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日 時：平成２３年８月１日（月）１３時３０分開会 

場 所：札幌市役所本庁舎 ８階 １号会議室 
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  １．開  会 

○事務局（小湊業務課長） それでは、定刻前ではございますけれども、おそろいでござ

いますので、ただいまより第１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、このたび、委員の就任を快くお引き受

けいただきまして、まことにありがとうございます。 

 本日の委員会でございますが、今からおおよそ１５時３０分、３時半をめどに進めてい

きたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 お手元に配付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。 

 まず、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まして公表させていただきます。この点につきまし

て、あらかじめご了承をお願い申し上げます。また、本日は、ごらんのとおり、報道機関

の方も入っていらっしゃいますので、撮影等も行われるかと思います。撮影等についてご

都合の悪い方がいらっしゃいましたら、手を挙げていただけますでしょうか。 

 特段、撮影等には支障がないということでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 申しおくれましたけれども、私は、委員長が決まるまでの間、進行役を務めさせていた

だきます札幌市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。 

 それでは、初めに、本日配付させていただきました資料の確認をさせていただきます。 

 上の方から順にご説明いたしますので、ご確認願いたいと思います。 

 まず、一番上が会議次第でございます。続きまして、委員会の委員の名簿、次に、家庭

ごみ収集方法等に関するあり方検討委員会設置要綱、そして、座席表がございます。次に、

昨年度実施いたしました家庭ごみ収集方法に関する調査研究報告書概要、また、右端の方

にナンバーを振っておりますけれども、資料１といたしまして、今後の議論の進め方、資

料２といたしまして、家庭ごみ収集方法等問題分析シート、最後に、資料３といたしまし

て、参考資料があるかと思います。皆さんのお手元に今説明した資料がございますでしょ

うか。ない方がいらっしゃったら、手を挙げていただきたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 なお、本日の各委員の就任につきまして、委嘱状をテーブルの上に置かせていただきま

した。本来であればお一人ずつお渡しするところでございますけれども、時間の都合もご

ざいますので、大変失礼かとは思いますけれども、皆様の机の上に置かせていただきまし

た。こちらにつきましても、お名前等の誤りがないか、ご確認をいただきたいと思います。 

 

  ２．環境局長あいさつ 

○事務局（小湊業務課長） 次に、次第の２になりますが、審議に先立ちまして、若林環
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境局長よりごあいさつを申し上げます。 

○若林環境局長 皆さん、こんにちは。 

 ただいま紹介のありました札幌市環境局長の若林でございます。 

 本日は、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。 

 今回、家庭ごみ収集方法等に関するあり方検討委員会委員就任をご快諾いただきました

皆様には、日ごろから札幌市の環境行政の推進にご理解、ご協力をいただいておりますこ

とを、この場をおかりして厚くお礼を申し上げたいと思います。 

 平成２１年７月から、ご承知のように、札幌市は家庭ごみの一部有料化や分別区分の変

更を内容とする新ごみルールを導入いたしました。その新ルール開始以降、ごみの減量や

リサイクルの推進については、市民の皆様のご協力により、着実に効果を上げているとこ

ろであります。しかしながら、その一方で、不適正排出の問題やステーション管理の負担

など、現行のステーション方式に関する問題点も明らかになっているところでございます。 

 そこで、昨年度は、家庭ごみの収集やごみステーション管理などに関する課題に対応す

るために調査研究委員会を設けまして、市民意識調査、あるいは他都市の調査、収集方式

に係るシミュレーション調査などを行い、ごみ収集等のあり方についての判断材料となる

基礎資料の作成を行ったところでございます。今年度は、この報告結果を受けて、市民の

皆様のご意見や各分野の専門的な見識をお伺いしながら、今後の家庭ごみの総合的な収集

体制について検討を進めていくために、今回、このような家庭ごみ収集方法等に関するあ

り方検討委員会を設けることといたしました。 

 札幌市では、平成２０年６月に環境首都宣言をいたしました。将来にわたって美しい都

市環境を維持し、持続可能な社会を目指していくためには、よりよいごみ収集体制を構築

することが不可欠であると考えております。皆様には、どうか忌憚のないご意見を出して

いただいて、活発な議論を交わしていただきますようにお願い申し上げまして、ごあいさ

つとさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

  ３．委員紹介 

○事務局（小湊業務課長） 続きまして、委員の紹介をさせていただきたいと思います。 

 お名前をお呼びいたしますので、大変恐れ入りますけれども、その場でご起立をお願い

いたします。 

 委員名簿の順にご紹介してまいります。 

 共同住宅関係から、社団法人北海道宅地建物取引業協会副会長であります朝野委員でご

ざいます。 

○朝野委員 朝野です。よろしくお願いします。 

○事務局（小湊業務課長） 続きまして、住民組織、町内会からでございます。 

 西区連合町内会連絡協議会会長であります上田委員でございます。 
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○上田委員 上田です。よろしくお願いいたします。 

○事務局（小湊業務課長） 次に、消費者団体でございます。 

 社団法人札幌消費者協会副会長であります奥谷委員でございます。 

○奥谷委員 奥谷です。よろしくお願いいたします。 

○事務局（小湊業務課長） 続きまして、障がい者団体からでございます。 

 社団法人札幌市身体障害者福祉協会理事であります佐川委員でございます。 

○佐川委員 よろしくお願いします。 

○事務局（小湊業務課長） 続きまして、住民組織、町内会からでございます。 

 中央区曙地区連合町内会会長であります笹川委員でございます。 

○笹川委員 笹川でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局（小湊業務課長） 続きまして、北海道大学大学院工学研究院教授で、昨年度の

調査研究委員会におきまして委員長としてご尽力いただきました。また、本調査業務にお

きましても、廃棄物処理工学研究室にシミュレーション調査を受託していただくなど、廃

棄物行政に積極的にご協力をいただいております松藤委員でございます。 

○松藤委員 松藤です。よろしくお願いいたします。 

○事務局（小湊業務課長） 続きまして、クリーンさっぽろ衛生推進員を代表いたしまし

て、東区クリーンさっぽろ衛生推進協議会理事であります杉浦委員でございます。 

○杉浦委員 杉浦でございます。よろしくお願いします。 

○事務局（小湊業務課長）続きまして、住民組織、町内会からでございます。北区幌北連

合町内会会長であります永野委員でございます。 

○永野委員 永野です。よろしくお願いします。 

○事務局（小湊業務課長） 同じく、住民組織、町内会からです。 

 清田区北野地区町内会連合会会長であります濱田委員でございます。 

○濱田委員 濱田です。よろしくお願いします。 

○事務局（小湊業務課長） 札幌市廃棄物減量等推進審議会委員でございまして、公募の

委員でございます湧井委員でございます。 

○湧井委員 湧井でございます。 

 前回に引き続き、委員をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

○事務局（小湊業務課長） どうもありがとうございます。 

 恐れ入りますが、局長は、他の公務がありますので、ここで退席させていただきます。 

○若林環境局長 それでは、よろしくお願いいたします。 

〔若林局長退席〕 

○事務局（小湊業務課長） それでは、この後は着席して進行させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 次に、本日のスケジュールのご説明をいたします。 

 お手元の次第をごらんください。 
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 本日の委員会では、この後、次第の４にあります委員長の選出をしていただきまして、

次に、次第の５にあります事務局からの調査の結果につきまして概要を報告させていただ

きます。その後、早速、議論に入っていただく予定でございます。 

 

  ４．委員長の選出 

○事務局（小湊業務課長） それでは、委員長の選出をしていただきたいと思いますが、

本要綱の第５条の規定では、委員長は委員の互選により定めることになってございますの

で、本来であれば、皆様の推薦などによりお決めいただくところでございますけれども、

初めてお会いする委員もいらっしゃいますので、差し支えなければ、事務局の方から推薦

させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○事務局（小湊業務課長） ありがとうございます。 

 それでは、事務局から推薦させていただきたいと思います。 

 事務局といたしましては、昨年度の調査研究委員会の際に委員長をお務めいただきまし

た松藤委員を委員長としてご推薦させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○事務局（小湊業務課長） ありがとうございます。 

 それでは、異議なしというお声を受けまして、松藤委員を委員長として決定したいと思

います。 

 松藤委員長、よろしくお願いいたします。 

 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したいと思いま

す。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

  ５．議  事 

○松藤委員長 委員長あいさつはないのですが、勝手にさせていただきます。 

 私は、ごみの研究を始めて３０年ぐらいになるのですけれども、一番最初に始めた研究

が収集でして、それ以来、いろいろなことをやってきました。収集というのは、廃棄物処

理の中でそんなに重く見られていない、どちらかというと、焼却とかリサイクルが中心に

なっているようですけれども、実は、市民の方から見ると最も近い部分でありますし、市

民の目に触れる部分で、収集の問題、マナーの問題、分別の問題、そういったことは非常

に重要だと思います。 

 この委員会が始まる前に事務局とちょっと相談をしたのですが、委員会というのは、ど

うも形式的な委員会が多くて、事務局が用意して、それを議論するというのでしょうか、

ちょっと話し合って終わってしまう委員会が非常に多いように思っています。そうではな

くて、施策というのは、ちゃんとしたデータをもとにして、問題点は何であって、どうす
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ればいいか、そこまで行かないと委員会としての役割を果たさないと思います。ですから、

事務局にお願いしたのは、とにかくできるだけデータをちゃんと整理し、いろいろな数字

があるのだったら最初に出してもらって、議論の時間をたくさんとってほしいという要求

をいたしました。そして、ありきたりの議論ではなくて、皆さんのご意見を伺いながら、

委員の中で勉強するのではなくて、事務局も一緒に勉強してデータを集めて考えていく、

そういった委員会にしたいと思います。全体で４回しかありませんので、できる範囲は限

られております。しかし、収集というのはほったらかしにされていることが非常に多いも

のですから、具体的な提言につなげるような結果に持っていきたいと思いますので、皆さ

んのご協力をよろしくお願いいたします。 

 それでは、審議に入らせていただきます。 

 最初に、事務局から昨年の報告書の概要についての説明をいただきますが、予定時間は

どのぐらいでしょうか。 

○事務局（小湊業務課長） 大体、１５分から２０分程度のお時間をいただきたいと思い

ます。 

○松藤委員長 できるだけ短くお願いします。 

○事務局（小湊業務課長） わかりました。 

 それでは、今、お手元に配付しております家庭ごみ収集方法等に関する調査研究報告書

（概要）の資料、１０ページ物でございますが、こちらをご覧いただきたいと思います。 

 なるべく簡潔に説明してまいります。 

 家庭ごみの収集方法等に関する調査研究の結果につきましては、お手元に配付いたしま

した資料に沿って説明させていただきます。 

 資料の１ページ、「Ⅰ 調査研究の趣旨」の「１ 調査研究の背景と目的」でございま

す。 

 札幌市では、現在、おおむね２０から３０世帯ごとに設けられたごみステーションから

家庭ごみの収集を行っておりますけれども、排出者責任が不明確になりやすく、ルールが

守られないなどの問題点が挙げられております。一方、戸別収集や小規模ステーションで

の収集方式を採用すれば、ごみの排出者はより明確にはなるものの、経費増などのデメリ

ットも想定されるところでございます。これらのことを踏まえまして、今後のごみ収集の

あり方についての判断材料を得るために、本件の調査研究を実施したものでございます。 

 「２ 調査研究の方法」ですが、第１の視点といたしまして、ごみ収集の現状の問題点

を明らかにするための市民意識調査、第２の視点といたしまして、ごみ収集方式やごみス

テーションの管理方法などについての他都市調査、第３の視点として、札幌市で戸別収集

や小規模ステーション方式を実施した場合の経費を試算するためのシミュレーション調査、

以上の三つに分けて調査を実施しております。 

 それぞれの結果につきまして説明させていただきます。 

 まず、資料１ページの「Ⅱ市民意識調査の結果」についてでございます。 
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 調査は、２０歳以上の男女４，０００名を対象に行いました。１，７３６名の方から回

