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市市民民ササーービビススのの改改善善  
 

1-1 ごみステーション問題の改善 
 

【施策概要】 

 市民の関心が高く、身近な問題となっているごみステーションに関して、ごみステーションパト

ロールを実施するとともに、地域環境美化の推進を図ります。 

 

平成 21 年度までに実施したこと 平成 22 年度に実施すること 

◆１ 地域におけるごみステーションの位置づけ 

〈平成 20 年度～〉 

  利用者全員でのごみステーション管理、管理
器材の有効活用、自ら管理するステーションへ

のごみ排出などについて規定した「札幌市ごみ

ステーションの設置及び清潔保持等に関する

要綱」を 20 年 4 月から施行しました。 

施行後は、建築・設計・不動産関係の団体・

企業に対する説明会を行うとともに、地域住民

説明会で周知するなどにより、制度の普及・浸

透を図りました。<<関連：推進 1-1◆7>><<関

連：推進 1-1◆8>> 

 

  ごみステーション利用などに係る規定が幅
広く浸透し、より多くの市民が、ごみステーシ

ョンの清潔保持に関わるよう、出前講座や地域

懇談会などさまざまな機会をとらえて、要綱の

普及啓発を行っていきます。<<関連：推進 1-1

◆7>><<関連：推進 1-1◆8>> 

◆２ 「さっぽろごみパト隊」によるごみステーションの管理支援 

〈平成 20 年度〉 

  20 年 10 月に先行配置されたさっぽろごみパ
ト隊は、21 年 4 月から本格稼働となり、4月に

全市で 59 名、新ごみルールが開始した 7 月に

全市で 110 名の体制とし、ごみステーション問

題の改善に向けて、ごみステーションパトロー

ル及び浄化、不適正ごみ排出者に対する個別指

導などの業務を行いました。<<関連：推進 1-1

◆3>> 

 

  さっぽろごみパト隊は、全市で 90 名の体制
とし、引き続き、ごみステーション問題の改善

に向けて、ごみステーションパトロール及び浄

化、不適正ごみ排出者に対する個別指導などの

業務を行います。<<関連：推進 1-1◆3>> 

◆３ 不適正排出への対応の強化 

〈平成 21 年度～〉 

  さっぽろごみパト隊を中心として、町内会や
クリーンさっぽろ衛生推進協議会などの地域

の皆さんと協力しながら、ごみステーションパ

トロールなどを行い、不適正排出については、

個別指導を行うなど対応の強化を図りました。

<<関連：推進 1-1◆2>> 

  不適正排出への対応として、既存の共同住宅
のうち、地域と良好な関係を保持できない共同

住宅については、ごみステーションを敷地内に

設置するよう指導し、ごみステーションの分離

を図りました。<<関連：推進 1-1◆7>> 

  収集方式の検討のため、他都市の視察調査を
行いました。 

 

  引き続き、さっぽろごみパト隊が中心となっ
て、町内会やクリーンさっぽろ衛生推進協議会

などの地域の皆さんと協力しながら、ごみステ

ーションにおける不適正排出の防止を図って

いきます。<<関連：推進 1-1◆2>> 

 

