皆さんこんばんは。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、報告等についてお知らせさせていただきます。まず本
日の審議会ですけれども、委員定数 10 名のところ全員の出席となっておりま
すので、本会議が成立していることをご報告いたします。それから、先だって
審議会の委員の皆様からのご意見といたしまして、まとめさせていただきまし
た中間答申につきましては、10 月 12 日に会長から市長に報告をさせていただ
きました。取りまとめに当たりまして皆さんから様々なご意見等いただきまし
て誠にありがとうございました。それから連絡事項です。今回も議事録作成の
ために録音を行います。これまでと同様に発言される際にはマイクのスイッチ
を押していただきまして、ランプがついていることを確認してから発言をされ
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
きまして、以後の進行を石井会長にお願いしたいと思います。石井会長よろし
くお願いいたします。

○会 長

皆さんこんばんは。今日もよろしくお願いいたします。先日１つ目の答申を
行ってまいりました。少し重たい議題が今日残っています。ごみ処理手数料の
見直しについてということで、避けては通れない議論ですので、本日もどうぞ
よろしくお願いいたします。
それではまず、会議次第に沿って議事を進めていきたいと思いますが、その
前に、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、今日は伊東委員と見上委員にお願いしたいと思いますけれども、よろ
しいでしょうか。それから、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、今日のこの審議会につい
ても原則公開といたしたいと思いますけども、いかがでしょうか。それでは今
日の議事に入りたいと思います。まず 1 番目①ごみ処理有料化等の経緯につい
てご説明をお願いいたします。

○事務局
ごみ処理有料化の経緯について説明
2

○会 長

ごみ処理手数料の見直しということで、まず経緯から説明いただきました。
初めてこういったことを聞かれる委員の方もいると思います。参考資料で１つ
だけ質問がありますけれども、例えば 1 番の網走市のように 100 キロまでは
800 円っていうところが随所にありますけども、これは 10 キロ分のごみを持っ
ていっても 800 円取られるという意味だということで間違いないですね。

○事務局

はい、間違いございません。

○会 長

ありがとうございます。それでは説明いただいたところに何か質問だとか、
確認したいところ、意見はこの次だと思いますけども、なにかございませんで
しょうか。

○委員 A

基本的なことで申し訳ないです。事業系ごみは折半ということですけれど
も、下に丸で囲まれている 10 キロ 118 円、10 キロ 86 円というそれぞれ一般
廃棄物と生ごみ、その額をそれぞれ市と事業者が出しているということでしょ
うか。

○事務局

折半された額が 118 円なので、基本はこの倍の額がかかっていて、実際は事
業系ごみとして事業者が払っている金額が 118 円で、残りの半額は市が負担し
ていますので、118 円を折半しているということではないです。あと、細かい
部分ですけれども、事業系一般廃棄物の事業者が負担している部分については
消費税も入っています。

○委員 B

処理費用を折半するのは、どこの市でもですか。北広島だけですか。

○事務局

全額事業者が負担しているところもありますし、あるいは 3 割ですとか、例
えば、45%ですとか、中途半端な割合になっているところもあります。それぞ
れの市町村で、それぞれの負担割合で払っています。

○会 長

事業者が全部払うところよりは、若干市や町が持っているところが多いで
す。調べた限りではそういったところが北海道内は多いかと思います。

○委員 C

家庭系ごみのところですけれども、小さな生ごみの袋が作れないかとか、い
ろいろ意見がありましたけれども、現実に 3 リットルと 5 リットルとかってい
う販売しているごみの袋の多さていうのは、3 リットルの方が多く売れている
のか、どうでしょうか。

○事務局

1 番小さい 3 リットルが多く売れています。

○委員 C

もう 1 点、紙おむつの件ですが、手数料を助成しているということですけれ
ども、これは要介護者、在宅の場合ですよね。それとあと乳児がいる世帯とい
うことですけど、助成の仕方っていうのは、いくらまでとか現金で助成してい
るものか、現物で助成しているものか、お聞きしたいです。

○事務局

現物で助成しています。現金を配布するのではなく、ごみ袋自体をお渡しし
ております。

○会 長

ちょっと私から何点か。まず 1 ページ目の家庭系ごみの下の四角の中に、ご
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み処理券ってありますよね。これは粗大ごみですか。
〇事務局

こちらは粗大ごみではなくて、あくまでも普通ごみです。ごみ袋に入らない
大きさのもので、最大の辺が 60 センチ以下のものですとか、傘ですとか、そ
ういったごみ袋に入らないけれども、粗大ごみに当たらないものを、普通ごみ
用処理券という形で、貼って出していただいております。

〇会 長

すると、粗大ごみの収集からはいくらお金をいただいていますか。

〇事務局

粗大ごみについては大きさや物によりますが、200 円から 1,000 円の範囲で
決めております。

〇会 長

本当はその情報がここにないといけないのかなって思います。

〇事務局

申し訳ございません。確かにそのとおりでございます。

〇会 長

いや僕も事前に気がつかずにすいませんでした。それからコメントといいま
すか、参考資料を見ていただければと思いますけれども、生ごみに関しては驚
くような数字が出ていると思います。例えば士別市が 7 円だとか、赤平市が
8.3 円だとか、可燃ごみが 2.5 円なのに、生ごみがすごく高くなっているのが見
えます。これは確認ですけども、重量ベースで換算した金額で出しているとこ
ろもあるということすね。

〇事務局

はい、そのとおりです。

〇会 長

ですから体積ベースで見る時と、重量ベースで見る時があるということで
す。生ごみって含水率もあって結構重たいですよね。重さベースでやると金額
が上がります。実を言うと、ごみ収集ってパッカー車で集めるイメージがある
ので、何となく体積で金額が決まるのは、それはそれで妥当性がありますけれ
ども、処理する場面では体積ではなくて重量でお金がかかってきますので、実
際にはこうやって重さでやる方が現実的かなという気はしますよね。あと、参
考資料も時間があるので、説明していただいたほうがいいかなと思います。た
だこれだけを見て高い安いじゃなくて、もうちょっと何か事務局から、注視し
ておいていただきたいところで説明いただけますか。

○事務局
参考資料について説明
○会 長

10 キロ 100 円って書いているところ、例えば網走市は 10 キロ 100 円ってこ
こには書いているけども、計量すると実際には、100 キロまで 800 円とか、ち
ゃんと備考を読まないといけないでしょうね。

