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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・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・藤本主任・志村主事 

 

傍聴者：0 名 

 

○事務局  それでは定刻となりましたので、ただいまから第5回目の審議会を開催させ

ていただきたいと思います。議事に入ります前に報告と連絡事項を申し上げま

す。まず本日の審議会ですが、伊東委員、それから竹内委員が遅れて出席する

旨の報告を受けております。委員定数10名のところ、現在は出席者が8名とな

っておりますので、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

いることを報告させていただきます。 

次に連絡事項といたしまして、本日の審議会も議事録作成のために、これま

でと同様に録音を行います。発言される際は会長に発言を求めまして、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いただきま

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。会長よろしくお

願いいたします。 

○会 長  皆さんこんばんは。今年初めてですけど、おめでとうございますはもう遅い

ので、今日もよろしくお願いいたします。コロナ感染が少し増えてきましたの

で、このような形になっていますけども、ご了承ください。本日は1時間ぐら

いを目途に換気をした方がいいということで、休み時間を5分程度取りたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは会議次第に沿って議事を進めてまいりたいと思いますが、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井関

委員と木原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。お

願いいたします。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、この審議会についても原則公開し

たいと思いますけども、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは事

務局から、第2番の議事の（1）第4回審議会の主な意見等に対する市の考え方

について説明をお願いいたします。 

○事務局 

 

     第４回審議会での主な意見等に対する市の考え方について説明 

 

○会 長  ありがとうございます。資料の1.3.4について説明ありましたけれども、何か

ご質問等ありませんでしょうか。 
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○委員A  アンケートは50%ぐらい回答あったようですけど、生ごみの分別をどうして

しないかってはっきり出ていますね。分別するのが面倒だからというのが割合

にして31%ぐらいあります。それと大体割合として54%ぐらいが、タケノコや

トウモロコシの皮だとか、そういうものがあるからということで、普通ごみに

入れているっていうことですけど、毎回卵の殻があっても、1個か2個、タケノ

コとかトウモロコシの皮とかは季節的なものですけども、そういう回答になっ

ています。それとその上に行って、分別して指定ごみに出しているっていうの

が、大体、前は73％が今回71％ですけど、その下に今度は生ごみを分別して指

定ごみ袋で出している、それから普通ごみとして出すことはないって、これ大

体同じような感じがしますけど、ちょっと割合に差があります。これ同じこと

かなと思いますけど、違いますか。 

○事務局  今のご質問の中で、問5について２つの表がありますけれども、問5の設問形

式が複数回答可となっておりまして、ナンバー1からナンバー7まで、項目を複

数選ぶことができるようになっております。上の表は、回答者数508名ですけ

ど、602個の回答がございます。事実としてこの割合で１つの表として正しい

ですけど、分析するに当たっては508人の一人一人の回答をどう表すとわかり

やすいか工夫した中で、真ん中の表を作成しております。これは回答者を508

人にしております。設問に対する回答項目を少し変えている状態になっており

ます。例えば上の「生ごみは分別し指定ごみ袋出している。生ごみを普通ごみ

に出すことはない。」ということは、上の設問でナンバー1を選んでいる。か

つ、ナンバー2は選ばない。という回答が347名に該当しております。1番わか

りやすいところでいくと３つ目の項目「生ごみは分別することもあるが、普通

ごみとして出すこともあり、そのときどきで違う。」こういう人もいるのかな

と思いますけども、これは設問で言うところのナンバー1を選びかつナンバー2

を選んでいるということになりますので、分別し、指定ごみ袋に出すっていう

のに丸をつけつつ、普通ごみとしても出していますよっていうところに丸をつ

けた人、余り人数多くないですけども、こういう人ってその時によって違うよ

っていうことかと思いますので、この17人の回答に内訳を変えているというふ

うになっております。ある種わかりにくいところがちょっとあるかと思います

けども、そういった参考の集計とご理解いただければと思います。 

○会 長  ありがとうございます。一人一人どこにどういう人なのかってことを詳しく

分析して、それを新たにグループ化し直したということですね。自家処理って

いいますか、畑やコンポストを利用した方は約10%ですね。それから、先ほど

の問9の解釈はどうされていますか。結局分別するのが面倒だからですかね。

どう解釈したらよろしいでしょうか。 

○事務局  設問としては複数回答可になりますので、問5の設問で回答項目2を選んだ

方、普通ごみとして出していますよっていう方が、どんな理由ですかというと
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ころに着目したことになっておりますので、113人がどう答えるかということ

