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日 時：平成２４年１月３０日（月）１３時３０分開会 

場 所：札幌市役所本庁舎  地下２階  ２号会議室 
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１．開  会 

○事務局（小湊業務課長） それでは、若干定刻前ではございますけれども、各委員が全

員そろっていらっしゃいますので、ただいまから第４回家庭ごみ収集方法等に関するあり

方検討委員会を開催させていただきます。 

委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、またお寒い中をお集まりいただきまし

て、ありがとうございます。 

本日の司会の進行役を務めさせていただきます、事務局であります環境事業部業務課長

の小湊でございます。 

不慣れではございますが、進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

それでは、早速でございますが、本日の会議は、あり方検討委員会の設置要綱第６条の

２によりまして成立いたしますことを改めて申し上げさせていただきます。 

なお、本日、傍聴されている方もいらっしゃいますけれども、報道機関の方がいらっし

ゃっておりますが、撮影に支障のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

ないようでございますので、進めさせていただきます。 

それでは、本日配付しております資料の確認をさせていただきますので、お手元でご確

認いただきたいと思います。 

まず、上から会議次第と座席表が１枚物でそれぞれあるかと思います。次に、資料１と

いたしまして、家庭ごみ収集方法等に関するあり方について、中間取りまとめに対する市

民意見でございます。資料２といたしまして、家庭ごみ収集方法等に関するあり方につい

て報告書（案）でございます。 

以上でございますが、もし不足などがございましたらお知らせいただきたいと思います

が、皆さんにおそろいでしょうか。 

次に、本日のスケジュールをご説明いたします。 

お手元の次第をご覧いただきたいと思います。 

本日の委員会では、まず、資料１の家庭ごみの収集方法等に関するあり方について、中

間取りまとめに対する市民意見をご確認いただきまして、その後、資料２の家庭ごみの収

集方法等に関するあり方について報告書（案）の内容について、市民意見の内容も踏まえ

て検討していただく予定でございます。 

会議時間は、進行状況にもよりますが、おおむね１６時ごろまでを予定しておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

また、浅野清掃事業担当部長は、別件の会議が入ってございまして、こちらに来られる

のが２時４０分ぐらいになるかと思いますので、どうかご承知おきいただきたいと思いま

す。 

それでは、これより先の議事進行につきましては、松藤委員長にお願いいたします。 
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  ２．議  事 

○松藤委員長 皆さん、こんにちは。 

最終回になると思われますので、ご審議をよろしくお願いいたします。 

まず、配付資料が二つあるのですけれども、これは委員の方に事前に配付されています

ね。中身についてはいいと思うのですが、どのような説明をしていただけますか。確認の

意味でお願いいたします。 

○事務局（本谷内調査担当係長） ご説明させていただきたいと思います。 

まず、資料１についてでございます。 

中間取りまとめが１１月２５日に公表となりましたが、その内容に対して市民意見を聞

いたものを取りまとめたものとなっております。具体的には、１１月２５日に公表となっ

たのですけれども、それから１２月末までかけて市民意見を伺いました。そのほかに、各

区の連町会長にも意見を伺っております。各区で１１月から１月までの間で区で開催され

ている場合には、そこにお邪魔して説明させていただいて、ご意見を伺いました。１１月

から１月の間に会議が開催されなかった西区、手稲区の二つの区については各連町会長に

個別に意見を伺う形で行いました。もう一つは、各区のクリーンさっぽろ衛生推進協議会

の会長たちもいらっしゃるのですけれども、その方たちにも会議の中で説明させていただ

いて、ご意見を伺いました。その結果を取りまとめたものとなっております。 

意見の件数はなかなか難しくて、各区の連町会長会議の中で出た意見と、西区、手稲区

で個別に意見を聞いたものです。そういう意味では、全員が発言しているわけではないの

ですけれども、会長の皆さんは約９０名いらっしゃって、その方たちを対象に意見を伺っ

ております。各区のクリーンさっぽろ衛生推進協議会の会長は１０名おりますので、この

１０名の方に対して意見聴取をさせていただいております。 

その他、市民から出た意見は全部で６件ございまして、その意見を合わせてまとめたも

のが今回の資料となっております。 

○松藤委員長 説明は、もうよろしいのではないですか。 

 内容は、前回のまとめがありましたけれども、この番号順にまとまっているのですね。 

○事務局（本谷内調査担当係長） そうです。 

○松藤委員長 まず、公表は１１月２５日からですが、公表方法はホームページですか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） はい。 

○松藤委員長 それに対して回答は６件あったということですね。 

 そのほか、各区で説明会を行って、その参加者が９０名という意味でしょうか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 各区の連町会長たちが約９０名いらっしゃいます。当

日の会議に欠席されている会長がおります。また、西区、手稲区で特に説明は必要なく、

資料だけをいただければという方もいらっしゃいます。そういう方たちも含めて約９０名

です。 

○松藤委員長 会長というのは、連合会長、その他役員の方が来られたという理解ですか。 
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○事務局（本谷内調査担当係長） 役員の方は基本的にいらっしゃいません。 

○松藤委員長 連合会はどのくらいあるのですか。 

○笹川委員 ８７です。 

○松藤委員長 札幌全体で８７ですか。 

会館にそれぞれ集まったということですね。ということは、それぞれ１人ですか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 場所によっては、西区の会長に説明しに行くときに、

一緒に副会長がいらっしゃったということはありました。 

○松藤委員長 会長、副会長などが９０名集まったということですね。 

 クリーンさっぽろの１０名というのは、その場所ですか。それとも別ですか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 一堂に集まる会議がございまして……。 

○松藤委員長 それはクリーンさっぽろですか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） はい。そのときに説明させていただきました。 

○松藤委員長 要するに、ご意見はどういう方から出てきたかというものがないと、さっ

と読むと、一般市民かなという感じがするのですが、そうではないということですね。ご

みと普段接しておられる方が中心に集まったということでよろしいでしょうか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） はい。 

○松藤委員長 今までの説明に関してご質問等はありませんでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○松藤委員長 そういった目で見ていただきたいと思います。 

それでは、早速、この中に入っていきたいと思います。 

それぞれ①から⑥に対して、意見が取りまとめられております。 

進め方としては、資料２として最終報告をつくりますけれども、その中で考慮すべきこ

とがあるかどうかという見方だろうと思うのです。そういった目でご覧になっていただい

てご指摘をお願いしたいと思います。一遍にやると大変なので、３ページの半ばぐらいは

どうでしょうか。戸別収集前のところです。３ページ半ばまでの中で、これは最終報告に

反映すべきではないかというご指摘はありますでしょうか。 

○上田委員 特に、全般的なことでございますが、１の（２）の市のマネジメント体制・

機能の強化です。原文は、「町内会だけでは対応に限界があるため」という表現になって

おりますね。早速、私はこの報告書（案）を拝見させていただきました。市の決まりでは、

町内会という言葉は一回も出ていないのです。 

○松藤委員長 済みません。その話はもう終わっている話で、「町内会など」という名前

に統一したということで、前回にご了解いただいていると思うのです。中間取りまとめの

中の表現としては「町内会など」と書きました。 

事務局の方、そういうことではなかったでしょうか。議論は終わっていますね。 

○事務局（本谷内調査担当係長） はい。 

この市民意見を要約したものが（２）のアとなりました。例えば、市民意見で町内会だ
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けではという意見が出たとすれば、この中ではそのまま町内会という表現にさせていただ

いております。 

○上田委員 ２０年３月２８日、環境局長決裁で、どこの文面を見ても、この要綱、決裁

事項については町内会という言葉は一つも出ていないのです。それがあえてここで出てき

ているということについて、市としての見解です。これから町内会を推していくのかどう

かという問題は残っていると思います。 

○松藤委員長 この資料は、報告書ではありません。資料が違います。 

今のご指摘は、本文で、もしそういうところがあればご指摘をお願いいたします。 

今の議題は、市民からいただいたご意見の中で、これは含めるべきであるというご指摘

をいただきたいと思います。 

３ページまでと言いましたけれども、どこでも結構ですので、気がついた点からお願い

いたします。 

報告書には、おおむね合意という雰囲気で書かれているところが多いと思うのです。た

だし、反論的なものも幾つかあります。主に、反論的なもので、これは問題があるのでは

ないかということを含めるかどうか、ということになるかと思いますが、いかがでしょう

か。 

それでは、私の気がついたところを幾つか申し上げたいと思います。 

まず、１ページの下のイで、公的な位置づけにするとかえって指導が難しくなるという

ご指摘があったということですね。当番にプレッシャーがある、一番下には「腕章をする

とかえって威圧するのではないか」というご指摘があります。 

それから、３ページの戸別収集に関してです。戸別収集のアでは、戸別収集に賛成であ

るという意見が並んでいるということですね。例えば、２番目は「生ごみだけでも」とあ

りますし、３番目は「すべて解決する」という見方もあります。そういったご指摘があり

ました。 

それから、４ページで、戸別収集に懐疑的だという意見です。７番目の丸で、「どうや

ったら収集作業の労力を減らせるか」という違う視点のご意見が入っていたのです。これ

は収集方法の改善の意味のご意見だろうと思います。 

それから、５ページの一番最初のところで、共同住宅のことが中心ですが、大学という

名前も出ていますね。これは、大きな所帯の大学も事業所ですから、そういったことへの

対応が要るのではないかというご意見です。 

それから、６ページのさわやか収集が後半にあります。わからなかったのは、アの３番

目の丸の民生委員との集まりで、社協というのは何ですか。 

○上田委員 社会福祉協議会です。 

○松藤委員長 これは、この委員会の案としては入っていますね。 

その確認だけをしておきたいと思います。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 福祉政策との連携強化の中で、行政であれば福祉部門、
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関係機関ということであれば社会福祉協議会を入れているつもりであります。 

○松藤委員長 ７ページの大きな２番で、取りまとめ全般に関する意見ということで、２

番目の丸で、「ごみステーション管理者にものすごく気を使っている」とありますが、こ

れはどういう意味で言われたのかわかりません。ごみステーション管理者に気を使うとい

うのはいい意味で書いておられるのですか。どちらなのですか。偏っているのではないか

という意味でしょうか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） ごみステーションを管理されている方に配慮された内

容という意味です。 

○松藤委員長 配慮というのは、よいという意味ですか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） はい。 

○松藤委員長 次に、８ページの上で、一番気にしているのは１行目で、「どの程度影響

があるのか」というご意見がありまして、要するに、報告書で終わってしまうのではない

かというご指摘だと思うのです。これは、委員会としても強調したいところで、実施に向

けてというところですね。 

３行目は、メンバーの専門性というご意見もあると思うのですが、ごみステーションの

管理にどのくらい携わっているのか、素人ではないかというご意見もあったということが

書かれています。これは、委員の中の専門性、知識を疑問視する意見もあったということ

です。 

９ページのウですが、今まで議題に何も出てこなかったのですけれども、違反という話

です。２番目のポツで、「箱型ごみステーションを歩道上に設置しているのは違反である」

という指摘があったのです。これは、道路管理上の違反という意味だと思うのですけれど

も、こういった指摘があったということです。 

それから、１０ページの（４）の上から５番目の「名前を書いて」という意見もあった

ということです。これは、管理の上であちこちでやられている方法で、名前を書くと責任

の所在がはっきりするというご意見もあったということです。 

それから、（５）の１行目です。「もっと単純でわかりやすいガイドブック」とありま

す。要するに、今のパンフレットはわかりにくいのではないかというご指摘があったとい

うことです。私の気がついたところはそれくらいです。 

最後から２番目の違反については、事務局としてどのような回答となりますか。 

○事務局（小湊業務課長） 道路上の設置ですね。歩道上に固定で、常設型で箱型で置い

ているものについては、道路を使う場合は占有許可が法律上必要になりますが、私どもは、

その占有許可を受けて設置しているものではないので、箱型のものを常設、固定で置くと

いうことは私どもでは認めていないものですから、それは避けていただきたいということ

です。当然、サークルやネットなど片づけて道路に何も残らない状態で、片づけた後はコ

ンパクトにしてボックス等々に収納するということで対応しております。民地の敷地の中

であれば全然問題はないのですが、道路上であれば一定の制約があるということで常設物
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は認めていないということでお願いしております。 

