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 １．開  会 

○事務局（岸田） それでは定刻になりましたので、ただいまから、家庭ごみ収集方法等に関

する調査研究の第３回委員会を開催いたします。 

 本日は、お忙しいところ、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

 本日の委員会でございますが、お手元の次第に従いまして、午後３時半までの２時間を予定

しております。長時間にわたる会議となりますけれども、よろしくお願い申し上げます。 

 申し遅れましたが、私は事務局の財団法人地方自治研究機構、岸田と申します。よろしくお

願いいたします。 

 初めに、本日の資料の確認をお願いいたします。大部にわたりますので、順次申し上げま

す。ご確認をお願いします。 

 まず上から、委員会次第、委員名簿、座席表。次に、報告事項の資料として資料１「中間報

告書への意見について」、資料２「札幌市における共同住宅対策について」。次に、審議の資

料としまして資料３「他都市事例調査追加報告」。ここからが少し大きめの資料になります。

資料４「市民意識調査追加報告」。次に、今回次第には載せておりませんけれども、補足資料

として、５「シミュレーション調査追加報告補足資料」。そして、次第には資料５となってお

ります「シミュレーション調査追加報告」。次いで資料６「最終報告書骨子について

（案）」、これは小さめの資料でございます。最後に資料７「最終報告書第５章（判断材料の

整理）について（案）」。 

 以上、すべて合わせますと11点になります。何か不足等ございましたら、事務局にお申し付

けください。 

 

２．報  告 

○事務局（岸田） それでは、資料の確認を終わりましたところで、次第の２、報告に移りた

いと思います。 

 以降の議事進行は、松藤委員長にお願いしたいと思います。 

 松藤委員長、よろしくお願いいたします。 

○松藤委員長 皆さんこんにちは。今日は全員、委員がおそろいということで、最後の委員会

です。よろしくお願いいたします。 

 今日の内容ですけれども、議事次第を見ていただきまして、報告事項が二つ、それから審議

事項として、一つ目が調査研究報告について、そして最終報告書についてと、こういった三つ

の構成であります。これらの報告に関して委員の方々のご意見をいただきたいと思います。 

 それでは、最初に報告ですけれども、中間報告書への市民の意見、それから札幌市における

共同住宅対策についての説明を事務局からお願いいたします。 

○事務局（岸田） それではまず、一点目の報告といたしまして、資料１、Ａ４判の紙１枚も

のでございます。これをご覧ください。 

 前回の第２回委員会におきまして、中間報告というものをまとめました。その中間報告への

意見として、３点意見を賜りました。その３点をこの四角囲みの中にまとめております。 
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 内容につきましては、まず一点目が、アンケートの質問方法についてのご意見、あるいは、

戸別収集方式を取り入れるよう前向きな議論をしてほしいという、これはご要望ですね、そう

いったものをいただきました。 

 二点目としましては、個別具体的にごみステーションの設置場所、あるいは設置助成、設置

義務、パトロール等々についてのご意見をいただきました。 

 裏面にまいります。これは本調査研究の二つの柱であります他都市の事例調査及び市民意識

調査についてのご意見をいただきました。 

 最後に、財政上の問題点について留意するようなご意見をいただきました。 

 こういったご意見を踏まえまして、今回の第３回委員会の資料を作成するとともに、今後の

検討における参考資料としたいと考えております。 

 以上でございます。 

○松藤委員長 簡単な説明ですが、これに関してご意見がもしありましたら。ご意見というよ

りご質問があれば伺いたいと思います。 

 中間報告書への意見受付期間、これはどのぐらいおかれたのですか。 

○事務局（藍原） 約一月です。 

○松藤委員長 一月位ですね。 

 最初の方と最後の方はちょっと反対の意見かもしれないですね。最初のほうは、戸別収集が

必要であると、最後の方は財政上のことを考えろと言っているので、いろいろな意見が出てき

たということだと思います。これに関してはよろしいでしょうか。特に議論の対象となること

ではないと。よろしいでしょうか。 

 それでは、次にまいります。もう一つ、共同住宅対策についてご説明お願いいたします。 

○事務局（小湊） 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。 

 私からは資料の２でございますが、札幌市における共同住宅対策につきましてご報告を申し

上げます。 

 まず、１に書いてございます名称でございますが、頭に「札幌市」という言葉が入ります

が、「札幌市共同住宅ごみ排出マナー改善対策連絡協議会」といいます。 

 （１）の設立目的でございますが、本市と不動産関係団体、共同住宅の管理会社及び共同住

宅の賃貸に関するあっせん・仲介業者などが、共同住宅居住者へのごみ排出ルールの周知等に

係る方策について情報交換及び連絡調整を行い、相互に連携をして実効性のある取組を行うこ

とによりまして、居住者の排出マナーの向上、良好な居住環境の確保を図ることを目的に、一

昨年、平成２１年２月に設立したものでございます。 

 構成メンバーでございますが、この資料の裏面をご覧いただければ記載をしてございます

が、不動産関係６団体、共同住宅の管理会社３社及び札幌市の環境局と消防局で構成をしてお

ります。 

 （２）の主な取組でございます。また前に戻っていただきますが、これまで６回の会議を開

催してまいりました。主な取組につきましては資料に掲載のとおりでございますが、簡単に申
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し上げますと、まず１回目は、一昨年、平成21年２月16日、設立会議を開催いたしました。各

関係団体との顔合わせを行いますとともに、協議会の規程の検討、役員の選任、ごみステー

ション問題の現状についての報告、新ごみルール移行に向けましたごみ排出マナー改善対策の

検討、並びに共同住宅居住者への新ごみルール住民説明会への誘導などにつきまして議論をし

てまいりました。 

 ２回目の会議でございますが、平成21年５月20日に開催をいたしました。ごみの排出ルール

変更時の効果的な啓発方法を検討するとともに、共同住宅の入居者向けの対策の検討、有料化

開始をする７月のごみステーションでの早朝啓発実施に伴います協力依頼などにつきまして議

論を行いました。 

 次に、7月1日には、有料化を開始した初日になります。東区栄町駅周辺におきまして、構成

団体のご協力をいただきまして、ごみステーションのパトロール並びにごみの排出ルールの変

更を住民の方、市民の方に啓発するために、７時過ぎから８時半ころまで早朝指導にご協力を

いただいたところでございます。 

 ３回目は９月15日になります。有料化を実施した２か月後のごみの排出状況でありますと

か、ごみステーションの状況並びに共同住宅のごみ排出マナーの改善に向けた対応と連携に関

する検討、及び共同住宅管理会社賛助会員の募集などについて協議をいたしました。 

 次に、12月でございますが、専門部会を設置いたしまして、特にごみの排出マナーが守られ

ていない地区を中心に、「脱・ごみ箱化プロジェクト」というものを管理会社のご協力をいた

だき実施いたしまして、同年12月から昨年の３月まで、29件の物件を対象に取り組んでまいり

ました。あわせて、先ほど申し上げました賛助会員の募集を始めたところでございます。 

 次に、平成22年６月でございますが、これは４回目の会議を開催いたしました。先ほど申し

上げました「脱・ごみ箱化プロジェクト」の結果と、その結果の活用法について検討をいたし

ました。 

 ５回目でございますが、９月28日に「クリーンごみステーションキャンペーン」の実施にか

かわる検討、及び北海道大学大学院文学研究科の大沼進准教授をお呼びいたしまして、「居住

者とともに進めるごみ排出マナー改善の取組」と題しまして、いわゆる行動学的な観点からの

ご講話をいただいたところでございます。 

 下から二つ目になりますが、11月から12月にかけて、今申し上げました「クリーンごみス

テーションキャンペーン」を実施したところでございます。 

 一番下、平成23年１月でございますが、先週でございます。１月27日にキャンペーンの実施

結果の報告をいたしますとともに、ごみの排出マナー改善に関するアンケート調査の実施、札

幌市の取組のＰＲなどについて協議をしてまいりました。27日に行いました会議の資料は、２

枚目以降に添付してございますので、参考にしていただければと思います。 

 以上でございます。 

○松藤委員長 ありがとうございます。少し確認をしたいのですけれども、ここに書いてある

賛助会員というのは、２ページ目にありますような不動産関係団体と管理会社があって、個々

の住宅という意味で理解してよろしいですか。 
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○事務局（小湊） 主に、二つ目の枠にございます共同住宅の管理会社が中心でございます。