答がありまして、回収率は４３．４％となっております。 

 裏面を開いていただきまして、次に、２ページの主な調査結果でございます。 

 「（１） ごみステーションの現状と課題」についてでございます。 

 アにあります管理状況、つまり、だれがごみステーションを管理しているかということ

です。市民全体で三つの帯グラフのうち、一番上の左から三つ目の「利用者が当番制で管

理」という割合が２５．１％と最も高くなっております。次いで、左から四つ目の「管理

会社や管理人が管理」が２４．５％となっております。 

 次に、イの管理の負担感について回答をいただいた方のうち、実際にごみステーション

の管理に携わっていらっしゃる６１２名の方に質問しております。この結果、グラフの左

端にあります「非常に負担である」が６．５％、左から二つ目の「どちらかといえば負担

である」が３２．２％、合わせますと３８．７％となります。左端から３番目と４番目の

「全く負担ではない」と「どちらかといえば負担ではない」が合計で５１．５％と、先ほ

どの割合からしますと下回る結果となっております。 

 資料の３ページでございますが、ウの市民が現在のごみステーションについて感じてい

ることについて伺っております。「カラスや猫に荒らされて不衛生である」、また、「排

出日時があまり守られていない」、「正しく分別がされていないごみがある」、「冬期間

の除雪が大変である」などの意見の割合が高くなっております。 

 次に、「（２） ごみステーションの課題についての対策と効果」でございます。 

 まず、アの分別や排出日時が適正ではないごみ出しにどんな対策を講じているかですが、

帯グラフの上から二つ目の「②ごみステーションへの看板などの設置」を行っている割合

が５４％と高くなっております。上から三つ目の「③ごみ出しルールに関するチラシの配

布」が３４．３％と、先ほどに次いで高くなっております。 

 次に、資料の４ページでございます。 

 イのカラスや猫にどんな対策を講じているかということを聞いております。 

 帯グラフの上から４番目の「④ネットやカラスよけサークルの整備」を行っている割合

が６４．８％と、この中でも圧倒的に高くなっております。 

 次に、「（３） 現行のごみステーションの設置基準に対する評価」でございます。 

 ごみステーションをもっと増やすべきか、減らすべきか、現状のままとすべきかという

選択肢から選んでいただいたところ、一番上の帯グラフの左端でございますが、市民全体

のうち、６７．３％、市民のおおむね７割が現状のままでいいと回答しております。また、

左から二つ目の増やすべきというのが１２．４％、右側の減らすべきというのが１．４％

などとなっております。 

 次に、資料の５ページの「（４） 小規模ステーション方式と戸別収集のメリット・デ

メリット」についてでございます。 

 小規模ステーション方式、戸別収集方式について説明した上で、これらの収集方法をど
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のように考えるか、回答をいただいております。 

 その結果ですが、どちらの方式についても、利用者意識の醸成、不適正排出の防止など

の適正排出、利便性、あるいは、高齢者、障がい者対応といった市民サービスの向上に対

する期待がある反面、収集コストや効率、または冬場の道路渋滞といった経済性、環境衛

生や美観といった住環境の悪化に関する懸念が強いことがわかりました。小規模ステーシ

ョン方式と戸別収集の比較では、戸別収集は小規模ステーション方式に比べて寄せられた

期待の声が約２倍の水準になる反面、懸念を示す声も約３倍の水準であることがわかった

ところでございます。 

 次に、資料の６ページ、「（５） ごみ収集に関する高齢者、障がい者への対応につい

て」でございます。 

 「ア 政令指定都市における実施状況」でございますが、ご覧いただきますと、札幌市

を含めて九つの都市で排出支援を実施しております。全世帯に占める支援世帯の割合を比

較してみますと、札幌市は岡山市に並んで０．０２％と９市の中では最も低いことがわか

ったところでございます。 

 次に、札幌市の制度でございます「イ さわやか収集の認知状況」でございます。 

 同じく６ページの真ん中の帯グラフの左端の「さわやか収集を知っている」と回答した

人の割合は５％でございました。左から２番目の「聞いたことはある」が９．４％で、こ

れを加えましても認知度は１４．４％にとどまっております。左から３番目の８０．８％

が「知らない」と答えております。 

 次に、「ウ さわやか収集の効果」についてでございます。 

 ここに四つの帯グラフがございまして、一番上の帯グラフですが、回答者全体では「効

果がある」と答えている人は２９．４％にとどまりますけれども、２番目のグラフでは、

さわやか収集を知っている人に限って見ますと６９．７％の方が「効果がある」という回

答をしていることがわかりました。 

 次に、資料の７ページの「Ⅲ 他都市等の事例調査」についてでございます。 

 政令指定都市で一般的な意味での戸別収集を採用しているのは、表にありますように５

都市ございます。名古屋市、京都市は一部のごみを、大阪市、堺市、福岡市はすべてのご

みを対象として戸別収集を実施しております。 

 次に、「２ 現地調査」でございます。 

 戸別収集を実施しております隣の石狩市、名古屋市、資料８ページにあります小規模ス

テーション収集を実施しております広島市について現地調査を実施いたしました。 

 最後に、資料８ページの「Ⅳ シミュレーション調査の結果」でございます。 

 先ほども申し上げましたが、北海道大学大学院の廃棄物処分工学研究室に委託をさせて

いただいて、札幌市で小規模ステーション収集や戸別収集を採用した場合の費用を算出い

たしました。ごみの収集作業は、清掃車で収集区域まで移動し、ごみステーションからご

みを収集して、その後、満杯となりましたら、ごみの種類に応じて清掃工場や埋め立て処
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分地、資源化工場などへ運びまして、また、収集現場に戻って収集という動作が繰り返し

行われることになります。戸別収集等の実施によりまして、現在のステーション方式に比

べて収集地点が増加することで、これらの動作のうち、収集車への積み込み時間と収集区

域内の移動時間が大きく変わることになります。 

 これらの増加する業務量を割り出すために、調査では、大きく分けて二つの方法で実施

しており、一つは、「（１） 稼働中の収集車両調査」でございます。市域が広い札幌市

の特性を反映した正確な推計を行うために、２週間にわたりまして、直営、委託の全車両、

延べ台数で２，１８６台の行動記録をとりました。収集区域内の移動、収集現場と清掃工

場等の処理施設への移動などについて、時間や距離などを調査しております。また、東区

の一部の地域におきまして、ごみ収集車を実際に追跡調査いたしまして、ごみの種類ごと

に１袋当たりの積み込み時間や移動時間なども分析しております。 

 もう一つが、「（２） 仮想的な戸別収集調査」でございます。 

 実際に収集車を走らせて、各家の前からごみを積み込む動作を行ってみる、いわゆる仮

想的な戸別収集を行いました。そこで作業時間を調査し、石狩市での戸別収集の観察結果

とあわせて作業効率の低下度合いなどを推計しております。 

 「２ 調査結果」でございます。 

 「（１） 収集作業時間」でございますが、戸別収集を実施した場合、ごみの種類に応

じて現状の３．３倍から３．５倍程度の時間がかかることがわかりました。 

 これらの結果をもとに必要経費を試算しております。下の表の左端でございますが、戸

別収集を行った場合、収集地点が共同住宅を含めて各住宅になりますので、現在のごみス

テーション数３万８，０００カ所から１０倍の３８万カ所という数字がごらんになれるか

と思います。その結果、表の２列目でございますが、１日当たりの必要車両台数も、現在

の２２１台から約２．５倍になります５５４台が必要となります。また、表の右端でござ

いますが、業務委託経費では、現行の２９億６，５００万円から約６２億円の増加となる

ということで、総額で約９２億円程度となることがわかったところでございます。 

 次に、小規模ステーション方式を採用した場合ですが、単純に現行の共用ステーション

の利用者を３分の１、つまり、ステーション数が３倍になるとして収集地点を算出いたし

ました。機械的に経費を算出いたしますと、約１４億円から約２５億円の増加という結果

となっております。 

 私からの調査結果につきましては、以上のとおりでございます。 

○松藤委員長 ありがとうございました。 

 今の報告書についての位置づけですけれども、これは既に昨年で終了しているものであ

りますので、こういった結果があるということを踏まえて今年度の検討に移るというご理

解にしていただきたいと思います。 

 もし質問等がありましたら、後でも結構ですので、個別にしていただければと思います。 

 それでは、今日の本題に入りたいと思います。 
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 今後の家庭ごみ収集方法等に関する検討ということで、まず、資料１の説明をお願いい

たします。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 環境局業務課調査担当係長の本谷内と申します。よろ

