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  １．開  会 

○事務局（小湊業務課長） それでは、委員の皆様には、大変お忙しい中、ご出席をいた

だきまして、まことにありがとうございます。若干定刻前ではございますけれども、皆さ

んおそろいでございますので、ただいまから、第２回家庭ごみ収集方法等に関するあり方

検討委員会を開始いたします。 

 私は、前回同様、進行役を務めさせていただきます当委員会の事務局を仰せつかってお

ります環境局環境事業部業務課長の小湊と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 委員全員がご出席をされており、過半数を超えておりますので、家庭ごみ収集方法等に

関するあり方検討委員会の設置要綱第６条の２によりまして、本日の会議が成立いたしま

すことをご報告申し上げます。 

 本日の委員会は、ただいまからおよそ２時間、１５時３０分までの予定をしてございま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、本日は、ごらんのように報道機関の方が入ってございます。資材も入ってござい

ますので撮影等があるかと思いますけれども、都合の悪い方がいらっしゃれば手を挙げて

いただければと思います。 

 一般の傍聴者の方もよろしゅうございますか。 

 そういうことでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元に配付をしております次第に従いまして進めてまいりたいと思います。 

 また、前回もご説明をいたしましたけれども、この委員会につきましては公開で行わせ

ていただきます。会議録、配付資料等につきましても、ホームページにより公表したいと

思います。この点につきましても、あらかじめご了承をお願い申し上げます。 

 それでは、本日の資料の確認をさせていただきますので、お手元の資料をごらんくださ

い。 

 まず、一番上に会議次第があるかと思います。次の資料が座席表でございます。その次

に、委員の皆様には先に配付をさせていただきましたけれども、まず順番に、資料１、Ａ

３判のものでございますが、家庭ごみ収集方法等問題分析シート（第２回）と書いてある

ものでございます。次の資料が一連のものでございますが、資料２、参考資料、これが１

から１０までそれぞれあるかと思います。 

 以上の１１点でございますが、もし不足などがございましたらお申しつけをいただきた

いと思います。皆さんございますでしょうか。先に配付をしている資料もお持ちでござい

ましょうか。お持ちでない方がいらっしゃれば手を挙げていただければと思いますが、ご

ざいませんか。 

 なお、資料の２－６でございますが、先に配付をさせていただいたさわやか収集の利用

者・要件別内訳につきましては、後ほどご説明をさせていただきます。一部項目の追加が

ございましたので、改めて配付をさせていただきました。 

 次に、本日のスケジュールをご説明申し上げます。 
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 お手元の次第をごらんいただきたいと思いますが、本日の委員会では、前回の会議に引

き続きまして、今後のごみ収集方法等に関する検討をしていただきまして、その後、中間

報告の取りまとめについて検討していただくことを予定してございます。 

 それでは、これより先の議事進行につきましては、松藤委員長にお任せをしたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

  ２．議  事 

○松藤委員長 皆さん、こんにちは。よろしくお願いいたします 

 まず、事務局から配付資料の説明をお願いいたします。 

○事務局（本谷内調査担当係長） それでは、私の方から説明させていただきたいと思い

ます。 

 今、課長から説明しましたとおり、資料１、そして資料２の中に（１）から（１０）ま

でございますが、事前に送付させていただいていることもありますので、簡単に説明をさ

せていただいて、ご意見やご質問があればいただきたいと思います。よろしくお願いいた

します 

 まず、資料１というＡ３の資料をごらんください。 

 これは、１回目の検討委員会の提出資料になりまして、１回目の議論で新たに出された

対策などを追加させていただいております。これをもとに再度検討をいただければと思い

ます。 

 網掛けをしているところが３カ所あるのですが、ここを追加させていただきました。 

 続きまして、資料２－１でございます。 

 これは、１回目の検討委員会で出されました議論の主なものをまとめております。出さ

れました議論を、１番のごみステーションの管理等についてと、次の裏のページになりま

すが、２番のさわやか収集について、３番の経費についてと大きく分類して、出された意

見を改めて載せさせていただいております。 

 次に、資料２－２、第１回検討委員会の検討内容と課題の整理という資料でございます。 

 これも、１回目の検討委員会で出された議論をもとに課題整理をしたものでございます。 

まず、１番のごみステーションの管理については、ごみの不適正排出、散乱などと、共同

住宅居住者と町内会のごみステーション共同利用について課題が出されまして、それに対

応する求められた資料については、例えば資料２－３参照とか、２－４・５参照というふ

うに、その後の資料に続いている項目もございます。 

 ２番目の要排出支援者への支援につきましては、さわやか収集を必要とする世帯数、周

知方法、対象者範囲の見直しについての課題が出されたということをまとめております。 

 ３番目の収集等の費用についてでは、手数料収入の使い道や、資源ごみの収集、選別に

係る経費についての整理が必要という意見が出されたこともありまして、それを載せてい

るとともに、後で説明します資料２－９、２－１０に資料を添付してございます。 
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 次に、資料２－３のごみパト隊（美化班を含む）の主な活動状況です。 

 これも、現在のごみパト隊の状況を把握した上で、どのような活用方法が有効か検討す

る必要があるという趣旨の議論がございましたことから、主な活動状況をまとめた資料に

なっております。 

 次に、資料２－４のごみステーション問題と対応方法です。 

 ごみステーション問題の現状を把握した上で今後のあるべき管理の方法を検討するとい

う議論がございましたので、現状と問題点とか今後の対応方法を資料としてまとめており

ます。今後の対応方法につきましては、こういうことが理想かなというあるべき姿という

ことで記載しておりますが、これについてまた議論をいただければと思います。 

 次に、資料２－５のごみステーション問題と対応方法ということで、資料２－４で言葉

で説明させていただいているものを図解しております。現状を図１、あるべき姿を図２と

いうふうに二つに分けて示しております。 

 簡単に言いまして、今、例えばごみステーションの問題で不適正排出などがあった場合

は、主に町内会の方たちに負担をかけて清掃事務所に連絡していただいて、共同住宅であ

れば管理会社やオーナーと直接話しながらということで、ただ、なかなかうまく進んでい

かず、負担があるということを図にしております。 

 下の図２のあるべき姿は、町内会にばかり負担を負わせるのではなく、なるべく軽減さ

せるためにはどういう方法でいけばいいのだろうかということで、基本的に、まずは清掃

事務所に相談していただいて、清掃事務所の方で指導というか、連携しながら進めていく

ことで町内会等の負担を少しでも減らせるのではないか。そういうことを示した資料です。 

 次に、資料２－６には、札幌市で実施しているさわやか収集の利用者と要件別内訳を載

せています。現在のさわやか収集の要件は、要介護度２以上の人とか、障がい福祉サービ

ス利用者の程度３以上ということがあるのですが、どの区分に何人ぐらいが対応している

のかということを表で示しております。例えば、中央清掃事務所であれば、要介護度２で

あればさわやか収集を利用している方が２３人、要介護度３であれば１人、要介護度４で

あれば幾らというふうにまとめております。 

 一たん、事前に資料をお送りしたのですけれども、今回、委員の皆様に改めて資料をお

渡ししております。さわやか収集利用者の中で、戸建て住宅に住んでいる方と集合住宅に

住んでいる方ですね、この区分、区分けはどの程度の人数割合なのかということを知りた

いというご指摘が委員からありましたので、表の一番下の欄につけております。例えば、

要介護度２であれば合計１９３人いらっしゃるのですが、１９３人のうち７０人が戸建て

に住んでいる方で、１２３人が集合住宅に住んでいる方であるということを示した資料で

す。 

 もう一つ、さわやか収集を利用するときに、そもそも対象者はどのぐらいいるのかとい

うご質問がありました。介護の方では、独居の方が認定に必要な条件ということではない

ので、今ところ、まだ数字を把握しておりません。というのは、確認するとしたら、介護



 - 4 - 

施設とか、ケアマネジャーさんのいるところに個別に照会をかけてということになります

ので、それを調べるとしたら、もう少し時間が必要になります。ご了承いただきたいと思

います。 

 次に、資料２－７のさわやか収集に係る周知文書の送付についてです。 

 これは、前回の議論で、どの程度周知をしているか、どういうところにさわやか収集の

周知文書を送付しているのかというお尋ねがありましたので、載せております。 

 箇所としては、合計で１，１０５カ所の介護施設、事業所、社会福祉協議会などに周知

文は送付しておりますということを示した資料です。 

 次に、資料２－８は、さわやか収集に関するアンケートの集計結果です。 

 日付が入っていなくて申しわけないですが、８月３０日に、保健福祉局の方で、市内の

ケアマネジャーさんたちに対する研修がありまして、その際にアンケート調査を実施させ

ていただいたところです。ケアマネジャーさんのさわやか収集に対する認知度とか、要件

についてどう考えていますかということをアンケートにして資料にまとめております。 

 資料２－８の裏面に、利用要件についての考え方ということで、もっと要件を緩和した

方がいいと考えているケアマネジャーさんが６８％いらっしゃいまして、もっと要件を緩

和すべきだという意見の中で多かったのは、下の意見のところに若干あるのですが、要介

護度１以下でも認知症や心疾患の方で分別できないという人がいるとか、歩行困難の方が

いるとか、一時的に体調が悪い人、冬期間のみなど、短期間需要に対応してほしいという

意見が自由意見の中にございました。ということをまとめた資料になっています。 

 次に、資料２－９ですが、これは有料化の手数料です。平成２２年度決算の見込みです

けれども、約３０億円収入の使い道ということでまとめた資料です。 

 最後の資料２－１０ですが、Ａ４判横の資料です。これも、前回の検討委員会の中で、

リサイクル費用に関してどのぐらいの経費がかかっているのかというご質問がありました

ので、容器包装プラスチックに関すること、瓶・缶・ペットボトルに関すること、雑がみ

に関すること、枝・葉・草に関すること、それぞれの歳入と歳出をまとめた資料になって

ございます。 

 資料につきましては、以上です。 

○松藤委員長 それでは、最初に戻りたいと思います。 

 資料１は、先ほどご説明があったように、前回の資料に書き足したものですが、網かけ

が３カ所あって、ごらんいただくと、第１回の議論を受けて追加、修正したものが二つで

すね。ごみパト隊の連携とか、さわやか収集の基準、それから、上の真ん中のところのご

みパト隊の普及活動というのは、事務局案として追加されたということです。このテーブ

ルに従って全体を整理していくということでやっております。 

 次に、資料２のうち、皆さんのところに分厚い議事録が行っていると思います。全部で

三十数ページあって、この議事録は正確なのでしょうけれども、自分はこんなことを言っ

たっけというふうに思うもので、なかなかわかりにくいですから、要約をつくっていただ
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きまして、それが資料２－１です。大きく１、２、３に分かれていまして、ごみステーシ