○事務局

補足ですけど、例えば 5・6・7 番など、同じ値段でつながっていますが、こ
れは同じ組合で広域処理を行っている事情で、単価が一緒になっております。
可燃ごみで言いますと、概ね 2 円というところが多いですけども、最近改定し
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ているところ、登別市などは、2 円から 3 円に上げているということで、値上
げの傾向があるところでございます。
○委員 A

今のお話を伺っていますと、焼却施設があるところとないところで市の事情
が違ってきているっていう話かなと思いますが、できれば参考資料の中で、焼
却施設がある自治体とない自治体がわかればと思います。

○会 長

ない自治体探すほうが早いですね。下からいきますけども、37 番の富良野
市。それから栗山・由仁・南幌・長沼はこれから北広島と一緒の運営です。ず
っといって 31 番の稚内市。あとはみんな有ると思います。１つぐらい漏れて
いるかもわかりません。埋立ては可燃ごみと揃えるというところが多いかもし
れません。これ今読んでもなかなかイメージわかないと思います。次の見直し
の基本的な考え方を聞くと、少しこの表の意味が分かるかと思いますので、総
合的に後から議論したいと思います。
次の資料の説明をお願いしたいと思います。ごみ処理有料化等の見直しの基
本的考え方について、よろしくお願いいたします。

○事務局
見直しの基本的考え方について説明
○会 長

このクリーン北広島推進審議会は今日が第 4 回目ですけれども、第 6 回目ま
でありますので、第 6 回目が答申案の検討みたいな形になります。今日はこの
見直しの基本的な考え方、2 番と 3 番ですね、まずご意見をできるだけ多くい
ただきたいと思います。次回はそういったご意見に対して対応っていいます
か、どうしようかってことをやるのと、若干将来のごみ減量だとか焼却に変わ
ったときのシミュレーションみたいな形で実際どれぐらい皆さんの負担が増え
るのか、同じなのか、あるいは市の財政的なものでの金額的なものも、もし可
能であればシミュレーションみたいな形でやってみよう、そんなような流れで
4・5・6 というふうに議論を進めていきたいと思っているところです。それで
は 3 ページ目、4 ページ目、5 ページ目、6 ページ目と、参考資料も見ながら、
お気づきの点、あるいはこうしたほうがいいというご提案も含めてご意見をよ
ろしくお願いしたいと思います。

○委員 D

3 ページの基本的な考え方の（4）番についてですけれども、昨年度のこの審
議会の中で、近隣の自治体の自己搬入の料金が北広島市より高いので、北広島
市のクリーンセンターにごみを、それが事業系だけだったのか、家庭系もあっ
たのかわかりませんけれども、あったっていう話を聞いた記憶があります。そ
れで、実は最近私クリーンセンターに 1 回行きました。住所確認を求められた
ので、北広島市民オンリーなのかなっていうことがあったので、確認ですけれ
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ども、今現在自己搬入は北広島市民だけなのでしょうか。
○事務局

誤解がないように申し上げますと、もともと北広島市で発生したごみしか本
来クリーンセンターは受入れないという形になっております。さらに言います
と、今は排出者の住所ですとか、そういったものを全て窓口で確認しまして、
書類を書いていただく形式にしております。

○会 長

そもそも家庭系ごみを隣の市に自己搬入で持っていくっていう例はあんまり
聞いたことがないので、事業系のものは複数の市町村で許可収集を持っている
ところが、あそこで集めて北広島市に集めて最後持ってくるので、たまたまほ
かの自治体のものも混ざってくるということであって、本当に他のところで集
めたものだけを北広島市に持ってくるっていう例はそれほど多くはないような
気がします。

○事務局

確かにそのとおりです。

〇会 長

だからちょっと誤解がありますよ。あたかも何か直接その他の市から来たよ
うな、そういうことではないってことです。

○委員 C

何点かあります。私の感想として、まずごみの減量はまだ 32ｇほど目標値に
達していないということですが、裏を見ますと、分別することがもう習慣とし
て定着しているところは定着している一方で、分別出来ない方がまだいる。そ
ういう人をどうしていくかですよね。
それからクリーンセンターへの自己搬入を今年の 10 月から厳しくしている
ということで、分別されていないものは持ち帰ってもらうことは当然だと思い
ますよ。ステーションで出せるようなものは持ち帰ってもらって、ステーショ
ンに出してもらうことを徹底していかないといけないと思います。引っ越しだ
とかっていう人が無責任にクリーンセンターに運んでいくのを見ます。最近う
ちの近所で家を壊したところがありますけど、しばらくの間ご自由にお持ちく
ださいって紙を貼って、たんすだとかいろいろなものが置いてありました。ご
みにするのはもったいないと思って、誰か使う人がいるかと思って、ああいう
形にしたのかわかりませんけども、引っ越ししていく人の中でも、そう考える
方が出てきているっていうことですよね。ですから、ステーションに出せるご
みはステーションに出してもらい、クリーンセンターには持ち込まないことを
徹底していかなければ、どんどん無責任になっていきますよね。徹底している
人は習慣づいているわけですから。あと何％の人のために何とかいい知恵を出
していただきたいです。もう処分場がないわけですから、そこら辺徹底してい
ければと思います。何をどのようにすればよいかは私もわからないです。

〇会 長

大きな問題ですよね。後で１つずついきますので、まず全体的に分からない
点だけいきましょうか。

○委員 E

質問ですが、自己搬入でどういうものが搬入されているのかわからないで
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す。ごみステーションに排出できるごみっていうのは、例えばどんなものなの
か。自分個人では、入れるものわかっていますけど、持っていく方って、例え
ばどういうものを持ってきているのか、想像つかないので教えていただきたい
と思います。
○事務局

クリーンセンターへの家庭系自己搬入ごみに関して申し上げますと、一言で
申し上げて、本当にいろんな方がいろんなごみを持ち込まれています。10 キロ
以下のごみを持ってくる方は結構な割合で、正確じゃないかもしれないけど、
半分前後ぐらいはそんな状況です。例えば片手で持てる程度のものだけ持って
きて、受け付けして置いていく方が、ご想像されているよりも多くいらっしゃ
います。本来ごみステーションに出せば、それで終わりではありますけれど
も、いろんな理由で、今すぐ捨てたくて収集日まで待てないとか、そういう方
が意外と多くいらっしゃると思っております。本来、ごみステーションに出せ
ないような、一度に大量に出るようなごみですとか、例えば引っ越しなんかが
メインでしたり、あと粗大ごみとかで、今出さなければというようなことを想
定して自己搬入を実施していますけれども、必ずしもそうじゃないような状況
が多々あるという現状でございます。