になります。分別が面倒だからって書いてある36名、31.9%で多いですけれど

も、卵の殻、貝殻、トウモロコシ、たけのこの皮を生ごみとして出せないから

という一方の見方としては、こんなにごちゃごちゃ例外があるのは嫌だなって

いうような気持ちが表れていると思いますし、一方の見方では、手間かけるな

ら面倒ですよって言い方もできるかもしれないです。手数料が同じだからとい

うのも、手数料は同じだとしても同じなら、分ければいいじゃないかっていう

見方もあるのかなと思います。ただ1個1個選択肢で分けられているので、面倒

だからと1個にやってしまうのも乱暴かなと思うところではあります。 

○委員A  これすごいなと思ったのは、問9のところで、生ごみを分別しても普通ごみと

同じ手数料だからって、この手数料は同じだということは、どこかに書いてあ

って回答したのでしょうか。手数料が同じだから普通ごみに入れるってことだ

と思いますが、手数料が同じだっていうことを、このアンケートのどこかに書

いたものか、それとも回答する人がみんなわかっていたのか、もしわかってい

たとしたら、すごい回答だなと思いました。 

○事務局  設問としてこの項目全部を示してあります。選択式ですから、手数料が同じ

だったらって思った方がナンバー3に丸をつけています。 

○会 長  事前に知っていたかはわからないけれども、選択肢を見て、これだなと思っ

た人がそれを選択しているということですね。ちなみに前回っていつですか。 

○事務局  4年に1回やっておりますので前回が平成29年になります。 

○委員A  資料1で、小さい容量の袋を作ってほしいという希望があると出ていました。

その回答がアクア・バイオマスセンターで検討中ということですけど、小さい

のもいいですけども、あれよりもちょっと大きい袋もあればいいなって思う人

もいますよね、家族の人数にも関係あると思いますけど。それで、冬はいいで

すけど、夏は生ごみだけ臭いが出てくると思います。一つの方法として、少な

いなら、中のポリ袋は1枚はいいわけですから、そういうものを入れて冷凍す

るといいですよね。冷凍して、またそれに足して冷凍して、1週間分って言っ

たら少しになるから。要するに、生ごみの袋を小さくするだけでなくて、大き

い袋が欲しいという人もいるわけですから、１つの工夫として、生ごみを冷凍

して出すというのもアイデアかなと思って、そういうことを市民の説明会の時

でも、皆に話してもらえばいいのかなと思います。 

○会 長  ありがとうございます。１つの出し方の工夫ですよね。前から冷凍して出す

っていうアイデアは出ていますので、引き続き説明会とか、そういう時につけ

加えていただけるといいかと思います。 

次はごみ処理手数料の見直しについてで、先ほど説明ありましたいくつかシ

ミュレーションを行っていますので、これは1、2、3って別々に分けていきま

すね。まず1番の家庭ごみの処理手数料についてよろしくお願いいたします。 
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○事務局 

 

家庭ごみの処理手数料について説明 

 

○会 長  ありがとうございました。資料2の3ページ目まで説明をいただきました。な

かなか見慣れない数字かもわかりませんけれども、まずわからない点、ご意見

等いただきながら少しずつひも解いて議論していきたいと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○委員A  分別するとこんなに金額が違うのかと、いかに分別が大切かということ、こ

れ見ると一目瞭然ですね。感想でした。 

○会 長  事務局さんに確認ですけど、最終回に向けて今回はまず大きな意見として、

手数料を上げる必要があるというようなある種のコンセンサスをとる、あるい

は上げる必要がないというような議論ですよね。その次に上げるものと上げな

いものがあるとするならば、どういったような考え方があるかということで、

この審議会で、例えば今いくつか案がありますよね。全て3円になった場合だ

とか、3円、2円っていうのがあるかと思いますけれども、どれが1番いいかと

かっていうことを選ぶという作業をするわけじゃなく、あくまでも最後の意志

決定は北広島市で行うということなので、これに関するご意見、考え方だと

か、こうしたほうがいい、ああしたほうがいいという意見をできるだけたくさ

ん賜ればいいというふうに私は理解しています。それでよろしいですか。は

い、そういった観点からご意見いただければと思います。 

○委員B  生ごみは2円で据え置く案が整合性あるかもしれないなと感じました。 

○会 長  はい、ありがとうございます。私ちょっとびっくりしたのは、ミックスペー

パーが表の1の2ですと、排出量190ｔ/年ですよね。いろんなとこで集められた

ものだと思いますけど、表2を見ると、普通ごみの中にまだミックスペーパー

として潜在的に眠っているものを入れると。1,240ｔっていう、ちょっと電卓た

たくと6.5倍っていう数字です。ものすごい資源の量がまだ普通ごみの中には眠

っていて、紙って重たいので、結構重量で効いてきます。このあたりが結構び

っくりですけど何か北広島さんでコメントとかありますか。こんなに本当にあ

るのかっていう確認と、それから、生ごみも同様に計算すると2.5倍ぐらいの量

になりますけど、完全にというのは、本当に100%分別したっていう意味なの

かということと、その２つ教えてください。 

○事務局  これは組成分析結果をもとに出したものなので、あくまでも理想値です。生

ごみとして分析はされているけれども、生ごみとして出せない、生ごみっぽい

けれども生ごみとして出せないものも若干入っています。同じようにミックス

ペーパーも全体の15%ほど入っていますけれども、例えば汚れた紙ですとか、

油吸ってぬれたものですとか、そういった紙はミックスペーパーとしては出せ
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ません。そういった部分も入ってきている値になるので、組成分析の結果で計