全てがこれではないのですが、個人の方もいらっしゃるのですが、共同住宅の管理会社が中心

でございます。 

○松藤委員長 現在の会員数はどのぐらい。 

○事務局（小湊） 約40社に協賛をいただいているところでございます。 

○松藤委員長 目標はどの位と考えていますか。 

○事務局（小湊） 市内に相当数の不動産関係団体・管理会社がございますので、一社でも多

く賛助していただきたく、札幌市のホームページなどを通じて呼びかけております。また、こ

の会議の中でも、賛助会員になっていただくようなお願いもしているところでございます。 

○松藤委員長 もう一つ、クリーンごみステーションキャンペーン、この対象というのは、会

員がどうのというのは関係なくて、２ページ目の不動産関係団体、これらを通じて呼びかけた

のでしょうか。 

○事務局（小湊） 今申し上げました管理会社でありますとか賛助会員の方に呼びかけをさせ

ていただきまして、自分のところで管理をしていただいている共同住宅をモデルに実施をさせ

ていただきました。 

 資料の２枚目以降に実施をした実際の共同住宅、それから管理会社さんの具体的な名前も掲

載をさせていただいておりますけれども、このような取組をさせていただきましたので、一応

参考にしていただければと思います。 

○松藤委員長 もう一つ、29物件のプロジェクトと言われていましたけれども、これはマナー

の良くない例として選ばれて、それを対象に実施されたということですか。 

○事務局（小湊） 比較的マナーが守られていないところをターゲットに管理会社にもご協力

をいただき、行政と一緒になって、チラシだとかポスターなどをつくって入居者に周知啓発す

るといった取組で、改善された、一方されなかった事例もございますが様々な取組をさせてい

ただきました。 

○松藤委員長 ご説明があったように有料化の前から始められたということで、約２年間経っ

ている。それと、これに関連して共同住宅の専用ステーション化というのがあると思います

が、専用ステーションを増やすことによってマナーの向上を図るというような取組も同時にさ

れていますよね。口頭で結構ですから、簡単にご説明いただけますでしょうか。 

 なぜかというと、こういったものというのは、どうしても点的というのでしょうかね、全体

の中の一部になりがちで、前提としては非常にいいのですけれども、効果がどうかというとク

エスチョンがついてしまうと思うのです。それであれば専用ステーション化というのがもっと

効果があるだろうという意味でご質問をしたところです。 

○事務局（小湊） 現在、３万9,000か所弱の全ごみステーションがございまして、そのうち専

用、いわゆる敷地の中に専用でつけているステーションというのが１万5,000か所ほどございま

す。あと残りの２万3,000か所とするステーションは、公道上、道路、歩道上に置いてある共用

のステーションでございまして、これまでの推移といたしましては、平成20年から現在までで

見ますと4,500か所ほど専用ステーションが増えていると。逆に、共用のステーションは300か



 

─ 5 ─ 

所ほど減っているというのが実態でございまして、どんどん専用化が進んできているというの

が現状でございます。 

○松藤委員長 今の説明でおわかりいただいたと思いますけれども、専用ステーションを増や

すことでマナーの向上の物理的な向上というのを図ろうというのを４年前からやられているの

ですね。ありがとうございます。 

 この説明に関して何かご質問ありますでしょうか。よろしいですか。補足は何か。 

○朝野委員 戸建とまた違いまして、共同住宅というのは、法令で、確か６所帯以上のところ

は自分の敷地内に専用のごみステーションを作りなさいという市の条例があるのですね。それ

に従って、新しいものはいいのですよ、ところが、やっぱり共同住宅というのは歴史が古いも

のですから、古い共同住宅が敷地ぎりぎりで、敷地内に設置できない部分の中古マンション、

アパートが多すぎる。これはもう昭和の初めからやっているアパートが多いわけですから、ア

パート協同組合の、個人のアパートの人達なんかもある程度協力はして、敷地内に建てられる

ものは個別で作っていただくような指導はしているのですけれども、なかなかやっぱり、皆さ

ん無理な状態で、離農して、各所から出てきて札幌にアパートを持って、それで収入を上げて

生活をしてきた人たちが完全に今高齢化して、もう70代、80代なのですね。そういう所の管理

が一番問題があるのですよ。 

 新しく今建つのは、市条例で、そういう形できちっと敷地内に専用のステーションを設けな

さいということが義務づけられていますので、それはいいのですけれども、やっぱり昔からの

状態のアパートが大変な今。結局、そういうところが一番問題になるのだろうと。近隣の戸建

ての人間との間のトラブルの問題の原因にもなるので、そういうところがこれからやっぱりき

ちっとしていかなければならない課題だろうと思います。 

○松藤委員長 補足ありがとうございます。市はもちろんご存じだと思うので、そういった状

況も考えながら対策を考えていただきたいと思います。これは要望として伝えておきたいと思

います。 

○事務局（小湊） 一部だけ、今、朝野委員が条例でということでお話をされたのですが、条

例ではなくて、「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」というのがご

ざいまして、これが平成20年４月から施行になっておりますが、平成20年10月から新築する６

戸以上の共同住宅にあっては、敷地の中にごみステーションをつくるという義務化が規定され

ております。今、朝野委員がおっしゃるように、問題となるのは既存の共同住宅対策かなとい

うふうに思っております。 

○松藤委員長 その要綱ができる前の住宅がやはり課題なのですけれども、これはちょっと話

し合い等によって少しでも解決していただきたいと思います。 

 以上、報告について、少し時間が延びてしまいましたが、よろしいでしょうか。 

 

３．審  議 

○松藤委員長 それでは本題に入りたいと思います。審議事項の一つ目ですけれども、調査研

究報告についての審議をお願いいたします。 
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 最初、他都市事例調査に関する追加報告、事務局からお願いいたします。 

○事務局（岸田） それでは、資料３、Ａ３判、少し大きめの資料でございますけれども、そ

れを手元にご用意ください。 

 第２回委員会でも、政令市を中心として比較検討した結果をご報告申し上げました。今回、

追加報告としますのは２点ございます。 

 まず、ごみ量として、札幌市は政令市の中でどのような位置づけになっているのか。もう一

点が、ごみ量とごみ収集方式、ステーション方式であるとか、戸別収集方式であるとか、そう

いった何らかの関係が見られるのか、この２点について政令市の比較を行い、調べてみまし

た。 

 まず、この資料３の１枚目をご覧ください。 

 二つのグラフが並んでおりますけれども、これは廃棄ごみ量の比較、向かって左が人口１人

当たりの廃棄ごみ量、向かって右が1,000世帯当たりの廃棄ごみ量でございます。 

 まず一点目、この廃棄ごみ量でございますけれども、左の下をご覧ください。廃棄ごみ量と

は、燃やせるごみ量、燃やせないごみ量及び大型ごみ量、その合計をいいます。これを人口１

人当たりで見て、あるいは1,000世帯当たりで見て札幌市はどうかと。 

 まず、１人当たりの廃棄ごみ量でございますが、19政令市中、広島市に次いで第２位の少

量、すなわち少ないほうから２番目でございます。また、政令市の平均を１とした場合、札幌

市は0.79に当たります。 

 これを1,000世帯当たりで見てみますと、向かって右でございますが、19政令市中、最少、最

も少ない量でございます。これを政令市の平均を１として見た場合、札幌市は0.75に当たる

と。 

 そういう面から、総じて札幌市の廃棄ごみ量は、政令市の中でも少ないほうだと。これが有

料化の効果としてこういった少量になっているのか、細かな分析は要ると思いますけれども、

政令市中では少ないということが言えると思います。 

 第二点目、２ページ目をご覧ください。 

 これは、それぞれの政令市につきましてごみ収集方式とごみ量とを比較してみました。向

かって左側が１人当たりの燃やせるごみ量、これは燃やせるごみ量でございます。向かって右

側が1,000世帯当たりの燃やせるごみ量、そのごみ量が棒グラフにあらわれております。そし

て、その棒グラフの上に「ＳＴ」と書いているのがステーション方式、「戸」と書いているの

が戸別方式でございます。これを左右見比べてみましても、１人当たりのごみ量とごみ収集方

式、1,000世帯当たりの燃やせるごみ量と収集方式、いずれにおいても明確な関係は見出せな

い。すなわち、ステーション方式だったらごみ量が減る、あるいは戸別収集方式だったらごみ

量が減るとか、そういったことは一概には言えない。ステーションでもごみ量が多い場合もあ

れば少ない場合もある。戸別収集においても同じことが言えると。そういった結論を得まし

た。 

 ちなみに、前ページでは、廃棄ごみ量でございましたけれども、１人当たりの燃やせるごみ

量を札幌市の場合と比較してみますと、広島市に次いで第２位の少量でございました。また、
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向かって右のほうの1,000世帯当たりの燃やせるごみ量につきましては、19政令市中、最も少な

い。そういう結果でございました。 

 以上２点を調べまして、最後に参考ということで、３ページ目をご覧ください。 

 これはごみの総量、あるいは１人当たりのごみ量、1,000世帯当たりのごみ量につきまして内

訳を表しております。この紫色のところが資源ごみでございます。向かって左のほうを見てい

ただきますと、一見してごみ量が少なく、その内訳として資源の割合が高い、これが札幌市の

特徴と言えるかと思います。これは１人当たり及び1,000世帯当たりに関しましても同様の傾向

にあると。これはご参考までにご提示申し上げます。 

 以上でございます。 

○松藤委員長 タイトルついていませんけれども、これはもちろん家庭系のごみということで

ご理解いただきたい。 

 札幌が少ないのは、最後のページの②というので内訳が書いてあるのでよくわかりますけれ

ども、結局、雑がみの収集というのがかなり占めていて、紫の部分ですね。そのために他より

はかなり少ないのだというふうに私は理解しています。 

 続けて進んでよろしいですか。これに関してもしご質問等ありましたら。はい、どうぞ。 

○湧井委員 まず、（２）の燃やせるごみ量とごみの収集方式とあるのですが、それに関した

ところで、政令指定都市、1,000世帯当たりの燃やせるごみ量とごみ収集方式との間に明確な関

係はないと、これで言っているのですが、ただ、①②とも、この棒グラフを見ますと、相模原

市、これを中心に右側の南側の方は戸別収集とステーションとが大体半々、北の方はほとんど

ステーション方式になっています。降雪とか、そういう自然条件の差によってこういう違いが

出てきているというふうになっているのではないかと思うのですが、それに対しての質問で

す。まず一つは。 

 二点目は、札幌市が、一番最初１ページ目ですね、ごみの量が非常に減っていると。これは

平成21年９月からのごみ量ですので、新ごみルールができてからなのですが、そこから多分画

期的にこういうふうになったと思うのです。これは非常に再認識しなければいけない重要なこ

とだなと私も思っております。 

 そこで、（１）廃棄ごみ量の比較の②の1,000世帯当たりの廃棄ごみ量を見ていただきたいの

ですが、右側の縦軸、廃棄ごみ量、ここの330トンぐらいのところにちょうど横線が入っていま

す。これで見ますと、札幌市と京都市と、それと広島市が廃棄ごみ量が少ないという３都市に

なっています。 

 ちなみに、同じような見方で、３ページ目の、さっき委員長からご説明あった資源ごみを見

ますと、３ページ目の③1,000世帯当たりのごみ量ということで、札幌市と新潟市が断トツです

ね。さらに、さいたま市がその３番目ぐらいにくるのですが、ただ、札幌市は量全体が少ない

ですから、多分、割合でいくと、ごみ量に占める資源ごみの割合というのは一番多いと思うの

ですね。 

 それで何を言いたいかというと、この19政令指定都市のうち、自治基本条例が制定・施行さ

れているのはどこかというふうな目で見ますと、ちょっと事務局のほうで教えていただきたい
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のですが、私の調べる限りでは、平成21年までに条例を作っているのは、札幌、新潟、京都、