○委員 E

内容はわかりましたが、例えばうちみたいにクリーンセンターまで遠いの
に、小さな袋を持ってごみを捨てることは、わざわざしないと思います。反対
にクリーンセンターの近隣の方かなって、住所的にそういう方たちが多いと思
いますが、そうでもないのでしょうか。例えば私も町内会でいろいろとごみの
ことを聞かれて、自己搬入なさった方の話をたくさんお聞きします。そしてこ
の度コロナでいろいろと時間があって物置を整理して、あれもこれも持ってい
ったとしても何でも受け入れてくれるからって話も聞いています。でもなるべ
くなら分別して持っていくのがいいわよっていう話はしますけど、どうも 4 番
の家庭ごみをそういうふうにお持ちになる方って、例えば町内でそういう方を
私が見かけましたら、そういうのをやめてくださいとか、何か方法あるのかな
と思ったりもしますけど、どういう方がそういう小さなもの持っていくのか具
体的に教えていただきたいと思います。

○事務局

よその自治体ですと、かなり人里離れたといいますか、かなり車を運転して
遠くまで行かないとクリーンセンターのような処分場がなかったりしますけれ
ども、北広島市は各地区から比較的近い、便利なところにあるということが特
徴だと思っております。10 キロにも満たないものを持ち込まれる理由というの
も、これも様々だとは思いますが、先ほど申し上げましたけれども、お気軽
に、今日私は休みだから車で持っていきたいとか、今日おうちの掃除をしたか
らすぐに持っていきたいとか、そういった気軽さと、また一方でこれが受入基
準厳格化にも繋がったところですが、多少分別していかなくても、本当は分別
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するよう求めていましたけど、分別していかなくても、市民サービスというわ
けではないですけれども、結構甘い基準で受入れをしてきていたところで、ス
トレスが少なく、排出できたという側面もあったのかなとは思います。また一
方で、これもいろんな方がいらっしゃって、必ずしも一概には言えないですけ
れども、ごみステーションに出した方が、違反だったよとか、そういったスト
レスのかかるような状況があった方も、一定割合いらっしゃるのかなと分析し
ているところですが、いろんな理由があると思っています。あと最後に、ごみ
ステーションとかの場で、こっちに出したほうがいいよと声をかけるみたいな
のは、もしかしたらトラブルになるのかなと思いました。
○会 長

全国的にこういう傾向にありますよ。自己搬入が多くなってきています。常
に大渋滞の焼却炉が結構あります。渋滞しちゃうと普通のパッカー車が入れな
くて困りますよね。これから焼却になったら、通常業務として渋滞するのはあ
んまりよろしくないですね。ちなみに自己搬入される方に割安感っていうのは
ありますか。

○事務局

金額につきまして、お話聞くと、クリーンセンターは安いからと、これだけ
持っていって、これしかかからないっていうような感想を持たれる方はかなり
いらっしゃいます。実際は車を運転して持って行きますので、全体として安い
のかと言われると何とも言えないですが、やはり北広島市の自己搬入の料金
は、搬入者にとっては安いように映るようです。

○委員 C

分別できない人はどうしてできないかということを知る必要もあると思いま
す。それで無作為にアンケートをとって調査してみるっていうことは不可能で
しょうか。どうしてできないのかということを知らなければどうしようもない
と思いますよね。そういうのは不可能でしょうか。

○事務局

アンケート調査ですが、無作為に抽出して今年度も実施しています。今集計
中ですけれども、前回が平成 29 年度です。その中で、例えば生ごみを分別し
ていますか、ですとか、分別していらっしゃらない方に対しては、どういう理
由ですか、とか、そういったアンケートをとってはいます。アンケートは全体
の結果を反映させて、次にどう考えてやっていきましょうという基礎資料にな
っていきますけれども、なかなか分別しない方に対して各種啓発をしても、そ
もそも届かないのかもしれないです。行動を変えるのは難しいというのが率直
なところかなとは考えております。アンケート自体は定期的に 4 年に 1 度、
2,000 名、今年度は 1,000 名でしたが、実施しているところです。

○会 長

次回あたり、結果を整理して見せていただけるといいかなと思います。

○委員 B

生ごみの袋は安価にも出来ないし、小さくも出来ないということで、近所の
年配の人に聞いて回ったら、生ごみのごみ袋をばら売りしてほしいっていう声
があって、ばら売りっていうのは今までに考えたことがあるのでしょうか。
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○事務局

ばら売りをしている店舗もございます。クリーンタウン北広島の 4 ページに
ばら売りしているところを載せておりますので、そちらで確認していただけれ
ばと思います。

○委員 C

これから不燃ごみ、可燃ごみとか、いろいろ分別の方法が変わっていきます
よね。今の袋は非常に丁寧に捨て方が書いてあります。例えば生ごみだった
ら、生ごみの袋に、この 4 品目は駄目ですよとか、当日の 8 時半までとかって
細かく書いてあります。ですから、これから不燃ごみ、可燃ごみも出てくるわ
けで、その袋に詳しく書いてありますから、皆さんその袋をよく読んでくださ
いっていう PR が必要かなと思います。私も見てびっくりしていますけど、本
当に詳しく書いてあります。クリーンタウン北広島もありますけど、実際に捨
てるごみ袋にも書いてあるからそれを見ながら正しくしてくださいっていうこ
とを周知していくことも大事かなと思いました。