しくお願いします。 

 では、座って説明させていただきたいと思います。 

 資料１、資料２、資料３と３種類ございますので、まとめて説明させてください。 

 資料１の今後の議論の進め方をごらんいただけますでしょうか。 

 この資料は、今後、検討委員会でお願いすること、役割、検討方法、議論していただく

大まかな流れ、今後のスケジュールなどを説明している資料となります。 

 まず、検討委員会の役割でございますが、この検討委員会では、先ほど事務局から説明

させていただいた昨年度の調査研究の結果から明らかとなりました問題点の整理をしてい

ただき、これに加えて、検討すべき問題があるかどうかを洗い出していただきたいと思い

ます。その上で対応策を話し合っていただくことを検討委員会にお願いしたいと考えてお

ります。 

 次に、検討方法でございますが、第１段階といたしましては、ただいま説明したように、

まず、調査研究の結果を見ながら、現状の家庭ごみ収集体制などについてどのような問題

があるかを確認していただきたいと思っております。さらに、問題点として追加すべきテ

ーマがないかについても話し合っていただきたいと思っております。調査結果から判明し

た主な問題点といたしましては、「ごみの排出マナーが悪い」、「ごみステーションの管

理の負担」、「障がい者、高齢者等への排出支援制度であるさわやか収集の認知不足」な

どがあるのではないかと考えております。 

 第２段階では、第１段階で整理された問題点に対しまして、その対応策を話し合ってい

ただきたいと考えております。主な論点といたしましては、「ほかに対応方法はないか」、

「対応方法は有効なのか」、「費用負担に見合う効果があるか」などがあるのではないか

と考えております。 

 第３段階では、議論の内容を中間報告としてまとめることとしていただきたいと考えて

おります。資料１の下の方の今後のスケジュールにもありますように、次回の検討委員会

でここまで進めることができた場合は、１０月ころに中間報告を公表する予定とさせてい

ただいております。その後、この中間報告の内容につきまして、町内会関係やクリーンさ

っぽろ衛生推進員などのいわゆる市民意見を聴取することを予定しております。 

 第４段階では、市民意見としていただいた内容を踏まえまして、１２月ごろに再度議論

をし、最終報告をまとめていただく作業をあわせて行って、年内には最終報告の公表をし

ていただければというようなスケジュールになっております。 

 もちろん、議論の状況によりましてはこのスケジュールどおりには進まないかもしれま

せんが、基本的にはこの進め方でお願いさせていただきたいと考えております。 

 次に、資料２の説明をさせていただきたいと思います。 



 - 10 -

 Ａ３判の横の資料でございます。 

 この資料は、調査研究で問題点として挙げられた事項や対策、あるいは、これから話し

合っていただいて新たに出てきた問題点や対策、評価などをまとめる際に使っていただき

たいと考えて作成したものでございます。あらかじめ示しておりますけれども、示されて

いる問題点が報告書や概要版の何ページに記載されているかということも載せさせていた

だいております。表の左の方にナンバー１、２、３、４と番号を振っておりますが、これ

は、調査結果で出された家庭ごみ収集に対する問題点を大きく四つに分類させていただい

て、その番号ということになります。正しく分別されていないごみがあるとか、さわやか

収集が認知されていないなど、報告書に載っていた項目を挙げております。 

 次に、右側の項目の「対策（検討事項）」でございます。これも、報告書に挙げられて

いた項目をあらかじめ記載しているほか、地域の要望などから出されている意見など、報

告書には載っていませんが、事務局として検討委員会の皆さんに検討していただきたい項

目も載せております。ここに載っていない新たな対策がある場合につきましても、今回は

話し合っていただきたいと思っております。この中では、追加費用が発生するか、あるい

は、効率化の面ではどうかということも話し合っていただきたいと思いまして、その項目

欄も設けさせていただいております。 

 右側の評価の項目ですが、それぞれの対策について費用対効果も含めて皆さんで話し合

っていただき、その内容を記載していただく欄になっております。 

 最後に、資料３の説明をさせていただきます。 

 参考資料でございます。この資料は、今後、検討委員会で検討していただく際に参考と

なるのではないかというデータをあらかじめまとめさせていただいたものになります。 

 １番は、ごみステーションの数についてのデータです。 

 平成２０年４月には、共用ステーションが２万３，８３１件、専用ステーションが９，

９０８件であったものが、先月末の状況では、共用テーションが２万３，６９２件、専用

ステーションが１万６，００９件であり、専用ステーションは１．５倍ほど増えている状

況です。それを半年ごとに数値で落としているデータになります。 

 ２番目は、さっぽろごみパト隊の活動についてです。 

 現在、七つの清掃事務所で合計９０名のさっぽろごみパト隊がおりまして、そこでの活

動状況について書かせていただいております。不適正排出されたごみの回収調査、訪問指

導、あるいは、地域と協力して不適正排出が多い共同住宅の管理者への専用ステーション

の設置の働きかけなどを実施しておりまして、昨年度の指導件数といたしましては１万３，

３１４件となっております。 

 ３番目は、不適正排出についてです。 

 ごみ袋数による不適正排出の割合を示したものになっております。新ごみルール開始直

後の割合で、２１年７月は８．８％でありましたが、昨年５月は４．１％と半分以下に減

少しております。調査方法は、下に書いておりますとおり、調査期間に対象となったエリ
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アの全ごみステーションに排出されたごみ袋数から不適正排出があったごみ袋の割合を算

出しております。 

 次に、裏面を見ていただいてよろしいでしょうか。 

 ４番のボランティア登録数です。 

 さわやか収集の実施に関連いたしまして、社会福祉協議会への福祉ボランティアの登録

総数を載せさせていただいております。２２年３月末現在で６７２団体、４万２，８７０

名の方々が福祉関係のボランティアに登録している、そういうデータになっております。 

 ５番目は、要介護認定者数です。 

 こちらも、現在のさわやか収集に関連したデータになります。現在のさわやか収集は、

要介護２以上の方を対象としておりますが、程度の軽い要支援１から程度の一番重い要介

護６までの認定者数を示しております。また、要介護等、身体の状態例も表に示しており

ます。 

 ６番目は、障がい者数のデータです。 

 まず、身体障害者手帳交付者数は、視覚障がいや肢体不自由など区分ごとの人数を示し

ております。次の障害程度区分認定数でございますが、障害程度区分とは、ちょっと複雑

なのですけれども、福祉サービスの支給決定を行う際の判断材料の一つとして、障がい者

の心身の状態を総合的にあらわす区分ということで設けられたものになっております。さ

まざまな調査項目がありますが、その調査項目ごとに障害程度区分基準時間を算出いたし

まして、その基準時間をもとにして区分分けをしております。さわやか収集では、障害程

度区分３以上の方を対象としております。 

 簡単ではございますが、資料説明は以上でございます。 

○松藤委員長 ありがとうございます。 

 それでは、資料１の確認から進めたいと思います。 

 全体の進め方としては４段階ありますけれども、下のスケジュールを見ると、中間報告

まで２カ月ちょっとしかないということと、第２回の予定で既に経過報告が入っていると

いうことは、今日は第１段階と第２段階をやらなければいけないという解釈でよろしいで

すか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） もし、そういうところまで進めていただけるというこ

とであれば……。 

○松藤委員長 そこまで行けばいいのですね。 

○事務局（本谷内調査担当係長） はい。 

○松藤委員長 回数が少ない割に仕事がいっぱいあって、締め切りが早いという大変厳し

い状況ですけれども、まずはこれでご理解いただいて、もしかしたら、もう一回追加にな

る可能性もあるということですね。 

○事務局（本谷内調査担当係長） はい。 

○松藤委員長 それから、資料２についてはご説明のとおりで、昨年の調査をもとに問題
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点と対策の洗い出し、リストアップをして、ご議論いただきたいのは、これに追加すべき

ことはないかとか、コメントの調査であるとか、そういったことをいただいて具体的にし

ていきたいということです。 

 それから、資料３については、このようなデータがないと議論が空回りするのではない

かと思って用意していただきました。 

 まず、共用ステーションと専用ステーションについてですが、専用ステーションという

のは、共同住宅がある場所で不適正排出が多いという経緯があって、市としてはこれをふ

やしている段階であることを見ていただけると思います。それから、ごみパト隊について

は９０名でこういったことをやられているということです。飛ばしまして、裏面ですが、

先ほど、札幌のさわやか収集が２０７世帯という数字がありましたが、それをどう読むべ

きかというときに、こういった母数というのでしょうか、最大の数としてこういった数字

を挙げていただいて議論の足しにしたい、そういった目的であります。 

 それでは、今日は、ご自由にご意見をお願いしてもよろしいでしょうか。事務局として

はよろしいですか。 

○事務局（小湊業務課長） はい。 

○松藤委員長 では、主に、資料２に基づいて、現状の問題点、あるいは対策、対策の効

果、または、ほかに対策があるのではないかとか、そういったことも含めてご自由にご意

見をいただきたいと思います。 

 どなたからでもどうぞ。 

○湧井委員 まず、基本的な数字を教えてもらいたいのですが、資料３のステーションに

関しての質問です。 

 専用ステーションが２２年４月から今年の６月までで大体２０％増えています。しかし、

共用ステーションはほとんど増えていません。ということは、集合住宅のステーションが

増えているということは、１戸あたりの世帯数が多いので、去年言われていた１ステーシ

ョン当たり２０世帯から３０世帯ではなくて、現時点では、多分、１０世帯から２０世帯

とか、１ステーション当たりの世帯数も変わってきていると思うのですが、何かつかみで

計算されているのでしょうか。 

○松藤委員長 人数というよりは、専用ステーション設置基準のような、どうやってふや

しているかを説明していただいた方がいいでしょうか。これはまず、新設のところには優

先していっていますね。 

 事務局、どうぞ。 

○事務局（小湊業務課長） はい、そうです。 

 平成２０年４月に、ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要綱を改正してお

りますけれども、共同住宅に重きを置きまして、６戸以上の共同住宅を新築する場合につ

いては、すべからく敷地の中にステーションを作っていただく規定に変えております。そ

れから、道路上、いわゆる共用のステーションに出されているごみの中で、共同住宅と戸
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建て住宅が共同で使っていらっしゃるところで特に排出ルールが守られないようなところ

につきましては、さっぽろごみパト隊が現地へ行って排出指導や啓発を行うのですが、そ

れでも改善されないところにおきましては、共同住宅のオーナーもしくは管理会社にお願

いいたしましてステーションの分離を働きかけます。専用化がどんどん進んでいったのは

そこら辺の影響でして、今、湧井委員がおっしゃられたように、２０年４月から約２割増

えて現在は１万６，０００カ所となっております。そういったステーションは、今も現在

進行形でどんどん分離化を進めている状況でございまして、ステーション１カ所あたり２

０世帯から３０世帯という設置の基準がありますけれども、今現在は２０台前半の世帯数

となっております。 

○松藤委員長 これは、２１年４月ぐらいから急に増加しているのですけれども、そこか

ら何か施策が……。 

○事務局（小湊業務課長） 平成２１年７月から新ごみルールができたこととあわせて、

ごみステーションの分離化が顕著に進んできている状況にございます。 

○松藤委員長 ルールを決めた審議会の答申はいつでしたか。 

○事務局（小湊業務課長） 答申は、２０年の春です。 

○松藤委員長 それから１年後に、もう少し具体的になってきたと。 

○事務局（小湊業務課長） はい。町内会などがみずから働きかけをやって分離化を進め

ていくというように、新ごみルール適用前から動いているというのはありました。 

○松藤委員長 今、審議会と申し上げたのは、有料化を決定した審議会の答申が２０年３

月にありまして、その中の議論として共同住宅の話があったのですね。その具体化が少し

ずつ進んでいたのですけれども、新ごみルールが始まった時点でそれを強化した結果がこ

うなっているということですね。 

○事務局（小湊業務課長） そうです。 

○松藤委員長 では、この資料３について質問をいただいた方がいいかもしれませんね。 

○笹川委員 ちょっといいですか。 

○松藤委員長 どうぞ。 

○笹川委員 時間がないということで始まったので、もうちょっと議事が進行できるよう

な質問からやってもらいたいと思います。 

 今のごみステーションの数のお話ですけれども、ごみ収集というのは２１年７月以前か

らあったわけですね。そして、２１年７月に家庭ごみの有料化に移行されましたが、現場

の方で考えますと、幾らかは集約されたと思いますけれども、基本的には、それ以前のご

みステーションをそのまま継続して使っているのが共用ステーションだと思うのです。そ

れから、専用ステーションについては、今、事務局からお話があったとおり、いわゆる６

世帯以上の新設のマンションについては専用ステーションをつくるということですけれど

も、それ以前からある古いマンションについてはその規定がありません。いわゆる一般の

共用ステーションと同等の扱いでやるということですから、共用ステーションについては
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そんなに変化がないのは当然だと思います。これからは小規模のステーションが増えてい

くということにはなろうかと思います。 

○湧井委員 今言われた６世帯という話は基準であって、市は、今、６世帯以下に対して

も積極的に指導しています。ですから、私の町内会においても、実際にかなり指導を受け

てマンションの方独自のステーションが増えています。結果として、共用ステーションの

世帯数も減っています。 

○松藤委員長 共用があったら、それはこうなっているということですね。この部分が専

用ステーションになっているという理解で、ですから、共用は変わらないということです

ね。分離しているのですね。 

○事務局（小湊業務課長） 共用はそうなのです。従来どおり置いている場合もあります

し、全く廃止しているところもあるのです。いわゆる敷地の中にステーションができるこ

とによって、専用化し、共用のステーションを廃止するところもございます。しかし、そ

れは全体数から見ますと非常に少ないです。今、笹川委員がおっしゃられたように、従来

どおりのステーションというのはそのまま現存してある状況です。ただ、利用世帯がどん

どん分散化していきますので、３０世帯ぐらいで使っていたものが２０世帯なり、１５世

帯なり、若干コンパクトになってきているということは全体として言えるかと思います。 

○松藤委員長 その辺のご指摘は、共用があまり改善されていないというようなことです

か。 

○笹川委員 共用が改善されていないというよりは、今まで家庭ごみが有料化になる以前

からのごみステーションの数を大体そのままずっと継承して使っているということです。

ですから、極端に数が増えているということではないと思うのです。 

○湧井委員 私のさっきの質問の趣旨は、つかみですが、今までは２０世帯なり３０世帯

が一つのステーションを使っていたわけです。ところが、今はマンション専用のステーシ

ョンが増えていますから、要するに共用ステーションに捨てる部分が減っているのですね。

それで、前は２０世帯から３０世帯と言っていたのが、この１年ぐらいで１５世帯ぐらい

になったのか、２０世帯になったのか。要するに、我々が今議論をしている中で、例えば

１０世帯ぐらいを目指そうとか、そういう議論もあって３０世帯から１０世帯を目指すの

と２０世帯から１０世帯を目指すのでは違いますから、そうした基本的な数字に対しての

質問です。 

○松藤委員長 平均的な話と地区の特性の話は分けた方がいいですね。 

○笹川委員 そうだと思いますね。 

○松藤委員長 では、どうしましょうか。 

 これよりさらにもう少し詳細なデータは必要でしょうか。今言われたように、新築が増

加分の幾らぐらいを占めるとか、その内訳が必要かもしれませんね。 

○事務局（浅野事業担当部長） 結果的に、今、共用ステーションがどのぐらいの平均利

用人員になっているのかと、湧井委員は、そういう数字……。 
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○湧井委員 今の３０世帯で議論するのか、例えば、３０世帯から１０世帯を目指すのか、