算した場合はこの値になりますよという理想値だと考えております。 

○会 長  ちなみに、1,240ｔのミックスペーパー集めようとすると、今よりも5倍ぐら

い集めなきゃいけないですけど、資源化する方はいいですけど集積場とかそう

いったところはイメージわきますか。5倍ぐらい集まっても大丈夫だとか、場

所的にどうか、想像出来ますかねっていうのが僕のちょっとした問いです。 

○事務局  今、かなりミックスペーパーが増えてきているので、どのように回収してい

くか、どういった場所に集積するかっていう部分については、これは現在も市

の課題となっているので、いろいろ検討していくべきだと考えております。 

○会 長  値上げするのであれば回避策もっていうところで、例えば生ごみを今よりも

2.5倍集めるためには、もちろん今、委員Bさんがおっしゃっている生ごみの手

数料を下げるっていうのも、もちろんそれはやらなきゃいけないと思いますけ

ど、袋を小さくしてもやれるようにするだとか、今までとはちょっと違った施

策を打っていくだとか、ミックスペーパーを今より6倍集めるのであれば、セ

ットとして今よりも拠点をかなり増やしましたとか、スーパーとかでも集める

ようにしますだとか、いろいろ市民に対してもっと出しやすいような環境を一

緒にセットしないと、完全に分別された場合って言うけども、出す側の効用っ

ていうか、お得感っていうか、協力したいなって思うような、値上げもやむな

しだなっていうような感覚になるよう工夫しないと、なかなか値上げをします

って言っても、回避策と一緒に示されないと、と思います。今後検討していた

だければなと思いました。 

○委員C  前回もお話しさせていただいたかと思いますが、ごみステーションの見回り

をしたりすると、ピンクの袋の中にいっぱいティッシュとか、ティッシュの箱

とかお菓子の箱とか分別できるものが、一緒くたになっているご家庭のごみが

いまだに多いです。そこを徹底して普通ごみに混ざっている資源になるものを

減らしていかなきゃいけないなと思いますが、その周知っていうのが町内会で

もなかなか出来ないのが現状で、特に市なんて大きい全体像ですから、いくら

広報とかで周知してもなかなか難しいかと思います。でもやっぱりやっていか

なければならないことだと思います。1番お願いしたいのがミックスペーパー

で、あれをしてなかった時には、ピンクのごみ袋2人なのに20Ｌの袋がいっぱ

い出ていました。個人的なことですけど、アレルギー持ちなのでティッシュを

いっぱい使います。そしたらもうほんとに、ひどいときは1箱1日で使ったりし

てすごい量、それがミックスペーパーを使うことによって、今は５Lなんてか

わいいピンクの袋が1週間に1回は出ないです。それが2回目に捨てようかなと

思いますけど、それもたまらないぐらい少なくなって、それほど紙類が多いの

が改めてわかりました。町内会でも役員会とかそういうところでも訴えますけ

ど、拠点が問題です。西の里は1か所しかないです。お年寄りは難しい。若い
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人も車がないと抱えて冬場は絶対持って行けないので、第1の目標は拠点を増

やしていただきたい。ステーションで集められるのかどうなのか、紙袋なの

で、雨とか当たったらまず難しいというのは現実分かります。でもいろんな町

内会で集会場、あとはうちの町内会はちょっと大きな町内会ですけど、資源回

収するために、物置みたいのを数か所に設置しています。そういうところを利

用して回収するとか、町内会でもいろいろなところがあるかと思いますけど

も、ともかく拠点を増やしていただきたいなっていうお願いです。 

○委員A  卵の殻とか貝殻とかこれは今後可燃ごみになりますよね。ということは、分

別で今まで普通ごみに入れていたのが可燃ごみになったら、生ごみとして、き

ちっと分別できると思います。資料を見ると先ほど委員Bさんが言ったよう

に、可燃と不燃は3円ぐらいで、生ごみは2円でいいのかなって、生ごみは大体

24.3%ぐらいは自分で生ごみの減量できますよね、堆肥化とかコンポストとか

いろいろと自分で生ごみは出さない工夫をできると思います。調理の仕方も、

皮剥かないで食べるとか、そういう努力も生ごみでできると思うので、1円ぐ

らい手数料を安くした方が、差をつけた方がいいのかなと思います。 

○会 長  差をつける話と、今一度有料化したときに、家庭の生ごみのコンポストだと

か、段ボールコンポストだとか、そういった家庭での生ごみの減量策に力を入

れるだとかも必要かもしれません。現状で北広島市の皆さんって、自家処理っ

てどういう状況ですか。 

○委員D  自家処理して、畑の土になる。それによって、非常にすぐれた野菜ができる

ということが、会員の間で広まっていまして、単にごみを減らすというだけで

はなくて、健康にもつながってきます。 

○会 長  なるほど、それをもうちょっとPRしてもらって、生ごみが実は自分たちの

体、健康とも密接に関わっているっていうことをもう少し強調して伝えるよう

にしてもらいたいなと思いますね。我々のグループで、生ごみの堆肥の講座、

北広島もやっていますし、札幌でもやっていますよね。かつては生ごみ堆肥教

室みたいな、そういう名前でしたけども、今そういう名前じゃないですよね。

家庭菜園の教室ですよ。簡単に言うと。家庭菜園のときに、生ごみ段ボール堆

肥の堆肥を使いましょうという話で、目的が生ごみ堆肥を作ることじゃなく

て、生ごみ堆肥を使った家庭菜園をしようと、おいしい野菜を作ろうというの

が大きな目的になっています。そういう形にして、手を変え品を変え継続的に

やっていくことが大事かなと思いました。 

その他いかがでしょうか。全て2円を維持すべきだという方はいらっしゃい

ますか。これはまた後で、資料6ページ目で全体の処理経費と手数料の収入と

推計がありますので、またそのときに戻って議論していただければと思いま

す。値上げというと委員の皆様は、いろいろ話も聞いているし、値上げはそう

かなって言われたら、そうかなって思うかもしれませんけども、いかがでしょ
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うかね。一般市民の目線に立って、何かちゃんと説明してもらわないといけな