○会 長

おっしゃるとおりですね。次の手数料改定云々の前に、まずはその次の新し
いごみ処理、ごみの分別区分になる説明会と一緒に処理手数料が変わるよう
な、そんな説明会をされますよね。そのときにはそういった啓発をもう 1 回や
り直す、それはもう必須ですね。もっと言えば食品ロスはない方がいい、生ご
みももっと減らせるものだったら減らしたほうが絶対いいわけで、まずはやっ
ぱり減量化ですよね。それからどうしても出てくるものに関しては、ちゃんと
分別して出しなさいと、この次から曜日が違いますよということで、どこまで
市の思いが住民に説明会で届くかと、これまでの説明会だけじゃなくて、いろ
いろな世代の方にちゃんと届くように、説明会に来た人以外にいろんなメディ
アでいろんな機会で周知徹底していくっていうことが、大事ですよね。それか
らなぜ分別しなきゃいけないのかというところです。なぜ減らせなきゃいけな
いのか。食品ロスの話もありますし、なぜ分別しなきゃいけないのか、分別し
たらこうなるのか、ってことをいろんな面で伝えていかないと、なかなか市民
の皆様は行動変容しないですよね。これが最後のチャンスだと思います。前か
らこの審議会でずっと言っていますけれども、このシステムチェンジ、何かが
変わるときに、市民は変わる可能性があります。なので、今回変わらなかった
らもう変わらないって覚悟していろんなこと考えたほうがいいと思います。金
額も含めてです。焼却炉が出来たから何でも燃やしてくれるって思われちゃう
のか、いや、焼却を他市に頼むからできるだけ少ないほうがいいに決まってい
るという価値観でいけるかどうかですね。そこだと思いますね。
今、議論で出てきたのは家庭系の可燃ごみ、不燃ごみ、それから生ごみ、資
源ごみ、それから自己搬入まで、結構バラエティーがありますよね。それから
事業系のものをどうするかっていうこともありますし、産業廃棄物についても
総合的に今回考えましょうっていうことです。それから家庭系では、先ほど僕
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もちょっとコメントしましたけれども、ごみ処理券の扱いも本当はありますよ
ね。それから粗大ごみの件も本当はあります。やるかやらないかは別として、
そういったことを少しずつやっていかなきゃいけないですけれども、見直しの
考え方に書いてあるその文面も含めて、まず家庭系の話から詰めたいと思いま
すけれども、いかがでしょうか。可燃ごみ、不燃ごみ、生ごみ、資源ごみ、自
己搬入について、例えば今の自己搬入であれば、割安感があるなら、本当に必
要な人だけ、持ってこなきゃいけない人だけ持ってこさせるってしたいのであ
れば、やっぱり厳格な計算じゃなくて、市の政策だと思いますよね。この金額
のつけ方って。だから極論、自己搬入を思い切り高くすれば、多分持ってくる
人は少なくなりますよねっていう話になりますよ。それから、キロ当たりじゃ
なくて、100 キロまでは 800 円だということであれば、10 キロ持ってきても
800 円もらえるわけです。そうすると持っていけませんよね、少ないものは。
そういうような料金体系そのものを変えるっていうのも有りますよね。そうい
った点からまず家庭系について、それから資源ごみだって僕がいつも言ってい
るのは、資源だからと言って無料ってことはないよねって、本当はね。やっぱ
り何でも大量に買って大量リサイクルっていうのはおかしな話で、そもそもご
み減量っていうのが大事だと。だから資源ごみを有料化しているところはそう
いうメッセージですよね。だから、有料化の金額って、市が市民に対するメッ
セージです。原価じゃないですよ。早くそこに行かないと、なかなか細々原価
はこうですって理由をつけたのではなかなか市が思っているような形になりま
せん。でも市民の方にプレッシャーかけ過ぎるのもよくないです。そこのバラ
ンスがあります。可燃ごみはこれぐらいにしといても、やっぱり自己搬入はこ
れぐらいにしておこうとか、そこでグンと差をつけることによって、政策が生
きてきます。そういった観点でいろんなご意見をいただきたいなと思います。
○委員 D

少しだけ戻るかわかりません。
（1）のごみ減量化等の推進ということに関わ
りますけれども、実は富良野市のごみ処理のお仕事をしていたっていう知り合
いがおりまして、話を聞いたところ、富良野はリサイクル率が 90%を超えてい
るそうです。22 品目、かなり細かく分類しているみたいです。富良野市民は自
分たちのごみ処理が非常に高いリサイクル率でスムーズに回っていることで自
負心があるようです。それと、ごみの回収業者さんは異物混入している場合は
ごみステーションに置いていきます。そして袋には町内会によっては名前が書
いてある。電話番号が書いてある町内会もあるということで、要するに町内会
の方がこれは誰々さんのってわかれば電話かけたりして徹底していくことによ
って、異物の混入率が非常に小さくなっているということです。そんな話を聞
きまして、市民に対して、電話番号書くのとか名前を書くのは抵抗感があると
は思いますけれども、逆にそこを厳格にすることによって、北広島市のごみの
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リサイクルなり、ごみに対する市民の意識っていうのはかなり大きく変わって
いくような気もしているので、思い切った政策になってしまいますが、そうい
ったことも検討するべきだと感じました。
○会 長

実際にされているところありますよね。僕が知っているのは、すぐに名前書
けって言わないけれども、ごみ袋に名前を書く欄がある。やるかどうかは別。
まず欄があると。それがまず、変なことしたら名前書かされるなって抑止力に
なっています。だから、そういう名前の書く欄があると、実際書いていないけ
ど、欄があるっていうのは聞いたことあります。

○委員 C

資源ごみは市販の半透明か透明のもので捨ててっていうことになっています
よね。無料ですよね。それによって、資源ごみの量も増えるってことがあるか
もわかりません。資源ごみも有料化にしたらいいって私は思います。減量化に
対する皆さんの意識を高めるためには有料化して、自分たちで払っていくって
いう意識を高めることも大事だと思っています。

○会 長

こういった議論があることが大事だと思います。生ごみに関して、小さな袋
だとか、かつてからインセンティブ、インセンティブって言われて、無料にす
るだとかっていう意見もありましたね。あるいはもう重量で生ごみの方がリッ
トル当たりの高いところも実際はあるわけで、例えば僕の知っている滝川市な
んて、非常に高いじゃないですか。でもこの市民の生ごみの分別率って 90%を
超えています。可燃ごみには何も入っていません。そういう意味で本当はこう
いう言い方もあります。次説明するときに、重量割合でやるともっと高いけれ
ども、インセンティブをつけてくれているので 2 円だという後づけのような、
こういった説明もあるのかなと思います。だからいろんな説明の仕方も次の戦
略に向けて考えたらいいと思います。それから隣の恵庭市さんは可燃ごみが令
和 4 年 4 月から 3 円になります。先ほどもありましたけど、最近改定している
ところは、軒並み 2 円から 3 円ぐらいに上がっている自治体が多いっていうの
が現状です。そういったことも踏まえてもう少しいろんな意見をいただける
と、恵庭市さんは不燃ごみが 4 円ですよね。本当は埋め立てる方が単価安いけ
ど、これはメッセージですよね。できるだけ不燃に入れるなと。これはメッセ
ージです、明らかに。鉄くずはできるだけ鉄くずに出してくれと、小型家電は
小型家電のボックスに入れてくれたら、もうこれぐらいの金額にしていればそ
っちに行く流れになりますよね。それから資源で、特にさっき言ったびん・
缶・ペットボトルに金額をつけているところは恐らくスーパーとかにみんなも
っていくようになります。ルートが変わります。なので、スーパーとかで買物
ついでに持っていくような形になるのが多くなっていきます。今、中にありま
すからね、スーパーで積極的に資源を入れてくださいっていうところがあるじ
ゃないですか。そういうところにみんな持っていくようになります、買物つい
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でに。なので、市の収集の負担は少し軽くなります。ただそれはそういうメッ
セージですよね。だからごみの流れをどうしたいのかっていうことと合わせて
金額は考えなきゃいけないですね。
〇委員 A