○松藤委員長 違反と書かれたのは、そういう指摘があったからではないですか。 

○事務局（小湊業務課長） 私どもは、そういうふうに常設物として置いてあれば、撤去

の指導をお願いすることはございます。 

○松藤委員長 そうですか。 

○永野委員 でも、箱型の常設のものは結構あるのです。 

○事務局（小湊業務課長） 実際にあるということは私どもも掌握しております。万が一、

そこで歩行者がひかれてけがをしたということになると、設置者の責任になるものですか

ら、そういったものは撤去していただきたいということです。もしくは、仮設式で折りた

たみできるようなものに変えていただくという指導やお願いをしております。 

カラス被害等が非常に多くて、日常的なものも絡む話になるものですから、なかなか簡

単に変えられないという実態があることは十分承知しておりますけれども、その辺は、繰

り返しお願いをしながらということです。 

○松藤委員長 ご意見に対する確認ということであったので、あとはお役所の方でお願い

します。 

○湧井委員 今の箱型ごみステーションの話は、私もかなり疑問に思っていたのです。歩

道に置くなという指導をされたというのは、道路でも市道、道道、国道でいろいろ基準が

違うと思うのです。ところが、場所によって指導を変えていると思って見ていました。例

えば、私の単位町内会の話をすると、スーパーゴミステーションがあります。固定型のが

っちりしたものです。それを、大体半分ぐらいの方が使っています。それを撤去しようと

なると、住民の反対運動が起きて大変なことになると思います。実際問題、そういうステ

ーションは結構見受けられるのですが、逆に、市道の場合は設置を正式に許可してもいい

のではないでしょうか。国道だったら問題かもしれませんけれどもね。ですから、違反だ

けれども、いいよという取り扱いはやめた方がいいと思うのです。それでは、ルール違反

だからといって全部撤去すると、多分、札幌市のごみステーションは大混乱が起こります。 

その辺はどうお考えになっているのでしようか。 

○事務局（小湊業務課長） 今のご指摘のとおり、箱型ごみステーションは、強制的に撤

去するということは、地域事情もございますから、なかなかしづらい状況ではございます。

市道であろうが、道道であろうが、国道であろうが、道路は道路法という一つの網がかか

りますから、先ほど言いましたように、道路占有物を置く場合は占有許可を受けてくださ

いというのが法律上の規定です。そして、道路のごみステーションに関しては占有物では

ないのです。 

今、関係する建設局とも、特に道路通行に支障のないようなところについては置いてい

ただけるものでいい方法はないか、検討を進めているところですが、どう展開していくか

ということですね。私どもは、一義的には、道路に固定物は置かないでいただきたいとい

うお願いをしているのが実態ですが、結構現存していることは承知しております。 



 - 7 - 

○湧井委員 逆に、今、固定式のごみステーションを設けているところは、占有許可を出

すように指導すればいいのではないですか。そして、正式なものにしてはいかがですか。 

○事務局（小湊業務課長） 道路占有でやっている都市はないのですけれども、占有許可

を出してやるのが札幌市の方式として大丈夫かどうかは、今後とも関係部局と調整してい

きたいと思います。 

○松藤委員長 今の話は、検討していますで終わってしまうことが多いので、本当に検討

しているのかという確認をしたいのです。 

 福祉と連携という話がありましたが、今の話は道路行政との連携ですね。それもぜひや

っていただきたいと思います。これから専用ステーションが増える可能性があります。場

所がない場合はどうするのかということにもなりますから、ぜひ、きちんと検討していた

だきたいと思います。 

○濱田委員 資料１から最終答申に盛り込むべき意見があるかどうかということについて

です。 

８ページの３の（１）の４番目のご意見です。自分が出したごみにもかかわらずという

ことで、学校でも道徳の時間などでごみのことを取り上げてほしいとあります。何回かや

ってきました委員会の中で、学校との連携や子どもということについては余り議論がされ

ていなかったような気がします。 

話が横にずれますが、クリーンさっぽろという組織がありまして、そこで、毎年、夏休

みに子どもたちをごみ処理施設に連れて行ったり、何人かを集めてごみについての意見交

換会をすることは、子どもの啓蒙、ひいては親の啓蒙につながっていると伺っております。 

したがって、学校での道徳の時間も含めて、そういう問題についての啓蒙はあっていい

のではないかと思います。ですから、このご意見はぜひ答申の中に盛り込むことができな

いだろうかと思います。 

○松藤委員長 これに対してはご意見がありそうですね。 

○奥谷委員 小学校４年生になりましたら、授業の中で子どもたちは清掃工場に見学に行

くことが多いのです。行かない学校もあります。それで、４年生、５年生ぐらいになると

だんだんわかってくるし、見学することによって大変さがわかります。夏に見学しに行く

とちょっとくさかったりしますので、それだったらきちんと洗って出そうなど、いろいろ

なことを先生方が指導してくださっているという話は聞いています。お子さんたちは４年

生で行くことが多いのです。低学年だと余りわからないので、そういうところではこうい

うお話もいいかもしれません。ただ、高学年に関しては、実際に行くことが多いですし、

教材なども使いますので、そういうことは皆様もわかっていると思うのです。 

○濱田委員 子どもの言うことを親は一番よく聞くのです。おっしゃるとおり、低学年で

は影響力がないですから、やはり４年生以上の高学年にそういう機会をいろいろ設けてほ

しいのです。ごみ収集は日本全国統一ではないですから、札幌は札幌のごみ収集をやって

いくわけです。ですから、札幌市の教育委員会がそれを取り上げないと、迫力があるもの
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にはならないだろうと思うのです。ですから、道徳の中で全体的にはこうだよというお話

ではなくて、札幌市の場合は、こういうことで大人がみんな頑張っているから、あなたた

ちもお父さんやお母さんたちと話し合いをしないという持っていき方が必要ではないかと

思うのです。 

○奥谷委員 ここでおっしゃっている方は道徳でという話ですけれども、人間が生きてい

る限り、ごみは必ず出ますし、ゼロにすることは不可能ですので、きちんと分けてできる

だけ減量するというお話をどんどんすべきだと思うのです。ですから、出してはだめだと

いうようなことは……。 

○濱田委員 道徳の時間以外に教える時間がないのです。数学で教えるわけにはいかない

からね。 

○松藤委員長 私の理解を申し上げますけれども、これは社会科ですか、生活科ですか。

そんな時間があって、実際にどこに行くかというと、大体は清掃工場ですね。しかし、あ

れでは何もわからないのです。しかも、今は、中に入れませんから、外からしか見られな

いのです。今のご意見を聞いて思ったのは、分別のことについては非常によく教育するの

です。でも、ごみステーションの話は見たこともないような気がします。むしろ、そちら

の方が重要かもしれません。ですから、教育のパンフレットは、子どもがわかるものでは

ないと大人もわからないということですから、子ども用のパンフレットを作っていただい

て、ごみの分別だけではなくて、それと一緒に収集の問題点についても作っていただいた

らどうでしょうか。それを学校で副読本として使うということをやっていくのが重要では

ないでしょうか。 

○事務局（小湊業務課長） 今、小学校の４・５年生の副教材で「ごみと暮らし」という

ものを学年に応じたものでつくっております。ごみの減量化、リサイクルということで、

ごみステーションに関することは載っているのですが、深めていないということは確かに

おっしゃられたとおりかと思います。 

○松藤委員長 私の理解では、非常にきれいに書いてあるのです。すごく格好よく書いて

いるのです。でも、ちょっと違うのではないかと思うのです。 

○事務局（小湊業務課長） もうちょっと出すことを中心に、出す段階での注意事項に気

をつけなければいけないかもしれませんね。 

○松藤委員長 それを、ぜひ一度見直していただきたいと思います。 

これは、市のどちらが担当になるのですか。 

○事務局（小湊業務課長） 私どもであり、ごみ減量推進課になります。 

○松藤委員長 これこそ、市の中のいろいろな部局が協力してやらなければいけないこと

でしょうね。その辺は一度見直されたらどうでしょうか。私もぜひ関係したいので、声を

かけてください。 

○上田委員 今の学校の清掃活動やボランティア活動については、西区の場合は、１年生

は外しています。２年生からそれぞれ役割があって、６年生になるとごみ拾い、５年生に
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なると別なものです。例えば、市の大事な施設のところに花畑をつくるのは３年生という

ふうに、月に１回出て活動しております。 

考えてみますと、３６５日のうち、子どもたちが学校に出てくるのは、休みを全部引き

ますと２００何日しかないのです。そのほかに子どもたちの休みを入れると１８０日ぐら

いしかないのです。ですから、可能な限り参加をすることは大事だけれども、学問の領域

が広くなっていますから、勉強にも熱心になってもらう。しかし、月に１回ぐらいは地域

の活動に参加することも大事だと考えております。 

○濱田委員 今のお話では、学業をおろそかにしてこういうことをやろうということでは

なくて、やはり、教育の中にそういうものを取り入れていっていただきたいという意見な

のです。ですから、おっしゃるように、確かに学校に行く時間は２００日強の貴重なもの

だから、これだけをそこに突っ込むという話ではないのです。 

私は清田区ですけれども、清田区で学校と話し合いながらやっているのは、小学校のと

きにボランティアの心を養い、中学校になったら実践しようということで、町連や各単町

と一緒にやっているのです。そういうふうにずっとつながった教育をしていかなければ、

大人になっても全部忘れてしまうようになるのではないかという話です。 

○上田委員 西区の場合は、小学校が熱心で、中学校は無頓着な感じが多いですね。 

○永野委員 今の小学校の関係ですけれども、去年の１２月に高学年の生徒と懇談会をす

る機会がありました。そこで、ごみの場所が大変汚いので、これをよくするのにポスター、

チラシを作りたいのだけれども、どうしたらいいだろうか。それから、放置自転車も多い

ので、このポスターを作りたいのだけれども、どこに貼ったらいいのだろうかと。ですか

ら、今の子どもたちは、町内をきれいにしようということに関しては、かなり厳しい、立

派な意見を持っているように感じます。やっぱり、大人が悪いのです。 

○松藤委員長 ほかにいかがですか。 

○湧井委員 今の意見で思い出したのですけれども、先日、テレビで大阪の自転車の話を

取り上げていましたね。要するに、大阪には放置自転車が多いということです。それで、

子どもたちが作ったポスターを放置自転車の置かれている道路面ところに貼りつけたら、

さすがに大阪の人間でもそこには自転車を置かなかったというお話でした。ですから、ひ

ょっとしたら、ごみステーションもそういう子どもたちのポスターを貼れば意外ときくの

かなと思ったのです。永野委員が言われたことはいい意見ではないかと思いますし、やっ

てみたらどうかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○松藤委員長 話がそれているようで、全くそれておりませんので、そういったお話をぜ

ひお願いします。 

○湧井委員 今のお話と違うのですが、一番最後の収集方法に関する意見のところです。 

私は、報告書のところで意見を言おうと思っていたのですが、収集方法に関する意見の

一番上に、「違反者に対して厳しい対処をすべきだ」とあります。２番目には、「ごみ出

しをきちんとやってもらうためには罰則しかないと思うが、実際にはごみの排出ルール違
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反に罰則を設けて取り締まることは難しいので、このままでいいと思う」ということです。 

今のごみステーションで、これから転勤の時期で、大型ごみが捨てられるときがたまに

あるのですが、罰則はあるのでしょうか。 

○事務局（小湊業務課長） それを捨てたことによっての罰則はないですね。ただ、全く

ステーションがないところにごみ投棄されると、当然、不法投棄で、廃棄物及び清掃に関

する法律がありますから、それにより罰せられることはあります。 

○湧井委員 例えば、夜中にごみステーションに大型ごみを持っていって捨ててしまった

ということは罰則はないのですか。 

○事務局（小湊業務課長） いきなり不法投棄というとらまえになるかどうかということ

になりますが、法律の規定によっていきなり罰則ということにはなかなかならないかと思

います。まずは、排出者を調べて、その方に対して指導するということからすべきなのだ

と思います。 

○松藤委員長 今のご質問は、罰則はあるかどうかということですね。 

○湧井委員 ええ。後の報告書のところで質問いたします。 

○松藤委員長 家電は出してはいけないですか。家電リサイクルがありますから、あれは

不法投棄ですね。 

○事務局（小湊業務課長） いわゆる家電４品目ですか。 

○湧井委員 要するに、質問の趣旨は、例えば、今回、小規模ステーションということで

意見が大体はまとまってきました。当初は、戸別収集も不適切排出を防止する意味で視野

に入っていたわけです。ところが、そうではなくて、小規模になってきたので、それを補

うようなものが必要ではないかと思ったのです。例えば、ポイ捨て防止条例がありますね。

たばこの吸い殻を捨てたら１，０００円か２，０００円ぐらいですね。また、余り知られ

ていない条例ですけれども、保健所の中の衛生関係の条例で犬のふん尿を置きっ放しにし

た場合は、５万円か、１０万円か、かなり大きな罰則がありますね。そういうものがある

のだったら、ごみステーションに大型ごみを捨てていったら５万円、１０万円は当たり前

かと思ったものですから、そういう意味で質問しました。後で、報告書の中でまたお話し

したいと思います。 

○松藤委員長 罰則は初めて出てまいりました。今まではマナーという話でしたね。 

ほかにいかがでしょうか。 

それでは、報告書の中で振り返っていただいても結構ですので、報告書に入りたいと思

います。 

報告書は、構成としては８ページまで本文がありまして、その後に前回資料の横長の図

があります。事務局にお願いしたのは、この概要図に書かれたことは絶対に本文になけれ

ばいけませんので、それがどこにあるかを明確にしてほしいと要求をして、アンダーライ

ンが引いてあります。 

これも、どこからでも結構ですので、ご意見をお願いいたします。 
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○湧井委員 １ページ目です。 