川崎、静岡の５都市なのですね。19都市のうち５都市が自治基本条例をつくっていると。そし

て、上位両方（廃棄ごみ量が少ない、資源ごみ量が少ない）とも見ると、上位の３都市のうち

の２都市は自治基本条例を制定・施行しているところなのですね。何を言いたいかというと、

市民自治の仕組みができ上がっているところは、やっぱり市民も参加しやすいので、結果とし

てこういう、つまり、ごみを出す量にしても、あるいは有効利用といいましょうか、資源化に

対しても上位のほうにくるのではないかと私は思うのです。その辺、ご意見を伺いたいと思い

ます。 

○松藤委員長 最初は何でしたか。 

○湧井委員 北と南で分布が違うのではないか。 

○事務局（岸田） 今、二つご質問いただきましたけれども、まず、初めのほうについては、

私のほうから意見を述べさせていただきたいと思います。 

 まず、収集方式と量につきまして明確な関係は見出せない。本当に何ら関係がないのかと言

われますと、それは真偽のほどが定かではなくて、具体的に、この年度でとれるごみ量と方式

とを並べてみたら、明確な関係はなかったというに過ぎません。具体的には、各委員とともに

視察に行かせていただきました名古屋市、あるいは広島市の、何で名古屋市が戸別収集になっ

たのか、広島市はステーションとなっていますけれども、一部、小規模ステーションを実施し

ております。そういったところの経緯を何度もしつこいぐらいに聞きましても、これは習慣的

にそうなっているもので、現在のご担当では、その経緯とかよくわからないというところでご

ざいました。 

 気候的な面で、確かにある特定地点から北側はステーション方式で、かなり降雪というもの

が戸別収集の障害になっていると読み取れますけれども、明確な答えを持っているわけではご

ざいません。 

 また、今回、札幌市のようにごみ収集方式、あるべきごみ収集方式を検討して、その結果と

してステーション、あるいは戸別収集に至ったというところも事務局の知る限りでは存じ上げ

ません。 

 ですから、今までの歴史的な経緯を踏まえて収集しているごみ収集方式と、それと一断面で

はございますけれども、ごみ量とを比較したときには、明確な答えがないのではないかと、そ

こにとどまっております。 

 一点目の質問につきましては以上でございます。 

○事務局（茶谷） 二点目の各都市のごみ量と、それから自治基本条例などの市民自治の仕組

み作りという、そういった点に関連があるかないかという点だと思いますけれども、正直言い

まして、私も、そういう指摘がございまして、改めてそういう目で見ると確かにそういう下地

といいますか、そういう部分も関連性があるのかなということに気付いたところでありまし

て、そういった市民自治の仕組みづくりとごみとの関係については、今後もう少し研究してい

くテーマではないかなというふうに考えております。 

○松藤委員長 最初の件については、事務局が言われたように、特に理由がなく始まったとい
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う可能性が非常にあって、それがないものですから、定量的な評価をこの委員会で行おうとい

うことになったのですね。 

 後半については、私の解釈で申し訳ないのですけれども、先ほど札幌の資源ごみが多いのは

雑がみだと申し上げたのですけれども、多分、新潟も古紙回収か何かが含まれているから大き

く見える可能性があります。この委員会のずっと前の、吉田先生が委員長の、ごみ減量審議会

での答申のときの考え方は、発生したものがあって、それはごみに行くのですか、資源に行く

のですかというので分かれるのだろうというところからスタートしているわけですね。だか

ら、資源の収集が多ければ減るだろう。もう一つあって、市が関わらないような収集もありま

すよね。そっちに流れているから全体が合わないのだと。そんなのは理屈で、前の審議会は答

申を出していたわけですね。 

 ですから、これに関した件については、先ほど言われた自治基本条例でしょうか、そういっ

たものがあるかもしれませんけれども、もう一つは、物の流れとしての理解を、もう少しデー

タをくっつけていただければ、資源の内訳を並べていただければ、それで理解も少し進んで、

そうしたら、それで合わなかったら、じゃ、何でしょうかという話になると。そういった順番

だろうと思います。これはご意見として賜ってよろしいでしょうか。 

 もう一つ、どうぞ。 

○大友委員 一つお聞きしたいのですけれども、ここでは収集方式とごみ量というのが余り関

係ないのだと。例えば、戸別収集するとなるとお金が相当かかるということで、例えば各政令

市のごみ処理計画というのは、比較してはいなかったのでしたよね、確か。 

○事務局（岸田） 方式と、今これは量でございますけれども、今のご指摘は、自治体にどの

くらいの経費がかかっているのかという、さらに財政面での突っ込んだ情報ということでござ

いますが、そこまでは今年度の調査は至っておりません。 

この調査研究の趣旨とか、そういったことは後ほど述べますけれども、今後のごみ収集方式

を検討するための判断材料の整理というのが今調査の研究テーマでございます。その中におい

て、他都市分析において、費用面での分析に少し欠けるところがあるということをご意見いた

だければ、次年度以降、そのデータをとって判断材料に補っていきたいと考えています。 

○大友委員 今の件なのですけれども、結局、後で収集の量等も出てきますから、今は言えま

せんけれども、例えば、ある資料を見ていたら、名古屋なんかトン当たりの経費が札幌の２倍

かかっているとか、そういうやっぱりある程度具体的なものがストレートに出てくる可能性は

ありますね。中身はちょっと分からないですけれども、そういうふうに委託やっているとか、

全部直営でやったらすごく高くなってしまうとか、その辺やっぱりある程度の比較対象、定量

的な評価につながるのではないかなと。 

○松藤委員長 それにちょっと私からお答えします。 

 収集の比較は非常に難しい。理由はまず一つあって、ごみの種類ごとの集計がなされていな

い自治体が非常に多い。収集というだけですから。そうすると、可燃、燃やせるごみについて

の比較が非常に難しいということですね。 

 もう一つは、例えば札幌は非常に大きな車ですけれども、そうではないところがあると。車
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が小さいということは、輸送回数がずっと高くなる。あと距離が違うとか、いろいろな条件が

違いますから、ストレートに比較するのは非常に難しいと。これはちょっとご理解いただきた

いと思います。 

 きょうの後半のほうでシミュレーション調査というのは、こういったデータをとることが、

そもそも自治体の比較を可能にするものだと。同じようなやり方でいろいろな数字をとって比

較してみるというような手法は後で提案するということになります。ですから、同じやり方で

の評価は、データをとらない限り、これは難しいです。 

 ですから、今の段階では、お答えが非常に難しいというふうに私は考えております。 

○佐川委員 単純な質問で申しわけありませんけれども、各政令指定都市において、廃棄ごみ

量なのですが、無料の所と有料の所がありますが、無料だから廃棄量が多いのか、あるいは有

料だから少ないのか、そういう事実はあるのでしょうか。 

○吉田委員 今のご質問に関連して、実は私のところの卒業論文で、札幌とそれ以外の所の有

料化した所のごみの減少率の解析をやらせたのですけれども、結局、もう一つの問題として

は、有料だから、あるいは無料だからということは効いてきているかどうかというのがもう一

つの大きな問題であって、それはご質問の話なのですね。それで、私のところでやらせたので

は、札幌が減った理由は、リッター当たりの有料化の額が一番高かったのですね。それで、そ

れがやはり比較統計分析みたいなのをやると、最近有料化したところの減少率でもって効いて

きているのはやはり、有料化の料金が高かったからというのは、これは統計解析で、因果関係

というわけではないのですけれども、出ているのですね。 

 ただし、今、佐川さんお聞きになったように、無料でも減ったところがあるというのをどう

評価するかという問題が残っているのです。これは非常に難しくて、さっき出ていた制度的な

要因とか、それから分別についての市民の無料の協力、実はコストはかかっているのだけれど

も、形の上で無料の形になっているわけですから、そういうのをどういうふうにカウントする

かという問題になっていましてね、非常に面白いのだけれども、簡単にはさっと答えが出てこ

ないというところなので、結局、この委員会では、ステーション方式と戸別収集というのはか

なり大きなメインテーマで出発しているのですけれども、全体としてはごみを減らすというこ

とだけれども、減らしてどうするかというのは、減らす目的は何なのかとか、そういう問題に

もかかわることなのですよね。だから、引き続きの課題で、そういった問題もどういうふうに

扱うかということが出てくると思います。 

○松藤委員長 この委員会は、有料化はテーマとしておりませんので、ちょっとまた別の課題

として聞いていただきたいと思います。有料化に関していろいろな解釈があるということだ

け、まずご理解いただきたい。 

 次に進んでよろしいでしょうか。 

 それでは、二つ目の市民意識調査に関する報告をお願いいたします。 

○事務局（北嶋） 社団法人北海道未来総合研究所の北嶋と申します。座りながらご説明をさ

せていただきます。 

 お手元の資料４「市民意識調査 追加報告」、Ａ３判横の資料に基づいてご説明をさせてい
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ただきますが、申し訳ありません、順番、相前後させていただきまして、10ページをご覧くだ