生ごみが 8.3 円という赤平とか芦別とかは、重さ単位で値段が増しますよっ
て、そうすると袋ではなくてどういう収集をしているのでしょうか。

〇会 長

ごみ袋で、金額は決まっています。例えば、5 リットルの袋に生ごみを入れ
るときの重量があるじゃないですか。その重量換算で決めています。リットル
だと大体 90％ぐらい水分があるから、大体これぐらいの重さになるから、そう
すると料金でキロ当たりいくらだから、この袋はいくらだねと決まります。そ
れをリッターで割り戻すと、この金額ということになります。ただ、値上げす
るっていうと市民もここにいる方も、なかなかはいとは言えないでしょう。だ
からそこのあたりでどういう感じでやったらもっといいじゃないかって、差の
つけ方っていうかね。今、世の中ダイナミックプライシングって何でも同じ値
段じゃないですよね。時間体によって金額が違うとか、いろいろありますもん
ね。ですから、そういったところにいろんな工夫の違いがあると思います。

○委員 E

先ほどのクリーンセンターへの搬入ですけど、どうも引っかかっています。
やはり私は、処理料を上げていいって思います。ただし、引っ越しする、ご両
親が亡くなられて引き払うとか、何かいろんな理由があると思いますけど、そ
ういう方たちには何か書類とか頂いて、少しは免除ができるようにして、片手
で持ってくるような人にはどんと値上げして、そういう差はつけて、全面的に
値上がりじゃないですよと、そういう個人的に小さな部分は値上げしますけど
もっていう感じで、少し搬入量を少なくする方法をとったほうが、ごみステー
ションで分別をしていただけるのではないかなという気持ちがあります。

○会 長

引っ越しだとか、家のそういった亡くなられた方がいてだとかは、そうした
いですよね。生きているうちにできるだけそういったお掃除をしようとグルー
プで活動されているところもありますよね。

○委員 C

事業系一般廃棄物は折半で 118 円ですよね。今まではそういうことで処理費
用をいろんなことを考慮しながら折半していたのでしょうけれども、本当に折
半しなきゃならないものですか。恵庭市が折半なのかはわかりませんが、200
円以上とっていますよね。事業所には全額負担してもらってもいいかなと、厳
しいかも知れないけどそう思います。

○会 長

折半にしなきゃいけないということではありません。地域振興や市内の中小
事業者の負担等を考慮するという理由です。要するに、商売をこの町でちゃん
とやっていただく、それが地域の経済を回すことになる。それから、市内の中
小事業者さんからそんなに高いごみのお金はもらうのはいかがなものかってい
うような配慮ですね。だから本来は事業系のごみと家庭系のごみって明確に分
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かれていて、家庭系ごみは自治体が処理をし、事業系は事業者が責任を持って
やるってことなので本当は折半ではないです。事業所は自分で処理しなきゃい
けない。配慮があって今折半しているということです。
○委員 C

ボールパーク出来ますよね、あの中にもいっぱいお店が入ると思いますけ
ど、そういった方たちも折半という形になりますか。

○会 長

そうなりますね。

○委員 C

私は個人的に折半しなくてもいいって思いますけども、いろいろあるのでし
ょう。折半しないで、自分のごみは自分で負担したほうがいいのかなって、折
半したからと言ってどれだけの利益があるのかなとも思います。

○会 長

隣のお二方が事業者関係の方ですが、いかがですか。

○委員 F

この雰囲気でちょっと話しにくいですけど、企業、事業経営からは、量的に
もそんなに出てないっていうのもあるし、ボールパークが来ることによって、
この町の経済効果とか、ボールパークの納める税金とかを加味すると、半分ぐ
らいは負担していただけないでしょうか、ということだと私は思います。

○会 長

多くの自治体がそういう考え方です。去年の答申に、事業系のものに関して
は、広域化と処理原価に伴ってかかる部分はしっかりと値上げしていきましょ
う、という大きくはその方向性で答申をしていますので、今回事業系のことは
そういう感じでしょうかね。例えば産業廃棄物なんて、皆さんどう思います
か。産業廃棄物がクリーンセンターに入っていたっていう事実自体があんまり
ぴんとこなかったと思います。ちょっとどんなものが入っているのか事務局か
ら説明をお願いします。

○事務局

産業廃棄物に関しましては、クリーンセンターに入っている主なもので言え
ば、下水道事業から出る汚泥ですとか、動植物性残渣という工場から出る加工
したお肉の破片のようなイメージのものですとか、大体その辺りが量の中では
主なものですけれども、動物の糞尿ですとか、動物の死体ですとか、細かくい
うとまだまだありますけども、量としては汚泥と、動植物性残渣が主なものに
なります。

○会 長

事業系から出る汚泥というのは、全部産廃の区分になるので、そういった形
で入っているとは思います。北広島市さんの場合は、全てじゃなくて結構なも
のが土壌還元されていますよね。堆肥利用されていますので、堆肥利用されて
いないものだとか、ちょっと有形の大きいものだとか、そういったものですよ
ね。それから動植物性残渣は、アクア・バイオマスセンターは産廃処理場じゃ
ないので入れられないと。かつ、近隣でそういった処理場がないので北広島市
さんとして受入れざるを得ないと、そんなような理解でよろしいでしょうか。
あと一方でもう産廃を受入れないって言い切って、そうすれば近くの産廃業者
さんとか民間に流れますから、そこでちゃんと処理費用を払ってもらって、事
13

業者さんと事業者さんでちゃんとやってくださいという方法もありますよ。
○委員 D

今のお話のとおりかなと。この表を見ますと産業廃棄物を市で受け入れてい
るのは、函館、稚内、根室っていう海産物、水産物の自治体がほとんどです。
千歳も意外と、農業、酪農等が盛んなので、例外的に内陸ですけど、ほかは海
水産物のところ、そこ以外はみんな自己搬入産業廃棄物を受入れていませんの
で、北広島が受入れないという選択をとるのも間違いではないと思います。

○会 長

若干調整っていうか、普段持ってきている人たちにアナウンスをしながら、
ある程度処理できる場所を紹介してあげるやり方がありますね。

○事務局

すいません、ちょっと誤解があったらということで補足でしたが、もともと
産業廃棄物の受入れ自体は品目をかなり限定しています。市としては、民間で
処理できるものに関しては受入れず、最後これだけは受けますよっていう形で
ルールとしてしっかり市の告示で決まっておりますので、何でもかんでも受け
ているというわけではありません。