ョンの管理等について、さわやか収集、経費についてということで要点をまとめていただ

きました。ただ、これもわかりにくいので、それをさらにまとめたものが資料２－２です。

今日は、これをベースにしてお話を進めていきたいと思います。 

 資料２－２をもう一度ごらんいただきたいと思いますが、大きく、ごみステーション管

理とさわやか収集ということですので、この順序に従って進めていきたいと思います。 

 まず、内容確認です。 

 １のごみステーションの管理の（１）ごみの不適正排出、散乱などということで、ごみ

パト隊の活動等が不明である。２番目として、ごみステーションなどの町内会等の管理負

担が大きい。３番目として、町内会の義務が多過ぎるのではないか、権限を与えた方がい

いのではないか、それから、市との共同作業だという位置づけが必要ではないか、そうい

った話が出ました。 

 それから、（２）は、共同住宅に関することですが、市の関与が不十分である。あまり

関与していないので、ごみ問題解決に対して適切にやらなければいけないのではないか。

イとしまして、管理会社の指導も必要ではないか。ウとしまして、協議会はあるのですけ

れども、役割とか連携の強化も必要ではないかといった話が出ました。ウの真ん中ぐらい

から、現在はどうなっているのか知りたいということです。それから、エのごみステーシ

ョン分離の流れが不明確であるということです。これは、共同住宅を戸別にするときの流

れがよくわからないので、一回整理してくれないかという話が出ました。 

 それでは、皆さんにちょっと思い出していただきまして、重要なことが抜けていないか

どうかの確認から始めたいと思います。 

 大筋としては、これでよろしいですね。随分時間がたってしまいましたから覚えておら

れないかもしれませんが、大体こんな形ですね。 

○湧井委員 資料１に関する話でもいいのですか。 

○松藤委員長 資料１は、あまり具体的な話にならないと思いますが、何かありますか。 

○湧井委員 資料１の３番目の小規模ステーション化と戸別収集のところで、現状維持と

いう意見が多かったのですが、私は、なぜ現状維持なのかという内容について質問をした

のです。積極的な現状維持なのか、あるいは消極的な現状維持なのか。たしか、７割近い

方が小規模でも戸別でなくてもいいよと言っているのです。ところが、もっと内容がある

と私は思うのです。要するに、もう十分にできているからいいのだという話ですね。例え

ば、どこかの町内会では既に１ステーション当たり４軒とか５軒になっていて、もう完了

しているところもあるのです。あるいは、きれいになっているところもあります。だから、

現状維持でいいという中にはプラスの内容とマイナスの内容があると思うのです。それを

ちょっと整理していただきたいという質問をしたのです。それが今回入っていないのです。 

○松藤委員長 この委員会の検討事項かどうかなのですけれども、前回の委員会で定量的

な評価を行って、それをこの委員会でやるとしますと、サービスとしてでしょうか、お金
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としてになりますか。 

○湧井委員 この委員会では、今の規模をある程度考えるわけですね。ある方向をですね。

もっと小分けにするのか、今のままでいいのか。そのときに、市民の７割方がいいと言っ

ているその内容がちょっとわからなかったのです。先ほど言いましたように、既にできて

いる地域とできていない地域、きれいな地域と汚い地域、いろいろあると思うので、プラ

スの賛成なのかマイナスの賛成なのかということですね。その辺をもう少しわかやすく整

理していただきたいという質問です。 

○松藤委員長 それは、前回の調査で、そこの内訳はわかるのですか。わかりませんよね。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 内訳といいますか、設置基準に対する…… 

○松藤委員長 今言われたのは、要するに、ステーションの密度との関係ということです

ね。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 設置基準に関して、現状のままでいいという、報告書

で言うと……。 

○松藤委員長 今はないのでわからないです。 

 すみません、ここで議論するのではなくて、それを入れるかどうかという話ですが、そ

れはもう一度整理する必要があるのではないですか。ステーションの数をどうするかとい

う問題が確かにありますね。これは、お金とも関連しますから、コストとの関連でいきま

しょうか。それから、前回のアンケートをもう一回整理をして、ただ、前回の調査では、

今言われたように、既に小規模やっているからという話はわからないはずですね。その辺

をもう一度調べていただけますか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） ただ、どんな意見があるのかということは、もうまと

めてあります。 

○松藤委員長 それはありますが、今、湧井委員が言われたように、既に小規模やってい

るからいいという答えなのですが、それではわからないのです。 

○湧井委員 要するに、７割の市民が今のままでいいよと言っているのです。それを小規

模なり戸別にという議論に入っていますので、７割がいいと言っているのに、なぜそうい

う議論を、例えば２億円かけて、６億円かけてやるのかというのは、そもそもスタートラ

インから問題があると思うのです。ですから、スタートラインの出発をもっとしっかりし

て、６割、７割の市民が今のままでいいと言っているけれども、もう少しかみ砕いていた

だきたいのです。 

○松藤委員長 なかなか難しい要求ですけれども、少なくとも、コストの話は少し出てく

ると思うのです。それから、現状との関連というのはちょっと難しいのですが、回答者の

地域分布がありますね。それとの関連づけでいけませんか。地域によってステーションの

数が違いますね。そういった見方ができるかどうかですね。これは、事務局に分析をお願

いして、提供できる資料があれば出していただきたいと思います。確かに、言われたとお

り、ステーションをどうするかという話は非常に重要です。 
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○上田委員 既に皆さんのところへお届けになっているかどうかわかりませんけれども、

札幌市一般廃棄物処理基本計画というものが出ております。その体系図、基本目標の基本

方針に、環境、経済、社会と三つ取り上げているわけです。特に、経済では、費用対効果

を十分に考慮し、かかる費用を最小限に抑えるという基本方針を決めているわけです。こ

れは、１１月９日に最終会議が開かれて決定するわけですが、基本計画で出た以上は、私

たちの検討委員会の検討内容に値するかどうかということになってくるのではないかと思

うわけですけれども、この点はいかがなのでしょうか。 

○松藤委員長 １１月９日に廃棄物減量等推進審議会がありまして、そこで基本答申が出

されて、プランができて、その評価を行う委員会のことを今言われています。 

 今言われたとおり、お金のことはその答申にしっかり書かれているのですが、現実から

申し上げますと、それが余り考慮されていない状況にあるのです。その審議会ではそうな

のです。それは、その審議会の仕事です。今言われたように、この委員会の仕事ではあり

ません。ただし、収集の見直しとして、お金はどうなっているかということを知っておか

なければいけないので、そういったベースでお話をすると。 

○上田委員 そして、昨年、この委員会に出た委員がこういうことを発言しています。西

区としては、有料化に伴って試験的に戸別収集をしてもらいたいということを申し入れし

ているわけです。そして、会長と副会長が環境局に直接来まして、ちょうど局長さんがご

不在でしたので、課長さんにお話しした模様です。ところが、その旨を話ししたところ、

その問題について当委員会は関係しないという発言が委員長からなされているわけです。

そうすると、では、戸別収集に関する意見等に関して、今後、どのように働きかけていく

かについては、この委員会なのか、別の委員会なのかということです。そういうことをよ

く検討していただきたいと思います。 

○松藤委員長 それは、委員長が言われたとおりだと思います。あそこは収集だけをやっ

ているわけではないので、そういう意味で言われたのだと思います。収集の詳細について

は、確かにここです。ということで、振られてしまったということですね。 

○上田委員 どういうことですか。事務局はどういうぐあいに考えていらっしゃるのか。 

○松藤委員長 私の意見は、戸別収集のお金はちゃんと出しているのです。それは皆さん

もごらんになっているわけで、その上で評価の委員会が考えなければいけないはずのこと

です。戸別収集は非常にお金がかかることはわかっているのです。その段階であの委員会

は終わっているのです。戸別の要請について、どこが答えるかというのは、あの委員会で

はやりません、違うところでやってくださいということで振られたと思うのです。違いま

すか。 

○上田委員 事務局は、それをどう押さえていらっしゃるか。 

○事務局（小湊業務課長） その審議会であったものをこちらの方にシフトしますという

ことは、その時点でこの委員会という正式な場面はもちろんなかったでしょうから、その

区の方で要望を出されたというのは、平成２０年の話でございますね。 
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○松藤委員長 昨年ではないですか。 

○上田委員 私のところに届いたのは平成２３年８月なのです。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） 清掃事業担当部長の浅野です。 

 そこを整理させていただきます。今、上田委員がおっしゃられたのは、平成２０年５月

１９日、札幌市がまだ有料化をする前です。「スリムシティさっぽろ計画の実施に伴う戸

別収集の取り扱いについて」という質問を、西区クリーンさっぽろ衛生推進協議会会長か

ら環境局長あてにいただいています。それに対して、私どもの方から、平成２０年６月１

３日に回答を差し上げております。その後、もう一つ、今度は要望書をいただいています。

平成２０年９月２２日に、「ごみ収集方法と清掃業務体制の見直しについて」という要望

をいただいているというのが、会長が前段でおっしゃられたことだと思います。 

 もう一つ、戸別収集の議論をどこでやるべきかの議論は、上田委員がおっしゃっている

のは、きっとこの前段の委員会の中ではないのではないかと思うのですが、違いますか。 

○上田委員 これは、札幌市環境局で平成２３年８月に。 

○松藤委員長 ２３年ですから親委員会です。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） スリムシティさっぽろの方ですか。 

○松藤委員長 そうです。 

 済みません。この話は、地区の要望であったということと、その親委員会でどういうふ

うに対策するかが明確でなかったということがありますので、もう一度、市の事務局の方

で整理していただきたいと思います。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） ただ、去年の調査委員会で調査した結果、現行の収

集体制の問題点や課題が明らかになっていまして、それをどうすべきかという議論の場で

すから、上田委員がおっしゃったような戸別収集ということも、当然、ここのテーブルに

のって全然問題ない委員会であります。そこをまずご理解をいただきたいと思います。で

すから、スリムシティの審議会の方よりはこっちの方がいいということです。 

○松藤委員長 個別議論はやりませんが、一般論としてここで話はすると。 

○上田委員 そうすると、戸別収集については、当委員会において十分話をするというこ

とになりますか。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） さまざまな問題の解決策の一つとして議論すること

は構わないです。それしかないとは申し上げられません。いろいろな問題に対してさまざ

まな解決策があって、その中の解決策の一つとして戸別収集という話も出てきて、という

ことで、委員長、いいのですね。 

○松藤委員長 はい。 

 整理いたします。一般論として戸別収集の話はすると。それから、お金の話と満足度の

話を一緒にすると。それは一般論としてします。ただし、ここで解決するかどうかという

のは別の問題であって、当初から、課題の中で１番と２番が非常に大きいのです。費用と

いうのは前回は最後に出てきた話なのです。全体の重きをちょっと考えていただいて、１
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番と２番を中心にやりたいと思います。戸別収集の話は出ます。ただし、ここで解決とい

う話ではありません。一般論です。 

○上田委員 わかりました。 

○松藤委員長 資料２－２に戻りまして、今、ご指摘のあったことは、戸別収集について

の議論が要るのではないか、それは加えるということです。そのほかにありませんでしょ

うか。 

○上田委員 もう一点ございます。 

 ごみステーション管理についての（１）のウに、「町内会等は、権限がない中で不適正

排出に対する指導を行うなど、義務的なことが多すぎる」とあります。ということは、結

局、町内会長は、権限はないけれども、指導をしているということですね。 

○松藤委員長 もう一度お願いします。 

○上田委員 ここの表現で、「権限がない中で不適正排出に対する指導を行うなど、義務

的なことが多すぎる」とあります。町内会というのは、現実には当てはまらない面が多い

のではないかと思うのです。 

○松藤委員長 どの文章が当てはまらないのでしょうか。どこが違うのでしょうか。 

○上田委員 これが実際ですか。 

○松藤委員長 実際というか、事務局としては整理された内容だと思うのですが、どうい

うことでしょうか。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） 皆様から出た意見を要約してまとめたものです。 

○上田委員 そうすると、結論的には、町内会等はごみに対しては責任がないということ

ですか。 

○松藤委員長 そうではありません。市から依頼されているだけであって、自分たちで決

めてということはできない、そういう意味です。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） 何の力も渡されないのに、市から言われているから

指導しているというつらい立場だよということを表しています。だから、町内会は非常に

負担感があるという表現になっています。 

○松藤委員長 ちょっと文章が難し過ぎましたね。 

○上田委員 非常に難しいです。実際に、中央の曙さんは、連合町内会として、有料化の

ときに、一つのごみステーションに５個でやるという話をなさいました。 

○笹川委員 私の言ったことと、この文書に載っていることと、大分違うところがたくさ

んあるのです。それを一々言っても仕方がないですし、フリートーキングの中でいろいろ

な意見が出まして、それを一部の言葉を使ってまとめられたので仕方がないと思います。 

 それはそれでいいのですが、ちょっと言わせてもらえれば、この検討委員会は、ごみの

有料化が実施されて、紆余曲折もあって、ハプニングやいろいろなことがあったけれども、

やってみて、いろいろな形でアンケートを集約した結果、こうでしたよというのがこの報

告書でしたね。その出た報告書の内容を、前回の検討委員会でいろいろ取りまとめられ、
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その結果、いろいろな問題点が出たので、それを文章にして報告されたわけです。いいか