  引き続き、不適正排出への対応として、既存
の共同住宅のうち、地域と良好な関係を保持で

きない共同住宅については、ごみステーション

を敷地内に設置するよう指導します。<<関連：

推進 1-1◆7>> 

  札幌市と財団法人地方自治研究機構が共同
で現行のステーション方式、戸別収集方式、そ

の中間的な小規模なステーション方式などに

推進 
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ついて調査研究し、積雪寒冷地に適した収集方

式のあり方を検討します。 

◆４ 町内会などの地域環境美化の推進 

〈平成 10 年度～〉 

  クリーンさっぽろ衛生推進協議会に対し、自
主的な活動を支援するため補助金を交付した

ほか、以下の事業を共催により実施しました。

【推進員数：2,936 人、

補助金決算見込み額：636 万円】

○ ごみゼロの日キャンペーン 

クリーンさっぽろ衛生推進協議会との共

催で、ごみゼロの日(5 月 30 日)にポイ捨て防

止・環境美化を呼びかける街頭啓発やごみ拾

いを実施しました。 

○ 市長表彰 

「クリーンさっぽろ」の実現に向けた地域

活動の功績を称え、町内会や個人などの表彰

を行いました。 

○ 「札幌市ポイ捨て等防止条例」「エコライ

フ市民運動」の普及啓発及び実践に向けた取

り組みを行いました。 

〈平成 20 年度～〉 

  単位町内会やマンション管理組合などを対
象に環境美化用品（ほうき、ちりとりなど）の

提供を行いました。 

【提供数：1,539 団体】

 

<平成 21 年度> 

  新ごみルール開始時の対策として、7 月 1 日
から 10 日までの間、市職員、町内会、クリー

ンさっぽろ衛生推進員による早朝啓発を実施

しました。 

なお、早朝啓発は、共同住宅のオーナー、管

理組合、管理会社にも協力を呼びかけました。

<<関連：推進 3-1◆6>> 

 

  引き続き、地域に根ざした主体的な活動を促
進するため、クリーンさっぽろ衛生推進協議会

が行う環境美化・ごみ減量・リサイクル推進の

活動を支援するとともに、市と同協議会の協働

によるさまざまな事業を実施していきます。 

○ ごみゼロの日キャンペーン 

クリーンさっぽろ衛生推進協議会との共

催で、ごみゼロの日(5 月 30 日)にポイ捨て防

止・環境美化を呼びかける街頭啓発などを実

施します。 

○ 市長表彰 

「クリーンさっぽろ」の実現に向けた地域

活動の功績を称え、町内会や個人などの表彰

を行います。 

○ 「札幌市ポイ捨て防止条例」「エコライフ

市民運動」の普及啓発及び実践に向けた取り

組みを行います。 

 

  引き続き、単位町内会を対象に環境美化用品
の提供を行います。 

◆５ ごみステーション管理器材の助成 

〈平成 20 年度～〉 

  カラス対策として、ネット及びカラスよけサ
ークルを対象とした助成を実施しました。 

ネットについては購入価格の半額（上限

5,000 円）、カラスよけサークルは購入価格の半

額（上限 7,000 円）を助成したほか、21 年 12

月から敷地内に設置する箱型ごみステーショ

ンの設置費助成（設置費の半額、上限 12,000

円）を行いました。 

【ネット助成数：ネット 4,179 枚、

カラスよけサークル助成数：4,527 基、

箱型ごみステーション設置費助成数：322 基】

 

  引き続き、ネット及びカラスよけサークル、
敷地内に設置する箱型ごみステーションの設

置費助成を行います。 

【ネット助成予定数：5,916 枚、 

カラスよけサークル助成予定数：4,368 基、

箱型ごみステーション設置費助成 

予定数：972 基】

◆６ 資源物抜き取り防止対策の実施 

〈平成 20 年度～〉 

  「札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条
例」及び同施行規則を改正し、①ごみステーシ

ョンからアルミ缶などの持ち去りを禁止する

 

  引き続き、ごみステーションからのアルミ缶
等の持ち去り禁止について、普及啓発、指導等

に努めます。 
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こと、②市長は違反者に対して収集運搬禁止命