２０世帯から１０世帯を目指すのか、それでちょっと議論が違うと思うのです。単にそれ

だけの質問なのです。 

○松藤委員長 数の問題と不適正排出の問題は別ですね。それはちょっと分けていただい

た方がいいかなと思いますので、両方をお願いします。 

 それでは、最初の３０分ぐらいはフリーディスカッションでいいかなと思いますので、

気のついた点についてご自由にどうぞ。 

○笹川委員 ごみステーションの数というのは、札幌市内でも住宅地や商業地域、混在地

域などいろいろありますけれども、物すごい差があると思うのです。住宅地の場合、中央

区の私のところでは、ごみステーションは大体４世帯から５世帯で一つずつ作っています。

これは、故意に作ったのです。ところが、今のように平均３０世帯ぐらいで作っていると

いうお話を聞くと、それ自体が頭の中では遠い世界の話にしか聞こえないのです。いわゆ

る戸別収集以前に小規模ステーションをつくるというお話もこの中に入っていますが、そ

うすると、私たちは既にそういう世界の中にあると思っていますから、３０世帯で一つな

んていったら町内会一つでごみステーション一つしかないような話なので、そういう話で

聞くと違和感があります。地域によって全然違いますからね。 

○松藤委員長 平均的な話と地区の特性を考慮した話をちょっと分けていただいて、特に

中央区はほかの区と相当違う可能性がありますので、中央区の事情も伝えていただきたい

と思います。 

○杉浦委員 東区では、やっぱり３０軒で１個というのがほとんどです。そういう中に今

度は共同住宅が入ってくるでしょう。そうすると、そのステーションだけが物すごく汚く

なるのです。だから、共同住宅は古くてもステーションを別にしてほしいというのが私ど

もの意見なのです。 

○松藤委員長 それは、町内会の方から要望を出されているのですか。 

○杉浦委員 要望を出していても、それはなかなか……。 

○松藤委員長 そのルートはどのようになっているのですか。要望がある場合、市はどう

されているのですか。 

○杉浦委員 清掃事務所の方に言っているのですけれども、ごみパト隊もなかなか、そし

て、最近では、利口になりまして不適正排出をする人は夜中に出すのです。そして、排出

者がわかるものを一切入れていないから、ごみパト隊も全然わからないと。最近では頭が

よくなってきているのです。 

○松藤委員長 今のような例があった場合、市ではどのように対応されているか、事務局

でちょっと整理していただけますか。清掃事務所経由ですか、それとも、ごみパト隊です

か。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 基本的には、清掃事務所の中にいるごみパト隊が現地

に行きます。 
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○松藤委員長 これで言うと、２番ですか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） はい。地域と協力してというところになります。 

○松藤委員長 対応としては、要望があったら大体は速やかに対応されているのでしょう

か。 

○杉浦委員 今見ている限りでは、そんなに急激な対応はしていないと思います。その中

で問題にはなっているかと思いますが、対応ができているか、できていないかといったら、

できていない方が多いのではないかと思います。 

○松藤委員長 私がちょっと心配するのは、ごみパト隊があります、いいですねで終わっ

てしまったら仕方がないわけで、現状ではどういう問題点があって、何を改善しなければ

いけないか、そういう洗い出しがないと次につながりません。そのあたりで、現場として

のご意見があれば伺いたいと思います。 

 杉浦委員は東区でしたね。 

○杉浦委員 はい、そうです。 

○松藤委員長 新しい町内会委員の上田委員、ごみステーションの管理等についてはいか

がでしょうか。 

○上田委員 私は、名簿を見ましたら西区連絡協議会会長という形で出ておりますけれど

も、やはり、大体２０戸ぐらいを集団にしたグループができております。それは、自治会

とか町内会が主体ではなくて、それを利用する集団が責任を持って管理を行います。しか

し、側面的に自治会がいろいろ指導したり便宜を図っているということはございます。 

○松藤委員長 今言われた管理というのは、そのステーションを使っている方たちが管理

をするという意味ですか。 

○上田委員 そういうことです。 

 そこら辺は、自治会や町内会が管理をするということなのか。実際に、今日の課長のお

話の中では、自治会や町内会というのは一言も出てきません。つまり、文書では、町内会

や自治会が主体的に扱うものではなくて、それを利用する住民組織が協力してごみステー

ションを立派なものにしていこうという形をとっております。ですから、当然、その背景

は、町内会でもありますし、町内会に入っていない人もおりますから、町内会、自治会等

といった表現はなされておりますけれども、そういう形で実施しております。 

 マンションなどにつきましては、最近では新しいボックスができまして、全部、地域の

人が指導をしてマンション１棟ごとに一つずつ置いております。そういう点では、有料化

に伴って大きな前進だなというふうに考えております。 

○松藤委員長 では、永野委員、いかがでしょうか。 

○永野委員 私は幌北ですけれども、幌北の連町というのは平均年齢が全市で一番若いの

です。今は四十．何ぼかで、おととしまでは三十九．何歳でした。ということは、北大の

隣ですから、ワンルームマンションで学生がたくさんいるのです。それで、結構古いマン

ションで専用のごみステーションがないところがありまして、学生が悪いというわけでは
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ないけれども、なかなかうまくいかないのですね。殊に、管理人がいるところはまだいい

けれども、管理人がいないところもありますし、こっちで聞き出そうとしても、何部屋埋

まっているのか、何世帯入っているのかも教えてくれません。それで、ひどく荒らされる

ところもあって、荒らされてすっかり怒ったある町内会では、そのごみステーションを取

っ払ってしまったのです。そうしたら、結局、近所のどこかにごみをぽつん、ぽつんと入

れていくというのです。要するに、古いマンションに専用のごみステーションがないとい

うのが大変問題ですし、もう一つは、やっぱり、古いマンションでもごみステーションを

作ってもらうように市から強く指示をしてもらわないとなかなか難しいと思います。 

○松藤委員長 さっきの話ですけれども、要望があったときに、どんな手続でどのように

実現されるかというところはどうでしょうか。 

○事務局（小湊業務課長） ステーションの通常の新設や移設は、町内会、自治会で担当

していらっしゃる部長などから事前に相談が来まして、私どもの方では、収集上で問題が

なく、道路交通法上も問題がなければそこのステーションを認めて、いつからということ

で話し合いをさせていただいてスタートが決まります。そこからは、先ほど言いましたよ

うに、ステーションの排出状況が非常に悪いところにおきましては、さっぽろごみパト隊

がパトロールを行います。ごみステーションで主に目印とするのは、不適正に排出された

ごみ、いわゆるバッテンシールを張ったごみがターゲットになっていまして、そこを定期

的にパトロールしております。ただ、一つの事務所の中で、多いところですと６，０００

カ所ぐらい、少ないところでも３，０００カ所ぐらいのごみステーションがありまして、

それを十数名の職員でやっているので全部を毎日回るのは不可能です。しかし、少なくと

も２日に１回、３日に１回は区内のステーションをパトロールさせていただいて、チェッ

クをさせていただいております。特に、共同住宅におきましては、排出指導台帳というも

のを整備してチェックをしていきます。いつでも出されるようなときには、チェックをし

ながら、共同住宅のオーナーもしくは管理会社へ入居者に対する指導啓発を強めてくださ

いと。それが再三繰り返されれば、今度はステーションの分離を働きかけます。初めから

いきなりステーション分離ではなくて、やはり、地域とうまくコミュニケーションなり相

互利用を図っていただくため、まずは周知、指導、そして分離というステップを踏んでい

きます。 

 最終的には管理会社もしくはオーナーの理解を得て分離ということになりますが、ただ、

先ほど来、お話にも出ていますように、オーナーがいない、管理会社だけでは判断できな

いというような事情もございまして、分離がなかなか進まないのが現状でございます。と

は言いながらも、やはり、不適正排出のごみが多く出されるステーションにおきましては、

繰り返し繰り返し、指導や啓発、分離を進めていく必要がございますので、その辺は今後

も地域と一体となって分離を進めていかなければなりません。そこでは、どうしても町内

会や自治会が窓口になっていただくことになるかと思います。行政だけではできないもの

ですから、地域との連携を深めながら、クリーンさっぽろ推進員とも連携を図りながら、
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相談させていただきながら、分離化を進めていかなければならないと考えております。 

○松藤委員長 今言われた手順を紙に書いていただいたらいかがですか。そして、こうい

うケースがあったということを皆さんにも見ていただいて、これで働くのがどうかという

ことをちょっと検討していただきましょうか。 

○事務局（小湊業務課長） その辺も、タイムリーに行動できればいいのですけれども、

どうしても状況を見ながらで、そのときだけではなかなかすぐということにはならないの

ですね。ブラックリストと言うと言葉は悪いかもしれませんが、いつもそういう状況が繰

り返されるようなステーションを重点的にやって、そこから一つずつ改善していくという

ことになります。 

○松藤委員長 その方法がわからないということがあるかもしれないですし、実態が見え

ないので、市は何もやっていないのではないかと思ってしまうこともあるかもしれません

ので、この辺はもうちょっと表に出して議論しましょうか。 

○事務局（小湊業務課長） 承知しました。 

○朝野委員 いいですか。 

○松藤委員長 どうぞ。 

○朝野委員 今、小湊課長から説明があったように、不動産関係の管理をやっている会社

では、共同住宅ごみ排出マナー改善対策連絡協議会というものを市の指導によって設置し

ております。この連絡協議会の中では、札幌の中で管理の戸数の多い大手、常口さんなり

ビッグさんなり（※１）、ある程度の管理戸数のある業者が入って、担当者が出てきてく

れて、こういう形で私たちは指導をしておりますというような打ち合わせをやっているの

です。ただ、はっきり言いまして、私どもの協会というのは不動産の取引業協会です。私

たちは、宅建業法で指導を受けているのですけれども、管理というのは、今、国土交通省

で整備をしようという段階でございまして、管理業の法律はまだ何もないのです。ですか

ら、管理手数料は取り放題、管理会社の自由でやっていますのでね。ですから、管理会社

もしっかりした社長であれば職員には指導できるのです。こういう形で市に協力をして、

おまえの管理しているところが悪いよと指摘されれば職員には指導できるのですけれども、

わずか１棟や２棟を管理している一般の小さな会社ですと、不動産業者ではそういう管理

をやっているところは結構多いので、これからはそこの問題をきちっとやってもらわない

と。 

○松藤委員長 市ではどのぐらいご存じなのですか。 

○事務局（小湊業務課長） 私どもの方も、今おっしゃられた不動産関係団体ばかりでは

なくて、アパート業協同組合など共同住宅関連の中で６社、それから、今言われた常口さ

んなりビッグさんなり、実際に管理をしていらっしゃる企業の方も入っていただいて、共

同住宅ごみ排出マナー改善対策連絡協議会を２１年２月に設置しております。 

○松藤委員長 先ほど申し上げたフロー図の中で関係者がありますね。今言われたことも

入れていただいて、どういうふうに連絡をとっているか、整理していただけますか。あと
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は、その数字が必要になってくると思うのですが、何割ぐらいをカバーしているかとか、