さい。 

 まず、前回の委員会以降、追加で実施いたしました民間清掃事業所の職員の皆さんにお伺い

をしたアンケート調査結果についてご報告をさせていただきます。 

 こちら対象は、「民間清掃事業所職員」となっておりますが、お伺いした設問といたしまし

ては、札幌市の取組を知っているかどうか、その効果、あるいはごみステーションの設置基準

などについて、限定して尋ねております。 

 それでは、10ページ右側から順にご説明をさせていただきます。 

 まず、札幌市の五つの取組の認知状況につきまして、これは市民の皆さん、連町会長ほかに

もお伺いしておりますが、同様に尋ねたところ、10ページでは、①さっぽろごみパト隊の認知

状況は93.5％と非常に高くなっておりますが、10ページから11ページを見渡していただければ

お分かりのとおり、おおむね市民と連町会長ほかのその中間ぐらいの認知状況といったところ

が回答の傾向としてあるのかなというふうに捉えております。 

 続きまして、11ページ右側になりますが、今度は取組の効果について尋ねております。この

取組の効果につきましては、11ページ右側のグラフをご覧いただければと思いますけれども、

参考として、市民、連町会長ほか、市の清掃職員の回答結果も参考として示させていただいて

おります。 

 まず①さっぽろごみパト隊の効果につきましては、24.5％の方が「効果はある」、39.5％が

「多少ある」とご回答いただいておりますが、これにつきましては、やはり先ほどの認知状況

と同様に、市民よりはやや高めの回答結果にあるのかなと捉えられておりますが、引き続き12

ページをご覧いただければと思います。 

 12ページでは、②の管理器材に対する助成、③専用ごみステーションの設置指導、④共同住

宅のオーナー等に対する働きかけ、⑤さわやか収集でございますけれども、これをご覧いただ

ければお分かりのとおり、おおむね市民、それから連町会長ほかとの間程度の効果に対する評

価を行っておりますけれども、その効果自体について見てみますと、やはり最も効果が高いと

考えられているのが、管理器材の設置費用助成制度ということになりまして、一方では、効果

が他に比較して高くないと考えられているのがさわやか収集という結果になっておりますが、

こちらのほうにつきましては、認知状況とまた併せて検討していく必要があるのかなと考えて

おります。 

 引き続き13ページ、ご覧ください。 

 13ページは、ごみステーションの設置基準に関する意向を尋ねた結果でございます。こちら

のほうにつきましては、特徴的な結果と申しますか、最も多い区分が、「現状のままでよい」

の40.0％なのですけれども、続いて、「もっとごみステーションの数を減らすべきである」の

39.5％となっているということで、この結果につきましては、市民、連町会長ほか、あるいは

市清掃職員といった区分と比べても突出した結果となっております。 

 この理由につきまして、簡単に13ページ右側で整理をしておりますが、「減らすべきであ

る」を選択をされた方の特徴的な意見といたしましては、やはり作業効率の部分について、作
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業時間が減るだとか、取り残しが少なくなる、こういった回答が多くなってございました。 

 引き続き14ページをご覧下さい。 

 14ページでは、小規模ごみステーションについて、それから右側では、戸別収集について、

自由意見のほうを整理させていただいております。 

 適正排出、あるいは収集コスト等々について、特に戸別収集に関しては、収集コスト、収集

効率についてデメリット的な意見が多くなっている傾向が見てとれてございます。 

 続きまして、最初の１ページに戻らせていただきます。追加の分析について簡単にご説明を

させていただきます。 

 まず、１ページ目右側では、問題ごとの対策の効果に対する評価についてということで、指

数による比較を行っております。ここでの指数とは、「効果が高い」とされた方を５、「やや

高い」を４、以下同様に「低い」を１とした場合ですので、全員が高いと評価した場合は５、

全員が低いとした場合は１となるわけですけれども、そういった指数で整理した場合の表を１

ページ右側以降、掲載をさせていただいております。 

 なお、水色の棒グラフが市民の回答、それから赤い四角が連町会長ほかの回答、それから緑

の三角が市の清掃職員の回答ということになってございまして、まず、１ページ目、適正でな

いごみ出し対策の効果に対する評価、こちらにつきまして、市民で最も高いのが⑤の戸建てと

共同住宅とのごみステーションの分離で4.17となっております一方、連町会長ほかの回答は決

してそんなに高くないことに加え、市清掃職員の回答は高い項目と低い項目、低い項目はごみ

ステーションへの看板などの設置、③ごみ出しルールに関するチラシの配布、こういったばら

つきがあるということがお分かりいただけるかと思います。 

 引き続き２ページをご覧ください。 

 ２ページ左側は、カラスや猫などの対策の効果に対する評価で、市民の方々の評価が高いも

のとしては、箱型ごみステーションの整備、ごみステーションの分離といったものがあります

が、市清掃職員の評価が高いものは、④のネットやカラスよけサークルの整備、連町会長ほか

では、箱型ごみステーションの整備。以下、右側に移っていただきますと、ごみステーション

などにごみを入れない人への対策の効果も、市民では⑤のごみステーションの分離、こういっ

たものが高くなっておりますが、一方で、市清掃職員においては、④ごみパト隊によるパト

ロールの依頼、こういったものが高くなっているということで、若干、回答者の区分によって

ばらつきが出ているというところを整理して見ていかなければならないというふうに考えてご

ざいます。 

 引き続いて、３ページ目をご覧ください。 

 ３ページ目は、左側では、札幌市の取組の認知状況について指数で尋ねております。ここで

の指数とは、「知っている」を２、「聞いたことはある」を１としておりますので、全員が

知っていると回答した場合は２、全員が知らないということになりますとゼロということに

なってございます。 

 ということで、市民の中で最も認知度が高いのは、さっぽろごみパト隊となっております

が、こちらでも0.995となっております反面、民間の清掃事業所職員の皆さんに尋ねたところ、
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ごみパト隊は1.921ですので、ほとんどの方が知っているというような結果になってございま

す。 

 参考までにでございますが、市民の認知状況について、振り返って整理をさせていただきま

すと、１を上回っている項目が一つもない、それから最も低いものになりますと、さわやか収

集の0.204ということで、認知度的にいくと十分ではない項目があるのではないかというような

整理が一方ではできるのかなと考えております。 

 次に、３ページ右側、取組の効果に対する評価、こちらも認知状況、指数比較で「効果があ

る」を３。ですから、全員が効果があると考えた場合は３という形で整理をさせていただいて

おります。 

 この中で、比較的効果が高いと考えられているのが、②の管理器材の設置費用助成制度、⑤

のさわやか収集といったことになるかと思いますが、①のさっぽろごみパト隊につきまして

は、市清掃職員の2.516ということで、効果について高い評価をされている一方、民間清掃事業

所職員は1.850ということで、0.6以上のポイント差、開きがあるということが見てとれるかと

思います。 

 続きまして、４ページに移っていただきまして、４ページ左側は、取組の認知状況と効果の

関係でございます。縦軸は効果、効果が高ければ高いほど上にくる。それから横軸は認知状

況、よく知られていればいるほど右側のほうにくるという形で、こういう形でそれぞれ市民、

民間清掃事業所、連町会長ほかといった回答を整理させていただいておりますが、特に、やは

り効果ももちろんですけれども、各項目ごとに認知状況の差というものが激しくなっていると

いうことが一つ言えるかと思います。 

 次に、４ページ右側に移りますが、ごみステーションまでの距離別の設置基準に対する意向

を整理させていただいております。 

 こちら見てまいりますと、やはりごみステーションまでとても近いとされる方々、比較的近

いとされる方々は、おおむね現状のままでよいという回答をされておりますけれども、とても

遠い、100メートルよりも遠いという方々、サンプル数自体24件しかございませんけれども、距

離が離れれば離れるほど増やすべきであるという回答の比率が高くなっていることが見てとれ

るかと思います。 

 次に、５ページ目左側に移ります。 

 ごみステーションを利用している世帯数別の設置基準に対する意向についてでございます

が、利用されている世帯数が多い、あるいは標準の場合、少ないもそうですけれども、現状の

ままでよいと答えられている方々が多い、そのような傾向がございます。 

 ５ページ目右側は、地域特性や住居形態、利用世帯数別などの設置基準に対する意向を整理

させていただいておりますが、ここでは６ページ左側をご覧いただければと思います。左側

は、実数ではなく比率で整理をさせていただいております。 

 ここで特に見ていただければと思いますのは、赤い部分、もっとごみステーションの数を増

やすべきであるというところが多いのは、一戸建が多い地域のうち、グラフでは５番目になり

ますけれども、⑤ごみステーションの利用世帯数が多いところ、それから、共用ごみステー
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ションを利用されている方で、利用世帯数が多い中のうち、13番でございますが、一戸建のと