ここの中段ところで、小規模ごみステーション方式と戸別収集のメリット、デメリット

を説明しております。デメリットのところには、経済性や住環境の悪化が入っているので

すが、前回の委員会で委員長がおっしゃった話で、労働環境の悪化が入っていたと思うの

です。戸別収集のシミュレーションのときに一緒について歩いたけれども、毎日、２０キ

ロのハーフマラソンをしているような大変な作業量だということでした。 

私も、２２年の前回の委員会のときの現地視察で、私と佐川委員と事務局の３人の５人

で名古屋へ行きました。そのときに現場で見たのも、まさしく同じような感想でした。で

すから、労働環境の悪化ということもデメリットの中に入ってくるのではないかと思いま

して、入れたらどうかと思っているのですが、いかがでしょうか。 

○松藤委員長 恐らく、効率の中に入っているのでしょう。でも、これはお金だけの話で

すね。 

こういったご意見があった場合に、入れるかどうかという話は。 

○事務局（本谷内調査担当係長） すぐにこの文章に追加しましょうと決められる内容で

あれば、今決めていただいた方がありがたいです。 

○松藤委員長 これについては、ご異論はないですね。入れてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○松藤委員長 ありがとうございました。 

 それでは、続けてほかにいかがでしょうか。 

○湧井委員 ３ページ目です。 

ごみステーションの不適正排出の（２）の対策です。「検討委員会では、上記の問題に

ついて、下記の対策が必要と考えました」とあります。そして、アは、「町内会や自治会

などのごみステーションを管理されている方の公的位置づけ」というタイトルですが、こ

この２行目に、「行政の一員として」という文章があります。これは、町内会は、行政の

一員ではなくて、言ってみれば任意のＮＰＯです。 

 この行政の一員という意味合いですが、公的位置づけと関係づけて、今後、行政の一員

としての位置づけを与えていくという意味なのでしょうか。それとも、単に町内会も何と

なく行政の一員みたいなところがあるので、こういう文章になっているのか、この意味を

お聞きしたいと思います。 

○松藤委員長 それは、私もそう思います。 

言い方が非常に狭くなってしまっていますが、話としてはもうちょっと広いのです。適

当な言葉としてどのようなものがよろしいでしょうか。行政の一員ではないですね。ごみ

行政の一翼を担うというような感じだと思うのです。文章については、また事務局で検討

するということでよろしいでしょうか。 

 ご質問はよくわかりますし、確かにこれは違うと思うのです。 

それでは、続けてどうぞ。 
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○湧井委員 その下の市のマネジメント体制・機能の強化の中段のところで、「また、ご

みステーション管理の負担軽減をしていくためには、ごみパト隊の更なる活用と機能強化

が必要です」という文章です。これは、別紙の資料を見ても、ごみパト隊の評価はかなり

高くて、今後とも強化してほしいとか、続けてほしいとか、かなり期待されているのです。

ただ、文章では、「更なる活用と機能強化」という非常に抽象的な形になっているのです

が、もっと具体的に何をするのかをはっきり書いた方がいいのではないかと思うのです。

これを書いた段階ではどういうお気持ちで活用と機能強化を考えたのでしょうか。 

○松藤委員長 事務局から回答はありますか。 

 湧井委員は、ご指摘はたくさんありますか。 

○湧井委員 あります。 

○松藤委員長 それでは、どんどん行きましょうか。 

○湧井委員 私は、活用と機能強化というのは、ごみステーション、今までは排出指導、

不適切排出を中心にやっていまして、２年間やっていますので、ごみパト隊はそれに対す

る知識がすごく増えていると思うのです。実際問題、不適切排出もかなり減っています。

ですから、これからは、活用、機能強化という意味では、排出指導だけではなくて、今ま

での経験を生かした改善提案ですね。 

 今回、ここに書いてあるように、ちょっとしたことで改善できるものが出ています。例

えば、カラス被害があったところでは、重たいネットに変えました。実は、私どもの町内

会でもやっているのです。メッシュの細かいもので、周りのロープが非常に重たいものが

あるのです。それにかえた途端にカラスが寄ってこなくなりました。多分、そういうもの

をごみパト隊の方もご存じだと思うのです。ですから、ごみパト隊の方は、問題のあるス

テーションで、こうしたらいいという意見がたくさんあると思うのです。そういうものを

もっと積極的に出していって、指導と改善に重点を置いて、ごみパト隊をもっと進化させ

ていったらいいと思うのです。私は、そういうつもりで活用とか機能強化を考えました。 

○松藤委員長 それでは、どんどん行きましょう。 

○湧井委員 次に、４ページの戸別収集です。 

我々の今の委員会では、地域の状況に応じて小規模ステーション方式の導入を考えるべ

きであるということになっております。ところが、不適正排出に対しては、もともとは戸

別収集がいいだろうということだったので、それに対しては効果が十分ではなくなります。

そういう意味で、先ほど言った罰則を考えたらどうかということです。例えば、ポイ捨て

条例、あるいは保健所の犬や猫のトイレに関する条例などで、不適正排出は取り締まるわ

けにはいかないと思いますけれども、新たに条例で罰則を設けることは、かなり効果があ

るのではないかと思うのです。ポイ捨て条例を見ていると、当初、１，０００円なり２，

０００円なりで取り締まっていたら捨てる人がいなくなったということを報道等で見てい

ますので、そういう条例を入れていただきたいと思います。ですから、戸別収集をやらな

いための不適正排出に対する補完という意味での施策です。 
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それから、さわやか収集です。これは、かなり前からこの委員会でも議論させていただ

いております。８ページの（４）の上２行のところに、「また、収集の際には、利用者か

ら直接収集をするなど、安否確認の役目も果たすことが可能かについても検討すべきであ

ると考えます」と、非常に後ろ向きの文章になっています。しかし、平成２２年の前回の

委員会でもそうですけれども、名古屋で、安否確認もしているなごやか収集ですね。これ

は非常にいい制度ではないかという話をしていますし、この委員会でも、議事録を見たら、

佐川委員が何度か安否確認という言葉を使って話をされています。また、委員のアンケー

ト調査でも安否確認の話がされています。ですから、これはもっと別項目で、（５）でご

みの排出状況による安否確認を行うというような積極的な文章にしてはどうかと思ってい

ます。 

次に、先日、白石で障がい者の方が亡くなったことを念頭に置いて発言します。土曜日

の新聞報道では、知的障がい者の方が１万３，０００人いらっしゃるということですが、

その中の１，５００人は、症状が軽度であるとか家族がいるということで福祉サービスを

受けていません。今の制度だと、介護サービスや福祉サービスを受けられなくなった途端

に、行政の目が全く届かなくなって、健常者の我々と同じ扱いになっています。 

ですから、さわやか収集の中では、切り口が別というか、全く別なもう一つのやり方と

して、障がいを持った方でも基準や規定によって福祉サービスを受けていない方に対して

は安否確認を含めた戸別収集を行っては如何でしょうか。さわやか収集のもともとの目的

は最後から２ページ目のところにありますが、地域福祉活動の補完的な位置づけを目的と

していますので。 

そういう意味で、障がいを持ちながら福祉サービスを受けていない、要するにノーマー

クになっている方を別な切り口でとらえて、第２のさわやか収集のようなことをやったら

いいと思うのです。ちなみに、前のケアマネジャーか何かのところに書いてあるのですが、

時間や曜日、ごみを出したかということを認識できない方は、軽度であっても認知症の方

と知的障がい者の方にはいるのだというふうにされています。認知症の場合は、ケアマネ

ジャーがついていますので、知的障がい者の方が対象になると思うのです。今、ノーマー

クになっている方は１，５００人です。 

 ちなみに、今回は、そういう方を対象としても、さわやか収集自体は、２２年の報告書

では２００世帯しかありません。名古屋は、人口が同じであっても２，８００世帯ですか

ら１４分の１です。ですから、２００に１，５００を足しても１，７００で、名古屋の２，

８００よりははるかに低い値です。 

この話は今まで出ていないので、皆さんで十分に議論していただいて、さわやか収集と

いう今のやり方とは別な切り口でやったらどうかと思っておりまして、それをお話しした

いと思っております。 

○松藤委員長 ありがとうございます。 

しばらくご意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。全部が出そろってからも
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う一度復習したいと思います。 

笹川委員からはいかがでしょうか。 

○笹川委員 非常に多岐にわたるご意見が出ていまして、聞いていて、頭の切りかえだけ

でも大変な状態でした。 

基本的なことを言うと、中間報告に対して一般市民の方がどういう反応だったかという

ことが載っているわけです。その中身を読ませていただいて感じたことは、大体は想定内

のお話ではなかったかと思います。賛否両論が併記されており、具体的なお話から法律上

の問題など、いろいろと出ていましたので、市民の方の関心度が非常に高いのだという感

想でございました。 

それから、先ほど道路上における箱型ステーションはどうだというお話が出ていました

けれども、私は個人的には反対です。道路上に便宜的にごみ収集のために臨時に道路を使

い、終わったら下げるということがごみステーションの一丁一番地のお話です。そして、

ごみステーションとごみ置き場と二つがあるわけです。ごみ置き場というのは、私有地、

個人であろうと、マンションであろうと、臨時的に補完しておく場所で、それを曜日に合

わせてごみステーションに皆さんが出していただいて、それを清掃事務所の方が収集する

ということで、これは絶対に崩してはならない一丁一番地の話だと思います。そうしませ

んと、申請すれば全部がオーケーということになりますと、不公平が出てくるのです。た

だ、運用の問題で、私有地から３０センチほど箱がかかっているというものは別でしょう。

特に北海道の場合は、夏場の問題だけではなくて、冬の雪の問題が非常に大きいのです。

間違って除雪車が箱型のごみステーションをけ飛ばしていったらどうなると思いますか。

大変なことになるのです。実際に、私も除雪協議会の役員をやっていますからよくわかる

のですけれども、賠償問題です。一つ１００万円もするような箱型の立派なごみステーシ

ョンをけ飛ばして賠償問題が出ているのです。そんなこともありますので、この問題につ

いてはまた別にご検討いただければいいのかと思います。 

それから、今の非常にご熱心なさわやか収集のお話です。これは、我々の町内会単位と

しての対処方法はほとんどないと思います。これは、行政対行政の話の中で効率的な、し

かもいい方向に話し合いが進んで身体障がい者の方、あるいは困っておられる方の戸別収

集等を含めて、大した件数ではないのですからね。何万件という話ではなくて、せいぜい

２，０００件かそこらの話だというふうに聞いていましたので、それはそれで十分に対応

していただけるのではないかと思います。 

○松藤委員長 町内会で対応できるということですね。 

○笹川委員 町内会では対応できないのではないかということです。 

○湧井委員 箱型のごみステーションの話ですが、例えば、ごみステーションは、いろい

ろ問題がありながら、運用がうまくいっているところもあります。例えば、先ほど言った

私の町内会でも大きなステーションがありますが、非常にうまくいっています。もっと話

すと、私は反対なのです、もっと分散しろと言っているのですが、皆さんは嫌だというこ
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とで、結局、大型ステーションになっているのです。そのかわり、皆さんで当番を決めて

きれいにしています。あるいは、見た目も悪いので、花を置いたりしていまして、非常に

いい感じでうまくいっています。そのようなうまくいっているごみステーションを、先ほ

ど撤去をさせられたとありましたが、そういうことまでする必要はないだろうと思うので

す。要するに、目的は、きれいなごみステーション、不適正排出のないごみステーション

が目的ですから、みんなが協力してやれるのだったら、それでいいのではないかと思うの

です。それをあえて、道路だからということでだめだという言い方はおかしいだろうと思

うのです。先ほど言われた３０センチの話もそうですが、要するに、うまくいっていると

ころをいじくり回す必要はないだろうと思うのです。逆に、大型ごみステーションでも、

うまくいっていないところは、ごみパト隊の方が入って、もっと分散しなさいということ

があってもいいと思うのです。 

私は、ごみステーションは、道道や国道までやれとは言いませんから、せめて市道ぐら

いは、ふだんの運用なり場所なども含めて適切ならば認めていいと思うのです。そういう

意見です。今、うまくいっているところをいじくり回す必要はないだろうというのが私の

意見です。 

○笹川委員 別に、いじくり回せというわけではなくて、そういうような箱型のごみステ

ーションを置きたいというところがたくさんあるわけです。そういうところが、何でもか

んでも市に申請さえすればオーケーになるというのは違うのではないかということを申し

上げたのです。 

○松藤委員長 それは、ここで終わりたいと思います。 

 違うご意見をどうぞ。 

○朝野委員 私の分野の問題のほとんどがルール違反です。集合住宅のごみ出しルール違

反が多いということで、市民の意見を聞いてもみんながそうなのです。どうやったらとい

いかということが一番問題です。結局、２年間、市の方も、管理業者を通して、オーナー

に敷地の中に設置してください、共同で使う形ではなくて、お宅のマンションやアパート

のごみステーションを単独でつくってくれと一生懸命指導していてもこういう形だという

ことは、今残っている古い体質の共同住宅で余分な土地を持ってやっているところは一つ

もないということです。これが一番のネックになっているのです。 

今、道路の問題がありましたけれども、ある程度のところで我慢できるものは敷地に幾

らかかかって、道路に出ても強制的に作るような考え方を持っていかないと、改善できな

いと思いますよ。 

あるいは、古いものは撤去してください、新しいものに変えてくださいと。そして、新

しいものであれば、今の新しい共同住宅にはきちんとした要綱があって、決められている

のです。新しい共同住宅の問題は別に出てきていないと思うのです。要するに、古いとこ

ろでの体質の問題です。古くなると、空く率が多くなるのです。ですから、ごみも余り出

ないと思うのです。昭和５０年から５５年にかけて出てきた古いものは入る人がいなくて
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困っているような状態です。そういう状態の中でごみ出しが悪いというのは、ワンルーム