悪いかは別にして、現状の報告ですね。その結果、家庭ごみの収集問題について、今後、

どうしたらいいでしょうか、もっといい方法はないでしょうかという話をこの検討委員会

でやってほしいということでしたね。ですから、今までの札幌市内で行われたごみの収集

の中で出た問題、私たちが本当に初めて聞くようなことや、もっとこういうふうにしたら

いいのではないかという意見も含めて、皆さん、それぞれお持ちだと思いますが、それを

発表する場だと思って私も出たのです。 

 あまり難しい指導をされても、私たちも、つい言葉が沈みがちになってしまうのです。

私の意見としては、有料化をやった結果、市長もおっしゃっていましたけれども、当初の

想定内で、結果的には非常によかったのではないかと思います。実際に、実働部隊として

これを一生懸命支えて働いたところは、簡単に言えば、町内会が、例えば、札幌市内です

と、自治会町内会の数は約３，０００近くあるわけですが、その団体がフル活動で一生懸

命やった結果、非常にうまくいったのではないか。個別の問題はいろいろ出たけれども、

その個別の問題は、今後、行政を含めて解決に向かっていけばいいのではないか。そして、

アンケートの結果としては、アンケートに答えた方の６０％ぐらいの方は現状でよかった

のではないですか。これ以上お金をかけて、何十億もかけて戸別収集に向かうということ

まではやらなくてもいいのではないでしょうかと私は解釈したのです。皆さん方のアンケ

ートの結果を見てです。 

 選択肢の一つとして戸別収集もあるでしょうけれども、６０％ぐらいが現状でいいとい

うことだったので、現状を中心として、さらにもうちょっとよくなる方法があれば皆さん

で検討したらいいのではないかと思うのです。お金の問題は後で出てくると思いますが、

戸別収集化した場合には６０億がさらにかかりますというのが行政から出た話であって、

私たちは、そんな話が出るまでは全くわからなかったわけです。そういうことで話をすれ

ばいいのではないでしょうか。 

○松藤委員長 今の話は、戸別収集の話ではなくて、この１番、２番の話ですね。 

○笹川委員 そうです。 

○松藤委員長 収集に関しては現状でいいという意見がありましたけれども、前回の委員

会では、アンケートですが、いろいろ問題があるということを指摘されて、この委員会は

それを検討するという流れになっているということをまず復習したいと思います。 

 入り口だけを話していてもしょうがないので、ごみステーション管理について幾つか資

料が用意されていまして、前回は不明であったところについての資料が出ていますので、

それを見ながら、これでいいのかどうかという皆さんのご意見を伺っていきたいと思いま

す。 

 まず、ごみステーションの不適正排出については、資料の２－３、４、５が該当してい

ます。２－３をごらんいただきまして、これは、ごみパト隊が現在どういったことをやっ

ているかということです。真ん中にいろいろな活動内容がありまして、３番の活動実績と
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して、パトロールの数が４００万カ所、浄化が３０万件という数字が出ていまして、こう

いったことでいいのかということについて、皆さんのご意見をいただきたいと思います。 

 それから、２－４のごみステーション問題ということで、これはもう少し具体的になっ

ております。１番に現状、２番に今後の対応ということで、現状にどのように対応してい

るのかということが書かれています。希望が多くてわかりにくいかもしれませんが、ちょ

っとだけ読みます。 

 （１）のア、ステーションに不適正排出があったときに、町内会等が適正排出の協力依

頼をするとか、町内会が何かをやるというふうに書かれているのです。ウですが、管理者

等による指導や専用ステーションの設置が進まないときは、清掃事務所に相談する。これ

はだれがするかというと、町内会がするということです。 

 では、問題点は何かということで、不適正排出の解決に向けて、ステーション分離の設

置を町内会が行っていても、権限がないし、情報も少ないので、限界があるのではないか、

思うように改善できないのではないかというのが問題点です。そして、イとして問題の全

体像を把握して、これは市がやるべきだという意見、問題点として指摘されています。で

は、どうすればいいのか、ということが書かれています。 

 皆さんは予習をされていると思うけれども、これに関してご質問はありますか。 

○濱田委員 ちょっと先ほどのところに戻りまして、２－２の（１）ですが、「義務的」

という言葉はちょっと刺激が強い感じがするというように伺いました。確かに、義務と言

いますと、「ねばならぬ」になってしまいますね。それで、私の地区のことで判断をしま

すと、これは、「ねばならぬ」ではなくて、やらざるを得ないということでまとめられる。

したがって、この「義務的」というのは誤解を招く部分があると思いました。ですから、

もし訂正できるのであれば、そうした方がいいと思います。 

○松藤委員長 要するに、義務でなくて、何となく強制的なというイメージが強いという

ことですね。 

○濱田委員 そうすると、権限という言葉が必ず出てくるのです。権限がないのに義務が

あるのか。そういうふうに言っていくと、ずっとエスカレートしてしまうので、その辺は

少し穏やか表現でいいのではないかということです。 

 では、なぜ、「ねばならぬ」になっているかというのは、後半の問題になっていくので

すが、一つの例で言えば、ごみパト隊が４１２万回出動していると。札幌市内のごみステ

ーション全部から言えば、そんなに多くないのかもしれませんが、その人数からいくと９

０人、４５台ですか、これで４１２万回出動しているのに、結果として町内会の一部役員

の人に押しつけている、やらないとそのまま荒廃してしまうから、やむを得ずやっている

という格好になっているような気がするのです。ごみパト隊と言っているようなものの動

き方については、再度、皆さんにご検討いただいた方がいいのではないかと思っておりま

す。 

○松藤委員長 今、ご意見がありましたけれども、ほかにいかがですか。 
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○笹川委員 町内会の役員の方を含めて、町内会の方がどれだけたくさん多くこのごみの

問題にかかわっているかということは、皆さん、もう既におわかりのことと思いますけれ

ども、３６５日、１年間を通して、明けても暮れてもごみ、ごみ、冬場になると今度は雪、

これは町内会にとってものすごい負担なのです。これは、別に行政の方から指示をされて、

そして強制的に義務的にやらされているということでは決してないのです。ないけれども、

地域住民としてやらざるを得ない、やらなければ自分たちのまちがきれいにならないとい

う自意識の中で動いているわけです。それを、市民が一生懸命やっているから、行政の方

は市民にお願いしておけば良いだろうくらいに考えているのではないかと感じるのです。 

 パト隊の話にしても、１００人ぐらいのパト隊の方がいたからといって、それこそ札幌

市内でごみステーションの数だけでも３万５，０００から３万７，０００ぐらいはあると

思います。その数のごみステーションをパト隊の方が実際に回って指導して管理するなん

てことは絶対にできない話です。あくまでも、一時的にはそれぞれの町内会の役員の方を

含めて皆さんが自発的に一生懸命やってくれている。それで手に負えない、解決できない

問題を、清掃事務所を経由してパト隊の方がそれぞれ問題のあるところを訪問して２次的

にやっているのが現実だと思います。 

 ここに四百十何万という数字が載っていますが、何のためにこの数字を載せたのか、意

味がわからないのです。例えば、４１２万の箇所を１人のパト隊の方がどのぐらいの頻度

で回らなければいけなかったのか。１日１４０カ所ですよ。１人約４万カ所です。そうし

ないと、９０人では処理できないのです。そういうことを考えると、あくまでも主体的に

一生懸命やっているのは町内会です。 

○松藤委員長 これは、実態がわからなかったから前回出したのであって、この数字がど

うかというのは皆さんに判断していただきたいということと、では、どうすればいいかと

いう話を皆さんにしていただきたいのです。これで十分なのか、不十分なのか。では、不

十分だとしたら何が必要か、そういったご意見はいかがでしょうか。 

 数からすると、確かにすごいのですね。 

○上田委員 実際には、各区にクリーンさっぽろ衛生推進協議会というものがあって、構

成メンバーとしては連町会長と環境衛生部長の２人が出て業務を執行しているわけです。

しかし、そのときに、清掃事務所の人は、ごみ収集については町内会さんにお願いしてい

るとは言っていないのです。地域の住民にお願いしていますという形ですね。これは、共

同住宅とか、あるいは戸数の少ないところとか、こういうところを考えて町内会というの

は絶対に出さないようにしているのです。それが、ここではっきりと「町内会等は」と出

てきていますから、これは十分に検討する必要があると私は考えて意見を言ったのです。 

○松藤委員長 これに関してはいかがでしょうか。町内会という言葉を使っていないので

はないか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 清掃事務所などが皆さんに説明するときには、町内会

の皆さんという言い方はしないということですね。 
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○笹川委員 それは、町内会に入っていない方もいらっしゃるからでしょう。 

○松藤委員長 実際の仕事は、町内会の役員の方がやっているということですね。 

○上田委員 実際は町内会がやっているのです。やっている場面があるということです。

しかし、町内会と指定されていないということです。 

○松藤委員長 それは表現の話なので、具体的にはどういったことが必要かというご意見

をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○上田委員 ですから、ごみと除雪については町内会に大きく負担をかけることになる、

それを了承しようではないかという結論が出れば、私は不賛成ではないです。 

○松藤委員長 ここは、当初から町内会という言葉が認識されていますので、実際にやら

れているのは町内会である、そこからスタートしている委員会ですね。 

 ほかの委員の方はいかがでしょうか。 

○湧井委員 資料２－５の図についてです。私も、先ほど言われたことと同じような意見

を持っていまして、現状のところで町内会から清掃事務所に出ていますけれども、あるべ

き姿からいくと、町内会から清掃事務所、管理会社とかとあるのですが、実際にやってい

るのは町内会の役員なのです。そして、ここに書いていませんけれども、町内会の役員か

ら町内の市民なのです。要するに、町内会が市民に対してお願いしているのです。という

のは、私の町内会でも、町内会に入っていない方がたくさんいらっしゃるのです。ただ、

ごみの問題とか資源収集の問題などは町内会が主体ですから、どうしても町内会が、町内

会に入っていない方にもお願いしてやっているのが現状なのです。ですから、この図は、

先ほどの話も含めて、町内会よりも市民という表現の方がいいと私は思うのです。 

 もう一つは、町内会とか自治会の問題というのは、今回、東北の震災を見てもわかるよ

うに、市の一番大切な組織なのです。それが、わけのわからない、任意団体のボランティ

アとなっているわけです。これが一番大きな問題であって、例えば、民生委員の方は地方

公務員の特別職だと思うのですが、交通費だけで、あとは全部ボランティアですね。要す

るに、地方公務員の特別職というのは行政の権限も一部もらえるということです。そうい

うように、町内会なり自治会なりをもっと明確に位置づけて、町内会だけが市民ではない

ですから、一番先の毛細血管みたいな部分として活動させるような、もっと大きな意味で、

別な委員会か何かでも整理をしないと、ごみ問題での町内会の位置づけも決まらないと思

うのです。これだけでは決まらないのではないかというが私の意見です。 

○松藤委員長 その話は、権限という言葉に近いと考えてよろしいですか。 

○湧井委員 そのお願いが、人によってはかなり乱暴なことを言う方もいらっしゃるので、

要するに、お前は何の権限があってやっているのだということを言う方もいるわけです。

そういう人に対しては、こういう立場で、行政の一部としてやらせてもらっていますとか、

やはり、そういう位置づけなりをもっとはっきりした方が町内会はやりやすいかもしれま

せん。ただ、町内会とか自治会の問題はみんなの意見を聞かなければならないことですか

ら、この場だけで話し合って決まるような問題ではないと思います。 
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○松藤委員長 今、言われた防災というのは、そういった組織があるのですか。 