いですだとか、こういったことに留意すべきではっていう、そういった視点か

らご意見とかありますか。委員Eさんいかがですか。 

○委員E  委員Dさんの話にもあったように、目的をおいしい野菜を作ろうとか、変える

ことがすごく大事だと思います。マクドナルドのフライドポテトも買えない、

環境問題とかがあるから、自分で野菜を作ると、買えなくなったときに、食べ

るものがあるっていうのを訴えるのは大事で、トンガの噴火の影響で冷夏が予

想されているから、前にあった米不足騒動になるかもっていうニュースも流れ

ていますし、何かそういったところで目的を考えるのが大事かなって思います

ので、そういう意味では、今回もし改定するのであれば、意図、なぜだってい

うところも含めて、回避策もただ減らすだけじゃなくて、もうちょっと上位の

目的をアピールしながら言ってあげるのは大事かなと思います。 

○委員D  生ごみだけに限らず、他のごみについてもなんですけども、基本的に地球温

暖化とか、SDGsの考え方っていうことを前提とせざるを得ない時代を迎えて

いるのではないかと思います。それはどういうことかというと、物をたくさん

消費することに伴って、ごみがたくさん出てくることは自明の理ですね。そし

たら物をどうやって大事に使うかと、あるいはリサイクルして、長持ちして、

ごみを減らす方に、ごみを減らしましょうだけではなかなか訴えられない、訴

えきれないのではないか、次の世代の人たちのために、温暖化ってものすごい

問題になっております。どうやって食い止めるかっていうことが、言ってみれ

ば、これからの世代の人たちの将来を考える上で避けて通れない問題なので、

ごみを減らすっていうこと、そのごみを減らすためにはある程度手数料が上が

ってもやむを得ないだろう。背景にあることは、やはり次の世代も考えて、対

策を打っていきましょうと訴えることも大事ではないかと思いますよ。 

○会 長  市民説明会の時にはどういう戦略でいくか、パンフレットの作り方とか、説

明の仕方とかすごく大事だと思います。 

○委員A  ごみを出さない工夫もあると思うけど、ごみはその人その人の意識が一番大

事です。一生懸命ごみにこだわって分別する人もいれば、どうでもいいやって

いう人もいます。だから市民の意識を改革することが大事かなと思います。衣

類だとかはもう必要なもの以外は買わないとか、交換とか、リサイクルだとか

あると思いますけども、自分で工夫してできるのはやっぱり生ごみが一番しや

すいのかなって。だから1円安くしてみんな頑張ってもらおうと思っていまし

た。 

〇会 長  ありがとうございます。委員Fさんの意見を聞きたかったです。 

○委員F  意見っていうことでもないですけれども、私はこういう会議に出ていて、ご

みの問題を理解出来ていますけれども、一般市民っていうのは広報見る人とか

は分かると思いますが、知り合いにも、ピンクの袋に生ごみを入れている人も
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いるし、それはやっぱり黄色い袋に入れたほうがいいよとか、今の北広島の情

勢っていうか、情報とかも教えて、生ごみがこれまで10年間分別することにな

っているのに、そうなのっていう話とかもあるので、一般市民の末端に、どの

ように届けられるのか、どのように訴えていけば隅々まで知っていただけるの

か。北広島のクリーンセンターのこととか、どうしたらいいのかなって、私と

しても全然わからないですけれども、そこが問題なのかなって思います。 

○会 長  今聞きながら思ったけども、やっぱりアクア・バイオマスセンターに行った

後に、もちろんエネルギーにもなるし、そのあとに肥料として使われていて、

結局巡り巡ってスーパーに並んでいる野菜の費用とかになっているわけで、そ

ういったところ、だから分別していますって、誰でも目がつくところに貼ると

か、何かそんなような工夫、スーパーとか、そういうところと、食品ロスを減

らすキャンペーン。それから、どうしても出ちゃったものに関しては、分別し

てまた次の野菜のために肥料にしましょうとか、そんなような、わかりやすい

ものをあっちこっちで宣伝して、生ごみの減量と分別を訴える、あと、紙もそ

ういったキャンペーンだとかをやりながら今回、埋立てをやめて千歳市で焼却

する、あそこで燃やすと、そこまで運んでいく費用が新たにかかるので、これ

とこれは値上げしますよとか、そういうストーリー、その上位の目的としては

SDGsだとか、地球の温暖化だとか、健康だとか、おいしい野菜を食べるだと

か、栄養素の高いものを食べるだとか、あるいは自分で作ることの楽しみだと

か、BCP対策までいかないですけども、何かそういったようなものまで、せっ

かくこういった自然豊かなところで、各家、お庭のあるところとないところが

あるかと思いますけれども、そういった地の利を生かして、できることをやっ

ていきましょうというメッセージと一緒に値上げとかを話していくと理解は得

られやすいのかなと今の話を聞いていて思いました。概ね後からまとめますけ

れども、何となく生ごみを2円にして、他のものを3円とするのはやむなしだな

というのが大勢の意見としては、一応ありますということで、今のところはま

とめたいと思います。別にどれを選ぶってわけじゃないけどそういう意見が多

かったということになります。また後で戻っても構わないと思いますので、次

よろしいですか。次、事業系に行きますけども、今お約束の時間なのでいかが

でしょうか。5分休んで7時からにしましょうか。その間換気しましょうか。 

 

     換気休憩 

 

〇会 長  再開したいと思います。次、2番目の事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の処

理手数料についてです。ご説明よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 
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     事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の処理手数料について説明 

 

○会 長  予測もありながらの値にはなりますけれども、表3の2ですね。原価計算で１

分の１の市負担というのが原価ということになります。産廃は原価、今までの

考え方を踏襲すると、これぐらいの金額でありますということで、産廃からい

くと237円が413円ぐらいになっちゃいますよと。産廃は基本的に先ほども意見

がありましたように、できるだけ来ないようにしますので、ここは困ることは

ないと思いますけど、問題は事業系のものでして、ちょっと確認ですけどね、

今、事業系のものは、何て言いましょうか区分によって金額が違いますよね、

今、事業系ごみはどういう区分で手数料を取っていますか。 

○事務局  事業系については、可燃ごみ、不燃ごみといった区分ではなく、事業系一般

廃棄物と生ごみという２つの区分に分けた手数料になっています。 

○会 長  ということで、今説明にあったように、事業系で数字がちょっと合わせた場

合っていうのが計算してあるけども、これはいわゆる可燃、不燃、埋立て、枝

木、トータルで重量を出して、それでそこにかかるだろう金額を割ったものな

ので、何でしょうか将来的に、事業系ごみを可燃ごみ、不燃ごみっていうふう

にして分けて、料金設定して集めるのか、あるいは一緒くただと聞こえが悪い

ですけども、どれも一律190円っていう考え方もありますよね、というイメー

ジでいてくれたらいいです。じゃあ、今、僕の言ったような本当に原価計算で

こうやってやりながら、将来的に、事業系ごみを可燃ごみ、不燃ごみ、埋立ご

みとして分けて、徴収するのかっていうのは、これはまだ決定事項ではなく

て、あくまでも参考までに組成ごとに出したというそういう理解でいいです

か。この辺の背景をちょっと教えていただけると思います。 

○事務局  はい、会長がおっしゃったとおり、資料として、それぞれ分けた場合につい

ても参考として算出しているという形としております。 

○会 長  ですので、今118円のものが、いろいろ金額は単価で出したらあるけれど

も、190円だとか、あるいは、202円とか、そんなような、2分の1の場合、そん

なような金額ぐらいまでのレベルに上がるって考えてよろしいでしょうか。 

○事務局  はい、おっしゃるとおりです。 

○会 長  資料はこういうふうに見るそうですので、ご意見いただきましたら幸いで

す。いかがでしょうか。 

○委員D  違うことで恐縮ですけども、事業系から出る生ごみのインセンティブを付け

るということで、前回安く抑えましたよね。それが例えば2分の1負担だと、86

円が263円に上がるわけですよね。そうすると生ごみを分別する意識はどうな

りますかね。 

○事務局  これはあくまでも計算して出したものという形なので、生ごみをこの金額に
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設定するということではありません。政策的に、生ごみにインセンティブをつ