その辺も整理していただけますか。そうすると、何をやればいいかも明確になるし、あと

は役割分担を明確にしていくことも重要だと思います。 

 役割分担という意味では、管理に対する町内会の負担というのはどのぐらいあるのか、

私は大変気になっていますが、いかがですか。 

○笹川委員 町内会の負担は、先ほどから私も言っておりますが、地域によって町内会も

さまざま、それから、役員の皆さんのごみ問題に対する考え方もさまざまです。その中で

共通する部分でお話しするのは難しいのですけれども、ごみステーションの数だとか、住

民の構成問題だとか、いろいろありますが、ただ、はっきり言えることは、札幌市で約２，

２００近くある町内会の役員の方々は本当にみんなまじめです。高齢者の方が多いのです

けれども、一生懸命協力していることは間違いないです。 

 しかし、間違いないのですが、自分たちが自給自足でやるような形です。例えばネット、

サークルも全部自前です。幾らかずつの補助はありますけれども、ほとんど自前です。そ

れから、マンションといわゆる一般の戸建て住宅との接点がほとんどないのですね。マン

ションの管理組合に行っても門前払い、中に入ろうとしてもオートドアで入れない、連絡

をとろうとしても高齢者の方は電話も通じない、だれが住んでいるか、名前もわからない、

もちろん電話番号もわからない。ちょっときつく言うと、個人情報の問題がありますから

と。町内会によっては、マンションの居住者と一般の住宅の居住者とはほとんど接点がな

いようなところがたくさんあるのです。これは間違いないですね。その中で、ごみの問題

と雪の問題だけをみんな共同で仲よくやりましょうといっても非常に難しいのです。そう

すると、やっぱり最大公約数でできる部分だけで協力してやろうと、抽象的な話ですけれ

どもね。 

 そういうふうに考えると、さっきおっしゃった６戸以上のマンションについては戸別の

ごみステーションを用意してください、私たちはお構いできませんと言ってはいるのです

が、彼らが作っているごみステーションというのは、ごみステーションではなくて、あれ

は固定のやつですから法律的にはごみ置き場なのです。我々が使っているごみステーショ

ンというのは、ごみの回収日に合わせて枠を出したり、ネットをかけたり、回収後には下

げて掃除をしてということをやっているのです。そういう中で、大きなマンションなんか

では、個別のマンションごとに自分の敷地の中に大きな１００万円もするような立派なご

みステーションを作っているところもあります。ところが、中には、全部一緒、３６５日、

だれが、いつ、何を投げても一向にお構いなしというステーションもたくさんあるのです。

そういうところを、清掃事務所の方々は、仕分けしたごみを持っていくのではなくて、自

分たちが中に入って仕分けしながら持っていっているというのも現実問題なのです。管理

会社に何ぼ言ってもだめだという話も聞いています。 

 だからといって、問題の解決にならないということではないのですけれども、ごみステ

ーションとごみ置き場では全然違うということです。私も中央区でクリーンさっぽろの会
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長をやっていますから、皆さん方からの現場の声は常に聞いています。ですから、申しわ

けないのですが、こういう会議で抽象的なお話だけを聞いていても意見の言いようがない

という気もあります。でも、せっかく出てきたのですから、少しでもいい方法をと思って

今日は申し上げました。 

○濱田委員 ちょっといいですか。 

○松藤委員長 濱田委員、どうぞ。 

○濱田委員 私のところは清田区でございまして、清田区全体で平均年齢が大変低く、マ

ンションがどんどん増えている地域と旧来からの住宅地にはっきり分かれております。私

がおります北野地区は、旧来からの戸建て住宅が中心の地域でございます。 

 今、いろいろとお話を伺っていまして私も同じことを感じたのですが、一つは、市の指

導が、町内会や自治会が主体でやってくれとお願い的な格好で来ていますね。ただ、現実

には、町内会、自治会の組織率というのは全市的にも大変低いのです。低いということは、

結局、組織に入っていない方々がいっぱいいらっしゃるということです。その人たちと町

内会とが一緒に共同のごみ集積場を使っているというのが私どもの方の実態なのです。 

 今、笹川委員がおっしゃったように、町内会の幹部の方は、本当に骨身を惜しまず一生

懸命やっているのです。ところが、なかなか効果が上がらない。これは、私が今お話を伺

ったら、どうも一つの原因として情報不足があるのではないでしょうか。宅建協会の方で

あれだけの指導をしているということは、始まってから何年もたっているのにだれも知り

ません。宅建協会の方はもちろん本業の方でも一生懸命やらなければならないので大変だ

と思いますけれども、そういうことを理解していれば町内会の役員の動きも変わってくる

と思うのです。どうも、このことに関しては町内会加入者と加入していない人たちが対立

的になっていまして、話し合いをするとか、なかなかいかないのです。町内会は入らなく

ていいと言う人もいっぱいいます。 

 そんな中を縫って、地域で組織化できているのは何だといったら、やっぱり町内会が一

番大きいわけですから、窓口としての仕事はとりあえずやらなければいけないと思います

けれども、申し上げましたように、情報不足が非常にあります。これは、別に清掃事務所

が情報を流さないとかそういうことではなくて、町内会自体がそういう仕事にまだなれて

いないのですね。ですから、自分たちだけで何とかしようと善意の固まりみたいにやって

いますけれども、それに突き当たると、どこに相談したらいいのだろうと。連合町内会に

行った方がいいのか、清掃事務所へ行ったらいいのか、区の土木へ行くのがいいのか、そ

この段階から相談があるわけです。私どもは、幸い、豊平清掃事務所が親身にやってくれ

るところでございますから、直接、清掃事務所へ話しなさいと言うと、あっせんも兼ねて、

そして、私の方からの口添えも含めてやっているので、問題は比較的解決しやすいです。 

 それから、先ほどからの話で、私も感じましたが、共同集積所と専用集積所の規模の問

題です。私のところは３０世帯ぐらいが平均なのです。ですから、大体３０世帯ぐらいの

話は何となく理解できるのですが、さっき笹川委員がおっしゃったように、四、五軒のと
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ころのマンションのごみ集積所なんて見たこともないからわからないわけです。どんなふ

うに判断していいのか。したがって、議論をしていくときに、共同集積所の２０世帯以上

のところで３０世帯以下、これは基準で決められたものがあると思います。そういうもの

と、共同集積所の小規模のところと、新設の共同住宅で指導によって作ったところと、既

存の共同住宅で指導に従ってそれを作ったところぐらいに分別して議論していった方がわ

かりやすいのではないか、こんなふうに思いました。 

○松藤委員長 今のようなデータを市ではお持ちですか。 

○事務局（小湊業務課長） 既存の共同住宅で設置していった、分離化をしていったステ

ーションはわかります。要するに、ここで言う専用ステーションの増加のうち、分離化を

図っていったものというのは、当然、既存の共同住宅で分離化をしていったということに

なりまして、その差し引きが新築の共同住宅になりますので、おおよそわかります。 

○松藤委員長 数字を把握するのは非常に難しいかもしれませんが、ケースが幾つかある

という理解がまず大事でしょうね。それごとに対応が違う可能性があると。 

○事務局（小湊業務課長） その共同住宅の何戸が利用しているのかということになりま

すと把握できません。 

○松藤委員長 ただ、その数値が重要かというと、そんなこともないですね。 

○事務局（小湊業務課長） 今、委員がおっしゃられるのはそこら辺の部分ですね。共同

住宅でも何十もあるようなマンション群なのか、四、五世帯の共同住宅なのか、それによ

ってもおのずと変わってきます。 

○松藤委員長 奥谷委員、いかがでしょうか。 

○奥谷委員 今、お話を伺っていまして、共用のところのステーションの問題なのか、数

が大きくて共用なのか、既存の共用がまずいのか、マナーに関しても、使い勝手に関して

も、今はすごく混在してしまっているのです。でも、先ほどの小湊課長からのお話では、

共用のステーションは急には分離できないということでした。私は、一つのところを二つ

にすればいいのではないかと簡単に考えていたのです。それがベターではないかと思った

のです。やっぱり、ベターな方向に行かないとまずいと思うのですけれども、それをわか

っていながら、なかなか遅々として進まないというお話でした。それは、住んでいる方と

か、場所も既存でしたらいろいろな場所の問題もありますでしょうし、歴史的にずっとそ

ういうふうにやってきた地域だというお話もあるのでしょうけれども、今の皆さんのお話

を伺っていたら、やっぱり分離する方がベターではないですかと。 

 また、数に関しても、松藤委員長が非常に詳しく、コストがこれだけ上がるとか、小規

模に移行されたときの数字をいろいろと調査されましたね。せっかくそういうお話もあっ

たのですから、２０世帯から３０世帯とか、１０世帯から２０世帯に対して、数を小規模

にするとどうかとか、今はお話がごちゃごちゃになってしまっているので、その話もかな

めなのかなと思います。では、今は共用だけに絞って、共用はどうかという話をして、そ

れが進めば、今度は３０世帯平均だったのが、今、お話を伺ったら４世帯でしたか。 
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○笹川委員 地域でみんな違うという話をしたのです。実際に、中央区でも１５の連町が

ありますから、地域によっては一戸建ての家が４軒か５軒で一つのごみステーションを作

っているのです。私の曙地区連合町内会は中島公園のそばですけれども、私の町内会は一

つの町内会にごみステーションが５３個あるのです。これは、２年前の有料化のときに今

まであったごみステーションを全部ばらばらにして、４軒か５軒ずつに区分けをして作っ

てしまったのです。それは、清掃事務所の方にも認めていただいて、最初は、収集する方

が何でここの町内会は５０もごみステーションがあるのだと言われたのです。今の戸別収

集が頭にあったわけではないですけれども、結果的には、小規模のごみステーションとい

う形にはなっているわけです。なってはいるのですけれども……。 

○奥谷委員 だから、それが今は移行期なのかなと思ったら、そうでもなくて、やっぱり

コストがかかるということで……。 

○笹川委員 コストのお話はまた別な話です。 

 ですから、今は少なくとも、この間、調査研究会で報告書が出ましたね。この現状をま

ず聞いた上で、これからいわゆる本当のあり方、今後どうすべきかというお話に持ってい

く話ですね、委員長。 

○松藤委員長 そうですね。 

○笹川委員 とりあえず、現状はどうだという話を私は聞いたのです。 

○松藤委員長 話は、共用と、専用と、今言われている戸別に近い小規模があって、何が

問題かというとやはり共用ですね。この問題を今は話しているはずであって、この中に新

設と既設があるわけです。では、既設のときにはどうするかという話が主題であると思い

ます。今言われているのは、要するに、密度の問題であって、ステーションに近いのか、

それとも戸別に近いかという話をしているわけで、これはまた別の話なのです。ですから、

今はここの話を中心に絞ってやりましょう。そうしないと、大きさがどうだという話にな

りますのでね。 

 これについては、先ほど申し上げたように、全体のフロー図がありまして、状況に応じ

てどうするかという話があります。この辺の希望がそれぞれの町内会から出てくるわけで

す。そのときに、窓口がどうなっていて、どういう経路に行って実現するかと。 

 もう一つ重要な点は、伺っていると、情報と言われたらそのとおりであって、やはり情

報が欠けていますね。明らかにそうです。まず、市があって、もう一つ、今出てきたもの

を挙げると宅建協会、アパートがあって、ここに町内会があって自治会があります。そし

てもう一つは市民がある、こんなようなグループでしょうか。この中に二つあって、共同

住宅があります。共同の場合はオーナーという話になるのでしょうね。こことのやりとり

ができていないということだと思います。だれがどうしたらいいか、何をやってくれるか

わからないという話についてくるのがごみパト隊でしょうか。ごみパト隊がここに来ます。

やはり、こういった流れは、市が情報を提供するのではなくて、情報をちゃんと整理して、

市がマネジメントをしてうまく動かすような仕組みをつくることがどうも課題のような気
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がしますね。 