ころがともに20％を超えている、ごみステーションの数を増やすべきであるという回答が他の

区分に比べ多くなっているということが言えようかと思います。 

 また、６ページ目は、右側は、ごみステーションの設置基準に対する年齢別の意向でござい

ます。もっとごみステーションを増やすべきで最も多いのが40代、最も少ないのが20代、こう

いった結果になっております。 

 ７ページでは、参考までに、年齢階層別の地域特性を見ております。年齢階層別に一戸建が

多い地域の方が多いのか等々見ておりますので、後ほど、参考までにご覧いただければと思い

ます。 

 ７ページ右側以降は、「ごみステーションの設置基準に対する特徴的な自由意見」を掲載さ

せていただいております。 

 ７ページでは、連町会長ほかの「現状のままでよい」「もっとごみステーションを増やすべ

きである」を選択された方の意見。それから８ページ目左側は、市清掃職員のごみステーショ

ンの「現状のままでよい」「もっとごみステーションを増やすべきである」「減らすべきであ

る」を選択された方の特徴的な意見を整理させていただいております。 

 ８ページ目から10ページ目につきましては、他の収集方法についてということで、８ページ

目右側では、小規模ごみステーションの連町会長ほかの自由意見、９ページ右側は、戸別収集

に対する連町会長ほかの自由意見、１０ページ左側では、市清掃職員の戸別収集に対する自由

意見ということを整理させていただいております。 

 以上、お時間の関係でかいつまんでご説明をさせていただきましたが、市民意識調査の追加

報告は以上でございます。 

○松藤委員長 かいつまんで説明されてもなかなか理解できないような内容なのですが、ご質

問等ありましたらお願いします。 

○湧井委員 質問です。今の１ページ目の指数比較についてです。 

 先ほどご説明で、⑤の戸建住宅と共同住宅とのごみステーションの分離を一つの例として、

市民が4.17、市清掃職員が3.75、そして連町会長ほかが3.36と、このように開いているという

ご説明がありました。私、このような定性的なものを数値化していくというのは大切な仕事だ

と思うのですが、この結果について、例えば、前回取りまとめた中間報告書に分布図がありま

した。私、それの27ページを見ているのですけれども、それでは「評価が高い」と「やや高

い」というものの合計が64.2％というのが市民の、要するに市民の64.2％が「高い」「やや高

い」という評価なのですね。それに対して、市の職員の評価が63.1％なのですね。ほとんど変

わりません。というのは、先ほど言いましたように、数値化するのはいいことなのですが、定

性的なものを定量化していって、最後、平均化していって数値だけになってしまうと、最初の

アンケートの結果とこの数値とがどんどん離れてきているのではないかと。 

 だから、もう一度、この最後の数字を使って最初のデータを見直すということをしないと、

場合によっては、先ほどのような、おのおのがばらついているという話になると思うのです

よ。もともとのデータを見ると、市民と市清掃職員とはほぼ同じで、連合町内会長さんだけが
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ちょっと違うということになると思うので、それを一つ、私はそういう認識なので、それに対

して答えていただきたいと。 

 それともう一つあります。これはちょっと恥ずかしい質問をします。 

 民間清掃事業所の職員の方のアンケートが今回入って、非常に恥ずかしいのですが、ちょっ

と分からなくなってしまいました。というのは、今回のアンケートは、おのおのの立場で、例

えばステーションが多いとか少ないとかという議論するアンケートだったのでしょうか。 

ちょっとそれは、何か、そうだったのかなとちょっと今。要するに、民間清掃事業所の方の

アンケート調査結果が入ってきたから、ごみステーションは少なくしたほうがいいという意見

が出てきたので、もともとのとり方というか、個々の立場で答えるのか、あるいはいろいろと

関連していて、市民の立場で考えるのか、どっちだったのかなというのをちょっと確認したい

のですが、その２点です。 

○松藤委員長 では、回答お願いします。 

○事務局（茶谷） それでは、まず１点目の、前回、パーセントで整理したところの数字と、

今回、指数で整理したところの、その辺の違いといいますか、あるのではないだろうかという

ご指摘ですけれども、今回、指数で整理したものについては、前回の無回答になったところを

除いて、それで指数で整理したというところで、若干ここで前回の調査とぶれが出てきている

というところだと思います。 

 この辺はどういう角度で見ていくのかということだと思いますけれども、前回整理したもの

と今回整理したものと、それをまた見合わせて、最終的な整理のところは併せてまとめていく

必要があるだろうなというふうに考えております。 

 それから、２点目の民間の清掃事業所の職員についてのアンケートということを踏まえて、

そもそもこのアンケートのねらいはどうだったのかという点ですけれども、メインとするとこ

ろについては、対象規模からいって、市民を対象に考えているところです。ただ、補足的な調

査ということで、連町会長ほかですとか、市の清掃職員、それから収集サイドということで、

市の職員だけではなくて、民間の職員もということで今回追加で調査したところですけれど

も、それぞれの立場でどうだということよりは、むしろ市民のアンケートを補う部分というこ

とで、追加調査したところでございます。 

○松藤委員長 民間の方は民間の方で収集している、それで感じていることを答えてもらった

と、そういった理解でよろしいですね。市民の立場でということではないと。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○佐川委員 さわやか収集のことなのですが、私ども、ここにかかわるまでは、名古屋のなご

やか収集制度というのはよく認知をしていたのですが、今日のこの資料によりましても、やは

りさわやか収集の認知度が非常に低いわけです。今後やはり、私どもも知らなかったし、高齢

者、あるいは障害者団体についても知らない人が多い。それなので、できれば今後、札幌市の

広報や、そういう団体の広報等を通じて、ＰＲを是非していただきたい。 

 それから、特に私どもの視覚障害者団体ですと、点字とか音声でしかできませんので、点字

ものに関しても流していただきたいなと思います。 
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 以上です。 

○松藤委員長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

 一つだけちょっとコメント。例えば、３ページを見ていただくといいと思うのですけれど

も、結局、高いとか、低いとか、差があるとか言われていますけれども、この中で一体どこに

注目するのかというのを考えていただきたい。 

 例えば認知状況ですと、収集の作業をしている方のステーション設置指導の認知度が高くな

ければいけないかとか、これは市民ではないかと思うし、それから評価についても、これは市

民の評価、恐らく余りわかっておられないので、市の業務をやっておられる方の評価が重要で

あるとか、そういった重みづけはやはり必要だろうと私は思うのですね。 

 そして、今ご質問があったように、例えばさわやか収集ですと、全市民というよりは、むし

ろターゲットとなる方に対して周知をしなければいけないわけですよね。それを誤ってしまう

と、全体の認知度が高ければいい、そういった話になってしまいますから、重要なのは、この

結果をどうやって次の施策に持っていくかということを十分考えていただきたいというふうに

思います。数字だけを見ていると何だかよくわからないですよね、細かいことばかりで。ここ

からピックアップをしていただいて、次の施策に活かしていただきたいと思います。 

 何となく、こうなるとごまかされてしまうような気がしますので、よろしくお願いします。 

 ほかに何かありますでしょうか。 

○奥谷委員 今の松藤先生のご意見と同じです。札幌市民へのアンケート、43.4％の回収率で

すね。それは問題ではないのかなと。アンケートの内容ですが、質問に対して回答しやすいも

のであったかと思います。 

 それと、すべてのグラフで、例えば３ページですが、さっぽろごみパト隊、そしてさわやか

収集等ですけれども、札幌市民の認知度の数字が多かったり少なかったりいろいろあります。

比較すると、赤い棒グラフ、連町会長の方、あるいは市清掃職員の緑の棒グラフが突出して多

く数字が出ていて、一般市民の方がこれを見ますと、そちらの数字の方が多いので、そのまま

絶対数としてとらえます。でも、一般市民のこの数字というのは、約1,700名でしたが、それの

何10％という割合であれば、その数字からいきますと、190万人の何割となると何十万という数

字ですよね。その数字に比較しての連町会長さん、市清掃事務所職員さんの場合、会長さんは

約100名、それから職員の方は約300名ですよね。ということであれば、圧倒的な数十万人の意

見ということを、もう少し評価してほしい。グラフの書き方なのですけれども、わかりにくい

のと、市民のアンケート結果が過小評価されているのではないかと。 

○松藤委員長 過小という意味はどういう意味ですか。 

○奥谷委員 同じように書かれるのではなくて。 

○松藤委員長 絶対数でというのですか。 

○奥谷委員 ええ。この指数のあらわし方がとてもわかりにくい。連町会長さんだったり市の

清掃職員の方たちの絶対数が小さいのに％だけ比較すると大きくなる。こういう書き方も正し

いのでしょうけれども、一般市民としては、こちらの数字がとても突出をして大きく見えてし

まいます。 
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○松藤委員長 でも、回答としては高いに間違いないです。 