けるとかそういった部分は別途検討していく事項だと思いますので、あくまで

もこれはコスト計算した場合、こういった負担になりますという参考資料とし

てとらえていただければと思います。 

○会 長  施策としては生ごみ料金据置きもありうる話だとは思いますが、適正な料金

ではなかなか難しいと感じます。全体的には可燃、不燃、埋立抱き合わせた場

合と、下に生ごみを合わせた場合というのが参考では載っていますけれども、

118円を190円ぐらいまでにして、生ごみはもうちょっと安い値段にしてやろう

かという、そういったご意見があれば、許す範囲の中で、市としてはまたご協

力を考慮していただくというような形ですので、今の委員Dさんのお話からす

ると、前の値上げのときの経緯もあったように生ごみの分別を促進するってい

うことであれば、インセンティブが必要じゃないかというイメージですね。一

方で札幌市は分別すると2割引かな、例えば一律で202円かかりますよと、生ご

みを分別してくれたら、生ごみ分は160円で2割引にしますよ、ってやると86円

よりは高くなるけれども、全体的に値上がりする中で、生ごみにはインセンテ

ィブがあるっていうようなそんなやり方もないわけではないです。ちょっとこ

のシミュレーションじゃないですけども、こういった工夫もあるのかなってい

う気はしますね。あんまり生ごみだけ安くしてしまうと今度は確かにインセン

ティブありますけれども、減らすだとか、そういったインセンティブが少なく

なってくるし、やっぱり処理にお金がかかるので、財政的な面も考えるとあん

まり安くするのも出来ないって考えると割引制度っていいますか、基本的には

こんなにかかるというところから割引というようなやり方もあるのかなと思っ

て資料拝見しました。事業者の皆さんいかがでしょうか。まず委員Gさんいか

がでしょうか。 

○委員G  事業系の立場として出席していますけど、実際何て言ったらいいか、例えば

生ごみとかは、事業系に関しては収集業者が持っていきます。うちの会社は鉄

を扱っている会社なので、そんなに生ごみは出ないですけれども、飲食店とか

の生ごみっていうのは多分大量に出るのかなと思いますけど、分別っていうの

は、業種、業種でやられているということですかね。ということは、うちの会

社でいくと産業廃棄物に関しては、実際専門業者に出しているっていうのがほ

とんどで、あとは、普通ごみと言われるものをミックスペーパーも含めて段ボ

ールとかペットボトルとかは出しているけども、そこら辺のごみ収集業者って

このように細かく分けてできるかって質問です。 

○事務局  一般的に委員Gさんがおっしゃったように、市で許可している事業系ごみの

収集許可業者が3社ありますけれども、そこの業者に分別した状態で出してい

ただいています。施策として事業系ごみの分別状況、例えば生ごみが悪いです

とかミックスペーパーが悪いというところについては、直接指導をするといっ
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た施策に基本的にはなってきます。特に事業系の生ごみについては、新規で許

可業者が集めて入れるという形になると必ず展開検査、アクア・バイオマスセ

ンターで、生ごみの袋を破って中に異物が入ってないか確認して、もし分別状

況が悪いようであれば、そこの業者に指導する方法をとっております。各事業

者でそういった指導をもとに、さらに分別していただくという形なので、それ

は許可業者が分けるというよりも、事業者ごとに分けて許可業者に依頼してい

ただくようになっているのが一般的な分別の方法となっております。 

○委員G  それともう１つ、表3の2を見ると、事業系でいくと可燃・不燃・埋立を合わ

せた場合と、生ごみを合わせた場合って書いていますけど、そうすると分ける

よりは安く感じちゃいますけど、ミックスしたほうが安いという意味ですか。 

○事務局  合わせたほうが安いというよりも、各ごみの量が全然違いまして、可燃ごみ

の量が圧倒的に多いので、平均すると、量が多いところの料金の影響を大きく

受けるということです。値段自体が変わっているわけではなくて、合わせたら

190円になるけれども、可燃ごみは圧倒的に4,121トンで多いので、この平均で

一番安い可燃ごみの影響が大きく出て安くなるっていうようなイメージです。

可燃ごみは圧倒的に全体のごみの量から見ると、4,679トンのうち可燃ごみが

4,121トンなので、それぞれ分別して出した場合でも、当然単価はばらばらにな

るのですけれども、要するに、ごみの量が多い可燃ごみの影響を金額としては

大きく受けているので、混ぜた場合安くなるとか、別々に出した場合高くなる

という形の表ではないです。ちょっとわかりづらい説明で申し訳ないです。 

○会 長  まず計算の仕方として、今までは普通ごみ、生ごみの区分しかなかった。普

通ごみは埋立て、生ごみはアクア・バイオマスセンターに行く。それぞれ原価

計算しようと思ったらその2区分で原価計算をしていました。それが今までの

世界ですよね。だから118円と86円しかないというのが今までの世界ですよ

ね。この計算の意味は、これから可燃ごみは、直接焼却炉に行きます。一部、

今の処分場のところを経由しながら、家庭ごみと一緒に行くものもひょっとし

たらあるかもわかんないけども基本的にはそのままいく。不燃ごみと埋立ごみ

に関しては埋立てに行く。枝木はどこに行きますか。 

○事務局  枝木はクリーンセンターです。 

○事務局  枝木は一旦クリーンセンターに搬入されて、リサイクルで処理されます。 

〇会 長  処理費用が入っているわけですね。生ごみは今までどおり、アクア・バイオ

マスセンターに行く。資源ごみはほとんどないのでちょっと省きますけれど

も、それぞれの単価計算をしたら、下のように、1分の1のところを読みますけ

ども、これからは可燃ごみだと361円相当原価がかかりそうだ。不燃ごみ、埋

立ごみに関しては、それぞれやると563円と413円ぐらいトン当たりかかりそう

だと、枝木に関しては421円かかりそうですし、生ごみに関しては525円、これ

が今と処理方法変わりませんのでかかりますというような計算が出ましたとい



13 

 