 何かご意見はありますか。 

○湧井委員 先ほどの中央区の方の話なのですが、アパートなどはないのですか。 

○笹川委員 いっぱいありますよ。 

○朝野委員 一番多いところですよ。 

○湧井委員 そういうところはどうされているのですか。 

○笹川委員 そこが一番問題なのです。 

 高層マンションと、中ぐらいのマンションというか、昔からあるアパートというか、い

わゆる共同住宅です。それと一戸建て、大きくこの三つに分けて、高級なマンションは完

全に一つずつ自前で立派なごみステーションを持っています。ですから、そこは問題ない

です。ところが、いわゆる中間のものです。また、中間でもいろいろあって、昔からある

１０世帯のマンションとかですね。だから、昔、建てたときの建築基準法によると、ごみ

ステーションはなくてもいいというところと、最近建てたところは６世帯だから自前でつ

くらなければならないというなのだけれども、一応はおざなりにちょっとしたものを作っ

て、でも、実際にはもうそこには入り切らない。２０世帯も入っていて、ごみ袋五つも入

れたらいっぱいになるようなごみ箱を作って、これでいいだろうと。それでは何にもなら

ない。だから、二つ作りなさいと。これは町内会とのやりとりですけれどもね。 

○湧井委員 では、戸建ては全く別にして、そのマンションに例えば２０軒入っていれば、

そこは２カ所のごみステーションを設けなさいというような指導をされているわけですか。 

○笹川委員 一つでいいのですけれども、入り切らないような小さなものを作って、これ

でごみステーションを作ったからいいだろうと言われても、入り切らないですから、結局

は上に置いたりするとカラスが来てめちゃくちゃになるのです。 

○湧井委員 要するに、戸別とは全く別にしているわけですね。 

○笹川委員 別にしていますけれども、そこはそこで一つずつ作ってくださいということ

でお願いして作ってもらっているのです。その結果として、小さなごみ箱が置いてあると。

でも、散らかったら、それは隣近所にみんなばらまかれますからね。そうすると、町内会

としては、仕方がないからそれを掃除してみたり、管理会社に一つでは足りないからもう

一つ作れと言ってごみ箱を二つ並べてみたり、その上に余ったネットを持っていってかぶ

せてあげたり、いろいろなことをやっています。２年前に比べたら立派になりましたよ。 

○松藤委員長 あまり個別の話にするといけないので、全体としての枠組みを皆さんもご

理解いただいて、今の中央区のように特殊なやり方もあるかもしれません。こういったル

ールで中央区がちゃんと動くかどうかというコメントをしていただいて……。 

○笹川委員 私は動いていると思います。 

○松藤委員長 そうですか。 

 それから、知恵を出していただくのももちろんだと思います。 

○朝野委員 いいですか。 
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○松藤委員長 どうぞ。 

○朝野委員 マンションでも、賃貸マンション専門に賃貸で入っているところと、分譲で

買って入っている人とでは管理方法が全然違います。分譲マンションであれば、先ほど言

われたように、まず、一つも問題がないです。管理人がいて、出てきたごみを管理人が全

部分けます。賃貸で入ったマンションはめちゃくちゃです。賃貸マンションでも４０戸、

５０戸のところもあるわけですからね。 

○笹川委員 半端じゃないですよ。 

○朝野委員 そうなると、結局、ごみもわやくちゃですから。それこそ物置と同じです。

ごみ置き場になっている。そうしたら、もう、全部一緒ですから。それを分離してだれが

やるのかといったら、だれもやらないですからね。管理会社に言ったって、それで社員を

出動させるわけにいかないですからね。 

○松藤委員長 その話は、この枠組みの中でどういう対応が可能でしょうか。個別に任せ

るしかないのだったら、それでおしまいですね。 

○朝野委員 個別に任せるということではなくて、やっぱり、管理会社をきちっと指導し

ていかないといけないと思います。ですから、管理業法をきちっとしてもらわないとだめ

だと思います。 

○笹川委員 条例をつくるしかないと思います。 

○松藤委員長 条例でもいいですけれども、とにかく、市が関与しない限りは難しいとい

うことですね。 

○朝野委員 難しいですね。 

○松藤委員長 市は、どうしても現場に任せるという姿勢があるような気がしてしょうが

ないのです。 

○朝野委員 僕はそこまで逃げてはいないと思いますよ。僕らの協議会の中ではかなりき

ついことを言われますからね。 

○松藤委員長 わかりました。取り消します。 

 湧井委員、どうぞ。 

○湧井委員 さっき言われたような大手で賃貸のマンションを経営している常口さんなど

がありますね。うちの近くにも何軒かあります。そして、ケース型のごみステーションを

設けています。ああいうところも、市ではとりに行って分別されていないと持っていかな

いわけですね。そういうところはうまくいっているのですか。 

○事務局（小湊業務課長） 必ずしも全部がというわけではなく、うまくいっているとこ

ろもあれば……。 

○湧井委員 やっぱり、問題が多いのですか。 

○事務局（小湊業務課長） 問題になるところもございます。分離をしたからといって、

笹川委員がおっしゃられたように、やはり、ごみ箱化しているところもあります。ですか

ら、それはあくまでも私どもの方でごみを収集するまでの集積場所だということで、保管
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場所は本来であれば別なところに置くべき性格のものなのですが、ごみステーションもご

み保管場所も一緒くたというところが実際にありますので、何を持っていったらいいかわ

からないというところも実際にはあります。ですから、それはかき分けてその日に持って

いけるごみだけを持っていって、それ以外のものにはみんなバッテンシールを張ってしま

います。そういうことをやらないとなかなか徹底されないのです。そこら辺は、保管場所

の問題もあると思いますが、それは規制の中でやるということにはなかなかならないもの

ですから、非常に難しさはありますね。 

○松藤委員長 大体１時間半ぐらいたったのですが、この話はもう少し具体的にしないと

うまくいかないので、理想的な形をちょっと書いていただきまして、その理想的な形から

今はどのぐらい外れているかという話にしていって、ここはこうしたらいいというアイデ

アを出していただいて、これで動くかどうか、地域特性も考えながら、全体がうまくいく

ような仕組みでしょうか。仕組みを改善すると、次はどうやればいいかという話が出てく

るような感じがします。 

 これは市の作業になってしまいますけれども、仕事がたくさんありますので、よろしく

お願いします。 

○事務局（本谷内調査担当係長） はい。 

○松藤委員長 それでは、さわやか収集についても重要なので、ご意見をいただきたいと

思います。 

 まずは、認知度が低いという話、それから、実施率が非常に低いということですけれど

も、これは、私はあまり考え方がないので、佐川委員、これについてはいかがでしょうか。 

○佐川委員 まず､どうやって周知をさせるかですか。 

○松藤委員長 済みません。こんな聞き方をすると変かもしれませんけれども、先ほど、

いろいろなレベルの介護度があって、潜在必要数がどのくらいあるのかというイメージを

あまり持てないのです。この２００という数字が本当に必要としている方々の何％なのか

というイメージが全然持てなくて、このあたりは他都市の例に比べるとどうなのでしょう

か。判断基準が非常に難しいと思うのです。 

○湧井委員 今は、要介護３以上でしたか。 

○事務局（小湊業務課長） 要介護２以上で、障害程度区分が３以上です。 

○湧井委員 要介護２以上ですか。これは決まっているのですか。 

○事務局（小湊業務課長） はい。 

○松藤委員長 障害程度区分は３以上が対象になるのですか。 

○事務局（小湊業務課長） はい。 

 そして、家族の方がいらっしゃっても、家族の方が同じ要件以上を満たしていれば対象

となります。ただ、地域でボランティアがごみ出しをやっていたりする場合は、さわやか

収集から除かれます。 

○松藤委員長 これは、先ほども言われていましたが、周知はどのようにされているので
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すか。 

○事務局（小湊業務課長） 制度の開始が２１年７月からですが、障がい者のところへ行

くであろう居宅介護事業所や在宅介護事業所、それから、区の保健福祉部はもとより、社

会福祉協議会など関係の事業所もしくは機関の方には、毎年のように、こういう制度があ

るという案内や周知をしてくださいとお願いしております。しかし、ここにもありますよ

うに、まだ理解されていない方が多いということもありますので、今年はケアマネジャー

が集まる研修会があるようでございますので、この場面に私も出させていただいて、説明

の機会なども設定していただこうかなと思っております。 

○松藤委員長 これは、佐川委員から見られて、どのあたりの周知が不徹底だというふう

に考えられますか。 

○佐川委員 ケアマネジャーを含めた介護関係への周知はあるのかもしれませんけれども、

介護認定とは関係なくして、身障者手帳でいうと１級、２級のような方に対して、例えば、

視覚障がい者の部分では周知する文章が広報に出ていても広報なんか見ないですからね。

そうしたら、視覚の協会あるいは聴覚の協会、聴覚は無理としても、知的、肢体、そうい

う関係団体の広報等がありますから、視覚の場合だったら点字としてとか、あるいは、テ

ープとして、そういうような周知方法もしないと。例えば、視覚だけで言うと、視覚の人

にこういうものを知っているかいと聞いても、知らない人がほとんどです。だから、どこ

かが抜けているのだろうなと思うのです。 

○松藤委員長 今、どのような広報をされているかというリストを作っていただいて、そ

れを皆さんに見ていただきましょうか。 

○奥谷委員 このさわやか収集というのは、実際には週１回というふうな決まりですね。 

○事務局（小湊業務課長） そうです。 

○奥谷委員 だとすると、私どもは生ごみは週２回出せます。夏なんかですと、週１回で

はちょっとというところがあって、もう少し使い勝手がいいというか、ソフトの面で、例

えば、玄関先に出しておきますね。そうしたら声をかけてくださるとか、使い勝手の面で

もう少し柔軟なことでなければ、システムだけあっても、そして、１枚の紙で出したよと

いうことでは、高齢者の方や障がいのある方には使い勝手が悪いかなと思います。 

○佐川委員 あと、名古屋のものを見てきましたけれども、札幌市の文章はすごくかたく

て理解しづらいのです。名古屋の場合は、例えば、一つの団体があったら、その団体に対

してかみ砕いた書き方をしています。だから、すごく理解しやすいし、それとともに、見

守りといいますか、安否確認も含めてやっているので、利用者は確かにすごく多いです。 

○松藤委員長 名古屋は率が高いのでしたね。 

○湧井委員 さわやか収集の話ですが、例えば、要介護２とか、ケアマネジャーがついた

段階で認定を受けていれば私はいいと思うのです。問題は、要介護２というのはグレーゾ

ーンですから、認知症の方の場合などは、自分自身はしっかりしているつもりでいても、

ごみ出しをできない方がいるかもしれません。こういうグレーゾーンのところをどう拾っ
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ていくかが問題として一つあると思うのです。そこを拾わないと、本当のさわやか収集に

はならないと思います。 

 市では、今、そういうグレーゾーンのところはどういうふうに、介護対象者になる前の

方ですね。要するに、ひょっとしたらごみ出しをもうできないのではないかとか……。 

○事務局（小湊業務課長） いわゆる予備群的な、そういった方々に対する案内なり周知

ということですか。 

○湧井委員 例えば、そういう方は町内会を通して拾うとか、対象者を拾っているのです

か。 

○事務局（小湊業務課長） 町内会を介してということになると、町内会はそこまで全部

把握しているわけではございませんので、やはり、障がい者や要介護者の情報というのは

セクションの方から入手するぐらいしかないのです。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） もう一度、さわやか収集の基準を小湊課長から説明

した方がいいですね。 

○松藤委員長 濱田委員、どうぞ。 

○濱田委員 今のお話で、確かに、障がいのある方に対して直接の告知というのは非常に

難しいのです。このところの町内会の活動としては、名古屋がやっているように見守りを

全面的に展開しています。例えば、災害時の要援護者ですね。要するに、援護してほしい

人をどうやって支援するか。これは完全に個人情報にぶつかっていくのですが、手挙げ方

式と言って、要求する方をまず第一にやりましょうというようなことが一つです。 

 それから、地区の民生委員というのは、公的にある程度そういうものを把握していると

いうことがありますから、町内会の組織が利用されないと、なかなか２００世帯を脱却し

ていけないと思います。 

○松藤委員長 今言われたのは、町内会が見守りのスタッフになっているということです

ね。 

 現在のボランティア登録について、ちょっと説明していただけますか。どういった方が

どういうふうに収集しているのですか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 社会福祉協議会の確認ですけれども、細かい分類とい