令を行うこうことができること、③禁止命令に

違反した者を 20 万円以下の罰金に処すること

などの規定を設けました（持ち去り禁止と禁止

命令については 21 年 4 月から、罰則規定につ

いては 7月から施行）。 

また、条例改正の内容について、広報さっぽ

ろ、ごみ分けガイド等を通じて市民に周知する

とともに、ごみステーションパトロール中に違

反者を発見した場合は、口頭又は文書により注

意を行いました。 

◆７ 共同住宅におけるごみステーション管理制度の整備 

〈平成 20 年度～〉 

  共同住宅のオーナーや管理会社などによる、
居住者へのごみ排出マナーの周知やごみステ

ーションの管理などを規定した「札幌市ごみス

テーションの設置及び清潔保持等に関する要

綱」を 20 年 4 月から施行しました。 

施行後は、建築・設計・不動産関係の団体・

企業に対する説明会や、地域住民説明会で周知

するなど、制度の普及・浸透に努めました。<<

関連：推進 1-1◆1>><<関連：推進 1-1◆8>> 

  21 年 2 月に、札幌市と不動産関連団体や管理
会社を構成メンバーとして「札幌市共同住宅ご

み排出マナー改善対策連絡協議会」を設立し、

制度変更時の早朝啓発やその後の「脱・ごみ箱

化プロジェクト」の取り組みなど、ごみ排出マ

ナー改善に向けた具体策を協議しました。 

  共同住宅のごみ排出マナー改善のため、共同
住宅の排出指導台帳を作成し、さっぽろごみパ

ト隊などが、共同住宅ごとの日常的な排出状況

などの調査を行いました。 

 

  共同住宅のごみ排出マナー改善のため、引き
続き、不動産関係団体などを通じて、オーナー、

管理組合、管理会社、斡旋・仲介会社に対する

制度の普及・浸透に努めます。<<関連：推進 1-1

◆1>><<関連：推進 1-1◆8>> 

 

 

 

 

  引き続き、「札幌市共同住宅ごみ排出マナー
改善対策連絡協議会」において、共同住宅など

のごみ排出マナー改善に向けた具体的な対策

の協議を行っていきます。 

 

 

  引き続き、共同住宅の排出指導台帳を用い
て、さっぽろごみパト隊などが、共同住宅ごと

の日常的な排出状況などの調査を行います。 

◆８ 共同住宅のごみステーションにおける利用戸数の柔軟な対応 

〈平成 20 年度～〉 

  20 年 4 月に「札幌市ごみステーションの設置
及び清潔保持等に関する要綱」を施行し、ごみ

ステーションを敷地内に設置しなければなら

ない共同住宅の対象を拡大しました。 

また、同要綱の施行後は、建築・設計・不動

産関係の団体・企業に対する説明会や地域住民

説明会などにより、制度の普及・浸透に努めま

した。<<関連：推進 1-1◆1>><<関連：推進 1-1

◆7>> 

 

  共同住宅のごみ排出マナー改善のため、引き
続き、不動産関係団体などを通じて、オーナー、

管理組合、管理会社、斡旋・仲介会社に対する

制度の普及・浸透に努めます。 

また、特にごみステーションを地域と共用し

ている既存の共同住宅のうち、地域と良好な関

係を保持できない共同住宅については、ごみス

テーションを敷地内に設置するよう指導して

いきます。<<関連：推進 1-1◆1>><<関連：推進

1-1◆7>> 

 

◆９ 「燃やせるごみ」の早期収集の検討 

〈平成 21 年度〉 

  新ごみルール開始に伴い、「燃やせるごみ」
は大幅な減量となっており、この状況を見極め

つつ、収集方法について検討を行いました。 

 

  引き続き、「燃やせるごみ」の収集量の推移
やごみ収集方法等の調査などの動向を見極め

ながら、早期収集についての検討を進めます。

◆10 「びん・缶・ペットボトル」と「容器包装プラスチック」の別日収集の実施 

【再掲⇒重点 5-1◆2】
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 問い合わせ先 

◆１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９         環境事業部 業務課 電話 211-2916 

 

 

 備考 

◆１ 「札幌市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要綱」について 

ごみステーションの利用や共同住宅におけるごみ保管場所の設置などを定めている規定の全面

的な見直しを図り、20 年 4 月から「札幌市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要綱」

を施行し、市民の皆さんや共同住宅の所有者などに次のことについて、ご協力いただくこととな

りました。 

   

 

○ ごみステーションの清潔保持 

・ネットやカラスよけサークルなどの管理器材を有効活用して清潔を保持すること 

・管理器材の整理やごみステーションの清掃・除雪は、ごみステーションの利用者全員で行う

こと 

・ごみは自ら管理に携わるごみステーションに排出すること 

 

   