マンション、先ほどの市民の意見にも出ていたように、大学のそばですね。はっきり言う

と、西岡地区や野幌は、私ども管理関係の仕事をしていると、物すごい問題が起きている

わけです。ここの管理会社は大変なのだと。マナーが悪くて学生がどうにもならないのだ

と。やはり、いろいろなつき合いの中で問題が出てきているわけです。それは、管理会社

が学校の学生指導課に行って頼んではいるのですが、そういう時間を特別に作ってくれな

いと言うのです。 

そして、マナーの悪い人は、何ぼ指導しても同じなのです。どうにもならないというの

が管理会社のまとまった意見です。ですから、最終的にどこか我慢をしてでも、古いとこ

ろには共同住宅専用のものを作るように、できるだけ努力をしていかなければ解決の道は

ないだろうと思うのです。 

とりとめないことを言いました。 

○杉浦委員 今、共同住宅のことが出たので私も言います。共同住宅でも、ワンルームは

汚いところが多いのです。そして、町内会に入っている共同住宅はきちんとやってくれる

のです。町内会に入っていないところが悪いのです。そういうことで、私どもは、その近

くにステーションを設けようとしたのです。そうしたら、器材は町内会で半分を持たなけ

ればならないということで、今度は町内会が反対するのです。何で町内会に入っていない

ところに金をかけなければならないのだということですから、これも痛しかゆしなのです。

ですから、古いワンルームのところにそういうものを設置する努力といいますか、ここに

指導を推進すべきであると書いてあるのですが、とにかく義務づけるべきであるぐらいに

書いてほしいのです。そういうふうにやっていただきたいと思います。 

○松藤委員長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがですか。 

○朝野委員 今の町内会の関係です。 

 アパートに入居している人が町内会に入らないということで、私たちは、市と提携しま

して、賃貸のマンションを借りた場合に町内会に入会してくださいというパンフレットま

で作って出しているのです。それでも、関心のない人は入らないのです。そして、入らな

い人が一番悪さをしているのです。だから、根本的なことはみんなもわかっているのだけ

れども、その対策がなかなか進まないということを、管理事業者やオーナーが一番心配し

ているのです。やはり、オーナーにしてみれば、自分のところのマンションが町内会に迷

惑をかけているということをかなり気になさっているのです。管理会社にも、おまえのと

ころはきちんとやってもらわないと困ると。そこで、オーナーや管理会社に対しての指導

だってあるわけです。 

○松藤委員長 ありがとうございます。 

○上田委員 今、８ページまで、あっちへ行ったり、こっちへ行ったり、全般を通してや

っていますけれども、大事なことは、順序を追って一つずつ確認して、これでいいかとい
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う進め方にしてほしいと思います。戸別収集なら戸別収集で話をやり、違う話をすると違

う話になるということになりますので、できれば１ページから順序よくやっていただきた

いと思います。 

○松藤委員長 これは私が答えるべきだと思います。 

たくさん意見が出るということは、関心があるということです。私は、それを最初にや

ります。そして、最後に最初から行きます。そういう順番で進めます。私の経験では、最

初からやると終わりませんので、全体から行きましょう。 

どうぞご自由にお願いします。 

○永野委員 前に戻るのですけれども、３ページです。 

 ごみ出しルールの指導、パトロールを円滑に実施するために云々とあります。要するに、

町内会の方に言うなれば、ごみパトロールのようなことをやってもらうために制服や腕章

や権限を与えるということだと思うのですけれども、私の町内会でこういう話をしたとき

はこういうことに関しては反対でした。ごみパトロールの方にやってもらうということで

す。町内会の者が町内会の人を指導したりするということは人間関係を悪くするので、そ

ういうことはやらない。ある人は、ごみを悪く出している人を知っている、名前も知って

いるけれども、私は、その人の名前も言わないし、注意もしませんと言うのです。ですか

ら、これは大変難しい問題だと思います。 

○松藤委員長 ありがとうございます。 

 どこからでもどうぞ。 

○上田委員 それに関してです。 

どの文面も、２ページから３ページにかけて、町内会や自治会など、ごみステーション

をという表現になっているのです。 

そこで、私は、先ほどの環境局長の決裁事項で、町内会や自治会という言葉が一言も出

ていないのです。そのかかわりをここできちんとしておかなければ、いつまでたってもこ

の問題は、市民意識としては町内会や自治会がかかわっているということは理解できても、

局長が、市民はという表現をしているのですね。そういう大きな違いがありますので、そ

こら辺もきちんと書いていかなければならないと思います。 

また、表現上のことで、「町内会や自治会など、ごみステーションを管理される方の公

的位置づけ」のところですね。これは、「町内会や自治会などのごみステーションを管理

される方の公的位置づけ」など、表現の仕方も大事ではないかと考えています。 

町内会や自治会などにかかわりなく、市民意識として、ごみステーション、ごみ処理を

していこうということが局長決裁ですから、それを、今、ここで新しく町内会や自治会な

どと二つをどんと出してくることについて、「など」という言葉が入っていますからよろ

しいですけれども、この辺が大事だと考えています。 

○松藤委員長 後半のご質問がよくわからなかったのですけれども、文章の順序の問題で

すか。町内会、自治会などのというところですね。 
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○上田委員 極端なことを言えば、「ごみステーションを管理される方の公的位置づけ」

というぐあいに整理した方がいいと思います。 

○松藤委員長 それをとれという意味ですか。 

○上田委員 町内会や自治会を外すということです。 

○松藤委員長 わかりました。 

それでは、笹川委員からどうぞ。 

○笹川委員 これは、法律をつくろうとしてやっているわけではないので、一字一句のお

話はなじまない部分があろうと思うのです。上田委員は専門家かもしれませんけれども、

実際にごみステーション、あるいはごみの管理をやっているのは、だれが何と言おうと、

一言で言えば市民であり、具体的に区分をすれば町内会の方々と自治会の方々がやってい

るということは、局長であろうが、市長であろうが、みんながわかっていることなのです。

では、私たちは私たちの立場でやっている人間としてこうしてほしい、こうあるべきだと

いうことを申し上げているわけです。 

今の助成金のお話は、私は前にも言ったのですが、本来、ごみステーションの管理、あ

るいは器材については、市が全額１００％出すのが当たり前の話だと思うのです。何回も

言っているのですが、町内会が半分負担するなんてことになっているから、先ほども杉浦

委員がおっしゃったように、入っていない人のために何で町内会が出さなければならない

のだという問題が出てくるわけです。予算のこともあるのでしょうけれどもね。 

 ただ、こういう機会ですから、ごみステーションに関しては、もちろん収集するのは行

政ですけれども、地域の管理、監督は、実際の町内会や自治会が請け負っているわけでは

ないですが、市民の義務としてまじめにやろうとしているからやっているわけです。費用

関係については、ぜひとも６２億円も予算をかけようと思って、戸別収集の話も部分的に

は出てきたのでしょうから、何億円もかかるわけではないのですから、市で全額を負担し

てもらうということになれば、地域としてもおのずから責任感も新たに出てくるでしょう

し、運用の方法をみんなで一生懸命やろうということになるわけです。その辺は、ぜひ文

章に載せてもらいたいと私は思っております。 

○松藤委員長 ほかにいかがでしょうか。 

もうしばらくご意見を伺いたいと思います。 

佐川委員から何かございませんでしょうか。 

○佐川委員 先ほどのさわやか収集の件ですが、湧井委員が大体いいことをほとんどおっ

しゃっていただいたのですけれども、先ほどの市民意見のところで、何でしたでしょうか。 

○湧井委員 私が申し上げたのは、安否確認は入れた方がいいということです。 

○佐川委員 そうです。市民の意見のところでは、安否確認を入れるというところまでや

ると、ごみ収集は大変なことであると。ましてや、ごみの方で安否確認をすれば、ほかの

安否確認がごっちゃになって、そちらの方は必要なくなるというようなご意見がありまし

た。安否確認というのは、そういうことではなくて、例えば、災害の際の安否確認、ある
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いは、高齢者に対する福祉的な安否確認などがありましょう。ここの場合は、あくまでも

高齢者、あるいは障がい者の方のごみの収集に関して、対象者で申し込みをしている方に

対しては安否を確認した方がいいのではないかということで検討すべきと最終案には書い

てあります。 

そういうことなのですけれども、安否確認は名古屋でも行っております。ですから、こ

れは非常に難しい問題ではないと思いますので、安否確認の中身についてぜひ入れていた

だけるように検討する必要があると思います。あるいは、この中に障がい等の収集日、収

集回数なども書いてありますが、それとともに収集の内容ですね。例えば、ごみの分別方

法や、出す方法論なども必要だろうと思います。期間や日数は書いてありますけれども、

ただの方法ではなくて、大まかに検討するという話になっていますので、そういうことも

文言として入れてほしいと思います。 

○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。 

大体そろいましたでしょうか。 

それでは、先ほど上田委員からご提起がありましたが、最初からもう一度振り返ってい

きたいと思います。 

ご指摘のあった部分は、３ページですね。 

１ページの労働環境は先ほど終わりましたので、３ページの上田委員からご指摘になっ

た町内会、自治会などということです。これは、この委員会でも１回目、２回目から出て

きた話で、最初に文言を変えまして、最終的には「など」と入れたということです。そし

て、先ほど笹川委員からフォローしていただきましたけれども、実質的にやられているの

は町内会や自治会だろうということで書かれているということで、これは既に合意ができ

ていたと私は理解しておりました。 

これはよろしいでしょうか。まだ問題はありますか。 

ということで、進めさせていただきます。 

それから、その下です。 

○上田委員 ちょっと待ってください。 

 そうすると、町内会や自治会などというのは残すということですね。市民とのかかわり

はどうですか。 

○松藤委員長 市民が直接やるというのは現実的ではなくて、町内会や自治会がやられて

いるという理解ですね。ですから、そういった方々に腕章などを与えるということであっ

て、論理としては全部がつながっています。一般市民という話ではないという理解でよろ

しいですか。 

○上田委員 具体的になったということはわかります。町内会や自治会などというふうに

具体的になったことはわかるけれども、基本になる２０年の局長通達が市民は……。 

○笹川委員 その局長通達のことをこの間からおっしゃっているけれども、どういう通達
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なのですか。 

○松藤委員長 私は知りませんけれども、通達は、そう書くしかないと思いますよ。そこ

に町内会とは入れられないです。これは、事務局で調べていただけますか。それは、もし

非常に問題があるのであれば修正しなければいけませんので、確認してからにしていただ

きます。 

○事務局（小湊業務課長） それは、環境局長からの回答の文書ですか。 

○上田委員 札幌市ごみステーションの設置及び清潔保持に関する要綱、平成２０年３月

２８日、環境局長決裁。 

○事務局（小湊業務課長） 要綱ですね。 

○上田委員 要綱は、全部、町内会や自治会などとは載っていなくて、市民はというふう

になっているのです。 

○事務局（小湊業務課長） もちろん、組織的な事柄は市民サイドでつくっている要綱で

ございますので、ごみの排出に関してですね。 

○松藤委員長 この付録についているものですね。 

○事務局（小湊業務課長） そうです。 

○松藤委員長 全部、市民はという表現になっているのです。 

 やはり、ここに町内会とは絶対に書けませんね。 

○事務局（小湊業務課長） そうですね。 

○上田委員 そうすると、これは。 

○松藤委員長 これは、委員長としての判断でもありますし、委員からの合意であるとい

うことで、このままでいきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○上田委員 それでよろしいのですか。 

○事務局（小湊業務課長） はい。 

○笹川委員 いいと思いますよ。 

○松藤委員長 済みません。これは委員長の責任でそうさせていただきます。 

その次に、二、三行目下ですが、行政の一員という言葉があります。これは、ここで解

決していった方がよろしいと思いますが、どのような表現が適当でしょうか。行政の一員

というのは非常にかたいです。 

○湧井委員 まず、行政として町内会や自治会に公的位置づけを与えるということは考え

ているのでしょうか。 

○事務局（小湊業務課長） 何か職を与えるかということでしょうか。 

○湧井委員 例えば、前に私がお話ししたのは、民生委員と同じような、地方公務員の特

別職のような正式な位置づけを与えるのか。あるいは、今のように、行政の一員みたいな

感じにはしているのだけれども、全くのボランティアですね。そういうところで文章の書

き方が変わってくると思うのです。今、私がやっている町内会は行政ではないので、そう

いう位置づけの関係で、もう少しはっきりした文章が欲しいのです。 
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○松藤委員長 整理させていただきます。 