うことです。ですから例えば今後、北広島市さんが、可燃ごみと、それから不

燃ごみ、埋立ごみ・あるいは枝木っていうジャンルのもの、いわゆるクリーン

センターに運ぶものと、それから生ごみっていうような、例えば3区分、にな

るとするとどういう料金体系になるかだとか、あるいは、可燃ごみと不燃ご

み・埋立ごみ・枝木ぐらいはもう全部同じ料金体系でやりましょう。混ぜたら

とかじゃなくてそういう料金体系にしましょうってことで、だからどういう枠

組みで集めて、受け取ってお金をいただくかっていうところです。だから、こ

この数字を見だしちゃうと、いろいろありますけれども、基本的に2分の1負担

というふうに今までどおりで考えたとすると、平均的には190円、今までの区

分でいくと、例えば普通ごみと生ごみですから、普通ごみに相当するものが、

可燃・不燃・埋立・枝木を合わせた場合みたいな感じになるわけですよ。とす

ると、今まで118円だったものが大体190円ぐらい相当に、今までと同じような

出し方にするとなりますよと、こういうふうに解釈していただけるといいのか

なと思います。 

○委員G  はい、わかりました。ちょっと読み違いがありました。 

○会 長  事業やる方にとってはかなりのインパクトですよね。118円から190円になる

って結構インパクトがあるので、その辺ちょっと危惧しなくはないですけれど

も、委員Hさんいかがでしょうか。 

○委員H  今、何でも値段上がっているので、上げても致し方ないと。うちの会社で言

ったら、エクセル三和さんにいろいろ相談しながらどうやって捨てていくかや

っているので、他の会社さんもそういう意味で、分別をある程度やられている

と思います。 

○会 長  その他にご意見いかがでしょうか。生ごみに関しては引き続き何かのインセ

ンティブがあった方がいいじゃないかということと、少なくとも何となく、可

燃ごみっていうカテゴリー、それから不燃・埋立ごみっていうクリーンセンタ

ーに持っていくもの、事業者さんにとっては大きく今度は３つのルートになる

かと思いますので、その３つのルートをわかりやすく、ちゃんと説明して、説

明のつく料金体系にしていただければいいかなと思います。それから今回資料

なくて、前回の資料をお持ちの方はフォローできると思いますけれども、例え

ばこの190円とか202円、あるいはその上で180円から1番大きいもので282円と

いう幅のある単価っていうのは、周辺自治体の事業系のごみと比べて金額の比

較といった点では、どういった位置づけになりますか。 

○事務局  他の自治体では、可燃・不燃・埋立てだけですとかそういった形で細かく分

けているところは、実際は少ないですけれども、近隣で見ますと、札幌市が可

燃・不燃200円の資源130円で、江別市が可燃・不燃150円、千歳市が可燃不燃

180円、石狩市は今北広島市よりちょっと高いくらいで120円、恵庭市は可燃

128円、不燃231円ということなので、大体同じような額、もしくはやや高くな



14 

 

るかなというぐらいの印象です。 

○会 長  今までの118円っていう、いわゆる圧倒的に安くなっているところからはか

なり改善されるって考えてよろしいですね。じゃあ次にいきたいと思います。

④のごみ処理経費と手数料収入の推計についてお願いいたします。 

○事務局 

 

     ごみ処理経費と手数料収入の推計について説明 

 

○会 長  ありがとうございます。2点だけ確かめさせてください。この①②③の計算

で③は、生ごみ手数料据置きっていうのは、家庭系も事業系も据え置いたって

ことですか。 

○事務局  そうです。家庭系も事業系も生ごみを据え置いた場合という形の試算になっ

ています。 

○会 長  それから2点目は、先ほどの完全に分別したら安くなるって話がありました

けれども、これはあくまでもその計算ではなくて、今の程度の分別の金額だっ

てことでよろしいですか。 

○事務局  現在の推計値を示したものですので、会長がおっしゃったとおりです。 

○委員A  計算のやり方ですけども、それはこれから可能性があるかないかわからない

わけで、やはり現在の状況での経費を考えたらいいのかなと思います。私は生

ごみを据え置いてという方法が一番いいのかなと。現在でやっぱり見るべきだ

と思います。 

○委員B  ③は25%っていう予測ですけれども、事業系の生ごみが86円据え置きって、

他が118円から190円に上がるということで、そのバランスから行くと若干の値

上げも致し方ないのかなと、25%よりもちょっと上がるような手数料割合で行

くのがいいのかなと感じました。 

○会 長  何とかあれですね、16%ではなくて今と同じぐらいのレベルを手数料で占め

た方がいいのではないでしょうかっていうご意見だと思います。 

○委員D  アクア・バイオマスセンターのキャパシティですけれども、徹底的に生ごみ

を事業系、家庭系とも分別してアクア・バイオマスセンターに持っていっても

キャパシティとしては問題ないのでしょうか。 

○事務局  はい、今のところ問題はないです。ただ、今後その部分について、どこまで

増えるかっていう部分もあるので、そこの部分は協議するようにはなりますけ

れども、現状としては問題ないキャパシティになっております。ただ相対的に

異物が増えてくるっていう問題はあります。 

○会 長  あと、個人的な意見かもしれませんけども、アクア・バイオマスセンターで

重油の節約が出来ているっていうことは、もし生ごみを入れてなかったらこれ

だけの金額が汚泥の乾燥にかかるってことです。実を言うと、そうするとやっ
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ぱり上下水道料金を皆さんお支払いしているわけで、ごみの金額とは別のそっ