○奥谷委員 ええ。 

○松藤委員長 これはしようがないですね。もう一つ言われているのは、数が少ないという意

味ですか。市民の総数に比べて。 

○奥谷委員 そうですね。 

○松藤委員長 それは、統計調査はそういうものであって、全数はできませんから、まんべん

にばらついているようにサンプルというのでしょうかね、対象を選んで、全体を代表させよう

というのが統計調査のやり方ですから、これはこれでいいのです。 

○奥谷委員 40数％という数字ですが。 

○松藤委員長 回収率ですか。 

○奥谷委員 ええ。 

○松藤委員長 回答率は、大体３割以上というのが目安ですね。 

○奥谷委員 それでも十分なのでしょうか。 

○松藤委員長 十分ではありませんけれども、非常に難しいです。 

○奥谷委員 身近なごみのことですから、市民の皆さんにはもっと多くの方に回答してほし

かったというのはあります。 

○松藤委員長 ページ数は何ページですか。 

○事務局（北嶋） 12ページです。 

○松藤委員長 量が多いとやはり避けてしまいますよね。答えにくいとか、要するに関心の高

い方が答えられた。そういった１２ページのアンケートで50％は非常に高いと私は思います

ね。私たちがやるともっとひどいです。30％ぐらい。統計調査はそんなものです。 

 それから、もう一つ言いますと、回答があった方は、バイアスがかかっているのですね。関

心の高い方が答えているから、意識が違うという見方もあるのですよ。一般的にはもっと低い

という可能性が高いですね。その辺のサンプリングの誤差とか、統計的なものを考慮する必要

はもちろんあると思いますけれども、ちょっと限界があります。これについては。 

 よろしいでしょうか。 

 では、次へ進ませていただいてよろしいでしょうか。 

 三つ目になりますが、ごみ収集方式に関するシミュレーション調査について、報告いたしま

す。 

 資料の５、これは私から説明いたしますけれども、資料５というのは20ページぐらいありま

して、非常に厚いものですから、もう一つの補足資料というのを並べてご覧いただきたいと思

います。 

 なぜ、この補足資料を作ったかといいますと、計算がかなり複雑で、いろいろな仮定をおい

ているのです。いろいろな報告で一番よくあるのは、結果だけぽっと出てきて、こうなりまし

たという。そして、数字がどんどん走っていく、これが一番恐ろしいのですね。その計算をど

のように行ったか、どのような仮定をおいて行ったかということが中心に、この３枚紙では書

いております。 
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 まず、１ページで書いてあるところで、２行目ですね。作業時間推定方法の要約と書いてい

まして、目的は全市における収集作業時間の推定です。これはどういうことかというと、追跡

調査を東区の一部でやっているのですけれども、あのときの結果は全市に拡大するとどうなる

かということを推定しなければいけないというのが目的であります。 

 大きな１番目、まずやったことは、実測値と計算値の比較。実測値というのは、２週間にわ

たって、全車に記録をとってもらったデータがあるのですね。１台ごとにどのくらい時間がか

かったかと、それと計算した結果を比較して、計算の方法が正しいということを確認しようと

いうのが大きな１番です。 

 仮定が１、２、３とありますけれども、１)は、清掃事務所、清掃工場、収集区域間の輸送距

離がある。それから、収集区域内でどれだけ走るかがある。輸送するときの速度がある。それ

から収集の区域内で走る速度がある。あと、ごみの積み込み速度がある。こういったのが重要

な変数になってくるわけです。これを各清掃事務所ごとに決めるというのが１番です。 

 ２)番、このうちの距離、①②の距離ですけれども、これは収集作業調査、２週間の調査。③

④⑤は追跡調査でまとめたということです。 

 ３)番で、一致することを確認した。 

 結果といたしまして、もう一枚の、資料５の５ページをちょっとご覧いただけますでしょう

か。 

 ５ページには図が出ていまして、横軸が実際に走った、収集作業の記録をとっていただいた

ときの時間と、縦が計算した結果で、大体同じになっていますとこれは見るのです。真ん中の

線が１対１なのです。これで確認したということです。 

 次に、３枚紙の２番に行っていただきまして、ここが一番重要なところになるのですけれど

も、５)番目で、実際にやってみますと、①②というのは輸送の距離なのです。これは週の前半

と後半で同じ地域なのになぜか違うのですね。それから測定を行った週、１週目と２週目がな

ぜか違う。こういったばらつきがでてきたものですから、全体の計算をするのに週の前半の調

査日全体の平均を使ったということです。 

 それから、６)番の③④というのは、輸送の速度と移動の速度、これも清掃事務所の場所に

よって道路が違いますから、これも変えた。そして⑤、ごみの積み込み速度は全市で統一し

た。 

 ７)番、このアンダーラインのところが一番重要なのですけれども、距離や作業速度は清掃事

務所ごとに異なるが、おのおのの所管区域内では一定とする。つまり、北区ですと、清掃事務

所から北区の収集区域までの距離を一定にして全車計算すると。こういったことをやらないと

計算ができないということです。 

 次のページをめくっていただきまして、計算方法が８)番のところですけれども、求めたいの

は台数です。どうしたかというと、これは、８ページをちょっと済みませんが、見ていただき

たい。どのようにやったかというのが８ページに書いてあります。 

 収集の計算は大変難しいのですけれども、どうしたかというと、３枚紙の９)番で、１日の収

集回数を２回か３回か４回と決めます、１台が。そうしますと、時間が出てきます。それが厚
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いほうの紙の５－３という図なのですね。ちょっと分かり難いかもしれません。左から２回、

３回、４回、５回となっているのですね。１日２回しか往復しない場合は、紫っぽい輸送の時

間と収集の時間の合計で、右側の軸なのですが、３時間ぐらいで終わるのです。１日３回行く

ともっと時間が増えます。黄色い線がありますけれども、黄色い線が１日７時間の線なので

す。ここにぴったりとなるのは４回なのですね。つまり、一台の車が４回往復すると７時間に

収まりますということを言っているのですね。これからごみの必要な台数が出てきまして、そ

れが黒い線なのです。台数が左なのですけれども、10台、11台位になると。こんな仕組みで、

ごみの収集に必要な台数を計算することができます。これがステーション収集です。 

 次に、大きな３番で戸別収集なのですけれども、戸別収集は10ページの図を見ていただきた

いと思います。 

 10ページの上に家らしいものが書いていますけれども、ステーションの形は三つありまし

て、共用ステーション、一番右側の専用ステーション、そして共用ステーションの中でも戸建

てと共同住宅が混じっているところ、このようなふうになっているのですね。 

 では、ステーション収集と戸別収集、どこが違うかというと、一番左の上で、共用ステー

ションの場合は、16書いてありますけれども、ステーションは１個です。その下に行って、戸

別になると全部になります。ということは、全部走らなければいけない。つまり、移動の距離

が増えますね。共用ステーション②のところもやはり同じ。ただし、専用ステーションは増え

ません。ということは、現在のステーションの数に対してどの位戸建の家があるかで走る距離

が変わってくるということなのですね。そういった前提を立てました。 

 そして、11ページに図がありますけれども、市に依頼して、ステーション収集と戸別収集の

図を作っていただいた。現在のステーション収集はここにあって、戸別にするとこう走るので

すとやってもらったのですね。それを実際にやってみると、ステーション当たり戸建の世帯数

が増えるに従って、全体の走る距離が増えるという結果が出てきた。これは結局、きれいな値

です。 

 この値を使いますと、その下の、１１ページの下の表、これは各清掃事務所の管轄区域で、

総世帯数と一戸建の世帯数が分かっています。ステーション数が分かっています。ステーショ

ン数の共用と専用が分かっています。ですから、上の関係を使うと何倍走らなければいけない

かが出ると。こんな仕組みで、戸別収集の計算を行ったわけです。 

 それからもう一つ、小規模ステーションがありまして、小規模ステーションはどうなるか、

これも10ページを見ながらご説明したいのですけれども、一番左上のステーション数が、これ

が増えると。これが２個になったり、３個になったり、４個になったりしていくということで

す。とすると、その一番極端な場合は戸別収集になります。という考え方です。 

 ですから、３枚紙の２ページ目を見ていただいて、18)番から説明をいたしますけれども、ま

ずステーション数が増える。これが増えると何が変わるかといいますと、ごみの積み込みは変

わらない、走る時間も変わらないのですけれども、唯一、３ページの一番上のステーション当

たりの準備時間というのが増えます。つまり、これはステーションに到着して前後の時間です

ね。散らかったごみの片づけとか、サークルを取ったりとか、そんな時間が増えてくることに
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なります。 

 どうやって計算したかというと、ケースを二つ考えまして、ステーション数のみ増加すると

いうケースがある。もう一つは、さっき説明しましたように、ステーションが増えるとどうし

ても走行距離が増えるだろうということで、走行距離も増やす。同時に増やすのをケース２と

しました。 

 この場合にどのくらい距離が増えるかというケースとしては、戸別収集を使いました。これ

は最悪のケースだからです。そして結果ですが、17ページに、これは東清掃事務所の例を並べ

ております。４枚グラフがありますけれども、左上がステーション収集で、先ほど申し上げた

ように、黄色い帯が５回のところにあるのですね。その下のところを見ていただくと、10とい

うところに丸があります。ちょっと見にくいですけれども。つまり10台でいいということで

す。 

 右側の戸別収集になりますと、この棒がずっと伸びてしまって、２回しか収集できません。 

わかりますでしょうか。そして、その黄色い帯がありますね。台数はというと、25～６台に

なると。10台が25～６台になると見ていただく。 

 それから、左の下の図で小規模ステーションがありまして、これは黄色い帯が４回にかかっ

ています。15台ぐらいになる。右側のほうは、今度は移動距離を増やしてやりますと、もっと

悪くなり、ちょっと中間になってしまいますけれども、３回位になるのですね。そして17台位

になると。こういった計算をしました。 

 19ページがそのまとめでして、個別に見ると難しいのですけれども、さっき説明はしません

でしたけれども、直営と委託はやり方が違いますから、直営と委託を別にしました。一番上の

表が燃やせるごみで、左に直営、右側に委託、そしてそれぞれの中にＳＴと書いたのはステー

ション収集、戸別、小規模ステーションのケース１と２です。 

 例えば、南区、表の一番下を見ていただくと、ステーションで５台だったのが20台になって

しまいます。小規模ステーションが８と10と。一番上の表が燃やせるごみ。２番目がびん・

缶・ペットボトル、３番目が容器包装プラスチック、その下に残りの三つのごみ種と、こう

いった計算をして車両台数の算定を行ったということであります。 

 シミュレーションの計算方法については以上であります。 

 何かご質問等ありますでしょうか。 

 ちょっと質問を受けるには細かすぎるなと、私も説明していて思ったのですけれども。 

○事務局（岸田） 今、委員長のほうから、どのように客観的に調査しているかというご説明

をいただきました。あと、後ほど、その結果を受けて、ある一定の前提条件のもとで費用に換

算すると、現行ステーションからどの位年間ベースで費用が増えていくかとか、このご説明は

事務局からさせていただきますので、現段階では、この調査方法に関するご質問にとどめてい

ただけないでしょうか。 

○松藤委員長 今紹介した３枚紙の５番というところが、この結果を基にしてどうやって費用

を計算したかということを簡単に、25)番から書いていますので、後で説明される時にこれを併

せて見ていただきたいと思います。 
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 よろしいでしょうか。 