○湧井委員 町内会の中に防火とか防犯の委員がいますね。 

○松藤委員長 あれは、何か権限づけがあるのですか。 

○湧井委員 何もないです。ボランティアです。 

○笹川委員 環境の問題で、これは連合町内会だけに限らないのですけれども、個別の企

業等も含めて、いわゆる違法広告物の美化、撤去ですね。これは、アダプトプログラム制

度というものがございまして、札幌市とそれぞれの団体と契約しているのですね。そうい

う制度があるのです。これは、ごみの問題も当然入ると思うのですけれども、その制度を

使ってもいいし、新たに家庭ごみ収集の問題に関してアダプトプログラムのような制度を

きちっとつくれば簡単なのです。町内会にはそれぞれ権限といいますか、委託契約をして

いますからね。何でそういうことをやらないのかといつも思っているのです。 

○上田委員 屋外の掲示物の撤去については、警察の許可を得なければならないのです。

許可を得ないで私が勝手に外したら、違法に外したということで裁判では負けなのです。

そういうことで、許可書を警察でくれます。それを使ってやるということです。 

○松藤委員長 その撤去に関しては、ちょっと特殊な例と考えていいのではないでしょう

か。ごみは、もうちょっと多いので、数の問題もあると思うのです。 

○上田委員 私が特に言いたいのは、「町内会等」という漢字を使っている場合は、一般

的にこういう倣いになっているようですが、私の世代は、「等」と書いてある場合は町内

会だけを言っている、「など」と書いてある場合は町内会や市民団体や自治会やそういう

ものも含めていると。ここで「町内会等」と書いた場合には、町内会というぐあいに言い

切っていいと言われておりますので、その点も文書表現上の配慮が必要です。 

○松藤委員長 役所は、何でも入るように、入っていいように「等」をつけるのです。こ

れは、中間報告のまとめに関してですので、記憶していただきたいと思います。 

 そのほかに、これが不足している、こういうことが必要だということはありませんか。 

 永野委員、いかがでしょうか。 

○永野委員 別にないです。字句の問題にこだわってそればかり話しているのではなくて、

もう少し実際の方に踏み込んでいった方がいいのではないですか。 

○松藤委員長 ごみステーションの管理についてのご意見はいかがでしょうか。 

○杉浦委員 ごみステーションの管理というよりも、今まで何回も言っているのですが、

共同住宅と一般住宅を分けるのが一番いいのです。市の方で、強制的でもいいから、６戸

以上のところは何ぼ古くてもきちっと設置するという義務づけをしてほしいのです。そう

しないと、ごみ問題、ステーション問題の話をしていても、話は難しくなるけれども、結

局、やっていることは皆同じでもと通りになってしまいます。完全に分離するということ

がごみステーションがきれいになる一番の方法だと思うのです。新しいところは６戸以上

の義務づけになっているのですが、古くても義務づけるということを完全にしてほしいの

です。そうすると、これは完全にきれいになります。今まで見ている限り、これはきれい
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になるということは断言できます。 

○松藤委員長 これに関して、市からのお答えはありますか。新しいところは義務づけて

いますね。既存のステーションの対応策ですね。 

○事務局（小湊業務課長） 義務づけるのは、私どもの方としてはできるのでしょうけれ

ども、実際にそういう敷地があるかどうかということも含めて考えますと、簡単に言葉だ

けで整理するというのはなかなか難しさがあると思います。やはり、既存の住宅の現状な

ども十分に踏まえた中で議論していかなければならないかなと思います。 

○杉浦委員 ただ、敷地問題を言うけれども、一般のごみステーションの敷地ではないわ

けですね。道路の端につくっているわけです。だから、そういうことを言ってしまったら

できないので、道路の端でもいいから、これはうちのアパートのごみステーションですよ

というものをきちっと分離してもらえば、これは絶対にきれいになるのではないかと思う

のです。だから、敷地問題ということを頭に入れてしまうと、昔のアパートは本当に道路

ぎりぎりにやっていますので、敷地のないことははっきりしています。そうかといって、

一般のステーションは敷地内でやっているかと言ったらそうではないからね。そういうこ

とを考えたら、できないことはないと思うのです。だから、義務づけということを市の方

でもう少しきつく言っていただければと思います。 

○松藤委員長 現在、どうなっているかという情報がまだここに出ていないので、その辺

を一度整理していただけませんか。新設についてはこうであるとかですね。条例はありま

すよね。条例ではこれはこうなっているという話をまずまとめていただいて、既設に関し

ては、実は前回の宿題が終わっていないのではないですか。分離の流れが不明であるとい

う話についての答えはありませんね。これについて、もう一度整理が必要だと思います。 

 今のお答えは何となくわかるのですが、では、何が問題かということがよくわからない

のです。できるのか、できないのか。 

○上田委員 共同住宅ですけれども、有料化になってから、６戸建ては、みんなすばらし

いごみステーションを敷地内にきっちりと備えています。 

○杉浦委員 つくっているところは、古くともつくっているのです。 

○上田委員 ところが、古いところで、場所もないというようなところが困っているよう

です。 

○杉浦委員 そういうところに限って汚く出すのです。 

○上田委員 ですから、アパート等は最低で４戸ぐらいだと思います。ですから、４戸以

上は必要ではないかと思います。 

○松藤委員長 前回、管理会社との関係でしたか、協議会でしたか、朝野委員、何か追加

情報はありますか。 

○朝野委員 私は不動産業界から出ているのですが、この不動産の法律の中では管理が別

箇なのです。管理は別ですということですから、私どもの団体で管理会社を指導すること

はできないのです。不動産業と管理業は法律の中で完全に分離しているのです。今、国土
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交通省の方で、全国的に、団体をきちっとつくって保障をきちんとしなさいという指導が

出ているのですけれども、管理会社は、大家さんから家賃をもらって何もしないでにげる

とか、問題が物すごく多いのです。 

○松藤委員長 管理会社自体がですか。 

○朝野委員 そうです。どこの管理会社が悪いというわけではないですし、これは人間性

や会社の質の問題もあるのですけれどもね。 

 ですから、不動産業と管理業というのは全然別なのです。だから、今、ここに出ている

ように、業界団体等がないというわけではないのです。日管協（日本賃貸住宅管理協会）

というものもあるのです。そのほかに、私どもの団体がつくっている管理業界もあるので

す。これは、国土交通省の指導でつくりなさいということでつくっているのですが、結局、

会員数が少ないので、組織だったものが一つもないのです。 

○松藤委員長 市の方で、その辺は押さえられていますか。管理会社に関してどの程度の

情報がありますか。 

○事務局（小湊業務課長） 私どもの方では、ホームページに載っているような団体に対

しては、呼びかけをして、我々の協議会の賛助会員になっていただいたりしています。し

かし、団体、組織の窓口がないところもあって、個別に管理会社を当たってはいるのです

が、それを網羅的にやっているものはないです。 

○松藤委員長 それは全体の何％ぐらいという見込みですか。 

○事務局（小湊業務課長） 実際に、今、賛助会員になっていただいているのは５０社足

らずです。ですから、全体数からすると、本当に微々たる企業の方々しか入っておりませ

ん。 

○松藤委員長 それでは、そのルートでの徹底は非常に難しいと考えていいですか。 

○事務局（小湊業務課長） 管理会社など、個別には当たっています。 

○朝野委員 もう一つの委員会がありますね。共同住宅のごみ排出マナー……。 

○事務局（小湊業務課長） あります。 

○朝野委員 あの中に管理協会のサイトウさんという方が出られていますね。あの人は、

ある程度きちっとした組織の中の人ですから、あの人を頼りにして、どういう形でという

問題をやられた方がいいのではないかという気がします。あとは、アパート協同組合です

ね。 

○事務局（小湊業務課長） アパート協同組合も、私どもの方で出前講座などをして、オ

ーナーさんの集まりで研修などに行っていて、店子さんに対する指導なり啓発なりはやっ

ていただきたいということを、私の方からも申し上げております。 

○朝野委員 あの業界の新聞では、このことについては、オーナーに対して、新聞でもか

なり啓発していますからね。 

○事務局（小湊業務課長） その業界は、今、朝野委員の方からお話しありましたような

ことも含めて、再度、協力依頼といいますか、今後とも投げかけていきたいと思います。 
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○松藤委員長 依頼していますではなかなか済まないので、うまくいっていないのです。

本当にどうやったら実効的になるかという作戦を立てないと、依頼をしていますだけで終

わってしまうのです。今挙がったのは、アパートの協同組合と協議会ですか、そういった

二つの組織があるので、市との連携ももうちょっと強くしていただくということが一つで

す。それから、この加入率から考えると、その他が非常に多いですね。その他対策という

ことを考えていかなければいけませんね。その他という言い方は悪いですが、加入されて

いない会社に対してどうやって働きかけるかということですね。これはどんな作戦があり

ますか。 

 先ほどの共同住宅の専用ステーションの問題と一緒に考えなければいけないですね。何

もしないで、ただ先送りになってしまう可能性も非常に強いので、ここは非常に真剣にや

らなければいけない場所ではないでしょうか。 

○奥谷委員 この場では、本当に分離の方向に進んでいただくということを市に提言して

いくような―どっちの方向でもいいのです。いろいろな方向があると思うのですけれど

も、そんなにトラブルがあって、管理会社もわけがわからないというところもたくさんあ

るわけだし、そういう協会にも入っていない団体が多いということであれば、やはり、町

内会、あるいは、そういう管理会社が一緒になって、市が中心で分離の方向へ持っていく

と。これは、３年後、４年後、５年後もずっと同じようなことを言っているのではないか

と私は危惧しているのです。ここの委員会としては、アパートの管理の方から敷地がない

からどうのこうのと言われるままに進んでしまうのか、それよりも、来年度以降はもう分

離の方向に進みましょうとか、何か提言した方がいいのではないかと思います。 

○松藤委員長 戻していただきまして、ありがとうございます。 

 それでは、既存のルートと、分離の問題に戻りまして、今のままではできないという話

ではなくて、どうすればできるか、条例改正だってあり得ますね。条例改正ぐらいやって

いかないと解決しないかもしれませんね。 

○永野委員 とにかく、大きなマンションの管理会社がよくて、小さなところがだめだと

いうわけでもないです。ごみの日に一回一回来て掃除してやる小さい管理会社もあるし、

大きなマンションで散らかっていても全然関係しないようなところもありますからね。だ

から、管理会社に対して市からでも強く言わないと、町内会から強く言っても、なかなか

相手にされないのです。 

○松藤委員長 今、言われた市が中心になるということは全体の合意としてありますので、

市は、今の完全分離の話と協同組合等へのリンクの問題を一緒にやっていただくというこ

とをこの委員会では強く言いたいという雰囲気でよろしいですか。今、お二人に言われた

ように、３年たっても同じではないかというのは、どうもそんな感じがしますね。共同住

宅については、その辺が一番のポイントだと思います。 

 もう一つの不適正排出の問題で、町内会等の問題ですね。もう少し市の組織の一部とし

て、市民から文句を言われたって、ちゃんと説明ができて、ちゃんとやっているというこ
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とがはっきりするようなシステムはできないのでしょうか。町内会が希望すれば腕章を貸