きょうのご意見は、かなり実施に偏ったご意見が多いのです。ここではそこまではやり

ませんので、書ける範囲で書くという理解でお願いしたいと思います。ですから、行政と

協力してやるぐらいのニュアンスで書いていただいて、実施形態がどうなるかはこれから

先の話だと思うのです。その辺の理解でお願いしたいと思います。ただし、行政というの

はおかしいので、そういったニュアンスであらわすとしたらどんな文章がよろしいかとい

うことです。 

○奥谷委員 例えば、ごみパト隊の補助員など、ごみパト隊の補助みたいな形で書いてみ

るのはどうでしょうか。 

○笹川委員 それだと、町内会の役員がかわいそうでしょう。身分の話ではないけれども、

あくまでも行政側からの委嘱を受けているという感じで、実際には正式に委嘱なんか受け

ていないのですよ。ただ、もし文言として載せるのであれば、行政側からの委嘱を受けて

いる町内会等はというニュアンスにすれば、私は別に問題はないと思うのです。ごみパト

隊の下請けみたいなことではね。 

今、札幌にごみパト隊は１００人くらいしかいないのですよ。全市で１００人です。単

純に割ると１連合町内会に１人です。札幌市で連合町内会という名前のつくところは８７

カ所あるのです。それに大きな自治会などがありますから、せいぜい１００何十カ所です。

そこに１００人のごみパト隊であれば各地区で１人しかいないのです。数字も載っていま

したね。年間４万何千回か出動しているという話ですが、お願いしても、すぐにどうこう

なる話ではないのです。やはり、５００人とか１，０００人ぐらいいないと、一つのポジ

ションとして市民の要望にこたえるだけの活動をするのは難しいと思いますよ。 

○松藤委員長 今ご提案があったように、委嘱という言葉であればどうですか。正式な委

嘱もあるし、そうではない委嘱もあるという理解ですが、そのようなニュアンスがいいで

しょうね。お願いされてとか、依頼されてという方がいいかもしれません。そういった問

題のない範囲で文章を考えていただけますでしょうか。 

○事務局（小湊業務課長） はい。 

○松藤委員長 それから、今出ましたごみパト隊については、同じページの上から３段落

目ですね。「また、ごみステーション管理の負担軽減のため」のところです。先ほど湧井

委員から、指導だけではなくて、改善提案もということがありまして、活用と機能強化で

はわからないということですね。 

これは、ごみパト隊が何をやるかということは余り書かれていないのです。ですから、

湧井委員が言われたように、指導、相談の連携を図るというようなニュアンスで書いてよ

ろしいでしょうか。 

湧井委員が言われたのはそのようなことでしょうか。 

○湧井委員 そうです。 

○松藤委員長 提案というと書き過ぎなので、相談ぐらいだったら問題はないと思います。 
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○湧井委員 多分、プロとしてこうだったらこうしたらいいという意見があると思うので、

積極的に情報提供をしたらいいのではないかということです。 

○松藤委員長 改善提案でもそんなにきつくないでしょうか。 

○湧井委員 改善提案でもいいと思います。 

○松藤委員長 改善提案とか相談という言葉ですね。とにかく、指導だけではなくて、向

こうからの要求を受け入れて何かできるような双方向の関係をあらわすような言葉に置き

かえるようにしていただけますでしょうか。 

そして、このページのもう一つの大きな問題は、先ほど永野委員が言われたことで、町

内会が町内会の方を指導するといろいろ問題が起きるのではないかということです。その

ために、地域の希望に応じてという言葉を入れているので、これは決して強制ではないと

いう理解です。必要があるならば、こういうふうにしますと書いてありますので、こうい

う表現でよろしいですか。 

○永野委員 はい。 

○松藤委員長 それから、このページの最後で、笹川委員からご指摘のあった器材を町内

会が負担するのはおかしいのではないかというご意見です。これについて、ほかの方から

ご意見はございますでしょうか。何となく慣例で町内会が払っていて、補助という形にし

ていましたが、考えみればそうかもしれないと思っていたのですが、いかがでしょうか。 

○湧井委員 ごみの有料化でお金もあるのですから、結局は市民が払っていますから、こ

の際、有料化とあわせて町内会の負担をゼロにするということはいいと思います。 

○笹川委員 ぜひやっていただきたいですね。 

○松藤委員長 ここに書くかどうかは別の問題として、考えていただきたいと思います。 

ここにそれを書くのは非常に難しいです。書いてしまうとまずいですね。 

○笹川委員 まずいですか。 

○松藤委員長 無料にせよということですか。 

○湧井委員 委員長が言いましたように、委員会を設置した要綱を見ていると、札幌市の

条例ですから、別に書いてもいいのではないでしょうか。 

○松藤委員長 ステーション数は４万カ所ですか、５万カ所ですか。 

○事務局（小湊業務課長） 今は４万カ所です。 

 敷地の中が１万６，０００カ所で、道路上が２万４，０００カ所です。 

○松藤委員長 ただ、全部一遍に入れかえるわけではありませんので、どのくらいの費用

があれば足りますか。 

○笹川委員 この間、私はちょっと言ったのですが、５万カ所として、１年間、各単位町

内会に１０万円を補助すると。１０万円ではごみステーションを３０個も買えませんけれ

ども、そうすると、５億円です。町内会の自治会の数が例えば２，０００として、そこに

維持管理費として１万円出すと。そうすると、２億円です。両方合わせても７億円です。

これは年間ですよ。年間６２億円のことを考えたら、ずっと……。 



 - 23 - 

○事務局（小湊業務課長） １万円だと２，０００万円です。１０万円だと２億円です。 

○笹川委員 そのくらいの費用をかけて町内会の方にお願いしますとおんぶに抱っこでね。

これは人件費がかかりませんからね。そういう方が、私は、やる方も非常に一生懸命やる

と思います。 

○松藤委員長 皆さんもうなずかれていますが、町内会にそういうお金が来ると、使い道

は問題ないのでしょうか。 

○笹川委員 問題ないと思いますよ。特定財源か何かで来るでしょうからね。 

○松藤委員長 町内会の使い方の問題です。 

○杉浦委員 ステーションに限り使うというふうに、項目をつけないとだめだと思います。 

○松藤委員長 管理に払うということになりますか。使い道が特定されないと、難しい話

になると思います。器材だったらまず問題ないですね。 

○笹川委員 器材だと、現物をそれぞれの町内が買いに行くのが大変だから、現物支給と

いうのもあるでしょうね。一遍に全部というわけにはいかないでしょうからね。 

○松藤委員長 それはどうでしょうか。反対はないですね。 

○上田委員 ぜひ、必要だと思います。 

○松藤委員長 そうですね。そのくらいやっていいでしょうね。 

 ただ、年間の管理費というのはどうですか。 

○杉浦委員 年間の管理費の１万円の……。 

○笹川委員 １万円ではなくて、１０万円ですね。さっき、私は数字を間違いました。１

０万円ずつ渡したって２億円ですからね。 

○松藤委員長 それをどうやって使うかの問題なのです。 

○杉浦委員 その使い方によりますね。それをどういう形で入金してもらって、各町内会

でどういう形で運用するかというところに問題が出てくると思います。 

○笹川委員 町内会に関しては、市の方からそれぞれ各町内会に人数配分で年間の助成金

が出ているわけです。それに対しては、年間の決算で報告書を上げていますから、その使

い道云々についてはきちんと公表されていますね。それに、さらに環境衛生のごみステー

ション管理費等云々ということで特定財源として渡せば、別に問題ないと思います。 

○松藤委員長 それは、何に使ってもいいということですか。 

○笹川委員 何に使ってもではなく、特定財源だからね。 

○松藤委員長 特定財源でステーション管理の何に使うのかがちょっとわからないのです。 

○湧井委員 連合町内会・単位町内会で、そんなにちゃんとした報告はしていませんよね。 

○笹川委員 していますよ。 

○湧井委員 していますか。 

○笹川委員 ちゃんとしています。 

○上田委員 交通安全から、助成金から、全部分けてそれぞれ提出しています。 

○湧井委員 それは、まちづくりセンター経由で全部。 
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○湧井委員 領収書を全部そろえて、報告もちゃんとしていますか、 

○笹川委員 領収書をそろえて市に出すわけではないですよ。それは町内会で管理してい

て、数字的な報告は毎年、毎年、決算書を含めてまちづくりセンターに出して、それを各

区の行政の方へ出ています。 

○湧井委員 連合町内会でも、ホームページを設けて決算まで全部公表している連合町内

会がありますね。 

○笹川委員 それはちょっとわかりません。 

○湧井委員 しかし、そういうことはほとんどやっていない連合町内会が多いですね。 

○笹川委員 ホームページで。 

○湧井委員 ええ。ホームページでやっている連合町内会があります。 

○笹川委員 ホームページでは報告していません。 

○湧井委員 いやいや、二、三あります。実際にインターネットで出てきます。それは、

どんな行事をやったかとか、決算まで全部報告しています。ただ、そういうふうに透明性

を高めた報告というのは、今までの連合町内会では余り見ていないし、単位町内会でも領

収書を全部そろえてというところまでやっているのか、ちょっと疑問です。 

○笹川委員 湧井委員、それはやっていますよ、各町内会で。 

○上田委員 本予算において、収入、支出、きっちりと分けてやっております。 

○笹川委員 やっているはずですよ。 

○湧井委員 というのは、脱線するかもしれないけれども、連合町内会に対して単位町内

会から使い道について領収書を全部見せてくれという話をしたのです。ところが、出てこ

なかったのです。だから、多分、そこまでやっていないだろうというのが私の質問の趣旨

です。 

○笹川委員 それは、単位町内会という組織自体が法律的にはあくまでも任意団体なので

す。 

○湧井委員 連合町内会もそうでしょう。 

○笹川委員 そうです。ですから、開示を求められても拒否することができるわけです。 

○湧井委員 だから、今の話では、１０万円なら１０万円配って、やっぱり、何に使った

かをはっきりしなければいけないわけですね。それをどうやってはっきりさせるのかとい

うのが私の質問の趣旨です。 

○松藤委員長 この話は、ちょっと踏み込み過ぎていますし、町内会の会計についてもは

っきりしない状態なので、ここで補助ということは言えないだろうと思います。先ほどの

器材の購入を助成ではなくて現物をお渡しするようなことは考えていいと思いますし、そ

れならここに委員会の提案として書いていいですね。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長）   一つ、現在の立場を申し上げてよろしいでしょ

うか。 

○松藤委員長 はい。 



 - 25 - 

○事務局（浅野清掃事業担当部長）  議論に水を差すようで大変恐縮なのですけれども、

現在の半額補助の考え方はどこにあるかというと、より多くの団体の方に器材の補助を行

き渡らせるために半額補助という形を今はとっております。そうすることによって、当然、

一定額の予算を設けてやる補助制度になりますので、例えば、補助額が１，０００万円だ

とすれば、１万円のものであれば１，０００個しか買えませんけれども、半額にすること

によって２，０００個買える、そういう思想のもとで今は運用しております。 

○松藤委員長 先ほどご指摘があったのは、有料化収入があるじゃないかということです。

それが一体何に使われているのかが非常に不透明ですね。実際は赤字分を埋めているにす

ぎないわけで、それは本来の使い方と違うと思うのです。ですから、ステーション管理と

かそういうことに回すのは当然だと私は思います。それから、財源の収支を計算していま

すから、処理費用も減っているのです。それで、収入が別にあるのです。ですから、プラ

スのはずなのです。それは一体どこに行っているのかということです。それは回すべきで

はないですか。私の研究の立場から言うと、そうなので、できるはずです。 

 もう一つは、生ごみ処理機の補助は年間幾らかかっていますか。あれは特定の方ですね。

１，０００個で２，０００万円ですよ。それを特定の方だけに渡しているという政策をさ

れているのですよ。だったら、それはみんなに回したらいいではないですか。ですから、

考え方は幾らでも変えられますので、それは入れましょう。よろしいでしょうか。器材の

補助ではなくて、全額補助すべきだというふうに入れましょう。 

○湧井委員 済みません。全額補助ですが、やっぱり、ただだと必要ないものも買う可能

性があるので、ある程度の自己負担は必要だと思います。半分ではなくても１割は自分で

出せとか。 

○松藤委員長 全額補助は提案ですから。あとは、渡すときには審査が要りますね。ただ

渡すのではなくて、ごみパト隊が行ってみるとか、そういったことをやってからにいたし

ましょう。それはやり方の問題ですので、方針としては全額補助にしましょう。それで間

違っていないと私は思います。 

○奥谷委員 そのときに、一般の町内会だけではなくて、共同住宅に出しても、既存の住

宅に対してもということですね。 

○松藤委員長 そうです。 

 では、このページは終わらせていただいて、次のページへ行きましょう。 

 ここで問題となったのは……。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 済みません。話が戻って大変申しわけないのですけれ

ども、今の補助の関係は、当然、予算が伴うものになります。手数料収入があるからいけ

るのではないかというお話もありましたが、また、今、奥谷委員からあった専用住宅の方

も負担して全額ということになると、器材に幅があるということもそうですし、そもそも

予算に関して、手数料収入があるからいいと言われても、今の段階で私どももそうですね

という返事ができる状況ではないのです。 
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○松藤委員長 提案ですから、書いて構わないだろうということです。実施のためには、