○会 長

ということは、基本的には受入れなくて、これだけは受け入れるっていうス
タンス、今でもそういうスタンスだってことですね。すみません、ちょっと僕
も誤解がありました。ということはここの金額をちょっと上げたり下げたりし
ても全体収支にはそれほど関係ないってことですね。ただ、変えられるとした
ら北広島市の全体の原価計算の中で、妥当な数字で、上げていく、事業系と同
じような考え方で考えるということですね。事業系の自己搬入、産業廃棄物の
自己搬入、それから家庭系の自己搬入に関してもいろいろ意見が出ました。
それから、資源ごみについてもそういった意見がありました。可燃ごみ・不
燃ごみ・生ごみに関しては、いつも委員 C さんがおっしゃるように、早く分別
の中身を決めてくれと。これは可燃か不燃かどっちかっていうので、想像がま
だつかないから、どうなるかっていう気もします。衣類なんか結構かさばるの
で入れるときは結構袋大きくなっちゃいますよね。今、衣類は多分、可燃ごみ
に入る事になっちゃうと思います。だから僕思うのは、今は手数料の見直しだ
けの議論をしているけども、上げたら必ず回避する策を一緒に合わせて提示す
ることが大事です。今でも多分服のリサイクルをやっていると思いますけど
も、もっとそれが促進するような形をとるとか、あるいは雑紙、ミックスペー
パーを集める拠点をもうちょっと増やすだとか、そういったもので協力すれ
ば、上がったとしても協力すれば今と同じぐらいの負担で済みますよだとか、
曜日も変わりますから、週 2 回じゃなくて本当は週 1 回でいいですよと。それ
はごみ袋半分で 1 回出さなくていいからその分ごみ袋いらないですよねと。そ
ういうような形で 1 回何か将来の姿をシミュレーションしてみて、現実的なも
のを出してみてやった方が、今は想像で、考え方や概念だけでやっているの
で、そうなったらわかりやすくないですか。
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○委員 C

家庭系のごみの自己搬入の抑制ですけど、抑制するっていうことは、結局は
受入れるっていうことになるので、受入れないという選択肢もあるのではない
でしょうか。引っ越しごみだとか、それからそういった家の大きな片づけと
か、そういったものに限りますよっていうような言い方をするってことです。
だけどその引っ越しとかって、そこに住人として住んでいたわけですから、そ
のことが事前にわかっていれば、きちっとステーションに出すものを出してい
くと思いますよね。ステーションに出せるものについては、きちっとそういう
習慣が付いていれば。出せないものについては、クリーンセンターに運ぶでし
ょうけど。ですからやっぱり曖昧なことでなくて受入れないということではっ
きりすれば、徹底されていくかなと。厳しいかも知れませんが、そう思います
けどね。

○会 長

どうでしょうね。引越しでもごみステーションに置く方がいいけども、程度
問題かな。ドンって置かれたら、それも結構困りますよね。

○委員 E

私も家を直すために一度引っ越ししました。2 世帯だったものですから、一
応ステーションに出しました。でも、あまりの量で申し訳ないって何日も何日
もかけて出しました。それでももうこれ以上は無理だってクリーンセンターに
搬入しました。引っ越しの場合は事前にわかっていますので、少しずつステー
ションには出しますけど、普通の量ではないですよね。実際に引っ越しするタ
イミングで捨てていこうっていう気持ちの方が多いですから。やはりそういっ
た時には自己搬入ができるなら、皆さんなさると思います。それもストップっ
てなったら、反対に不法投棄が多くなるかなと思うところも正直ありますの
で、やはり引っ越し等の方への対応は少しやわらかく、全てではなく、引っ越
しとか、おうちを整理なさる方とか、そういう方たちは事前に移るとき住民票
とか何かで分かるかなと思いますよ。やっぱりケースバイケースで、今まで住
んでいらしたから、最後に、もう北広島厳しくて来たくないって思われるよう
なやり方ではなく、そこは全部じゃなくやったほうがよろしいかなと思いま
す。

○委員 A

実際、生前整理とか、あるいは遺品整理、家族が亡くなって、家をたたむと
きのことについて、私どもの団体で何年か前に講演会を開きました。そのとき
の資料を見ていますと、4 トン車で、2 台か 3 台ぐらいになるようです。それ
を短い時間に区分けして、ごみステーションに出すっていうのは、かなり難し
い現状があって、それでクリーンセンターに持って行ったりしているのかなと
思います。これから高齢化に伴って、生前整理とか、遺品整理っていうのが増
えてくると思います、引っ越しと同様に。それを今、皆さんお話しされている
とおりごみステーションに出すのは難しいと思います。ただ、その一方で持っ
ていく人たちには基本的に自己負担っていうことも必要だと思いますね。荷物
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持っていない人は別に問題ないですけど、持っているがために、しかもそれは
何とかしてくれっていうのは、これまた、なんていうか、安くしてくれってい
うこともあってね。公平の点からすると、ちょっといかがなものかなと思いま
す。私も難しい問題だなと思って。結論は出ていないですけども。ただ、何年
か前に開いた講演のときに聞いた生前整理、遺品整理の事を考えると、かなり
の量を短い時間に区分けして、ごみステーションに出すっていうのは、かなり
難しいことかなと思いますね。
○会 長

おっしゃる通りですね。リユースショップっていいますか、そういったもの
を自分で持ち込めるようなところっていうのは、札幌まで行かないとないです
か。北広島市内に何件もありますか。

○事務局

札幌市まで行かないとない認識でいます。

〇会 長

売れるところがあるっていうのが 1 番いいと思います。そういったことも含
め総合的にやりながら、札幌市に行けばこういうところでこういうものを引き
取ってもらえますよ、という情報もあれば周知した方がいいのかもしれないで
すね。

○委員 C

大曲に倉庫あって、みんなバッテリーだとか家電製品とか持ち込んでいます
よね。一般の人が持ち込んで売ってきたとかってね。それで私はやっぱり物が
あるとか、ないとかっていうのは個人の問題ですけども、やはり今は早くから
物要らないからって一生懸命整理している人もいます。そういう人もできるだ
けごみに出さないようにして、欲しい人にあげるとかやっていますから。これ
から自分が不要でもまだ使えるものは、交換でもいいし、バザー的なものでも
いいから、自分が必要なくなったものを回して誰かに使ってもらうような、そ
ういう催物っていうか、そういうのもどこかでやっていく必要があるかな。市
が主催ではなくても、どこかの団体で、そういうことをしていくのも必要と思
いますけどね。