与するということは聞いたことがあるのです。それをもう少し徹底してやれないものでし

ょうか。ごみパト隊が回るだけではなくてですね。例えば、町内会の方に札幌市の制服を

貸すとか、そういうイメージですね。札幌市と書いてあれば、随分違うと思うのです。そ

のあたりはいかがでしょうか。町内会の方、いかがですか。指導しやすいのではないかと

思います。 

○上田委員 私は、町内会・自治会・市民団体というような表現をした方がいいと思いま

す。 

○松藤委員長 町内会の話ですか。 

○上田委員 はい。それなら理解できますね。町内会という具合にどんと出てくると、町

内会だけがやっているのかということになりますからね。 

○松藤委員長 スタートするとしたら、とにかくごみかありますので、ごみに限ってでい

いと思いますが、そのあたりの仕組みはできないでしょうか。 

○上田委員 町内会というのは、あくまでも任意団体でございますからね。 

○笹川委員 確かに任意団体ですが、実際にやっていることは、任意団体としての領域は

とっくに超えてしまって、行政の一員として、私たちなんかもやっているつもりでいるの

です。ですから、一生懸命やっているわけです。だから、権限をどうのこうのというより、

うるさいことを言ってくる人がいたときに、あんた、何でそんなことを言うのだ、ごみを

ごみステーションに捨てて何が悪いのだ、それから、ちょっと間違って捨てたぐらいでな

んだという人もいろいろいるのです。そのときに、私たちは、市から委託されてごみステ

ーションの管理のお手伝いをしているのですということがせめて言えるぐらいの何かです

ね。今、委員長がおっしゃったけれども、腕章でもいいし、身分証明書みたいなものでも

いいし、そういうものがあると市民としては活動しやすいということなのです、結論は。

それ以上のことを言っているわけではないのです。 

○松藤委員長 今、行政の一員と言われたのは非常にいい言葉だと思いますので、今、言

われた証明書、腕章程度があると、非常にやりやすくなると。 

○奥谷委員 例えば、ごみパトと言うと、その職員さんは９０名でしたか、それしかいら

っしゃらないのですが、例えば、町内会に数名でもお手伝いをしてくださる方がいらした

ら、ごみパト隊を補佐してくださる補助員みたいな、アシストするような、ごみパト何と

かというふうなネーミングでお願いするのであれば、ごみパト隊に準ずるみたいなね。私

も権限というのはどうしたらいいのかわからないですが、そういうものが何かあれば、市

民も、市のごみパト隊に準ずるものかなという形で納得しやすいかと思います。その方に

注意されたら、怒りも半分ぐらいかなと思うのです。 

○松藤委員長 ごみパト隊というのは、市がやられているのですか。 

○事務局（小湊業務課長） そうです 

○松藤委員長 今のは非常にいい案ですね。町内会という名前ではなくて、そういった名
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前にするというご提案をいただきましたが、ほかにいかがでしょうか。 

 そういったことをやると、条例改正などは要るのですか。 

○事務局（小湊業務課長） 条例的には出てこないでしょうけれども、ごみパト隊という

のは、清掃指導員という市長から任命された指導職なのです。ですから、それと同じよう

に、今、奥谷委員さんや笹川委員さんがおっしゃられたような、アシストするような、補

助するような形で何ができるのか。同じような身分を持ってやるのであればある程度の指

導権限があるのでしょうけれども、あくまでもそれがなしで、ボランティアの範疇でどこ

までできるか、そこら辺ですね。だから、腕章をつけることも一つの方法だと思います。

ただ、指導権限が及ばないものですから、どこまでできるかというところはちょっと検討

しなければならないと思います。これは、皆さんとも議論しながらというふうに思います。 

○松藤委員長 今言われたのは、ただ名前だけではなくて、任命に近い形にしてほしいと

いうご意見だと思います。 

○濱田委員 今の問題は、この会議の冒頭にもご説明があったと思うのですけれども、町

内会全体のこととしてとらえていくと、非常に議論が分かれます。恐らく、ここではごみ

ということを考えて言っているから、そういう方向がいいと。しかし、ほかのことまで波

及してしまうと、町内会の性格はどうなのだということで、町内会の中で議論が大きく二

つに分かれると私は思います。 

 ですから、この委員会はあくまでもごみですから、ごみに限っての権限ですね。確かに

おっしゃるように、みんないじめられているのです。お前は何の権限があってそんなこと

を言うんだとかね。ちょっとした注意をすると、同じ住民同士で、お前に注意されるあれ

はないとかね。そういうことで町内会の役員はいじめられていますので、このことに関し

てだけ、腕章というのはいい案です。一つの例としては、交通指導員がいて、すごい制服

を着てやっているのです。お巡りさんと同じようなね。そうすると、制服だけで抑止力に

なるのです。だから、もめ事だけに限って、少し言われたときに、私はこういう権限を持

ってやっていますということに限定してやる方法を考えていったらどうだろうかと思いま

す。 

 もう一つは、全く別な話になりましたが、先ほど共同住宅の６戸以上のごみステーショ

ンですが、古いところにどうやってつくらせるか、敷地がない、これは大きな問題です。

その敷地にごみステーションをつくるということの代替案を考えて、少し広く古い共同住

宅に当てはめていったらどうだろうかと思います。例えば、昔あったごみ箱をつくってや

るとか、どこかでやっているところがありますね。木のふたのごみ箱をね。６軒ぐらいだ

ったら、ごみ箱で済むところもあると思うのです。 

○松藤委員長 それは、機材貸与ということでしょうか。 

○濱田委員 やはり、共同住宅の人は気の毒なところがあるのです。つくるときに問題が

なかったですからね。 

○松藤委員長 湧井委員からご意見を伺いたいと思います。 
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○湧井委員 先ほど私が言ったのは、このごみの委員会の枠の中だけの話ではないのです

が、町内会、自治会というのは、任意団体、ボランティアですから、市がいいように使っ

ているような気がしてならないのです。町内会、自治会というのは、どうもあやふやな立

場になっていますので、もう一回、市民全体で議論をして、町内会なり自治会なりにどう

いう役割を持ってもらって、その中でごみをどうしたらいいのか、そういうもう少し大き

なところで一回議論した方がいいのではないかと私は思っています。先ほどは、そういう

意味で言ったのであって、ごみだけの問題という意味ではないのです。 

○松藤委員長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○佐川委員 余り詳しいことはわからないですが、例えば、先ほど湧井委員が言ったよう

に、アパートならアパートの管理会社、自治会、町内会、それぞれ役割があるのでしょう

けれども、例えば町内会にごみステーションがありますが、町内会の役員ではない市民も、

自分の家の真ん前にごみステーションがあれば、毎朝、毎朝、見ているのです。やはり、

皆さんいろいろなものを捨てていくわけですよ。燃えるごみの日に、雑がみであったり、

いろいろなものを捨てていくのです。それを、ごみパト隊が来るまで放っておくとか、カ

ラスが来てぐちゃぐちゃにしても放っておくわけにいかないので、実際は、市民が、毎朝、

毎朝、それを見て、分別をしているわけです。そういうのを見ると、やはり、ごみステー

ションの管理をどのようにするか、そのシステムをきちっと考えていかなければならない

だろうと思いますね。 

○松藤委員長 ほかにいかがでしょうか。 

 大体出ましたでしょうか。 

 ここだけでまとめておきますと、まず、ごみステーション管理に関しては、皆さんのご

意見は大体一致していて、権限という言葉を使ってはいけないかもしれませんが、先ほど

言われた行政の一員というステータスですね。レベルはいろいろあると思いますけれども、

制服とか腕章だけというのもありますし、ネーミングを考えて、ごみパト補助隊というよ

うな名前にしていくとか、日本人というのは権限に弱いので、そういったことでかなり抑

制力が働くのではないかというご意見がありました。 

 それから、共同住宅に関しては、協同組合協議会にもちろん働きかけはするけれども、

加入率から考えると非常に難しいので、分離という方向をもう少し具体的に考える必要が

あるのではないかということです。そのときに、条例という方法もありますし、先ほど言

われたように、トレードと言うのでしょうか、そのために整備を多少してあげるというこ

とを考える方法があるのではないか。これは、きょう最初に話題となった戸別収集問題と

非常に近くて、戸別収集で解決するのか、そういった方法で解決するのか、両方あります

よね。これは私の考えですが、この方法は戸別収集に比べてはるかに安く済むかもしれま

せん。そういうことが、ごみステーション管理について出たと思います。 

 時間が限られていますので、このあたりで一たん置かせていただいて、次に、さわやか
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収集についての議論に入っていきたいと思います。 

 資料２－６から２－８ということで、資料２－６は現状の割合で、２－７は送付先のリ

ストですね。２－７は、配布が悪いのではないかと言われましたけれども、総数としては

千幾らという数字になっています。それから、２－８に関してはアンケートです。ただし、

これはケアマネジャーという対象でありまして、ケアマネジャーに対しては周知度が非常

に高いという結果だと思います。こんな資料を用意されましたので、これらに基づいてご

議論をお願いしたいと思います。どたなでも結構です。 

○湧井委員 ２点あります。 

 １点は、さわやか収集の認知度の話です。これは、前から悪いと言われているのですが、

例えば、先月配布されたごみカレンダーにも、さわやか収集の記載がないのです。ああい

うものを使って、もっと認知度を上げる努力をされた方がいいのではないかということが

一つです。これは、前から何回も言っていますので、そろそろごみカレンダーに、さわや

か収集がありますという話と、どういう方が対象ですとか、どういうところに連絡すれば

やりますということを次回からはっきり入れていただきたいということです。 

 ２点目は、さわやか収集のクロス表です。まず、要介護は札幌市全体で何件ぐらいある

のかということをつかんでいるのでしょうか。 

○事務局（小湊業務課長） 対象者ですね。つかんでいます。 

○湧井委員 これは何件ぐらいですか。例えば、要介護２が１９３人になっていますね。

分母が幾つかわかるのかというのが質問の趣旨です。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 介護の認定者は１万３，４８０です。 

○湧井委員 要介護３はどうですか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） ８，２３０です。 

○湧井委員 これを聞いたのは、要介護者２なり３なりでさわやか収集をどの程度利用し

ているかを知りたかったということです。それから、要介護度３では認定数が要介護度２

の３分の２ぐらいになっていますが、（さわやか収集の）利用者数は４分の１くらいです

ね。これは、要介護３になると、グループホームとか老人の特養施設に入るから独居の居

宅生活者が減ることが原因と考えられますか。 

○事務局（小湊業務課長） そうです。 

○湧井委員 というと、さわやか収集の対象は、実質上は要介護２が対象ですね。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 単純にこの割合で６割以上が要介護２の方というふう

になっております。 

○湧井委員 この６割は、全体の合計に対しての６割ですね。 

○事務局（小湊業務課長） そうです。 

○湧井委員 ということは、要介護２の人は１万３，４００分の１９３しかさわやか収集

を使っていないということですね。多分、要介護３ぐらいになると、さわやか収集が絶対

に必要だと思うのですが、８，２００に対して４８ですから、０．５％ですか、非常に少
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ないですね。それを言いたかったのです。 

 先ほどの話に戻りますが、認知度が低いということは前からわかっていますので、もう

少し認知度を上げる努力が必要だと思いますし、特にごみカレンダーにはぜひとも入れて

いただきたいと思います。 

○松藤委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○佐川委員 まず一つは、介護保険にかかわる要介護認定された人たちが対象だというこ