そちらのいろいろな条件整理が要ると思うのです。それは後で考えてですね。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 今の提案を受けて、事務局というか、市としてできる

かできないかも含めての判断にはなるのですけれども……。 

○松藤委員長 その懸念はどういうところですか。 

○湧井委員 委員会の所掌事務にはっきりと札幌市への助言と報告と書いてありますから、

我々は助言ができるのです。したくなければ、やらなきゃいいのですよ。 

○松藤委員長 もう一つ余計なことを申し上げます。ここの親委員会があって、あそこは

もう終わったのですけれども、最終的に何の評価もしなかったのです。議事録が出ており

ますから、それをご覧になっていただきたいと思います。私が話したところが３ページぐ

らいあるのですけれども、結局、何もしていないです。ごみがどのくらい減って、だから、

どのくらいお金が減ってという話は何もしていませんから、そんな状態の委員会で何も言

えません。あれが明確であれば、提案をクリアにできるのですけれども、やっていません

からね。それは、市がやっていないということですよ、計画の方が。ということですので、

私たちは何を言ったって大丈夫です。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長）  多分、係長が言おうとしたことは、意見について

だめだということではないのです。提言をいただくのは構わないのです。一つ言いたかっ

たのは、きっと、公道の上に置いているカラスよけサークルとネットと違って、マンショ

ンに置く箱型の専用ごみステーションがありますね。あれはけたが一つ、二つ違うのです。

そういうことを言いたかったのではないかなと思います。 

○湧井委員 あれは１００万円ぐらいかかるのでしたか。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長）  １００万円まではいかないですけれども、何十万

円のものが多いです。それを言いたかったのではないかと思います。 

○事務局（本谷内調査担当係長） そうです。 

○笹川委員 私も、ちょっと大ざっぱに言ってしまったので。 

 私は、町内会が自分たちでお金を出して作っているごみステーションのことを言ったの

です。取り外しができて、毎日出してはしまう、ネットをかけて、そのことを言ったので

す。ですから、個別の箱型でご自分のマンションの敷地の中に立派なものをつくっている

というのは、はなから入っていません。 

○松藤委員長 本谷内係長が言われたのはそれであって、６ページに出てくるのです。も

う一回やりましょう。今の話は、町内会の普通のステーションです。 

 では、４ページの戸別収集のところで、先ほど湧井委員が罰則というふうに言われて…

…。 

○湧井委員 それは、私の意見だけではなくて、別紙の資料１の収集方法に関する意見に

もそう出ています。 

○松藤委員長 この委員会のスタンスとして、マナー問題をずっとやってきました。きょ
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う突然、罰則が出てきたので、すぐに対応するのは非常に難しいのですが、ほかの方のご

意見はいかがですか。ぜひ、条例化すべきだなどですね。 

○湧井委員 ポイ捨て条例などもありますね。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長）  事務局として資料提供ということでお話をさせて

いただくと、何年か前に議会でやりとりがあったのですが、今はどういう状況かというと、

違法の排出ごみがありますと、パト隊が中心になって調査をするわけです。そして、排出

者が特定できた場合は、個人指導をします。最初は緩やかな指導を行います。それでも、

届けてもらえないと、２回目、３回目は文書警告の形になります。それでも従っていただ

けない場合は、幸い、今のところはそういう例がないのですけれども、氏名を公表すると

いうペナルティーを科すことになっております。枠組みとしてはそうです。 

 もう一つ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の中では、みだりにという言葉になるの

ですけれども、ぽいっとやられますと、それはやはり法律の中に罰則規定がございます。

そういう背景がございます。 

○松藤委員長 それでは、お金ではないにしても、罰則というのはある程度はあるという

理解でよろしいですね。 

 それは、先ほどの話からも、ごみパト隊の機能ですね。機能をどこまで働かせるかとい

うことにかかってくると思います。ただ、住民の方と連携ができれば、それは非常にやり

やすくなって、解決には向かいますね。 

○湧井委員 ちょっといいですか。 

 さっき言った罰則について、資料１にもそういうご意見がありますが、私が言ったのは、

例えば、ポイ捨ても、ちょっと捨てただけで目の前で１，０００円とか２，０００円取ら

れていますね。その前に、衛生関係で、犬のうんちを置いていったら５万とか１０万の罰

則規定があるはずですので、かなり抑止効果があると思うのです。例えば、ごみステーシ

ョンだと転勤時期は大型ごみを捨てていかれるのです。あれは、私は５万、１０万の価値

があると思うのです。そういう意味で、そういうものが一つあって、ごみステーションに

そういう罰則がありますよと書いてあるだけでも抑止効果があるのではないかという趣旨

で言ったのです。 

○松藤委員長 その周知という方法は確かにあり得ますね。罰則というのは、事務局から

今さっき説明があったように、こういったことがありますよと書いていくと、かなり違う

と思います。実際には罰則はないのですけれどもね。 

 それでは、次に参りまして、５ページの共同ステーションの問題です。 

 どこからいきましょうか。 

 最初に、市民意見の中で話題になった道路上の問題ということですね。 

 これは、うまくいっているところは残すべきだというご意見もある一方、非常に困難が

生じるという反対意見もあります。もう一つは、朝野委員が言われた古いところは出っ張

ってもいいのではないかといったご意見もあるということです。 
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 ただ、これは道路行政との関係がどうしても出てきて、環境局だけで解決できる問題で

はないという理解でいいですか。道路の方との相談で認めてもらうということはやらなけ

ればいけないということですね。 

 そうしましたら、全部とってしまうのではなくて、場合に応じて環境局と道路の方で調

整をしていただいてというのが一番の方法ではないでしょうか。 

 報告書の中では福祉との連携という言葉があったのですけれども、やはり他部局との連

携が要ると思うのです。最後に申し上げたいのは、教育との連携もあります。これは最後

に入れたいなと思っていますが、道路行政との連携を図るということを事務局でやってい

ただくという解決が一番いいのではないでしょうか。出す、出さないという話ではなくて

ですね。 

 これは委員会側の要望ですから、何か文章には残したいと思うのですけれども、道路行

政との連携という言葉をどこかに入れていただきたいですね。どのあたりでしょうか。 

○湧井委員 今の連携の話で、市道、道道、国道があって、市道は内部でやりやすいと思

うのですが、道道とか国道になると、そっちの方でやらなければいけないですね。だから、

対象はせめて市道ぐらいにしておかないと、なかなか折り合いをつけられないのではない

かと思うのですけれども、その辺は事務局ではいかがでしょうか。 

○事務局（小湊業務課長） そのレベルであれば、国とか道という話にはなります。いず

れにしても、一義的にはうちの道路を所管しているところからということにはなると思い

ます。いきなり国や道へ行くことにはならないと思います。 

○松藤委員長 朝野委員が言われた古い場所ですね。それがどこにあるかを明確にしてい

ただいて、あとは道路との関係で整理していただいて、調整できるものから始めるとか、

いろいろな順番があると思うのです。 

○事務局（小湊業務課長） 朝野委員が先ほどおっしゃられたように、必ずしも敷地内と

いうことになると、どうしても場所がない、付近に住宅はないということになりますと、

当然、分離できないという話にはなりませんから、道路上であっても、地域住民の町内会

の方たちがこれでもいいよということになれば、認めていくことをしていかないと、なか

なか難しいと思います。 

○朝野委員 ただ、２棟並んで奥でつながっているような家がありますね。こういう家が

結構多いのです。昔、建てたやつですね。そうしたら、道路を挟んで所有者が違うのです。

そうすると、こっちのオーナーはいいと言っているけれども、こっちのオーナーはだめだ

よと言う。その中で作れば、十分、作れる場所もあるのです。だから、それは市が中に入

ってきちっと指導をして、ここは悪いのだからお互いにやってくださいよということは、

ある程度、細かく詰めていけば結構できるところがあるのです。 

○松藤委員長 場所で言いますと、６ページの上から８行目の次あたりですね。８行目ま

では専用ステーションに置くように対応するとなっていますが、その下に入れていただけ

ませんか。あれは何と言うのですか。道路上への設置と言うのですか。可能性についても
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とかですね。 

 そして、朝野委員が今言われたようなことは文章化されている必要があると思います。

文章がちょっと浮かばないですが、共同ステーションの設置に関して道路行政との連携を

図るとか、そのような言葉でしょうか。実態を調査してということも入りますかね。そう

いうことを入れていただければと思います。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長）  それは、折りたたみ式のカラスよけサークルとネ

ットでもいいのですね。 

○朝野委員 もちろん、それでも構わないです。そこの専用だよという形であればですね。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長）  そんなことをイメージした文言を整理いたします。

そこは細々とは書きませんけれどもね。 

○湧井委員 今のやつでいいのですけれども、例えば、古いアパートでも、既に自分の敷

地内でやっている方もいらっしゃいます。そういうことから考えると、公平性ということ

を考えると、ある程度暫定的な、３年とか期間を区切って、とりあえずの対応だというよ

うな位置づけの方がいいような気がするのです。そうしないと、せっかく敷地内に入れた

方に対して失礼な話になります。いかがでしょうか。 

○松藤委員長 今言われたことをもう一度お願いします。既に置いてあるところですね。 

○湧井委員 民間のアパートでも自分の敷地内に用意している方もいると思います。そう

いう方もいらっしゃるので、今回、後からやった人間が得をするということです。だから、

そういうものに対しては、３年の暫定期間とか、そういう期間を設けて、その間にちゃん

と敷地内で処理するようにというように仕切りを入れないと。 

○松藤委員長 ただし、３年後に解決するかという問題はありますよ。先ほどのご説明で

は無理だというところもあるわけです。 

○湧井委員 例えば、３年ごとに許可を取るとか。 

○松藤委員長 またちょっと手間が増えますね。 

○湧井委員 ただ、今までやっている人に対して失礼ですね。まともに真に受けて、敷地

内に無理して設けた、例えば、駐車場を一つ潰してそこをごみステーションにした方にと

っては、何だ、道路でよかったのかということになります。 

○杉浦委員 箱型を考えているから用地どうのこうのという問題があるのです。そりより

も、サークルと網でやれば道路上は間違いないわけですから、そういうものでもいいから

設置してほしいのです。 

○朝野委員 共同住宅の専用でね。 

○杉浦委員 そうです。そうすれば、道路上でも構わないと思います。 

○朝野委員 あとは、きちっと片づけるのは管理人なり管理会社でやればいいわけですか

らね。 

○杉浦委員 そうです。だから、今の話は、箱型を考えているから用地どうのこうのとい

う問題が出てくるのです。 
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○松藤委員長 出る、出ないというのは、車道の話ですか。 

○朝野委員 ある程度、車道に出ない限りは。 

○松藤委員長 車道ですか。 

○朝野委員 車道というより、歩道です。 

○松藤委員長 ほかのステーションは全部歩道ですね。 

○朝野委員 ですから、それを古い共同の専用のステーションだよというような位置づけ

にしてしまうと、一般の家庭と分離されるから……。 

○杉浦委員 そうすると、土地の問題も関係ないし……。 

○笹川委員 器材の問題も解決するのです。 

○杉浦委員 それは、共同住宅が金を持つか、市の方で補助をしてそこへ置いてあげるか

という問題だけが出てくるのであって。 

○松藤委員長 済みません。今の話は器材の話になってしまっています。先ほどのどこま

で補助するかという話ではなくて……。 

○朝野委員 道路用地も、結局、歩道を使わせてもらうということは、市の道路ですから

ね。 

○松藤委員長 そうなるのですか。一般のステーションはそうなのですか。 

○杉浦委員 一般のステーションは、ほとんど歩道を使っています。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長）  説明させていただくと、あの状態は、絶えず、我々

は道路と協議をしていますけれども、正式には認めがたいものだということです。今は、

収集が終わった後、収集員が片づけますね。朝は皆さんが開いてお使いいただくというこ

となので、永続的に置かれている状態とは見ないという整理です。 

○松藤委員長 共同住宅も同じ形なら問題ないということですね。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長）  問題ないです。 

○松藤委員長 さっきの道路へはみ出す、はみ出さないという話は、固定の話をしていた

のですか。 

○杉浦委員 そうです。箱型の話になっていたから、そういうふうに問題が出てくるとい

うことです。 

○松藤委員長 ということは、さっきの話は取り消していいということですね。道路にお

けばいいのですからね。 

○朝野委員 それが一番手っ取り早いですね。箱型が一番きれいだろうというのは、一番

いい方法ですけれども、土地がなかったらどうもならないです。ですから、例えば、半分

ぐらいが歩道にかかるけれども、箱型も置けるようなところは、それを認めてくれれば箱

型も置けるということです。 

○松藤委員長 その話はちょっと違います。 

○朝野委員 それはまた違ってくるでしょう。 

○事務局（小湊業務課長） 箱型を道路上の歩道に置くということになると、やはり……。 
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○朝野委員 それが、半分ではなくて、３分の１……。 