 では、シミュレーション調査の続きをお願いしたいと思いますけれども、冬期間の調査とい

うのをやりました。これは戸別収集ですね。８月に戸別収集の調査をしたのですが、同じ地域

で冬にやったということであります。ビデオがありますのでご覧いただきたい。 

 

≪ビデオ上映≫ 

 

○松藤委員長 今の調査について、実測した結果について、口頭ですけれども、申し上げたい

と思います。 

 まず、夏の調査の時間と、２トン車を比較したときの数字が大体1.2倍という数字が出てい

る。これは収集にかかる時間、つまり見通しが悪くて、行ったり来たりがあるということだろ

うと思いますけれども、それが違っているということ。 

 それから、夏の調査とそれから冬のブルーシートを使ったとき、ブルーシートを使うと、結

局、走る全体の距離はちょっと短くなるのですね。効率が複雑ではなくなるということなので

すけれども、どこにかかるかというと、ブルーシートを持っていって、引き出してくるという

のに時間がかかってしまって、さっき２トン車だと1.2倍と言いましたけれども、夏に比べると

1.3倍以上になるというような数字が出ています。 

 もう一つ、４トンと1.5トン平ボディ、これは評価が難しくて、４トン車で走って、平ボディ

車はそこだけ走るという、ちょっと足し算に、本当はただ足し算にならないのですけれども、

単純に足すと1.1倍になると。大体そんな数字が出ていますので、全体の計算のときには、これ

はどれを使うかというと、どれを使えばいいですかね、冬期の４トンとブルーシートですか

ね。このあたりを使って再度の計算をするということになると思います。 

 報告は以上です。 

 事務局と12月に打ち合わせたときは、実は雪がなくて、調査できないのではないですかと

言っていたら、過剰なぐらいの雪が降りまして、こんな状態だったということであります。 

 シミュレーション調査のことに関していかがでしょう、よろしいでしょうか。 

 それでは、二つ目の審議事項に入らせていただきたいと思います。 

 最終報告書について、事務局から説明をお願いします。 

○事務局（岸田） それでは資料６、Ａ４の紙１枚ものをご覧ください。 

 この委員会は第３回委員会で、いろいろな調査を行ってきた最後の委員会でございます。そ

れに当たりまして、この研究委員会から、アウトプットとしてどのような調査報告書が生まれ

るのか、その概要骨子をご説明申し上げます。 

 資料６でございます。 

 まず、研究調査の趣旨。今回の調査研究は、家庭ごみの収集方法を、今後そのあり方につい

て検討していくに当たって、どういった視点が大事なのか、あるいは基礎資料としてどういう

情報を集めるべきなのか、今後の判断を行うための情報の整理でございます。 

 これが調査研究の趣旨でございますけれども、それに当たりまして、まず第１章で、現在、
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札幌市におけるごみ行政とその課題はどういうところにあるのか、現状を記します。 

 第２章、第３章、第４章、裏面にまいりますけれども、これが三つの視点からの情報の整理

でございます。判断材料の整理でございます。 

 まず、第２章は、市民はどう考えているのか。現行のごみステーション、あるいは小規模ス

テーション、戸別収集に対する期待事項であるとか、懸念事項であるとか、市民の生の声を集

めたい、これが第２章でございます。 

 第３章としましては、特に同規模の政令指定都市ではどのような対応がなされているのか、

あるいは政令市の中で札幌市のごみ量はどういう位置づけにあるのか、これを客観的に見てみ

たいと。 

 裏面にまいります。第４章、これは新たなごみ収集方式、小規模であれ、戸別収集であれ、

それを移行したときに収集効率であるとか、費用であるとか、当然ながら一つの大きな論点に

なっている点について、今までにない実測値をもとにした緻密なシミュレーションを行う。そ

の結果を記していく。これが第４章でございます。 

 この報告書の一つの大きな成果としましては、今の三つの視点から、第５章でございますけ

れども、今後のごみ収集方法等のあり方を検討していくための判断材料の整理。１としまし

て、現行のごみステーションの設置基準に対する評価。現行のごみステーションに対し、市民

はどのように考えているのか、あるいは２の新たなごみ収集方式として小規模ステーション、

戸別収集、これについてどういうメリットを感じているのか、デメリットを感じているのか、

言いかえますと期待、あるいは懸念事項、そういったものでございます。 

 また、３としてこれらの収集方式につきまして、収集効率であるとか費用につきましても重

要な判断材料でございますので、それをまとめたいと。 

 また、４として今後の高齢化社会を考えまして、高齢者、障がい者への対応ということで、

さわやか収集が挙がりましたけれども、さわやか収集について、より一層深く掘り下げたいと

思っております。 

 この第５章につきましては、別途、資料７に基づきまして概要をご説明申し上げます。 

 この資料７、Ａ３判の横に大きなものでございますけれども、最終報告書第５章（判断材料

の整理）について（案）をご覧ください。 

 少し時間が迫っておりますので、早目な口調になりますけれども、ご容赦ください。 

 まず、５章の１、現行のごみステーションの設置基準に対する評価、これは一部、市民意識

調査の中でも取りまとめたことでございますけれども、改めて簡潔に整理したいと考えており

ます。 

 まず、現行のステーションは、20～30世帯に１か所、かつ100メーターにつき３か所以下とい

うことを基準にしております。この基準について市民はどう考えているのか、この資料７、向

かって右、左のほうがアンケートの実数でございますけれども、右のほうをご覧ください。 

 まず、一番上、市民全体が「現行のままでよい」というのがブルー、67.3％、赤のところ、

「もっとごみステーションの数を増やすべき」というのが12.4％、「減らすべき」1.4％。その

①の内訳といいますか、①においての内数として、一戸建てが多い地域では68.6％がこのまま
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でいい、12.9％が増やすべき等々続いております。おおむねどの区分けにしましても、市民の

ところにおきましては６割以上の方がこのままでいい、あるいは増やすべきにつきましては②

の一戸建が多い地域のうち、ごみステーションの利用世帯数が多い地域、おおむね30世帯を超

える地域におきましては、２割を超える方が増やすべきと、そういう結果になっております。 

 また、⑥⑦としまして、連町会長ほか、あるいは清掃職員の場合には、「現状のままでよ

い」というのが減り、「増やすべき」という割合が増えてまいります。これは、改めて申し上

げますけれども、この数をもってどうすべきかを議論しているのではなくて、いったん傾向を

見ているということで、現状把握ということでございます。 

 次に、１枚おめくりください。 

 １ページ目でおおむね現行のステーション方式というものが支持されている傾向にあるとい

う中で、それでは、小規模ステーションと戸別収集に関してどういったメリット・デメリット

があるのか、期待、懸念があるのか、ここは一点、向かって左のところに評価軸というような

名前で項目を並べておりますけれども、ここで少し厳密に申し上げますと、初めからこういう

評価軸を設けて、この中に市民の意見を当てはめたものではございません。全く自由にお答え

いただいて、出てきた自由な回答からこういった評価軸を作り出したものでございます。そう

いう意味から、今回の市民意識調査が自由意見というところがすごく多くて、ご負担をかけた

のですけれども、改めてこちらが想定している枠内に収めようという、そういった意図は全く

ございません。 

 1,700件の中の自由意見をすべて読ませていただきました。そうしますと、評価軸１から６、

まず適正排出の推進というのが評価軸の１、これを視点ということで二つの要素に分けます

と、利用者の意識の醸成、不適正排出の防止。評価軸２、排出スペースの設置・管理。その評

価の視点としましては、設置場所の確保、管理の容易性、カラス対策の効果、プライバシーの

保護というように六つの評価軸をさらに幾つかの視点に分けて、懸念事項、あるいは期待事項

をつかまえたものが向かって右の横棒グラフでございます。 

 まず、この横棒グラフを皆さんご覧ください。ブルーのところ、ここがメリットと考えてい

るところ、すなわち期待でございます。そして、少し棒グラフが点点点となっているのが小規

模ステーション、しっかりと色を塗っているのが戸別収集。右のほうに伸びております赤色は

デメリット、懸念事項でございます。同じく点点点となっているのが小規模ステーション、塗

りつぶしているのが戸別収集でございます。 

 ここの特徴を申し上げますので、目で追ってご確認をお願いします。 

 まず一点目、ちょうど向かって左のページの下に書いておりますけれども、まず、小規模ス

テーション・戸別収集の主なメリット、これはブルーのところでございますけれども、これは

二点、適正排出の促進、市民サービスの向上、ちょうど上のほうにございますけれども、特に

利用者意識の醸成であるとか、あるいは高齢者、障がい者の対応、あるいは利便性、こういっ

たところに小規模ステーション・戸別収集のメリットを感じていると。逆にデメリット、懸念

事項としましては、収集コストの高さ、あるいは収集効率の悪さ、労働環境の悪さというとこ

ろが対比で出てきております。ちょうどこの棒グラフの横に書いております数字は、その意見
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の数を表しています。 