とです。先ほどの人数からすると、２０７人というのは本当に利用者が少ないです。それ

から、福祉認定制度による人数は本当に少ないです。そんな中で、今、この資料の中にあ

る支援団体、支援グループに対する周知の方法ですね。数も書いてありますが、やはり、

障がい者団体、あるいは、身体障がい者にかかわらず、精神、知的も含めたきちんとした

周知をすることが大事だろうと思います。 

 それから、そういういろいろな福祉認定については、特に今、視覚障がい者で言えば同

行援護という制度がこの１０月からスタートしています。また、自立支援の日常生活支援

のほかに国の事業も新たにつけ加わったところで、視覚障がい者で言えば認定区分制度が

また変わって細かくなってきています。今までは、介護保険であると、極端に言うと、視

覚障がい者の認定区分の項目は本当に少なくて、細かくないです。そういうことからする

と、こういうごみの収集に関して利用範囲が狭まってくるので、利用範囲をもう少し広げ

るように考えた方がいいと思います。 

 それから、今の収集は週に１回という中で、週に何回必要なのかということです。各家

庭に分別で非常に困る人だっているわけです。ですから、そういうごみの分別とか収集の

方法、特に冬だけ必要な方などいろいろいらっしゃいますので、支援が必要な方のところ

をきちんと把握されて施策を進めた方がいいのではないかと思います。 

○松藤委員長 ありがとうございます。 

 最初に言われたのは、対象の範囲が狭いという理解でよろしいですか。 

○佐川委員 はい。 

○松藤委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○濱田委員 皆さんもご認識になっているのでしょうけれども、今回は２０７件ですから、

圧倒的に少ないのですね。何でそういうことになるのか、いろいろな理由があると思うの

ですが、先ほどのアンケートのさわやか収集に関するアンケートの質問２の②、③で、聞

いたことはあると知らなかったで３４．５％です。ケアマネジャーの方ですね。そうする

と、３人に１人は知らないということです。そして、障がいのある方は、情報を発信して

も非常に弱いから、こういうことが不便なのだ、こういうことをもう少し緩くしてもらい

たいということを障がいのある方ばかりから聞こうと思うと、非常に狭くなってしまう、

弱くなってしまうのです。ですから、そういうことにかかわりのある人で、情報を持てる

人がいろいろいますね。そういう普通の健常者がこういうことをもっと知らなければいけ

ないと思うのです。これは、今まで議論したことと違って、決まっている制度ですから、



 - 23 - 

この制度を育てていかなければいけないと思うのです。 

○松藤委員長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 大体出ましたでしょうか。 

 今のご意見は、制約がありますけれども、周知の対象者ですね。２－７にいろいろな協

議会等が出ていますが、こういったルートで十分周知できるのかどうかということがあり

ますね。これはいかがですか。このルートで大体行き渡るものですか。１，１００カ所と

数はすごいのですが、どうなのでしょうか。今言われたように、健常者に対する周知も必

要かもしれないですね。そうしますと、先ほど湧井委員が言われた一般の周知の中でのＰ

Ｒが必要です。どうも、そのあたりがスタートのようですね。二つ目は、対象者の範囲で

すね。この二つの議論かと思うのですが、周知に関していかがですか。これでちゃんと行

き渡るのですか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） この１，１０５カ所というのは、そういう対象者がい

るだろうという施設に対してですから、健常者ではないです。 

○松藤委員長 ここに放っておけば伝わるだろうという感じに見えるのです。ここに伝わ

らないと本当に役に立たないでしょう。行政というのは一般にそうですよね。渡しておけ

ばいいだろう、その先で何とかしてくれるだろうという感じなのです。 

○佐川委員 実際に伝わっていないのです。 

○笹川委員 これは、一言で言えば、個人情報保護法の兼ね合いではないですか。とにか

く、そういう情報は出さないと。 

○松藤委員長 これは、出すのではなくて、ニーズを拾うということです。 

○笹川委員 出していることにはなっていても、実際には特定のところしか行かないとい

うことですから、我々の方には情報が入ってこないということだと思います。 

○松藤委員長 我々でなくて、必要としている方に届くかどうかという話ですね。このサ

ービスを必要としている方にこういうものがあるということが本当に伝わっているかどう

かという話です。個人情報の話ではないです。 

○笹川委員 だから、伝わっているかどうかという話の前に、こういう制度があるという

ことを知っていますかというものに対して、ほとんどの人が知らなかったというのは、個

人情報保護法があるから情報が伝わらなかったということだと思います。 

○松藤委員長 それは関係ないでしょう。 

○笹川委員 関係あると思いますよ。 

○松藤委員長 市のＰＲとして広報に出せば済む話ですからね。 

○笹川委員 例えば、社会福祉協議会と各区協議会の方に情報は行っていると。でも、そ

こからです。私も区の社会福祉協議会の会長をやっていますが、私は一回も聞いたことが

ありませんし、私が知らないから、その下は全く、情報の発信のしようがないわけです。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） 事務局の方から言わせていただきたいと思います。 
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 笹川委員がおっしゃられたように、そういうところから我々に情報をいただけると、お

伺いして、ご利用なさいますかというアプローチが可能だと思うのです。そういう意味で

は委員がおっしゃることもあると思うのですが、今問題にしているのは、我々がどうです

かというよりは、むしろ介護の事業所とか、あるいは障がい福祉サービスを提供する事業

所にＰＲをして、そのサービスを使いたいという人の目に触れるようにＰＲしているので

すけれども、アンケートの結果を見ると、どうもそのとおりいっていない、必要な方のと

ころに情報が行き届いていない、そういう問題だと思うのです。我々も、今までは介護事

業所とか区役所とか社会福祉協議会などに行っていたのですが、今おっしゃっていただい

たように、もっと障がい者団体にお願いして広報誌に載せてもらうとか、今、少しやり出

しましたけれども、ケアマネジャーが集まる会議があるといったら出かけていって宣伝し

てくると。また、ご指摘をいただいたように、ごみカレンダーに載せて、当事者の方でな

くて周りの方にも周知をするということですね。そうすると、困った方がいると、こうい

う制度があるわよと言ってもいただけると思うのです。そんなことを考えながら、これは

少しＰＲを強化していきたいと思います。確かに、笹川委員がおっしゃるように、個人情

報保護法があるので、なかなか我々が情報を得て御用聞きができない状況なので、我々と

しては、効果的に浸透するような方策を考えたいと思っています。 

○上田委員 私も、さわやか収集については、この会合に出て初めてわかったのです。そ

れはいいことだということで、地区のクリーンさっぽろ衛生協議会のときに、こういうも

のがあるのだけれども、連絡はあったかと聞くと、所長さんは新しいものですから、ある

と思います程度で終わってしまっているのです。 

○松藤委員長 送り先については、大体このようなものがベースで、今言われたケアマネ

と、ほかに何を考えておりますか。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） ケアマネ、あるいは障がい者団体ですね。あとは、

障がいのある方、要介護の方以外の健常者の方、隣近所の方に伝えるように、湧井委員が

おっしゃっていただいたように、ごみカレンダーは全世帯に入りますから確かに有効です

ね。 

○松藤委員長 これがうまくいっていないのは、ここまで行っても、その先が伝わってい

ないと先ほど言われました。そこを明らかにしていただかなければ、同じことになります

ね。 

○上田委員 極端なことを言えば、これは広く公開して、周知をして、できるだけみんな

が、あの人は具合が悪いからさわやか収集にしてもらったらどうかというような動きにな

るように持っていくべきだと思います。もう障がい者がどうのこうのという時代ではなく

なってきています。だから、同じように扱っていくということです。 

○佐川委員 広報さっぽろに載せるとか、町内会の回覧板に載せるとか、そういう方法も

あるだろうと思います。社会福祉協議会に出しても、社会福祉協議会から回ってくること

はないです。 
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○上田委員 結局、文書だけ回ってくるけれども、必要なところに行っていないというこ

とですね。 

○松藤委員長 今の話は非常に重大な問題です。これをやっています、伝わっていません

という話ですね。これはもっと真剣に考えてください。私は行政に対して大体批判的なの

ですが、やっていますといって、メニューをざっと出すのです。しかし、それはどうなっ

ているのか、全然フォローしていないということが非常に多いですね。これも一つだと思

います。恐らく、このシステムでいいのですが、その先の何が問題なのか、これは市が明

らかにしていただくしかないのではないでしょうか。この現場に対してなぜ伝わらないか

調査をするということが先ではないですか。 

 もう一つは、一般の方に対して伝えるというのは非常に重要な方法です。ごみカレンダ

ーが一番いい方法でしょうか。ほかに何かいい方法はないですか。 

○奥谷委員 見るだけではなくて、先ほど佐川委員がおっしゃったように、程度の区分が

結構厳しいので、この区分では、興味はあるけれども、だめだという人が多いでしょうか

ら、その区分を緩めることですね。それから、電話をかけてきたら、ご相談先はこちらと

か、あとはテレビのスポットで流してほしいと思います。そうすると、隣近所の方も聞い

たり見たり、目のご不自由な方もテレビスポットで声もあると。テレビスポットは結構効

果があるのです。ですから、予算的にどうのという前に、ぜひそういうところにお金をか

けてほしいと思います。 

○松藤委員長 本気でやる気だったら、それをやりますね。私はそう思います。例えば、

地下鉄つり広告とか、ＪＲだって使えるでしょうし、いろいろ考えられると思います。 

○事務局（小湊業務課長） 地域で、ボランティア活動でごみ出しをやられている方が現

にいらっしゃるのです。私どもの方では実態の把握はしていないのですけれども、いわゆ

る地域の中での助け合い運動ということからすると、そっちの方を優先しまして、そこに

も手を貸していないといいますか、協力していない、そこに対する補完的な役割というこ

とでのさわやか収集なものですから、地域でせっかくやっているボランティア活動を阻害

してはならないというようなことも一つありまして、今まではテレビ等でのＰＲをどんど

ん進めていくことに関しては一歩引いておりました。 

○奥谷委員 例えば、さわやか収集をしてほしいという方が、ボランティアだから遠慮す

るということではなくて、市ではこういうのをやっているよ、あなたはどれを選びたいで

すかということで、それはその方に選んでもらうことができると思います。 

○上田委員 そういう空気に持っていく必要があると思います。 

○奥谷委員 いろいろなものを選べるということが本当にいいと思います。 

○事務局（小湊業務課長） 委員のおっしゃられることは十分わかります。 

○松藤委員長 あとは、対象者の範囲の問題は、この委員会では非常に難しいのですけれ

ども、ニーズをもっと掘り起こす必要があると思うのです。例えば、冬だけというご意見

もありましたけれども、そういったものに広げて、あとは介護保険などの制約をどうする
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か、それはここでは決められません。もう少し、一体何のためにやっているかということ

を考えれば、当然広げなければいけないのではないでしょうか。こういう制度にしたらこ

れしかできないというのは逆であると思うのです。 

○湧井委員 例えば、要介護２とか１の認定を受けるときに、チェック項目で全部拾いま

すね。そういうときに、認定する方が、さわやか収集についても、どういうサービスがあ

って、どれを希望されるかという欄を設ければいいではないですか。 

○事務局（小湊業務課長） 介護認定の段階でということですか。 

○湧井委員 今のは要介護でしょう。その前の……。 

○事務局（小湊業務課長） 要支援ですね。 

○湧井委員 要支援から市が入っておりますね。その中で、私の個人的な感じでは、要介

護１がいいところだと思うのですが、その前の段階からも、認定のときにフォローしてい

ったらどうでしょうか。相手を見ながら、例えば、おれはひとり暮らしで足も大変だから

無理だとか、打ち合わせをしながら、向こうの希望もありますので、やっていけばいいの

ではないかと思うのです。 

○松藤委員長 今言われたのは、要介護認定とサービスをつなげて、そこで情報提供して、

さらにニーズのレベルを聞くということですね。 

○湧井委員 そうです。 

○松藤委員長 要介護認定は毎年やられるのですか。 

○上田委員 どのくらいいるのですか。 

○事務局（小湊業務課長） 全体でですか。 

○松藤委員長 認定頻度はどれくらいですか。 

○湧井委員 多分、２年に１回くらいはやります。 

○松藤委員長 そういうものが一番いいいのではないですか。 

○湧井委員 あとは、状態がおかしくなった段階で認定にかけられるのです。だから、多

分、少なくとも２年よりは期間が狭いと思います。いいかげんな意見で済みません。 

○松藤委員長 それが一番直接コンタクトできる機会ですから、非常にいいのではないで

しょうか。 

 対象を広げるかどうかについてはここではできないので、市の方でやっていただきたい

と思います。 

○湧井委員 今の話は、障がいの方の佐川委員から意見を言っていただきたいのです。 

○佐川委員 今の要介護などは、介護認定で６５とかと高齢者になってしまうので、それ

以外のところでも、障がい者で必要な方、やってほしい方はいらっしゃると思うのです。 

○湧井委員 そういう認定は定期的にやるのですか。 

○佐川委員 それは、個人が区役所に行って手続するときだけです。 

○湧井委員 申請ですね。 

○佐川委員 申請です。そういうものもありますし、恐らく、それ以外にも必要な方はい
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ると思うのです。 