○松藤委員長 整理しますと、道路行政との相談という話は、固定の話であって、古いと

ころは道路を出なければいけない場合があるかもしれないので、それは認めてもらえるよ

うにしてほしいと。そうではなくて、その解決法としては、普通のネットだっていいんだ

よという話になれば、今までのルールと同じですから、やっていくということですね。 

○朝野委員 そういう指導を市の方でしてくれれば、ある程度解決はつくのではないかな

ということです。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長）  住宅の所有者、管理者に対して我々の指導をもっ

と強めろということですね。 

○松藤委員長 ということは、新しい項目と申し上げたのですけれども、この２段落目は

そのままでいいということですね。強く専用ごみステーションの設置を依頼するという話

にネットの話が入っています。場合によっては、道路のはみ出しの話も出るかもしれない

というようなつながりになるのですね。 

○笹川委員 例外的にね。 

○松藤委員長 ええ。つまり、例外的ですよね。主にはネットタイプ、サークルタイプの

ものを置きなさいということになるのですね。わかりました。 

○杉浦委員 ただ、半額の場合はそれができないから、要するに、市で持ってくれという

ことです。 

○松藤委員長 その話は続けてします。 

 最後の段落のところに箱型の助成についてはと書いてあるのですけれども、今のお話だ

と、ネット型のタイプだったら助成をしていいということですね。前の文章として、今は

箱型の方に助成はしているのですか。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長）  しています。 

○松藤委員長 そうすると、一般のステーションと同様に、ネット等の全額補助もすべき

だと書いていいですね。それは余り問題ないですね。箱型は全額では高いというわけでし

ょう。ネットならいいではないかということですね。 

 それから、専用ごみステーションの設置を促進する方法の一つとして、家庭のステーシ

ョンと同等にネット等の全額補助をすると。箱型についても続けると。これは助成です。

ネットなら全額、箱型だったら助成です。家庭用のステーションはそうするとさっき言い

ましたので。 

○笹川委員 金額の上限はありますね。１００万円で作ったから５０万円出るというわけ

ではないのです。半額は半額でもね。そこのところだけ間違わないでいただきたい。 

○朝野委員 ６所帯と４所帯の規制の要綱の問題は何か理由があるのですか。新しい共同

住宅を建てる場合、４所帯はいい、６所帯以上は設けなさいというのが今の要綱ですね。

それだったら、４所帯から全部やればいいではないですか。 

○事務局（小湊業務課長） 世帯数は、特に法律があるということではなくて、一定程度
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の規模ということでの決めということです。 

○朝野委員 たしか６所帯と４所帯だったと思います。 

○事務局（小湊業務課長） ６戸以上のところに専用のステーションをつけなさいという

規定にしております。 

○松藤委員長 問題は、４世帯でも多いですか。 

○朝野委員 ４所帯だって結局は同じではないですか。それだったら、規制した方が……。 

○朝野委員 そこはするべきだと思いますね。 

○松藤委員長 それをもし入れるとしたら、運営何とかの見直しですか。条例の見直しを

検討するとか。 

○事務局（小湊業務課長） あれは要綱です。 

○松藤委員長 それが現実問題として重要であれば、入れるべきですかね。 

 条例の辺の文章はどこかにありますか。 

 ６ページの上の最後ぐらいに入れますか。専用ごみステーション設置の条例見直しを検

討するみたいな。課題２の上のあたりです。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 新築の共同住宅に専用のごみステーションをつけてく

ださいというのは、要綱です。そして、報告書にもその要綱の部分はあります。ページが

書いていないのでわかりづらいかもしれませんが、資料３が札幌市ごみステーションの設

置及び保持に関する要綱になっておりまして……。 

○松藤委員長 第８条ですね。 

○事務局（本谷内調査担当係長） はい。今のお話はここをという形になっております。 

○松藤委員長 ちょっと、突然出てきたので。 

 これは、事務局の方で６世帯になった理由をちょっと調べて……。 

○朝野委員 何かあるわけですか。 

○松藤委員長 ええ。あるかもしれないです。簡単に４世帯にできないかもしれないので、

調べていただけますか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） わかりました。 

○松藤委員長 それで、もし問題がないようであれば、これを４世帯にされることは問題

ないのではないですか。ただ、対象がすごく増える可能性もありますね。その辺もちょっ

と調査したらいいですね。 

○事務局（小湊業務課長） そうですね。４戸建ての共同住宅が市内に何棟ぐらいあるの

かですね。 

○朝野委員 まるっきりないわけではないですからね。 

○事務局（小湊業務課長） 共同住宅だけで整理すると、５万棟というふうには。 

○松藤委員長 ６ですか。 

○事務局（小湊業務課長） そうではなくて、全体です。一つの住宅が何世帯かという細

かな数字はちょっと載っていないです。 
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○松藤委員長 見直す必要があるとか……。 

○事務局（小湊業務課長） 実態として、４戸の住宅が非常に多いと。 

○松藤委員長 その程度だったら構わないですね。絶対に４にしろということは書かない

ということですね。 

 もう一つ、町内会の加入の話がありましたが、ここではちょっと議論できない話です。

町内会の会員になっていない人がマナーが悪いとか、それはここの話ではないので、そう

いったご意見があったということにしたいと思います。 

○永野委員 マンションの中でも、一人一人が入っているところと、管理人が何割を出す

という方式がありますから、まるっきり町内会に入っている、入っていないという議論は

難しいと思います。 

○松藤委員長 ちょっとわからなかったです。 

○永野委員 マンションの中で、例えば、分譲マンションですと一人一人が町内会に入る

のですね。各室の人がです。しかし、学生などが入るところは、例えば５世帯が入ってい

て、その一人一人が町内会に入るということはないです。 

○松藤委員長 それはそうですね。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長）  オーナーが、ある程度割引はされますけれども、

５０人分だよ、その半額だねというような形で支払うのですね。 

○永野委員 そうしないと、回覧板にしても、学生のところに行ったら、いつ返ってくる

かわからないのです。 

○上田委員 町内会でいただく会費も入居定数の７割とか６割とかですね。ですから、学

生寮というのは大変な状態です。 

○松藤委員長 これは、ごみの話だけではなくて非常に大きな話ですので、話題が出たと

いうことだけで終わらせていただきたいと思います。 

 それから、さわやか収集についてです。 

 これは、安否確認の話が中心になっていたと思いますが、安否確認とその範囲ですか。

対象者の範囲ですね。積極的にした方がいいということと、あるいは、福祉サービスを受

けていない人や、収集の対象者をもう少し広くするべきではないかという話があったと思

います。 

 これはやはり、福祉政策との連携のところに移させていただきたいと思うので、つまり

（３）の２段落目です。これは、やっぱり福祉の方に持っていくというふうにしていただ

きたいと思います。これは、福祉と連動しないと、ごみだけ全部任せろというのはおかし

な話ですから、ある部分をごみが担当するというのはいいですが、全体の中での割り方を

明確にすべきだと思います。むしろ、文章をそっくり（４）に移すことを提案したいと思

います。 

 それから、（３）の内容についてもご意見がありまして、収集の内容とか分別の仕方と

いったこともというお話がありました。例として、（３）は週何回の収集を増やすという
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ことで、出し方のサポートをするとは何も書いていないので、それを入れたいというご意

見ですね。本当は、排出を助けるというニュアンスを加えてほしいという意見だったと思

います。これは、何か一言入れたいと思います。対応、あるいは、何と言ったらいいでし

ょうかね、これは。冬場の対応とか、分別何とかの補助とか、そのような言葉を一つ入れ

ていただきたいと思います。 

○湧井委員 今のことで、ちょっといいですか。 

○松藤委員長 どうぞ。 

○湧井委員 以前、佐川委員が言われた話ですが、障がい者といってもいろいろな障がい

者がいます。目の見えない方、耳の聞こえない方、今回のような知的障がい者の方ですね。

それを一緒くたにしないで、障がい者団体おのおのでコミュニケーションをとってもっと

議論をした方がいいのではないか、一まとめにはできない話だと。今もありました冬の話

なども障がい者の方の症状によって違うと思うのです。そこは、具体的に言えば、各障が

い者団体と話し合って詳細を決めていく方が現実的ではないかと私は思います。 

○上田委員 現実に、６ページの中段に、２３年１１月末時点では３４５人とあります。

１９０万人もいて３４５人しかいないという実態は、私はちょっと少ないのではないかと

思います。札幌市の人口は、全道から集まってきて約半数、今は２００万人近くいますけ

れども、将来的には２００万人を超えるだろうといったときに、高齢者と独身者、高齢者

でも障がいのある者というように増えてくると思います。そういうことを考えると、この

施策については力点を十分かけていくべきではないかと考えています。 

○松藤委員長 そのとおりで、８ページの一番最後の文章で、他の制度とあわせて障がい

のある方という中に、ご意見としてあった認知症とか、知的障がいとか、高齢者も含めて

―高齢者も含めていいのかどうかわかりませんが、そういったもう少し広い表現にして

いただいた方がいいと思うのです。そうすると、今、上田委員が言われたように、人口ベ

ースではなくて、必要とされている人に対して何％という数え方が正しいのであって、今

抜けているのは、必要としている人という考え方が狭過ぎるのではないかという話なので

す。それはぜひ、もうちょっとわかりやすい表現にしていただきたいと思います。 

 障がいのある方とか、何と言ったらいいのでしょうか、もうちょっと具体的に、何と書

いたらいいでしょうか。障がいのある方だと高齢者は入らないし……。 

○奥谷委員 ごみ排出が困難な方とかですか。 

○松藤委員長 そういう意味ですね。 

○奥谷委員 若い人だって大変な人もいらっしゃるし、例えば、我が家のお隣の方は、両

ひざに金属を入れたので、そのときは近所でお手伝いしました。元気だけれども、退院し

て、足だけが不自由という方もいらっしゃるわけです。だから、そういうふうに区切って

しまうこと自体がおかしいと思います。 

○松藤委員長 そうですね。ここはごみの話なので、排出困難な方とか、もう少し具体的

に並べてみてもいいと思いますけれども、今、奥谷委員が言われたような書き方にしてい
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ただければと思います。 

○湧井委員 さっきの（３）の最後の段落をそのまま（４）に回すとおっしゃいました。

要するに、「また、収集の際には、利用者から直接するなど、安否確認の役目も果たすこ

とが可能かどうかについても検討すべきである」というのは、この文章を変えたいのです。 

○松藤委員長 ちょっと変ですね。 

○湧井委員 もっとはっきりと、さわやか収集の中には安否確認を入れるという文章にし

ていただきたいと思います。 

○松藤委員長 そうですね。収集は、安否確認の役目も果たす、それについては連携が必

要であるということですね。収集だけやるものではないということですね。 

○湧井委員 決して難しいことではなくて、例えば、その対象者から１週間ごみが出てい

なければ、電話をかけるなり、安否確認をするという程度の話ですから、めちゃくちゃ難

しい話ではありません。要するに、戸別収集等をそういう方に対してするというだけの話

です。 

○松藤委員長 では、そのような文章にしたいと思います。 

○濱田委員 安否確認は、福祉政策の大きな柱です。ここにも、一番最後に「福祉政策と

の連携を強化し」と書いてありますね。それにつなげていくと、「安否確認も含めて福祉

政策に協力ができる」というぐらいにしておいた方がいいのではないですか。 

○松藤委員長 そうですね。確かに、別の文章にするのではなくて、さわやか収集の制度

を見直す際には、安否確認も含めてとか、そういった文章にすると非常にわかりやすくな

ると思います。 

 もう一つ、ぜひ入れなければいけないと感じているのは、教育の話です。これは、やは

り入れておいた方がいいですね。入れる場所はどこでしょうか。一番最後がいいでしょう

か。項目を立てて入れるということではなくて……。 

 最後のページはさわやか収集のサービスですね。ということは、全体に関して教育が非

常に重要だという話をどこかに入れたいですね。 

○事務局（本谷内調査担当係長） ②の市のマネジメント体制の機能強化で、例えば、広

報活動の強化なども枠の中にあるので、ここにもう一つ項目を追加するとか……。 

○松藤委員長 ３ページの終わりぐらいですか。 

○湧井委員 非常に大事な憲法みたいな話ですね。もっと格調高く、例えば、背景と目的

の後に別章を設けて、基本方針的なものを載せたらどうでしょうか。基本方針というか、

１ページの次でいいですが、背景に入るのかもしれないけれども、前段のところで、そう

いうものが大事ですよという話を、基本方針というか、そういうような話かなと思います。 

○松藤委員長 ページの書き方が、前の委員会のおさらいしかしていなくて、ここに入れ

るのはちょっと難しいですけれども……。 

○濱田委員 先ほど委員長がおっしゃった連携の強化ですね。福祉施策との連携もあるし、

教育との連携もあるということですね。そういうふうに入れてはどうかと思います。どこ
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に入れたらいいかは悩みますが、今、事務局からご提案のあった場所がいいのではないで