ちがどんどん値上げしていきますよね。生ごみを分別するってことは、確かに

処理料金は少し高くなっているかもしれませんけども、下水処理料金の値上げ

に歯止めがかかっているっていいますか、そっちの節約も出来ているって考え

ることができるので、何かそんなような情報提供の仕方もあるのかなっていう

気もしました。皆さんが下水料金を節約するためにも、生ごみを分別した方が

いいし、いい堆肥ができればそれが売れて、それが下水処理料金に全部はね返

ってくるみたいなイメージです。 

○委員D  比較で札幌はどういうふうに汚泥を処理しているのでしょうか。 

○会 長  札幌市は以前、札幌コンポストってやっていました。下水汚泥のコンポスト

処理。ただ、古くなっちゃって、施設整備の更新が出来なくなってしまって、

今汚泥は全部焼却です。重油を使っているって思われていますけども、意外と

そこはそんなに使ってなくて、彼らが言うには汚泥を使った熱回収で、その汚

泥を乾燥させながら燃やしているっていう言い方をしています。規模が大きい

ので、そんなに燃やさなくても実は焼却の場合は出来てきているみたいですけ

ど、窒素リンとかの再利用だとか、あるいは燃やし方によってはN2Ｏのガスが

結構出て、それも地球温暖化に影響及ぼすって言われていまして、やっぱり世

の中の情勢では、汚泥焼却ってどうなのかなと言われていますね。 

○委員B  重油量の節減っていうような、あるいは下水処理料金の抑制ということにつ

ながるということもありますけれども、あしるのめぐみっていう、肥料になり

まして、1袋100円で、うちでも今年去年買いました。ホームページに載ってい

ますけれども8,644袋売れたということなので、生ごみがそういう循環にも回っ

ているっていうことをアピール、PRしてほしいと思います。 

○会 長  やってみないとわかりませんけども、広域化が始まった後に、実際にかかっ

た経費と、手数料収入がどうだったかっていうこともちゃんとこれから評価し

ながら推移を見守っていくということが重要だと思います。分別が進むと、焼

却の負担金が少しずつ、多くは減っていきませんけど、固定費があるのでその

ままには減りませんけれども、節約効果っていうのも今後市民の皆様にお知ら

せしながら、ごみの減量でいかに経費が安くなることに寄与しているのかって

ことも含めて何か示したらいいですよね。その他、意見いかがでしょうか。よ

ろしいでしょうか。この辺が先ほどの2円で据え置いてしまうと駄目なので、

やっぱり値上げも必要だねっていうところの根拠資料、エビデンスだとは思い

ます。ご理解いただきましたでしょうか。はい、ありがとうございます。その

他ということで、何かございますか。 

私から、資料3の家庭系ごみの自己搬入料金比較について、皆さんにご意見

いただけたらと思うのですが、あるいは粗大ごみの料金比較も出ていますけど

も、前回少し話題になりましたよね。家庭系ごみの自己搬入料金で北広島市は
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80円で、千歳市もちょっと安いですね。栗山町80円ですけれども、100キロ単

位で計量するために、ちょっと持っていっても800円取られる。それから札

幌・江別・恵庭・石狩は軒並み北広島よりも高いということになっていまし

て、この辺いかがでしょうかね。引っ越しごみだとか、どうしてもっていう、

あとは生前整理みたいな、そういったものに関してはやむを得ない部分はある

けども、やっぱり本来ステーションに出すようなものを自己搬入に持ってくる

ものはどうするべきなのかという前回の意見だったと思います。そういった点

で恵庭市の状況を聞きたいですけど、事務局さん、袋に入る大きさの可燃ごみ

搬入不可っていうのは、それはそういう意味ですかね。 

○事務局  はい、そういうことです。要するに、今クリーンセンターに持ち込まれてい

るような、ちょこちょこっとしたごみは持ち込まれないようにということで、

防止策になっております。 

○会 長  非常に参考になるなと思っていまして。例えば1回ぐらいは、間違って持っ

てきちゃったから許すけど次回は駄目ですよっていうぐらいの感覚でやるの

か、もっと厳しく、もう絶対持ってくるな、一番初めから駄目だっていうかは

別として、何かこういった配慮があるといいのかなと思いました。でもそれに

しても安いね。この辺の金額の料金改定はされる予定ですか。 

○事務局  こちらも当然自己搬入自体が非常に増えている状態なので、検討している状

態ではあります。 

○会 長  家庭ごみとか事業系ごみの値上げとともにこちらもある意味、整合性のとれ

た適切な数値になっていくということと、それでもやっぱり大量に出さざるを

得ない人たちのことも鑑みながら、そっちを緩くするのではなくて、厳しくす

る方をちゃんと言うってことですね。袋に入る大きさの可燃ごみは搬入不可み

たいなものをつけて、検討していただくといいかなと思います。粗大ごみはど

うされますか。 

○事務局  粗大ごみも含めて検討いたします。 

○委員A  家庭系の自己搬入は高くすると、きちっと守ってステーションに出すと思い

ます。だから80円なんてとても安いから、うんと値上げして良いと思います。

それから粗大ごみもやっぱり安いですよ。もうちょっと高くした方がいいと思

います。 

〇会 長  粗大ごみはどっちかっていうとリユースにも出してほしいですし、あとリサ

イクルショップやリユースショップに売るっていう選択肢が最近ありますの

で、そちらも合わせて広めていくってことだと思います。ありがとうございま

す。ちょっと追加的に議論してしまってすみませんでした。 

○副会長  まとめて言いたいことがあります。家庭系ごみ、2円から3円、これってパー

セントに直すと50%で、丁寧な説明が必要だなと思います。金額にすると安い

ですけれど、50%というと、かなり丁寧な説明が必要だと思います。それか
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ら、広域が始まる場合、市によって分別が違う事態が起こると思いますけれ