○松藤委員長 これは、清掃部の問題ではなくて、どこですか。 

○事務局（小湊業務課長） 保健福祉部です。 

○松藤委員長 保健福祉部と連絡をとっていただいて詰めるのがよさそうですね。対象者、

ニーズのある方をなるべく広く掘り起こすということをやっていただきたいと思います。 

 整理としましては、現在連絡しているのですが、具体的に到達していないのはなぜかと

いうことは明らかにしていただいて、その連絡が行くようにするということです。二つ目

は、公的な健常者が中心になった広告といいますか、それを進めていくということです。

三つ目は、要介護度認定という保険の方と関連しながら、対象者の掘り起こしを進めてい

くことが必要であるということです。この辺の三つかと思います。 

 市からの追加のデータ、情報はここで説明していただいた方がよろしいでしょうか。 

 それでは、ご説明よろしくお願いいたします。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 今お配りしたものは、さわやか収集の一つ前になるか

と思いますが、ごみステーションの管理負担軽減に関する事例紹介ということで、清掃事

務所の方と話をしたときにこういう意見が出されましたので、実例などを参考までに紹介

させていただきたいということでまとめた資料です。 

 まず、１番、精神的支援、２番、物理的支援と書いてあるのですが、ごみステーション

の管理負担を軽減するためには、どういうものが効果的かということで、大きく二つに分

けて整理しました。 

 まず、精神的支援ということで清掃事務所から意見として出ていたのは、不適正排出の

指導に際しては、早朝啓発は非常に効果が高いというお話がありました。それから、パト

隊や美化班の継続的な活動が不可欠ではないかということを言われておりました。また、

町内会と清掃事務所、連名と言うのでしょうか、そういうチラシを作成して、管理会社と

分離化に関してお話をすることもあるということでした。四つ目は、管理人がいない共同

住宅の専用ごみステーションで、管理ができる地域住民を、「町内会等」としているので

すけれども、町内会の方でオーナーに紹介して、有償になるのですが、共同住宅の専用ご

みステーションを管理している人を紹介するような例もありましたと言っておりました。

それから、平成２１年度、２２年度に、ごみステーションの夜間巡回監視を実施しました

ということです。これは、当然、清掃事務所から意見を出されなくてもこちらで主体とな

ってやっていたのですが、夜間巡回監視を実施しました。巡回監視、不適正排出者への啓

発等を行いまして、一定の成果を上げたということです。権限はそんなにないパターンだ

ったのですが、前の日に出しに来た人には、朝になって出してくださいというような話は

したということです。 

 その下の米印は、いろいろ出た意見の中で、こういうことをやったらどうかなというふ

うに事務局の方で考えたことです。こういった成功事例や、ごみステーション管理上のト

ラブル対応方法について、処方せんと言うのでしょうか、こういうものをまとめて冊子に
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するとか、ＤＶＤなりを作成して配布していくということも検討する価値があるのかなと

考えました。 

 ２番目は、物理的支援です。これは、管理機材とかステーションそのものの話になると

思うのですけれども、管理機材（ネット、サークル及び箱型）に対する助成は、今、全額

ではなくて半額を上限とか、半額までで上限が１万２，０００円とか、７，０００円とか、

機材によって変わるのですが、こういう助成は今後とも継続してほしいということを事務

所の方からも言われております。ルール違反の箱型ごみステーション設置を防止するため

にもという側面もあるようですが、そういう意見も出ております。箱型ステーションは、

確かにカラスや猫対策に効果があります。ただ、共用のごみステーションとして設置する

場合は、場所（敷地内）の確保が難しいと感じていますという意見が清掃事務所から出さ

れておりました。 

 一たん、こういう事例がありますという紹介をさせていただきました。 

○松藤委員長 これは、ご紹介ということでよろしいでしょうか。 

 真ん中の米印に冊子を配布とありますが、私たちの話はこれよりもっと進んでいて、も

っと直接やってくれという話です。 

 それでは、３番目のコストの話についてです。 

 資料は２－９と２－１０ですが、これに関してご意見等がございましたらお願いします。 

○湧井委員 ２－１０の雑がみについて、質問は一つだけです。 

 集団資源回収で段ボールなどを集め出して半年たっています。実際問題、町内会などで

も段ボール類が前の倍から３倍ぐらいにふえています。ということは、中沼の雑がみのセ

ンターの費用も大分安くなるのでないかと思うのですが、資源回収での市民の協力がこの

費用の軽減にどの程度つながる予想なのでしょうか。 

 今、これは２億２，０００万円ですが、半分ぐらいになるのでしょうか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） これは、今はわからないです。わからないというのは、

業務課だけでまとめている数字ではなくて、ほかの部署からも確認して載せております。

この数字自体は２２年度ということで、確かに資源回収の雑がみのルールが変わったとい

うことが反映されていないです。 

○湧井委員 中沼の運営費もあるし、雑がみのリサイクル事業費、あるいは収集運搬費で

すね。収集運搬もかなりきいてくるのではないかと思うので、トータルすると……。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 量は減ります。 

○湧井委員 トータルそうすると、大体９億円ぐらいですね。非常に大きな数字として効

果が出てくるのではないかと思うのです。そういう趣旨ですか。 

 もう一つ余計なことを言いますと、私はかねてから、ごみ代は今のリットル２円は高い、

安くしてほしいとお願いしています。例えば、１０枚２００円を１１枚２００円にすると

か、そういう形で市民が協力した分を市民に返していただきたいという思いが根底にあっ

て、幾ら減るのかなという質問をしました。 
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○松藤委員長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○笹川委員 出ている数字しか参考資料がないので、私たちはなかなか判断できない部分

があるのですが、ごみの有料袋の売り上げは約２８億円か３０億円ですね。その使い道が

ここに出ているというふうに解釈せざるを得ないのですが、そうなのでしょう。 

○事務局（小湊業務課長） そうです。 

○笹川委員 そうすると、一言で言えば、これは自給自足の考えでこの金額が出ているの

でしょうか。３０億円かかるから３０億円と。そうすると、いろいろ計算するとキロ２円

という単価の袋代が出てくるということなのか。札幌市議会に出ている予算等を見ると、

決して自給自足の数字ではないので、ただかかる費用だけをこうやって羅列されて、これ

で納得してくれということなのか。そうだと思うのですが、こんなにかかっていないと思

うのです。私ははっきりそう思います。根拠を出せと言うならば、いろいろな数字をつく

っていますから、後で出すことはできます。ここでこんなことを言ったって仕方ありませ

んけれどもね。 

 例えば、ごみカレンダーの製作費用はこれに入っていますか。 

○事務局（小湊業務課長） 入っています。 

○笹川委員 すばらしい紙ですよね。配布料は入っていますか。 

○事務局（小湊業務課長） 入っています。 

○笹川委員 どのくらいかかっていますか。 

○事務局（小湊業務課長） これは２２年度決算でございますので、今回、ポスティング

をしたものではありません。昨年は、約６割の町内会さんには無償で配布をしていただき

ました。あと残りの４割、約３０万弱の世帯はポスティングをさせていただきました。こ

の経費は、三つ目の枠の１億円のところに、普及啓発・環境教育のための経費、収集日カ

レンダーの作成・配布と載っていますけれども……。 

○笹川委員 配布料が随分安いのですね。ことしは、町内会に全部お願いして特別にやっ

てもらったらどうなのか、そして、幾らかを町内会にご苦労さんでしたということを何で

やらないのですかというものを出したのですが、全部を市の方で配るということだったの

で、その話はなくなりました。 

 我々民間の考え方からすると、数字というのはこんなものではない、絶対に違うと思っ

ています。もう少し分かりやすい説明をしてもらいたいのですが、本当にこんなにかかっ

ているのですか。ちょっと聞きたいのです。 

○松藤委員長 答えようがないと思うので、ほかにご質問はいかがですか。 

 今、笹川委員が言われたとおり、結局、こういうものは収入と支出のバランスがないと、

どうも判断ができませんね。決して間違っているということはないのですけれども、内訳

がないのです。それからもう一つ、先ほどご質問があったのは、段ボールの扱いによって

変化したかということですけれども、それ以上に、有料化でどうなったかというものがな
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いのです。これは、何とも判断のしようがないのです。こんな数字ではね。 

○笹川委員 意見の出しようがないのです。 

○松藤委員長 全くそうなのです。実は、この話は、この委員会ではなくて、親委員会と

言うのでしょうか、廃棄物減量等推進審議会の話なのです。あそこは、有料化がどうなっ

たかという評価をする委員会なのですけれども、こういう資料が何も出てきていないので

す。これで理解しろと言われても無理ですね。そういう文句をさんざん言っていますが、

全く聞いてもらえなくて、こんな状態です。だれもが考えることは同じだと思いますが、

これではわかりません。 

○笹川委員 一言だけよろしいですか。 

 ちょっと話が飛躍して申しわけないのですが、最終的に、例えば、ごみの回収、戸別収

集に持っていくとして、前回も６０億円かかりますという説明がございました。何でこん

なにかかるのかなといつも考えているのです。それで、私なりに考えたざれごとかもしれ

ませんが、札幌市内の町内会の数は自治会を合わせると大体３，０００ぐらいあるのです。

そして、ごみステーションの数が４万強あると思うのです。そうすると、例えば、ごみス

テーションを５万カ所にふやして、その５万カ所の町内会、自治会に対して、先行投資で

ごみステーション管理を新しくするということで、例えばごみステーション１個について

１万円出すと。そうすると、５万カ所ですから約５億円かかるわけです。先行投資ですけ

れども、１回やってしまうと５年、８年はかからないわけです。同じように、各町内会を

約３，０００としまして、３，０００のところに、維持管理費を含めて、現場清掃も含め

て１年間に５万円でお願いしますよと言うと、３，０００カ所ですから１億５，０００万

円かかります。１０万円にすると３億円ですね。そのぐらいの費用で札幌の問題は大方片

づく話ではないかと考えたのです。そうすると、６０億円というお話と考え合わせますと、

人件費と車代が大きな費用になりますからね。 

 とんでもない話で申しわけありませんが、考えてもらいたいと思います。 

○松藤委員長 そのとおりの話なのです。実は、私が分析した結果があるのです。やって

みますと、有料化になって、結局、分別がふえてお金がかかっているのです。選別費もか

かっていて、収集もかかっていて、赤字なのです。それを手数料収入で補っているのです。

今、ほとんど何も残らないという状態です。ですから、その内訳をはっきり示すことが大

事だと思います。今言われたように、どこにお金がかかっているのか、それをちゃんとす

ると。それから、一番最初の約束は、手数料の収入をどうやって使うかという一番大きな

議論があったのです。ごみ処理費に使ってはいけない、リサイクルなどに使うべきだと、

これは答申に書いてありますけれども、そうなっていないのです。これは１億円、１億円

ぐらいですからね。今、笹川委員が言われたように、もっといろいろなことに使えますよ。

ちゃんと考えれば、先ほどの共同住宅の機材をこれで賄えるのではないですか。だから、

赤字補てんだけではなくて、悪いところを直していって、正常に持っていって、もっと有

効に使えると思うのです。それをやるのは親委員会なのです。 
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 実は、親委員会にその資料を出しますかと聞きましたら、時間がないからだめだと言わ