すか。 

○松藤委員長 ３ページの最後あたりですか。そこが一番据わりがいいですね。共同住宅

の話とはちょっと違いますからね。これについては、そこに文章を加えましょうか。 

 これは、文章で言うと、「教育部門との連携」と書けばいいのですか。子どもの環境教

育としてですね。 

○朝野委員 ウに書いてもいいのではないですか。 

○松藤委員長 そうですね。イに入れてしまうには、何となく薄まってしまいます。ウと

して入れますか。ただ、次にウがありますね。 

○事務局（小湊業務課長） 下がっていけばいいのですね。ウをエにして、エをオにすれ

ばいいですね。 

○松藤委員長 その方がいいですね。 

 では、ウとして入れましょう。文章については、また考えたいと思います。 

 これからのことを先にさせていただくと、事務局はこれで最終報告を決定したかったよ

うですが、どうもそうはならなくて、かなり大きな修正というか、加わったことが非常に

あるので、順番としては、私と事務局の間でもう一度修正案を作って、それを皆さんに見

ていただくという手順でよろしいですか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○松藤委員長 では、表現も含めて、このような書きっぷりでいいかどうかを確認してい

ただいて、最終とするという進め方にしたいと思います。 

 きょう、皆さんも言いたいことは大体言われましたね。 

 では、ほかに何かお気づきのことがありましたらお願いします。 

 先ほど出た話は大体おさらいしたと思うのですが、もし抜けていましたらご指摘くださ

い。 

 先ほど、二つばかり気になるところがあると申し上げましたが、一つは、６ページの上

の半分のところで、さわやか収集については数値が随分たくさん出されているのですが、

共同住宅やごみ出しの違反についての数字は何もないのです。これはちょっと出していた

だいて、３，０００とか６，０００という話がありましたね。それぐらい対応すればいい

のだというところをちょっと入れていただきたいと思います。 

 表現で気になったのは、５ページのイの４行目です。「市に相談せず、管理者だけで」

という表現は余りよくないのではないかと思います。相談したら悪いみたいに見えるので

す。そうではなくて、何と書いたらいいでしょうね。市へ相談してほしいという意味です

ね。そのニュアンスがつながらない文章なので、修正をお願いいたします。 

 それから、４ページの一番上の段落です。小規模ステーション化にするための目的なの

ですけれども、共同住宅の話と関係なかったのではないですか。共同住宅と関係がありま

したか。共同住宅のステーションを置くとより何とかと書いてありますが、これは要らな
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いのではないかと思うのですが、どうでしょうか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） これは、共同住宅の専用ごみステーション化が進むこ

とによって、周りの戸建て住宅の人たちが点在することになってしまいますねということ

での説明で使っております。確かに、共同住宅のこと自体は直接関係ないです。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長）  たしか、第２回目か第３回目だったと思うのです

けれども、札幌市の現在の基準の２５世帯から３０世帯に１個というものを維持していき

ますと、特に、共同住宅の密集している中央区とか西区の一部では専用化をどんどん進め

ていきますね。そうしますと、２５世帯から３０世帯に１個というと、戸建てに住んでい

る方がごみを持って歩く距離が長くなっても困るという意見を受けた部分だと思います。 

○松藤委員長 ただ、ステーションはもともと使っているところは使っているのではない

ですか。減らすということはないですね。ここには、減らすからそうなると書いてあるの

です。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長）  ですから、減らすことなくそのままというニュア

ンスだと思うのです。 

○松藤委員長 ですから、別に書かなくてもいいのではないかと思うのです。地域の状況

によっては少なくしてもいいですよと書いてあるだけであって、前の段落は要らないので

はないかと思いました。気がついたのは以上ですが、ほかに何かありますでしょうか。 

 大体いいですか。２時間以上、皆さんにはかなりしゃべっていただきました。 

○湧井委員 今の委員長のお話は、地域の実情によって小規模ステーションを導入すると

いうような文章になるのですか。 

○松藤委員長 私の理解はそうだったのです。戸建て２０、３０にこだわらず、もっと小

さくていいのではないかと。希望があればですね。 

○湧井委員 それでいいですね。 

○永野委員 マンションが増えて、戸建てがどんどん減っていきますから、２０、３０と

いうと、はるか遠くまで行かなければ集まらないです。 

○松藤委員長 一番考えるべきは持ち出し距離ですからね。持ち出し距離を適当なところ

に置いていただく、その場合には小規模があり得るということですね。 

 ほかに何かございますか。 

○濱田委員 ４ページの２の（１）に現状の問題とありまして、「悪質な不適正排出は、

特に一部の賃貸共同住宅」云々とあるのですが、これは表現がちょっときつ過ぎないです

か。 

○朝野委員 これは仕方がないのです。やっているのだから、言わざるを得ないと思いま

すよ。 

○濱田委員 そうかもしれないけれども、余り表現が……。 

○朝野委員 文章的にはね。これを見たら……。 

○松藤委員長 ちょっとマイルドにした方がいいですね。「悪質」をとればいいのでしょ
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うか。 

○濱田委員 悪質というのはちょっとね。 

○上田委員 小規模ステーションについては、ぜひ、これはきちっと入れてほしいと思い

ます。というのは、琴似の場合は、駅前の町内会ですが、一戸建てが１戸で、あとは全部

マンションです。それから、その隣の町内会は、一戸建てが３戸で、残りは全部マンショ

ンです。２００人が町内会に入っていて、残りの１９７戸は全部マンションです。という

ことからいくと、戸別のステーション化はぜひとも必要だと思います。今、マンションは

次第に増えていますので、戸建てはだんだん少なくなってきております。そういう意味か

らも、小型になってくるということは当然の姿だと思っております。 

○松藤委員長 現状として、そういったところにもステーションはちゃんと置かれている

のですね。 

○事務局（小湊業務課長） あります。 

○松藤委員長 それは、要望に応じて置くということですね。 

○事務局（小湊業務課長） ここでは、地域の状況に応じてということです。 

○永野委員 反対に、大きなマンションを建てるときに、隣の戸建てを入れさせてくださ

いとお願いしたりしています。 

○松藤委員長 ほかはいかがでしょうか。 

○湧井委員 今の現状の問題点の文章は、「悪質な」と「特に」をとるのですか。 

○松藤委員長 「悪質な」はとります。「特に」は……。 

○笹川委員 本当に悪質なのですよ。現場をわかっていらっしゃる方は絶対に反対しませ

んよ。上にもう一言つけたいぐらいです。本当の話ですよ。これは、私も随分経験してい

ますが、悪意に満ちてやっているのではないかというぐらいのものもあります。特に、外

国人の話が全然出ていませんが、外国人の居住者の多い共同住宅もたくさんありますね。

そういうところは、管理会社も、オーナーも、言葉がわからないから説明もできないので

す。国勢調査の場合でも、ほとんどの担当者が困っていますけれども、ごみの問題で、日

本人ほど清潔で責任感が強い民族は非常に少ないと思います。 

どうしてご意見が出ないのかと思うぐらいです。現場を余り気になさらない方が多いか

らなのかなという気もしたのですけれども、ごみの分別とは何ぞや、有料のごみ袋自体が

何だという方もたくさんいるのですよ。この話はこのぐらいにしておきます。 

 ですから、「悪質」という言葉は、やっぱりちゃんと入れた方がいいと思います。 

○松藤委員長 それでは、「悪質な」は残しましょう。 

 「特に」はどうしますか。「特に」はなくてもいいですね。 

 今言われた外国人ということですけれども、先ほど、教育という話をしました。そうす

ると、そういった教育も必要かなと思うのですが、文章としてはないですね。対象となる

のは、学生とか、単身者とか、外国人とか、そういったことになるのでしょうかね。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長）  配慮しているのはカレンダーぐらいですね。分別
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ガイドはどうですか。 

○事務局（小湊業務課長） 分別ガイドも一応はつくっています。 

○松藤委員長 外国人用もあるのですか。 

○事務局（小湊業務課長） 外国人用のガイドもつくっています。カレンダーもつくって

います。 

○松藤委員長 ということは、周知が徹底されていないか、それを見ていないかのどちら

かですね。 

○湧井委員 前に審議会でその辺の議論があって、ＮＰＯの委員が説明していたのは、学

生は情報不足なのだと、出入りが激しいので情報不足なのだと、ちゃんとオーナーが説明

すると結構守るのだという話をされていました。その委員も若い方で、学生は決して悪く

はないという話をされていました。私は、今の外国人にしても、前から言っているように、

コミュニケーション不足だと思うのですね。通常、ちゃんとやればかなり改善するのかな

という甘い考えを持っているのですが、どうでしょうか。 

○笹川委員 オーナーや管理会社にも機会をとらえて指導してもらうように言うしかない

と思います。チラシを配っても彼らは見ませんからね。数から言えば絶対に少数の人たち

のことでしょうけれども、やっぱり、ごみの問題などで、悪質という言葉で処理される部

門にみんな入ってしまうのです。袋に入れればいいのだとなったら、もう有料なのだから

何を入れてもいいではないかというぐらいの感覚なのです。あれは、国民性の問題だと思

いますね。 

○松藤委員長 ルールは守るものだと思っていない国民はいますね。 

 さて、最後の話はどうしましょうか。ページで言うと、５ページの（２）のアぐらいし

か該当するところがないのです。そこには、「市から管理会社などへの指導を強化する」

であって、住民に対するとは書いていないのです。そんな文章が要りますね。 

○笹川委員 管理会社等でいいのではないですか。管理会社の方にお願いする、強く要請

するぐらいのことでね。戸別にやれといったって、できませんもの。 

○松藤委員長 その材料は既にあるということですから、管理会社を通じてお願いするし

かないでしょうね。 

 では、大体出そろったと思いますので、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○松藤委員長 それでは、これからのスケジュールはどのような感じでしょうか。 

○事務局（小湊業務課長） この後は、今、委員長からお話がありましたように、内容に

ついては委員長ともう一度ご相談をさせていただいて、各委員に最終案を送らせていただ

きます。期日を決めて確認をさせていただいて、２月上旬には最終的に公表したいと思っ

ています。 

○松藤委員長 ２月上旬ですか。 

○事務局（小湊業務課長） はい。 
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○松藤委員長 きょうは１月３０日ですよ。 

○湧井委員 あさってですよ。 

○松藤委員長 いつまでに公表しなければいけないと、締め切りが決まっているというこ

とですか。 

○事務局（小湊業務課長） いついつまでに公表しなければならないということではない

です。 

○松藤委員長 この調整に１週間弱ぐらいかかりますよね。きょうは月曜日ですから、委

員の方にも送って、数日は見ていただいてということになりますよね。そうすると、上旬

から中旬にかけて公表するというスケジュールでしょうか。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長）  そうですね。それは可能な限り。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 日程ですけれども、事務局と委員長で調整させていた

だいて、今週中にはお送りできればという方向で進めさせていただきたいと思います。そ

して、来週中ぐらいを期限とさせていただくような流れができればいいなと考えておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

○松藤委員長 それでは、きょうの審議を終了したいと思います。 

 最後に、私から一言だけ申し上げます。 

 大学にいると、概念的なことばかりになりがちで、こういった委員会に入って現場のい

ろいろな意見を伺って、大変刺激になりましたし、私自身、勉強になったと思っています。

一番最初に心がけたのは、とにかく委員の方からいろいろな発言をいただくということで、

きょうは特にたくさん出て大変うれしかったです。 

 ４回だけでしたけれども、どうもありがとうございました。 

 それでは、部長からお願いします。 

○事務局（小湊業務課長） ありがとうございました。 

 

  ３．閉会あいさつ 

○事務局（小湊業務課長） 最後になりますけれども、検討委員会の終了に当たりまして、

浅野清掃事業担当部長より、一言、ごあいさつを申し上げます。 

○浅野清掃事業担当部長 皆さん、本当にありがとうございました。 

 昨年８月１日の第１回の委員会を開催して以来、本日を含めまして４回の会議を開催さ

せていただいたところでございます。委員の皆様には、現在の家庭ごみの収集方法等に関

するさまざまな課題や問題点の洗い出しに始まりまして、それを改善するための対策につ

きまして、毎回、本当に活発なご意見をいただきながらご議論をいただきましたことに深

く感謝申し上げます。どうもありがとうございました。 

 これまでの議論を通じまして、ごみ問題に関する委員の皆様の見識の高さが伝わってま

いりまして、ごみの収集関係を担当する私としても非常に心強く感じたところでございま

す。 
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 本日の会議でまとまりつつあります最終報告は、市民の皆様のご意見や委員の皆様の大

変熱心な議論の成果として非常に重みのあるものと感じております。札幌市といたしまし

ては、よりよい家庭ごみの収集体制の構築に向けまして、いただいた最終報告の内容を十

分に尊重いたしまして、今後の検討を進めてまいりたいと考えております。 

 最後になりますが、今後、委員の皆様がそれぞれの分野でますますご活躍されることを

心より祈念申し上げまして、私からのあいさつとさせていただきます。 

 本当にどうもありがとうございました。 

○松藤委員長 これからもちゃんと見ていますので、しっかり実施してくださいね。 

 

  ４．閉  会 

○事務局（小湊業務課長） それでは、以上をもちまして、皆さんにお集まりいただく検

討委員会はこれで終了させていただきます。 

 長い期間にわたりご議論をいただきまして、大変ありがとうございました。 

以  上 