○会 長

副会長いかがですか。

○副会長

6 ページの青いグラフですけれど、令和 6 年度にポンと上がりますけれど、7
年度以降はどうなるでしょうか。

○事務局

まだ焼却処理が始まっていないので何とも言えない部分はありますけれど
も、推移ということであれば、7 年度以降も似たような形の推移になると考え
ております。

○会 長

基本的にごみ量が同じであれば固定費は同じなので、基本的に今の予想で
は、ずっと令和 6 年から何年もそのままですね。今ちょうど資料のこちらのペ
ージに行っていただいたので補足いたしますが、収入等のごみ処理経費の割合
が、今までは 25%ぐらいで前後していたものが、このままだと 20%切るぐらい
になりますよっていう状況です。市によって、これが何割かって違います。初
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めから何割って決めているっていうわけじゃなくて、ごみ量を減らすために、
ごみ袋 1 リットル当たり何円かって決めて、それを積算してやって、結果的に
うちは何割っていう感じに決まるものですけれども、札幌も大体 25%ぐらい、
2 割から 25%ぐらいだと記憶しています。それからちょっとした小さな町は大
体 3 割ぐらいになっている町もあります。ただ 5 割とか 6 割いっているところ
はないです。大体これぐらいです。ただ 20%切る予想なので、それは少しどう
なのかなっていう気はしますよ。だから、さっき言ったように取れるところか
ら取って、少しこの財政的な負担を減らしつつ、全体として負担感を減らして
いくっていうような、そんなような金額がうまいこと計算できればいいですけ
どね。
委員 G さんいかがですか。
○委員 G

料金表ですけども、赤い数字が結構目立つので、北広島市の値段も上げてい
く方がいいのかなと思います。

○会 長

最近改定しているところは、軒並みちょっと高めになっているっていうのも
事実ですね。ただ一方で全国的な雰囲気でいきますと、北海道は高いです。リ
ットル当たり 2 円っていうのは北海道だと結構スタンダードですけど、1 円ぐ
らいでも高いって言っているところもあります。だから、そういう状況からす
ると、全国的に比べると、北海道はごみ処理手数料制度を取り入れている自治
体の割合が多いです。それから、リットル当たりの金額も、北海道全体として
はちょっと高めだと比べるとわかります。茨城だとか北関東いくとほとんどま
だ有料化していませんからね。

○委員 C

今回はごみの手数料の見直しについてなんですけども、これは出たごみの手
数料のことですけど、出さない見直しっていうか、ごみを出さない工夫とかも
考えたほうがいいと思います。出すことばかりじゃなくて、出さない工夫が大
事だと思いますよね。

○委員 E

以前も生ごみの袋の件で申し上げたことですけど、どうして小さい袋だった
ら駄目なのかってことが気になります。機械に異物が入って故障したら困るっ
ていうことは分かりますけど、やっぱり主婦同士の話で、いろいろと話が出ま
す。そのときに黄色い袋の中に、小袋入れて出してもいいですって、あれは小
さい袋じゃないかって言われたら、私はちょっと回答に詰まります。市の職員
の人に聞いてみなきゃそれはわからないという感じになります。小さい袋って
どのぐらいですか。握りこぶしぐらいの、３つぐらい入れて、黄色い袋に入れ
て生ごみを出しているっていう感じが多いですけど。私は実際にバイオの施設
を見学していないので、イメージがわかないですけど、それでも引っかかるっ
ていう、もし自分だったらっていうか、奥様方だったら、小さくしてくれるな
ら、もうちょっと協力して生ごみを出したいと思います。でも皆さんが反対に
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引っかかるのは、小さなポリ袋に入れていいのに、黄色の指定袋はこれ以上小
さくできないのかということです。いろんな問題があると思いますけど、私も
どういうふうになっているのかなって、すごい疑問です。
○事務局

袋を破って処理しますけれども、その小さい中に入れている袋自体は、1 枚
であれば、二重とか三重にしない限りは取り除けますけれども、やっぱり外側
の袋自体は処理の問題が出てくるので、小さい袋だとどうしても絡まって駄目
だっていう部分が出てきてしまうっていうのが、機械の性質上あるということ
です。

○会 長

もうちょっとイメージできるように補足ですが、まず破袋をして、そのあと
そのまま発酵槽に入るわけじゃなくて、破袋の次に、粉砕するプロセスがあり
ますよね。破袋が上手く出来ないと、その粉砕プロセスにかからないです。粉
砕プロセスになるとその小さいやつは一緒に砕かれていきすけども、それも本
当は後の行程考えたときに、堆肥になると考えると、それも本当は入れたくな
いのが、実情ですよね。それはちょっと甘んじているということです。そこま
では言えないから、せめて指定袋の破袋のところだけはちゃんと除去したいっ
ていうのが実情なのかなっていう気はしますけど、僕の意見であっています
か。そういうことらしいです。だから最初の破袋のところ、どうでしょう、今
後あの施設がずっと長くなってきて、破袋するところのプロセスを、少しメン
テするだとか、あとは更新をするときに、小さな袋に対応できるものに変えら
れる機会があるのかどうかっていうその辺りはいかがですかね。そちらは施設
の専門とバイオマスセンターの部分ともちょっと話をしてみないと、今のとこ
ろ何とも言えない状況だと思いますが、無限に今の設備を使うわけじゃないで
すよね。出来ないと言うのはいいけど、これだけ意見が出ているから、何とか
やれる方法を考えてみようよっていうのが一方で意見としてあります。施設側
で市民の意見を聞いて変えられるところは変えていこうって。結果的に出来な
くても、そういう検討はしましたっていうのは絶対あった方がいいかなという
気がします。

○事務局

施設自体がもう 10 年たっていますので、そろそろ施設のメンテナンスです
とか、更新の時期が来ております。施設の更新の際には精密な機械の技術的な
部分もありますけど、そのような小さな袋も破袋できるような設備があるかど
うかも確認しながら、今後の更新を検討していくべきだと考えております。

○会 長

やっぱり市民の意見を聞いて、それに答えてくれると市民の皆さんもそれに
応えて、もうちょっと協力しようと思いますからね。ぜひともそういった検討
をしていただければと思います。

○委員 D

生ごみに関しては、現状の手数料より値上げしても構わないのではないか
と。8.3 円まで行くかはどうか、5 円程度っていうような意味合いですけれど
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も。その理由としては、やっぱり生ごみを極力出さないという市民の中に、料
理は少なめにしようとか、その中にできるだけ生ごみを節約して出さないとい
うことで、そして、一般ごみと混ぜて出すようなケースは毅然として駄目で
す、回収しません、っていうような形とセットにして、とにかく生ごみは極力
出さないという意識を植え付けてほしいと思います。そういうメッセージも必
要だろうということです。
○会 長