れましたので、まだどこにも出してくれません。 

○永野委員 結局、ごみ有料化になって市の出す費用は減なのか増なのかはっきりしてい

ないのですか。 

○松藤委員長 それを出していませんので、この表で理解するのは難しい話ですね。これ

では増えていますね。増えていて、手数料収入等で補っているという構図だと思います。 

○永野委員 市長の２２年かの施政方針の中で、有料化になったためにごみが少なくなっ

て篠路の工場が要らなくなって３億円浮いたと。３億円浮いたので、そのうちの１億円で

カーリング場をつくると言ったことがあるのです。それで、かなり文句が出たとみえて、

撤回しました。カーリング場のお金は別な方から出すということらしいのですけれども、

３億円が浮いたという話だけはあったのです。 

○松藤委員長 今言われたのは、清掃工場が一つ要らないということですから、実際は何

百億円ですね。 

○笹川委員 １０年間で３００億円です。その分の投資が助かったという話は市長もして

いました。 

○永野委員 投資は別としても、経費として……。 

○松藤委員長 経費としては増えているのです。私は、リサイクルをやってお金がかかっ

てはいけないと言っているわけではないです。増えたら増えたでいいのです。こうなので

すけれども、皆さんどうですかと見せてくれれば納得できるのです。それがなくて、ごみ

が減ったからいいだろうというのは違うと思います。もう少し透明化が必要ですね。何に

使っているか、それはぜひやっていただきたいなと思います。 

 最初に話題となった戸別収集について、今日は議論する時間がありませんが、収集に関

するデータだけでも、もう一回整理する必要がありますね。もし、それを戸別にしたらど

うなるかということをもう一度出して考えていただくと。それから、ステーション問題は、

先ほどの共同住宅問題がありますので、何本立てかで揃えていくという進め方にしたいと

思います。 

 予定の議事は以上で終了したのですが、ほかに何かご意見等はありますでしょうか。 

○奥谷委員 私は、ここに来て初めてわかったのですが、中央区の一つのステーションが

４軒、５軒という世帯数の少なさで、東区だと３０から４０軒がステーションの平均です。

これは、札幌市民の皆さんは知っているのかなと思うぐらいびっくりしたのです。 

○笹川委員 それは間違いなのです。私のところは曙ですから曙地区だけの話をしたので

あって、中央区全体の話をしたつもりはないのです。そんなことはわからないです。私の

段階では調べようがないです。ただ、一生懸命小さくしながら管理しているところはそう

いう程度にしていますと。そうすることによって非常に透明化して、違法排出とか、分別

をちゃんとしないとか、そういう問題がなくなってきましたよという話をしたのです。だ

から、中央区全体の話ではないのです。 
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○奥谷委員 だから、戸別か３０世帯などではなくて、もっと間に幾つかあるということ

ですね。 

○松藤委員長 小規模ステーションですね。 

○笹川委員 そういうことです。 

○松藤委員長 その情報を持っておりましたら、次回に出していただけますか。 

○事務局（小湊業務課長） 私どもの方は、今、二、三十世帯に１カ所のステーションと

いう基準は変えておりませんで、当初から同じなのです。共同住宅の専用化は顕著に進ん

でおりまして、有料化した２１年の６月あたりから急激に右上がりに増えてきているので

す。そういう共同住宅が増えてくると、どうしても戸建ての住宅群がどんどん減り、利用

者が減ります。かといって、５０メートルなり１００メートル先に持っていけとはなかな

かならないものですから、結果として、曙町内会のように、四、五世帯でステーションが

つくられている例も実態としてはございます。それは、ほかの地区でも同様かということ

になりますと、我々は、あくまでも基本原則は基本原則で、実態に即して、事情に応じて

そういうこともやっているということでございます。 

○湧井委員 今の話だと、市でステーションを把握しているのだから、どの地域が何カ所

かということはすぐにわかるはずです。 

○事務局（小湊業務課長） はい、わかります。 

○湧井委員 大体でいいので、そういう大きなつかみの報告を次回にしてください。全く

ないのか、あるいは、ある地域はこうなっていると、それは図面ですぐわかるはずです。 

○事務局（小湊業務課長） 全体の地域別になりますと、なかなかわからないのです。世

帯数で地区別に落とさなければならないものですから、そうなるとわからないのです。区

別ぐらいのレベルになってしまうのです。 

○松藤委員長 それは、去年、私たちが委託したときのデータがありますので、ちょっと

用意します。もう少し細かいところまで出ます。 

 時間が来てしまったのですが、議題（３）の中間報告についてというのは何を相談すれ

ばよろしいのでしょうか。 

○事務局（小湊業務課長） とりあえず、今、議論になっていたものを、ここで意見とし

て出されたものをまとめてみましたので、皆さんにお配りさせていただきます。一部訂正

もさせていただきながらということです。 

○松藤委員長 これを議論する時間は次回ですか。 

○事務局（小湊業務課長） とりあえず、私から説明をさせていただきます。 

 今議論になったような課題、それから対応方法についてまとめさせていただきましたが、

これは、ごみ収集に関するさまざまな問題点の洗い出しをしまして、課題の整理、対応策

の検討をしていただいたところでございますけれども、中間報告では、今まで議論された

内容を取りまとめまして、現時点で考えられる対応方法の方向性を示していただくことが

できればと考えております。この中間報告は、ホームページでも公表したいと考えたおり
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ます。また、区役所やまちづくりセンターなどにも配布をして、内容に関する意見なども

募集をしたいと考えております。それから、市民意見を聞くことも予定をしております。

その後、出された市民意見も参考にしながら、さらに議論を深めていただいて、もう少し

具体的な対応策を示すことができるような内容として、最終報告を出していただきたいと

考えております。 

 中間報告の作成に当たっては、皆さんから出された意見をもとにまとめました基本的な

骨子をお手元に配付をさせていただきました。洗い出された課題を大きく三つに分類、整

理をさせていただきまして、その一つとしては、ごみステーションの設置基準に関するこ

と、それから、ごみステーション管理の負担に関する軽減策、さわやか収集のあり方とい

う三つの課題を整理させていただいて、それぞれに対応した対応方法について下の枠の中

に記載をさせていただきました。その対応方法の一つとしては、既設の共同住宅の専用ス

テーション化の推進、これは、先ほど委員さんからも出ておりました。 

○松藤委員長 これは、皆さんおわかりではないですか。これをいつ出されるのかという

ことを一番知りたいのです。 

○事務局（小湊業務課長） この報告ですね。これを、私どもの方で１０月下旬ぐらいに

まとめまして、たたきを各委員さんに一度ごらんいただこうと思っております。そして、

それらをご確認していただいた後で、最終的なプランニングをして公表したいと考えてお

ります。 

○松藤委員長 これは全体で何ページあるのですか。 

○事務局（小湊業務課長） ページ的には、中間報告なものですから、四、五ページです。 

○松藤委員長 言葉の使い方も相当議論になりそうな雰囲気です。集まらなくてもいいの

ですか。ちょっと心配ですね。 

○事務局（小湊業務課長） そういった意味での確認ということからしますと、公表する

前にですね。 

○松藤委員長 急ぎ過ぎではないですか。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） ニュアンスが違うということがあり得ますね。 

○湧井委員 私も、案の段階でいきなり公表はないと思います。ちゃんと委員会を通して、

意見を聞いて、それから公表だと思います。 

○事務局（小湊業務課長） それは、ご足労をいただきますけれども、皆さんがそういう

ことの方がいいということであれば、それが一番妥当な方法だと思いますので、よろしゅ

うございますか。 

○松藤委員長 たたき台を用意していただいて、それをもとに審議する方がいいと思いま

す。 

○事務局（小湊業務課長） そうですね。あらかじめ私どもの方でたたき台をつくりまし

て、事前に配布をさせていただいた後、今日のようにお集まりをいただくと。 

○松藤委員長 事前に意見をいただいて、先にそれを整理してください。全員に配付して、
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それを持ってくるということです。 

○事務局（小湊業務課長） はい 

○上田委員 今日議題になるだろうと思った戸別収集については一言も話題にならなかっ

たのですが。 

○松藤委員長 戸別収集は中間報告に入りますね、項目としては。今日は時間が予定され

ていなかったので、次回、戸別収集について検討しましょう。どういう書き方をするかと

いうことですね。なぜ入れるというと、ステーション問題は、収集だけの問題ではなくて、

共同住宅のことも一緒にありますので、全体を並べて話さなければいけないだろうと思い

ます。解決策の一つとして戸別収集があるということです。次回は、小規模ステーション

の話も出てくるだろうと思います。 

 ということは、全体で４回になるという見込みでよろしいですね。 

○事務局（小湊業務課長） そうなると、４回になります。 

○松藤委員長 では、もう一度用意していただきたいと思います。１１月ですね。 

○上田委員 次回は、戸別収集がある程度軸になると考えてもいいですか。 

○松藤委員長 戸別収集は軸にはなりません。ほんの一部です。ステーションの問題の一

部です。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） 委員長がおっしゃったのは、さまざまな問題点の解

決策の一つに戸別収集があるわけですから、それで大きなウエートにならないということ

です。 

○松藤委員長 戸別収集は、中心ではないです。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） 解決策の一手段ですから、そういう意味です。 

○笹川委員 これは、８日の道新にもう検討に入っているという記事が載っているのです。

こんなものをどこでリークしたのか。もう既に検討に入って、賛否が拮抗しているという

ようなものが出ているのです。はなから戸別収集ありきということでだれかがリークした

のではないかと思うのです。 

○松藤委員長 これは説明があって、北海道新聞情報研究所が調査をしましたということ

です。札幌市ではありません。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 今日検討委員会がありますよというのはマスコミの方

たちにもお知らせしているので、それを受けて、事前にそういう……。 

○松藤委員長 表題が悪いのです。「札幌市が」と書いてあるのです。 

○笹川委員 市民が見たら、戸別収集をやるのだなというふうに思ってしまうでしょう。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） でも、中身は違います。 

○笹川委員 市の方では、現在、検討中だというふうに。 

○松藤委員長 では、これはどうしますか。委員会とは関係ないからいいですか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 次に、うちの方から資料を送るときに、よければおつ

けしたいと思います。 
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  ３．そ の 他 

○松藤委員長 では、次回の委員会について、事務局からお願いします。 

○事務局（小湊業務課長） 次回の委員会は、できれば１１月の頭あたりではいかがでし

ょうか。 

 １１月９日は減量等推進審議会がありますね。それを踏まえた方がいいかと……。 

○松藤委員長 傍聴の方もおられるので申し上げますが、１１月９日に審議会があるので、

ぜひ傍聴をお願いします。どんな議論をしているか、今日のような話が出るかどうか、ど

ういう話が出るか、ぜひごらんになってください。 

〔次回委員会の日程調整〕 

○事務局（小湊業務課長） それでは、改めてご案内をいたしますけれども、一応の予定

しては、１１月１４日の１時半からとさせていただきます。場所は、案内するときにお知

らせをいたしますので、ご予定だけお願いしたいと思います。 

○松藤委員長 それでは、以上で審議を終了いたします。 

 長時間、いろいろご意見いただきまして、ありがとうございました。 

 これをもとにして、形だけの結果ではなくて、ちゃんと動くような案づくりを皆さんと

一緒にやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

  ４．閉  会 

○事務局（小湊業務課長） 松藤委員長、どうもありがとうございました。 

 以上をもちまして、第２回目の検討会議を終了させていただきます。 

 次回は１１月１４日ということで、またご足労いただきますけれども、何とぞよろしく

お願いいたします。 

 どうもありがとうございました。 

以  上   