○ 共同住宅所有者などからの居住者に対するごみ排出ルールの周知徹底 

・共同住宅の所有者、管理組合、管理会社は、居住者に対し分別指導を行い、また、居住者と

ともにごみステーションの清潔保持に努めること 

・共同住宅の賃貸に関する斡旋・仲介業者は、入居時にごみの分別方法、排出日時などを周知

すること 

○ 共同住宅のごみステーションの設置など 

・住戸を６戸以上有する新築の共同住宅は、敷地内にごみステーションを設置すること 

・既存の共同住宅であっても、ごみステーションの共用にあたり、近隣住民と良好な関係が保

持できない場合は、敷地内にごみステーションを設置すること 

 

◆２ さっぽろごみパト隊とは？ 

さっぽろごみパト隊とは、ごみステーションのパトロール、ごみ排出の立ち会い指導や不適正

排出ごみを開封し、排出者が特定された場合に個別指導を行うなどの清掃指導を行う指導員のこ

とです。 

なお、さっぽろごみパト隊は、条例に基づき市長から任命され、公務員として個人情報などに

ついての守秘義務を負います。 

 

◆６ 「札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例」及び同施行規則の一部改正 

ごみステーションからアルミ缶などを持ち去る行為については、市民の皆さんから多数の苦情

市民の皆さん 

共同住宅の所有者など 
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が寄せられていましたが、これまで持ち去り行為を禁止する明確な法的根拠がなかったため、有

効な指導ができませんでした。 

そこで、「札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例」及び同施行規則の一部改正を行い、次の

規制を設けました。今後は、効果的な持ち去り行為対策を実施していきます。 

○ ごみステーションからのアルミ缶、スチール缶、ペットボトルの持ち去り禁止（21 年 4 月か

ら）。 

○ 市長は違反者に対して収集運搬禁止命令を行うことができる（21 年 4 月から）。 

○ 収集運搬禁止命令に違反した者は、20 万円以下の罰金に処する（21 年 7 月から）。 
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市市民民ササーービビススのの改改善善  
 

1-2 ごみ収集サービスの改善 
 

【施策概要】 

 大型ごみの基準を簡素化し、市民にとって分かりやすい方法に見直すなど、ごみ収集サービスの

改善について検討します。 

 

平成 21 年度までに実施したこと 平成 22 年度に実施すること 

◆１ 「大型ごみ」の基準の見直し 

〈平成 21 年度～〉 

  21 年７月からの新ごみルールにおいて、「大
型ごみ」のうち指定袋に入るものは「燃やせる

ごみ」や「燃やせないごみ」として、ごみステ

ーションに排出できるよう制度を改めました。

また、制度の変更内容について、新ごみルー

ルの説明会、広報さっぽろ、ごみ分けガイド等

を通じて市民に周知しました。 

 

  引き続き、制度の内容を市民に適切に案内し
ます。 

 

◆２ 許可業者による家庭ごみの戸別収集等の検討 

〈平成 20 年度～〉 

  さまざまな市民ニーズに対応するため、一般
廃棄物収集許可業者と希望者との間で、家庭ご

みの戸別収集運搬契約（有料）を結ぶことによ

り、戸別収集が可能となるしくみなどについて

検討を開始しました。 

 

  引き続き、一般廃棄物収集許可業者と希望者
との間で、家庭ごみの戸別収集運搬契約（有料）

を結ぶことにより、戸別収集が可能となるしく

みについて検討します。 

 

 

 問い合わせ先 

◆１ 環境事業部 業務課                      電話 211-2916 

◆２ 環境事業部 企画課                     電話 211-2912 

 

 

 備考 

◆１ 平成 21 年７月以降の大型ごみの排出について 

これまで最大辺又は径が 30 センチを超えるものは「大型ごみ」として排出することとされてい

ましたが、21 年７月以降、指定袋に入るもの（テレビやパソコンなどの排出禁止物は除く。）は

「燃やせないごみ」又は「燃やせるごみ」として、ごみステーションに排出できるようになりま

した。 

推進 

施策１ 