僕はそういった方向で大賛成ですけども、実際に、新しいごみ処理形態にな
って、週に何回かに分けて出すようになると、恐らく生ごみが週に 2 回出ます
ね。少ない人でも生ごみ週に 1 回は出したくなると思います。ただ、分別して
いる人は、可燃ごみは週 1 回で済む可能性がありますね。不燃ごみなんか 2 か
月に 1 回ぐらいしか出さなくて済むんじゃないでしょうかね、感覚的には。僕
の家の感覚でいくと、不燃ごみはほとんど出ないです。札幌は不燃ごみの日が
1 か月に 1 回しかないですけど、ほとんど出さないです。そうやって考えてい
くと、回数の多いものに関して値上げしちゃうと、どうなのかだとか、むしろ
週 1 回の不燃ごみや資源ごみを上げてもいいじゃないかっていう話も本当はあ
りますよね。だから、ちょっとそこも市の方でいろいろなケースを考えていた
だいて、僕は生ごみが重量ベースでいくと 8.3 円だから、3 円になったとして
も、依然としてインセンティブがあるとは言い切れると思うし、ものは言いよ
うで、いろいろな説明の仕方があると思うので、今やっぱり値上げしていて
も、インセンティブはあると言えると思います。

○委員 C

値上げって何とも言えないですけど、上げてもいいのかなと思います。生ご
みって絶対どの家庭でも出ますよね。だけど、出さない工夫というのも、これ
からやっていく必要があると思います。季節的に秋はすごく出ます。でも例え
ば漬け物の葉っぱも食べるとか、そういうことで極力出さない努力はしていま
す。ですけども、生ごみが問題だったらそれを上げるっていうのも、皆さんで
徹底していけば私もどっちとも言えないです。どっちとも言えないけど、だっ
たら小さな袋を作ると、だから値上げするとか、やっぱりそういうのが何かな
いと、必ず何かやったら回避できるようにするべきです。市民に必ず回避する
ものを、ある程度用意するっていうのはすごく大事だと思いますよね。

○委員 A

赤平とか芦別が生ごみ 8.3 円とのことですが、この市は生ごみを資源化して
いるのでしょうか。

○会 長

生ごみだけのメタン発酵です。赤平、芦別、滝川、砂川もそうですし、深川
もそうですし、歌志内もそうです。滝川、砂川、深川市を中心とする中北空知
地方が焼却炉の広域化に伴って歌志内市にあるシュレッダーダストの産廃業者
の溶融炉に可燃ごみの処理をお願いすることになりました。その溶融炉は、含
水率が高い生ごみは一切受入れられないものでした。かつ、歌志内市の市民も
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他から来るパッカー車がごみ汁たらしてくるのは嫌だと。各市はみんな生ごみ
を分別してくれと。日本で初めて、生ごみだけのメタン発酵施設を入れたのが
この地域になります。だから生ごみを分けたくて分別しているのではなく、分
別せざるを得なくて入れました。なので、市民説明会も半端でないぐらいやり
ました。すごい数です。その代わり、こういう言い方をしました。生ごみを分
別してくださいなんてそんな生やさしい言い方じゃないです。可燃ごみに絶対
生ごみを入れるな、です。そう言っています。だからそういう方法もあります
よ。そういった市民へのメッセージを上手くやるってこともあります。ただ、
北広島市の場合、市民から必ず言われるのは、千歳市の人は分別してないでし
ょうって。だからそこをどう論破するかっていうのはあると思います。でも、
焼却炉に生ごみは入れちゃいけないっていう、可燃ごみに生ごみを入れちゃい
けませんよっていうメッセージもありますよね。
○委員 D

さっき私の言葉足らずだったのかもしれないですけど、生ごみを極力出さな
いっていうことのセットには、コンポストの利用っていうのがありまして、電
気のかからないようなコンポストを、小さいものもありますから、そういうも
のを積極的に利用してってことです。

○委員 C

コンポストを昔使っていた者ですけど、これまた大した問題があります。コ
ンポストの底からネズミが入ってきますよ、土の中から。助成金を市で出して
いたので、うちもしました。近所でたくさん地下からネズミ入ってきて、それ
でもう駄目だと。あと冬はやっぱり駄目です、凍ってしまって。それでほとん
どうちの近所の人やめました。その代わりみんな電動の処理機だとか、それか
ら段ボールとか、そっちへ行きます。やっぱりコンポストは団地が、うちらは
住宅地ですけど、土地があるからいいですけど、土地のない人がどうしようと
いうことで、何かそういう生ごみの処理の仕方がいろいろあるみたいですけ
ど、うちはやめました。今関係ないけど、コンポストのせいか最近キツネが出
てひどいです。

○会 長

段ボール堆肥は、多分、市民団体でいろいろ講習会とかやっていると思いま
す。たまに段ボールうまくいかないけど、どうしたらいいということを言われ
るときがありますよね。やっぱり何でもかんでも堆肥になるわけではないか
ら、なりそうだからといって全部入れちゃ駄目ですよね。油分とか、そういう
苦手なものもあるので、そういうのを入れ過ぎちゃうとやっぱり、虫も沸きま
すし、分解能力が決まっていますからね。だから、皆さん生ごみを分別するか
しないかじゃなくて、コンポスト向きの生ごみと、これはここには向かないの
で分別して出そうだとか、本当はそういうのがあるはずですよね。そういうこ
とも含めて、市民の皆様にいかにごみを出さないで、段ボール堆肥化コンポス
トをうまくやる方法だとか、それから出たものに関してはちゃんと処理費がも
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らえますよっていうことを説明するってことが大事かなと思います。事務局に
いっぱい宿題が出たような気がしますけれども、料金だけじゃなくて、その他
のこともいろいろ考えなきゃいけないですね。大体出ましたか。はい、ありが
とうございます。まだご意見あれば事務局にご連絡していただければと思いま
す。その他事務局から何かございませんか。
○事務局

1 点だけ連絡させていただきます。次回の審議会ですけども、年が明けた 1
月の開催を予定しておりますが、日程につきましては、また後日調整をさせて
いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。以上でございます。

○会 長

はい。ありがとうございました。その他、何かございませんでしょうか。委
員の皆様からよろしいでしょうか。これで第 4 回の審議会を終わりたいと思い
ます。ありがとうございました。

《１９時５０分閉会》
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