うのはないそうで、いわゆる福祉でボランティアを希望して登録している人の総数として

４万２，８７０人というふうなものしかありません。 

○松藤委員長 現在のさわやか収集はどのようにやられているのかというと、どうなりま

すか。 

○事務局（小湊業務課長） まず、さわやか収集は基準が三つありまして……。 

○松藤委員長 具体的な収集方法で結構です。収集はだれがやるのですか。 

○事務局（小湊業務課長） 収集方法は、私どもの方で職員がやります。まず、申請者か

ら申請書を出していただいて、要介護２とか、障害程度区分３以上であると、障害者手帳

なり、その区分であると認定されている手帳を見させていただいて、あとは、身内に支援
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する方がいないかどうか、それから、地域ボランティアでごみ出し支援をされていないか

どうか、そこまで確認をさせていただきます。といいますのは、今、地域の中でも福祉の

まち推進事業でごみ出し支援をやっていらっしゃる方もいるのです。やはり、そちらの方

は地域でやっていただくということを優先しながら、そこでも支援いただけない方につい

ては私どもの方で支援をしようということで、要介護２以上の方、障害程度区分３以上の

方、それから、親族や近隣住民、ボランティアの方々の協力を得られていないということ

です。もう一つは、同居者がいる場合においても、同居者も同じ要件、介護を受けている

とか、障害程度区分３以上であることが条件です。いずれの要件も満たしていなければ、

さわやか収集の対象にはならないということです。 

○松藤委員長 それを収集している方はどなたですか。 

○事務局（小湊業務課長） 週１回、申請者と調整をしまして、ヘルパーが来ている日に

ちが大体多いようですが、必ずしもそういうふうに決めているわけではなく……。 

○松藤委員長 戸別収集と考えていいのですか。 

○事務局（小湊業務課長） 週１回、玄関前に出していただきます。そのときに、今、札

幌市のごみ種６種を全部一括で出していただいて、曜日とおおよその時間を決めさせても

らって、その日に来ます。そして、持っていったものは分別して仕分けはしますけれども、

そういうやりようで、週１回、収集します。私どもの方に美化班と言う担当職員がいまし

て、美化パト隊と言いますけれども、いわゆるごみパト隊と一緒に連動して動いていて、

そればかりではありませんが、主にさわやか収集を専門に集めている職員です。 

○松藤委員長 それとさっきのボランティアの関係というのは何かあるのですか。 

○事務局（小湊業務課長） ボランティアというのは、地域でボランティアでごみ出しを

やっていただいている方については、私どものさわやか収集からは外れるということです。 

○松藤委員長 その実数はわかっているのですか。 

○事務局（小湊業務課長） わからないのです。本当は、そこら辺の実数をつかめれば分

母もある程度わかるのですが、今申し上げた三つの要件を満たす方が底辺世帯として何世

帯あるのかはつかめないのが実態でございます。 

○松藤委員長 わかりました。 

 なかなか難しいですね。 

○奥谷委員 拾い出せないというのがちょっと……。 

○佐川委員 各区の障がい者の人数を把握できないというのが問題です。 

○事務局（小湊業務課長） 障がい者はわかるのですが、今言いましたように、障害程度

区分ですとか……。 

○松藤委員長 でも、本当に必要としている方がどのぐらいおられるかわからない。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） 障がい者の方はわかるけれども、同居している方が

いてごみ出しをしてくれるとか、隣近所の方と普段からつき合いがあって、隣近所の方が

されているとか、そういうことは除外していきます。ですから、本当に対象になるのは、
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おひとり暮らしに近い方で、ごみを出すのがつらいという方を我々の対象としたいところ

ですけれども、その数を知ろうと思うと、民生委員に聞いてもなかなか全体像がわからな

いのです。 

○佐川委員 民生委員もよく把握できていないのですよ。 

○事務局（小湊業務課長） ましてや、民生委員は行政の情報としてはなかなか伝えてい

ただけないということもあるようです。とは言いながらも、やはり、その辺の実数をつか

む意味では、先ほど申し上げましたが、ケアマネジャーの研修などで、自分が今担当して

いる要介護の方もいらっしゃるでしょうから、その人たちの末端にまできちんとそういう

制度があることを周知する意味でも、研修に出て、皆さんに再度お願いしたいと思ってお

ります。 

○松藤委員長 もう意見は大体出ましたか。 

○佐川委員 ただ、他都市と違って、札幌市の場合は夏と冬でがらっと違うのです。そう

すると、同じような条件でも札幌市の方がきついと思います。 

○松藤委員長 今は夏と冬で同じなのですか。 

○事務局（小湊業務課長） 同じです。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） 確かに、冬になると、階段も夏に比べて全然違いま

すし、条件は変わってきますね。 

○奥谷委員 先ほど湧井委員からグレーゾーンの問題が出ましたけれども、それと同じで、

数字のところで終わってしまうと、中間の方とか、朝と晩で違う方もいらっしゃるし、夏

はよくても冬場はだめだという方もいらっしゃるわけだから、そこのところは緩くできな

いのかなと思います。やっぱり、こういうものは数字とか日にちでずばっとできるもので

はないので、もうちょっとゆるゆるとしたものを私は求めたいのです。 

○松藤委員長 認定が厳しい過ぎるということですか。 

○奥谷委員 厳しいというより、そこで割れるものではないと。何かあると思うのです。 

○湧井委員 特に、認知症などの場合、見た目では非常に難しいのです。あるときは対象

にならないし、あるときはなるのです。ですから、そういうグレーゾーンの方をちゃんと

丁寧に拾っていかないといけないと思います。それは、民生委員を通したり、町内会を通

してやるしかないのではないでしょうか。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） 要するに、基準でずばっとこれ以上といっても、な

かなかそうはいなかいということですね。 

○奥谷委員 ちょっといい段階でも、本人が希望するのであればとか、周りの方が希望す

るのであれば、そちらの方にもしていただくというように、広目に見ていただいた方がい

いと思います。いろいろあるでしょうけれどもね。 

○笹川委員 今のことで、何でもかんでも最後は町内会と言われたって、できるものとで

きないものがあるのですよ。グレーゾーンの判定を町内会でやれといったって、そんなも

の、できるわけがないのです。何の権限もないし、ご機嫌伺いに行っただけで変な人が来
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たとか、電話をかけたって、電話に出るなというふうに管理人の方から言われている高齢

者ばかりが集まっているマンションが中央区にはたくさんあるのです。北海道のあちこち

から集まってきたおじいちゃん、おばあちゃんが、変な話ですけれども、お金がある人は

マンションを買ってそこに入れるのです。本当の話です。そして、子どもたちが１年に２

回か３回訪ねてきて、お金を取られたら困るから、物品販売には絶対に出るな、それから、

ブザーを押されても出るな、民生委員から電話がかかってきても出るなと、そういうよう

な人たちもたくさんいるのです。町内会では何の権限もないのだし、あまり町内会、町内

会と言わないでもらいたいですね。 

○湧井委員 私も、１０年ぐらいしかやっていませんけれども、ずっと衛生部長をやって

います。ですから、同じような目に遭っています。何の権限もなくて、本当にたたかれっ

放しです。それは同じ考えですけれども、では、そういう方たちをどうするのかといった

ら、やっぱり、町内会や民生委員や、あるいは、今、町内会単位で独居老人を誘ってパー

ティーみたいなものを、要するに、お茶を飲んだりということを地域で盛んにやっていま

す。組織はいろいろとあるのです。そういうところで一人でも多く拾っていくという努力

しかないのではないでしょうか。 

 私も、言われたように、何でこんなことをしていて町内会に何の権限も渡さないのだ、

我々は一体何なのだと思うときがありますよ。しかし、それでは自分たちの町内はよくな

りませんよ。やっぱり、一つ一つ拾っていくしかないです。それは、町内会長にも頑張っ

ていただくしかないでしょう。 

○笹川委員 おっしゃることは本当に正しくて、我々もいつもそのつもりでやってはいる

のですよ。民生委員だって、本当に大変な思いをしながらやっているのです。 

○湧井委員 あるいは、今言われたように、市の方でも町内会長などに義務と権限を両方

与えてくれるとか、切り口をもっと変えなければだめかもしれません。 

○笹川委員 おっしゃるとおりです。ごみの問題でも雪の問題でもそうですよ。 

○湧井委員 ごみなんてひどいものですよ。でも、よくなりましたよ。 

○笹川委員 すぐに町内会長のところに行くのですよ。あそこのごみがああだ、こうだ、

汚いから何とかしろとか、本当に大変な問題だと思います。 

○杉浦委員 一つお聞きしたいのですけれども、まず、ごみパト隊で収集しているバツ印

のものがあるでしょう。あの中で身元を確認できるものは何％ぐらいありますか。 

○事務局（小湊業務課長） 数字的に最近のものを割り出してはいないのですが、先ほど

お話にも出たように、非常に巧妙になってきているのが現実でして、なかなか排出者を特

定できなくて、やり口がさらに非常に悪くなってきています。 

○杉浦委員 やっぱりそうですか。私たちも、たまにステーションで、中身を見てはいけ

ないのだけれども、あまりにも汚いから見るのですが、確認できるものが一つもないので

す。だから、どうしようもないのです。それで、何％なのかなと思って聞いたのです。 

○事務局（小湊業務課長） あとは、付近の住民の方々にチラシを配ったり、アパートの
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方にも、ここがだめなのではなくて、こういうごみが出されているので気をつけてくださ

いぐらいにやんわりとしたチラシを配っている例もあります。 

○杉浦委員 そういうものが最近では本当に増えてきていますね。 

○松藤委員長 大体出ましたでしょうか。 

 課題がたくさんあるということがわかったと思います。 

 まず、第１は周知についてですね。どうも、これが一番先のようなので、周知の方法に

ついて、どういった団体等に連絡をしているか、リストを作っていただいて、その方法に

ついてもう一度検討しましょう。特に、周知文書も、わかるような文章にしてほしいとい

う要求がありましたので、それが１点です。 

 二つ目は、グレーゾーンも含めて対象者の決定方法ですね。それは、奥谷委員が言われ

たように、もう少し緩くてもいいのではないかと。こういうふうに線を引いてしまうとい

うのは、目的からしたら違いますね。やはり、助けるべき人を助けるというのが主なはず

ですから、そういった方を落としてはいけないと思いますので、その辺の認定方法につい

てももう一度検討しましょう。 

 三つ目は、やり方というのか、さわやか収集の使い方という意味で、この中身は何でし

たか、ちょっと忘れてしまいましたが、夏と冬の問題とか、よく言われるのが安否確認で

すね。そういったちょっと幅広い意味でやる方法があるのかもしれません。 

 四つ目は、前半とも関連しますけれども、やはり、市と町内会の連携、それから、町内

会に対する義務と権利と言われていましたが、そのとおりだと思います。どうも義務が重

そうな感じがするのですが、そこに権利等も入れていただいて、これは共同作業だという

ような位置づけにしていかないと、町内会に押しつけられたのでは町内会もたまらないと

いう意見が大体だと思うのですよ。ごみについても同じで、ごみの収集システム全般につ

いてそういった検討をぜひやっていただきたいと思います。 

 １回目としては、問題点の洗い出し、何をすべきかということの整理で、大体このよう

なことだと思います。 

 次回は、市がもう少しデータを出していただいて、もっと具体的に議論できるような話

になると思います。 

 あと１５分ぐらいありますので、資料２をもう一度見ていただいて、今日忘れているこ

とがないかどうか、ご確認いただきたいと思います。 

 大きな１番のステーションの状況等については、大体お話ししましたし、２番、３番は

それに附属的な感じでしょうか。それから、４番をやったということですが、何か忘れて

いることはありませんか。 

○笹川委員 お金の問題はどうなのですか。話に全然出てこないですけれども、一番大事

な話ですよ、我々市民には。ごみの問題で６０億円も追加でかかるという話を右から左に

聞き流していいのですか。直接、ごみの問題でごみ税か何かで特別取られるならそれはま

た問題でしょうけれども、これは市の方でやるのだから、私たちは自分たちの使いやすい
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ような組織を作ってきれいになればいいということであれば何とでも意見は出せます。し