ど、なぜ北広島は分別が違うのかってところで、ここも生ごみのインセンティ

ブをつけたほうがいいのかなと、分別するならなぜ価格が違うのか、他の自治

体との価格が違うのかってところも丁寧な説明が必要だと思います。最後です

けれど、今、世界的にインフレ圧力が高まっていまして、今回、前回の料金の

値上げのときよりも、今回の審議会の方がより詳細な原価計算の資料が出てき

まして、すごいなと思いました。ただ、さらに今後3年ごとに見直すに当たっ

て、詳細なコストということで、原価計算がさらに必要だなと感じていまし

た。市全体で資産の償却っていう数字が抜けているものですから、減価償却で

すね。ここのところを環境課だけではなくて全市にわたるけれど、ここで言う

べきかどうかわかんないですけれども、そういう取組が必要だと思いました。 

○会 長  2円から3円と金額は小さいけれども、1.5倍っていうことに関してしっかりと

した説明が必要ということと、今回上がる経緯とか、他の市町村とのやり方の

違いについても歴史的な経緯もあるだろうし、これから北広島市が目指す方向

というのもあると思うので、そういったところの説明をしていただきたいとい

うこと。最後の話は実を言うとごみ処理に関して昔は減価償却とかストックマ

ネジメント一切入ってない会計をやっていて、今は環境省に届けるのは全部そ

れも入っていますよね。ですから、ちょっと鈴木先生にもそういったデータも

一度見ていただいて、どこまで審議会で議論するかどうかも含めて相談された

らいいかと思います。今そういった資産償却の話が全部ごみの世界も入ってき

ていますので、全国ちょっと凸凹ありますけど、統一的に各市町村の経費を比

べられるようなシステムになっています。 

○委員B  直接今日の議論とはちょっと違う視点でお話ししてもよろしいでしょうか。

知り合いに富良野市の市役所の職員をした方がいらっしゃって、その方を経由

して富良野市の今のごみのリサイクルに関して詳しい方のお話を聞く機会があ

りまして、富良野市の状況を視察するようなことを、市役所の職員の方で検討

されるということもあっていいのかなと。リサイクル率が一説にはもう90%を

超えているというような状況もあって相当良好なようです。 

○委員A  分別とかをきちっと市民に周知していくことが大事だと思います。どんどん

分別とかマナーとか、そういう啓発を進めていった方がいいと思います。 

○委員C  今回の話とちょっと違うけど、この前の1月10日道新の朝刊に前々から話され

ていた海洋汚染の件のプラスチック、前も私ちらっとこういう話、テレビとか

で見ていたけども、今回政府が2022年度から家庭から出るプラスチックごみを

一括して回収する経費の一部を地方交付税でというのを読みました。北広島

は、今後どうしていくのか。おもちゃとか、ごみの中にいっぱい入っていま

す。プラスチック類、バケツにしても何しても、こういうのがきちんと分別さ

れるといいなっていう希望があるので、今後こういうことも検討していただけ
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ればうれしいなと思いますので、一言申し上げたかったかなと思います。 

○事務局  今おっしゃったとおり、プラスチックに関しましては、新しいプラスチック

資源循環促進法という法律が出来まして、自治体でもプラスチック製品を集め

ましょうとなりまして、これから国の説明会などもありますので、その辺で詳

細がわかってくるかと思います。今現在、当市においてもプラスチックの容器

包装は回収していますが、例えばこの新しい法律に基づいて、プラスチック製

品も一緒に集めるだとか、あるいは別のルートでリサイクルしていくのかです

とか、その収集方法それからリサイクル方法について今後検討していくことに

なると思います。当市としましては、比較的近隣の市に比べて生ごみですと

か、いろいろ分別を促進していくという姿勢をとっていますので、何年後とい

うのははっきり約束出来ないですが、プラスチック製品についてはできるだけ

早く検討して分別をして収集をしていきたいと考えております。 

○会 長  ぜひともよろしくお願いいたします。 

○委員E  さっきの竹内さんのお話で、富良野に視察に行く件ですけど、もし行くとし

たら、行政だけじゃなくて、私的には、小中学校とか、子どもと一緒に行っ

て、子どもに感じてもらって、子どもから親に、ごみ問題に意識が低い親も子

どもから聞いたら意識が高まるかもしれないし、市の説明を聞くより、意識改

革にはいいかなと思います。 

○委員D  環境市民の会として3月に富良野で市民見学会を検討している最中です。コロ

ナでどうなるかわかりませんけれども、もし、よろしければ。 

○会 長  そういうのが大事だと思います。行政だけじゃなくて、そういった市民の、

環境市民の会の皆さんが主催してやってもらうものにうまく市民も乗っていく

し、それに行政も乗っかってたまに一緒に行くとか、そういうコミュニケーシ

ョンが大事かなと思います。 

○委員A  私も同じことですけど、これから市の広報、ホームページとかいろいろ書い

てあります。クリーンタウンの改正だとか書いてあります。やっぱり今の市民

の活動がありますよね。その中にやってくれとは言えないでしょうけど、この

市民活動は大きいですよ。いろいろ工夫されますから楽しくゲーム的にやると

かね。だからこういうごみだとか環境に関わっている団体にもぜひ啓発して広

めてくれって働きかけるといいと思います。 

○会 長  最近僕もいろいろあちこち行きますけども、僕と同じぐらいの年代の上の人

は、意識啓発が大事だって言います。僕のちょっと若い世代の方々は、やっぱ

り楽しく協力したいって言います。だからやっぱそこのところをうまくバラン

スとって、意識啓発も大事だけど、もう若い人達は、意識、意識って言ったっ

てちょっと感覚が違うので、やはり楽しく自然と協力してくれる雰囲気になっ

てくれば、私もやりますみたいな感じの人が結構多いので、そういった２つの

層が大きく分かれているってことを意識しながら、情報発信だとか、そういっ
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たことを考えられたらいいのかなと思うようになりました。ぜひとも、そんな

ことを参考にしていただければと思います。今回終わりたいと思いますけれど

も、次回以降について、阿部課長からお話しいただけますか。 

○事務局  次回の審議会ですが、事前に連絡させていただきまして、2月10日木曜日の

午後6時開催ということで、調整をさせていただきました。ただの新型コロナ

ウイルスの感染状況によっては改めて日程調整させていただく可能性もありま

すので、そのときには改めてご連絡させていただきます。 

○会 長  よろしくお願いします。前回みたく持ち回り会議みたいな、署名になるかと

いうことですけど、次回は答申案ですよね。そういうことですのでよろしくお

願いいたします。これで第5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。 

 

 

《２０時閉会》 

 