かし、６０億円というお金は大変な金額ですよ。本当に６０億円かかるのかどうかはわか

りませんよ。これは、算定の方法をちゃんと聞かないとわかりませんけれどもね。 

○松藤委員長 実は、事前の打ち合わせで、私はその話をぜひ入れてほしいと言ったので

す。やはり、お金は非常に問題で、ここでやってもいいですか。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） 手数料は、今、皆さんから袋を買ってもらって大体

２９億円ぐらい納めてもらっていますけれども、それをどう使っているかという数字は我々

でまとめることはできます。 

○松藤委員長 そのくらいでもまずは出していただいた方がいいと思います。 

 簡単に言うと、分別が増えて費用がかかって、その穴埋めをしているという感じですね。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） それはありますね。 

○松藤委員長 選別費用や収集費用がかかって、トータルとしてマイナスにはなっていな

いのでしょうか。とんとんという感じでしょうか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 家庭ごみの収集経費で言うととんとんぐらいです。 

○松藤委員長 ただ、選別もありますからね。 

○事務局（本谷内調査担当係長） そういうものを含めると、全然……。 

○松藤委員長 ですから、それを入れないと計算はできないですよ。 

○朝野委員 清掃工場が一つ減っているでしょう。あの問題だってあるわけです。あれだ

って、使っていないということは、結局、浮いたということを計算しているわけでしょう。 

○松藤委員長 それをここに入れていいのですか。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） あれは市役所全体の問題なのですね。ならすと、年

額で大体２５億円ぐらいの節約になります。ただ、それをすぐにごみに使っていいよとは

ならないのです。当然、高齢者も増えているから高齢者の方に厚くしたいとか、取られて

しまいます。 

○松藤委員長 初めに、有料化で浮いた分をリサイクル等に使った方がいいのではないか

と考えて話をしたのですが、そうなっていないのです。赤字埋めだけですから。 

○笹川委員 肝心なお話をみんなで避けているわけでしょう、お金の問題は。 

○上田委員 私は、今、西区の連絡協議会の会長ですから、西区全体を知っていなければ

ならないわけですけれども、ごみのことについては、自分の琴似の町内はわかります。そ

れで、８月２４日に定例協議会が開かれますので、その機会にひとつ具体的に聞かせろと

いうことでこれを出して徹底的に聞いてみたいと思っていますが、市は、西区としてこん

な問題があるということがあれば教えていただきたいと思います。私は、琴似としてはさ

ほどの問題はないというふうに押さえていますけれども、西区全体としてどうなのか、こ

ういうところを明らかにしたいのです。 

○湧井委員 １回目の委員会（※２）でも私は発言したのですが、もっと進めていって、

例えば、経済効果みたいなものを出さないのかという質問をしたのです。しかし、それは
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かなり難しい問題で簡単には出せないという話でした。 

○松藤委員長 経済効果は難しいでしょうね。 

○湧井委員 そこまで出さないと、やっぱり、今の話は納得できなくなりますね。 

○松藤委員長 今の話というのは審議会の話ですか。 

○湧井委員 いいえ、審議会の話ではなくて、お金を使う以上は見合った分をと。例えば、

市民に対して、街がきれいになったので観光客が何人増えましたとか、そういう話をトー

タルしないと本当はわからないわけです。ただ、前回はそこまでできないという話だった

と思います。 

○上田委員 それともう一つ、これを拝見して読ませていただいたのですけれども、通過

率が６４％と、今日も概要でお話がありましたが、６０％程度の通過率というのはどうい

うように認識したらいいのか。 

○松藤委員長 済みません、何の数字ですか。 

○笹川委員 現状維持でしょう。 

○事務局（本谷内調査担当係長） ごみステーションの設置基準についてですか。 

○上田委員 資料の戸別収集のところで６０％という数字が出ている（※３）ところが結

構多いわけですけれども、６０％という数字はどういう意味があるのかです。 

○松藤委員長 アンケートの回答の割合ですね。 

 ６０％というと、読み方として多いか少ないかという意味ですか。 

○上田委員 いいと見るか、悪いと見るかです。 

○松藤委員長 目標があったときには高いか低いかは決まりますけれども、現状分析でこ

ういう数字であったと。施策としては、これはもっと上げたいということになっていくの

ではないでしょうか。今は、高いか低いかという判断はしていません。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） 当然、物にもよると思うのですけれども、二者択一

というような問題はなかなか少ないものですから、難しいところがあります。 

○笹川委員 設問の仕方によっても違いますから、二つを出してどっちだと言われても、

どっちにも入らない人はどうしようかということになるわけです。 

○湧井委員 概要の４ページの（３）に現行ごみステーションの設置基準に対する評価と

あります。これは、さっきの経済効果の話も含めての質問ですが、現状のままでいいとい

う市民の方が６７％と。そして、ほとんどが６０％以上ですね。そういう中で、これは現

状のままでいいのではないか、なぜ、こんなに７割近い人がいいと言っているのに６０億

円も使うのだという話が出てきたら困るので、この内訳を知りたいと思ったのです。 

 例えば、さっき言われた中央区のように、既に５戸になっているから、町内会のごみス

テーションは５戸になっていて機能を果たしているとか、うちの町内はきれいだからそん

なに増やす必要はないとか、いろいろなご意見（消極的な現状維持と積極的な現状維持）

があって、ごみステーションの設置基準の２０戸から３０戸に対して現状のままでいいと

いう人が多いわけですね。それは、先ほどの６０億円との関係もあると思うのです。 
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○上田委員 この資料の３８ページです。 

○湧井委員 この辺をもう少し、中の方は６割、７割ではないのだ、いろいろな問題があ

って６割、７割なので、お金がかかっても少し減らしていった方がいいのではないかとい

う議論があるということをちょっと教えてもらいたいと思います。 

○事務局（小湊業務課長） 現状のままでいいという意見の中身としましては、大体の顔

が見えるというか、不法投棄がしづらいとか、ごみステーションが多く目につくと気軽に

ごみを捨てたい気持ちになる、また、管理の容易性では当番の回りが多くなるとか、ごみ

ステーションが増えると置く場所の問題がある、収集の効率が悪くなる、あまりステーシ

ョンがあると美観を損ねるとか……。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） あと、戸建て住宅が多いところ、あるいは共同住宅

と戸建て住宅がまじっているところ、共同住宅が多いようなエリア、あるいは、ステーシ

ョンの規模でも多くの人数で使っているところ、少ない人数で使っているところ、そうい

う属性別にとった統計もありますので、こういうところをお出ししたらいいでしょうか。 

○湧井委員 要するに、私の質問は、６割、７割が現状でいいと言っているのに、６０億

円かかってもやるというのは、さっき言った経済効果までいかないとなかなか納得しない

だろうと思うのです。私たちもしないだろうし、みんなもしないだろうと思います。経済

効果まで行くのならまだいいと思うのですが、多分、その手前で終わるのだろうから、そ

の辺を分析すればいいのではないかと思うのです。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） ７割近くの人は今のままでいいと言っているのに、

最大６０億円という、戸別収集はそこまでいくかどうかは置いておいて、何らかの改善策

を検討する意義みたいなものをもっとはっきりと出すべきということですね。 

○湧井委員 仮に１０億円でもね。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） こういう形態のところでは困っているんだというも

のを出していかないと、議論する意味そのものが見えないと。 

○湧井委員 経済効果までやれば別ですよ。経済効果までやって、どういう場合は幾らか

かって、メリットがどうだというのがわかればいいのです。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） 次回は、経済効果まで見えるとは限らないのですけ

れども、例えば、雑がみの分別収集と資源化に幾らかかっているとか、枝・葉・草の分別

収集と資源化に新ごみルール以降は幾らかけたとか、あるいは、黄色い袋を作って売りさ

ばきをしているのに幾らかかっているとか、拾える限りのものは拾ってみたいと思います。 

○松藤委員長 そうですね。 

 ほかの課との調整が必要ではない範囲内でお願いします。 

○永野委員 最後に、一つ聞きたいと思います。 

 基本的な問題だと思うのですが、十数年前、工学部の教授の名前は忘れましたけれども、

プラスチックは、再生したら経費もかかる、お金もかかるから燃やせ、それから、１０年

ほど前の武田邦彦さんの本でもプラスチックを再生すると３倍の経費がかかるよと。今、
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原発でいろいろと問題になっていますが、では、ごみを全部燃やして発電所を作ったらど

うなるかとか、そういう問題というのはここで検討する問題ではないのですか。あくまで

も分別収集だけに関しての論議をする場ですか。 

○松藤委員長 収集方法までは範囲内ですけれども、残念ながら、リサイクル方法はここ

ではなくてもう一つの審議会なのです。言われたとおり、いろいろリサイクルの問題点が

ありますので、話題提供として今度持っていきますね。いろいろな問題がありまして、握

っているのですけれども、なかなか出せなくて困っています。この委員会の役割をまず果

たすことが重要ですけれども、そのあたりの問題までちょっと広げても構わないと思いま

すので、許可をいただければそういうふうにしたいと思います。 

 では、ちょうど時間が参りました。 

 本日は、大変たくさんのご意見をいただいて、ありがとうございました。 

 このように意見がたくさん出る委員会はないと思いますので、これからもよろしくお願

いいたします。 

 ありがとうございました。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 次回までに、今、会議の中で言われたものでお示しで

きる資料や、また、今回のシートの中でも新たに出たので、埋められる項目があれば埋め

て、事前にお送りする方がよろしいですか。 

○松藤委員長 資料はなるべく事前の方がいいですね。 

○事務局（本谷内調査担当係長） では、開催案内のときに合わせて送ることを目標にさ

せていただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

 

  ６．そ の 他 

○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。 

 予定の時間となりましたので、第１回目の検討委員会は以上で終了とさせていただきま

す。 

 次回の２回目の検討委員会につきましては、事前に各委員と連絡をとって日程調整をさ

せていただきながら、９月下旬ぐらいを予定してございますので、その時期になりました

ら連絡をとらせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 本日の会議録につきましては、後日、各委員に送付させていただくこととあわせて、宿

題を出されている資料などにつきましても事前に各委員にお配りしたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

 

  ７．閉  会 

○事務局（小湊業務課長） それでは、長い時間のご審議、ありがとうございました。 
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 以上で第１回目の委員会を終了させていただきます。 

以  上 

 

注釈 

 

※１ 会員等については、以下の共同住宅ごみ排出マナー改善対策連絡協議会のページ

を参照願います。 

(http://www.city.sapporo.jp/seiso/gomistation/kyodo_kyogikai/index.html） 

※２ 平成22年度に実施された家庭ごみ収集方法等に関する調査研究委員会を指してい

ます。詳しくは、以下のホームページを参照願います。 

（http://www.city.sapporo.jp/seiso/shushuiinkai/1st/index.html） 

※３ 家庭ごみ収集方法等に関する調査研究報告書（概要）の４ページ下、「Ⅱ－２－

(3) 現行のごみステーションの設置基準に対する評価」及び家庭ごみ収集方法等に

関する調査研究報告書の137ページ、「第５章 １ 現行のごみステーションの設

置基準に対する評価」の数値を指しています。詳しくは、以下のホームページを参

照願います。 

（http://www.city.sapporo.jp/seiso/shushuiinkai/1st/index.html） 

 