 また、三点目でございますけれども、排出スペースの設置管理という項目を除きまして、小

規模ステーションと戸別収集とは、メリットとデメリットが同じ方向を向いております。ま

た、排出スペースの、上のほうでございますけれども、管理の容易性につきましては、ちょう

どメリットと感じる方とデメリットと感じる方が拮抗している、そういう状況にございます。 

 あるいは、ステーションの設置場所につきましては、小規模ステーションと戸別収集におき

まして、メリットとデメリットが逆方向になっております。 

 最後に、カラス対策、あるいは環境衛生につきましては、ごみを保管する容器の使用方法

等、こちらのほうが全く指定しておりません。ですから、前提条件の設定なしのご意見をご記

入いただきましたので、それぞれ想定される方法に応じてお答えいただいたものですから、そ

ういう前提条件を設定しなかったというところが反映されているのではないかと考えておりま

す。 

 こう考えますと、大きく何をメリットと考えるのか、デメリットと考えるのかが浮き彫りに

なってまいりました。特に、次のページでは、この戸別収集、あるいは小規模ステーションの

収集コストについて試算しております。 

 この収集コストにつきましては、少し時間をとってご説明申し上げますので、お願いいたし

ます。 

 まず、この工数につきましては、松藤委員長からご調査いただきましたその数字に基づきま

して、費用を出しております。 

 まず個別に入っていく前に、この表をご覧ください。まず、この表を見て、上から下に目を

移していただきますと、ごみの種類が出てまいります。最後に１日当たりの台数という、この

台数といいますのは収集車でございますけれども、台数が出てまいります。今度、上の方を横

の方に目を向けてください。ステーション方式、これは現行でございます。あるいは小規模ス

テーション、そして戸別収集というように並んでいます。 

 今回、ご理解いただきたいのは、この表の一番下、１日当たり台数の変化を結論としてご覧

いただきたいのですけれども、その前に、どういった前提条件でこれを算出したのか、簡単に

ご説明申し上げます。 

 まず、この表の左の一番上をご覧ください。札幌市内全域で、全ごみ種についてそれぞれの

収集方式を実施した場合の増加費用を推計したものである。なお、冬期の降雪等による収集効

率の低下等を反映していない。これは、いずれ本報告書におきましては、冬期の降雪等に関す

る考察も加えたいと考えておりますけれども、この表に載っている数字につきましては、冬期

がない、すなわち全く降雪による影響を受けなかった状態を想定しています。 

 （１）としまして、ステーション方式。これは今申し上げました20～30世帯に１か所、かつ

100メーターにつき３か所以下。「小規模ステーション」といいますのは、その利用世帯数が10

～15の現行の半分程度を想定しております。「戸別収集」につきましては、一戸建ての各玄関

先、あるいは共同住宅専用ごみステーションから収集する方式ということでございます。 

 この３に当たりまして前提とした条件でございますけれども、まず、①現行のステーション
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方式による車両台数は、平成22年の年間計画配車台数を使っております。②直営車両は、いず

れの収集方式においても現行台数と仮定し、車両台数の増加分はすべて委託車両の増加とし

た。これはまた、表の中でどのようになっているのかご説明します。③増加費用を推計するに

当たって、１台当たりの単価は札幌市の実績委託料単価を使っている。④小規模ステーション

につきましては、収集地点数のみ増加する場合、収集地点数と移動距離ともに増加する場合を

想定して、この増加費用を何々から何々というように幅を持たせて推計しております。また、

⑤としましては、清掃工場等への車両台数が集中して、収集効率がさらに悪化することも想定

はされておりますけれども、数値的には考慮しておりません。 

 参考までに、現行のステーション方式では、ステーション数が３万8,000、小規模になります

と11万4,000（※委員会終了後、８万6,000に訂正）、戸別収集になりますと38万というような

数字になります。 

 という前提条件におきまして、まず、結論から申し上げます。この結論がどこに書いている

のかは後から申し上げます。 

 ちょうど真ん中よりも上のほう、（３）ごみ収集車必要台数及び増加費用の推計でございま

すけれども、まず１点目、小規模ステーションでは、１日当たり283～338台必要となってく

る。また、戸別収集方式では、504台になってくる。こういったことを費用で換算いたします

と、ここが最も大きな結論でございますけれども、収集方式を変更した場合、小規模ステー

ションにおきましては、おおむね11億400万～21億5,100万円、戸別収集方式では、52億6,000万

円の費用の増加が見込まれると。これはあくまで費用の増加でございます。 

 この点につきまして、どこを見るとその数字が載っているのか、この表の中でご説明申し上

げます。 

 まず、一番下の行、１日当たりの台数をご覧くだい。まず、向かって左の方が台数でござい

まして、増加費用は右端の２列でございます。 

 現行ステーションにおきましては、直営が73台、委託が148台、合計221台です。それが小規

模になりますと、直営の73台は変えませんので、手間の増加分はすべて委託でいきますので、

委託が210～265台になります。合計としまして、この黄色で塗っております283～338台になり

ます。戸別収集におきましては、直営73台は変わらず、委託が431台になります。合計が504台

になります。 

 これを増加台数で見てみますと、小規模ステーションの場合は62～117台増える。戸別収集に

おきましては283台増える。これが収集効率といいますか、台数における推計でございます。 

 これを、委託分がすべて増えておりますので、委託料単価を掛けることによって増加費用を

見てまいりますと、一番右の黄色のところ、小規模ステーションでは1,104百万円、言いかえま

すと11億400万～21億5,100万円増えるであろう。戸別収集方式におきましては、52億6,000万円

増えるであろう。 

 繰り返し申し上げますけれども、この推計におきましては、冬期、雪の影響を勘案しており

ません。及び車両台数の集中による収集効率の低下、これも勘案しておりません。 

 以上でございます。 
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 最後に、市民意識調査の中でいろいろ話題になりましたさわやか収集につきまして、若干申

し上げます。 

 さわやか収集につきましては、１ページ目、すべての世代におきまして、「知っている」と

言われる方が１割未満、ちょうど真ん中のグラフでございますけれども、「聞いたことがあ

る」を加えましても、70代以上でやっと２割を超える程度、認知度が低い状況にございます。 

 また、効果につきましても、市民全体で見てみますと、「効果がある」が29.4％で３割未満

程度でございますけれども、一部知っている人に限りますと、７割近い方が「効果がある」と

答えていると。ということは、この制度の大きな問題は、認知状況にあるのだろうと。その中

で、各世代ごとにどういう状況にあるのか、これを述べたものが次のページでございます。次

のページをご覧ください。 

 20～70代まで順次同じグラフが載っておりますけれども、どのグラフも縦には「全体」と

「知っている」「聞いたことはある」「知らない」で、その方々が、横軸には「効果がある」

「多少ある」を調べております。ちょうど上から二つ目の軸ですね、これを見ていただきます

と、「知っている」と答えた方のうち７割近い方が「効果がある」と答えておられます。そう

いう面では、周知徹底することが一つの課題になっているのではないかと。今後の課題です

ね。特に、60代、70代の方が直接の対象になりますので、その60代、70代の方への周知が必要

になってくるのではないかと。 

 このように、第５章につきましては、現行ごみステーションであるとか、小規模、戸別収集

のメリット・デメリット、あるいは費用の推計、ひいては高齢者、障がい者向けの制度、こう

いったものを第５章にまとめてみたいと思っております。 

 以上で、最終報告書の骨子についてのご説明を終わらせていただきます。 

○松藤委員長 それでは、ご質問等お願いいたします。 

○湧井委員 まず３ページです。３ページの左下です。参考、収集地点数なのですが、ちょっ

とこれ確認なのですが、ステーション方式が３万8,000、これは、内訳は共同住宅が何万で、ほ

かのステーションが何万なのでしょうか。 

○事務局（藍原） 共同住宅に設置されている専用のステーションですね。これが１万4,000か

所。共用のステーションが２万4,000か所程度ということです。 

○湧井委員 ２万4,000。というと足して３万8,000。というと、小規模ステーションになる

と、１万4,000足す２万4,000掛ける２ですね。というと、４万8,000の１万4,000で、１１万

4,000になりませんね、これね。 

○松藤委員長 計算は、２万4,000掛ける３でやっています。２万4,000掛ける３プラス１万

4,000。ですから、共用の部分だけを３倍にして、専用はそのままでやっている。計算として

は。ちょっと整合性がない。 

○湧井委員 合わないですよね。それが、まず一点です。（※委員会終了後、小規模ステー

ション方式８万6,000か所（ステーション方式の約2.3倍）に訂正） 

 二点目はさっきの確認です。資料７の１ページ目。黒丸の三点目です。収集する側（市清掃

職員、民間清掃事業所職員）では、現状のままでよいが約４割、減らすべきが約３割、増やす
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べきが約２割であると。ちょっとさっきの質問の繰り返しになってしまうのですが、この減ら

すべきであるという３割というのは、これは収集する側の方が、要するに、家庭ごみ収集方法

検討の目的を分かっていて、さらに減らしたほうがいいという答えですか。それとも、集める

側で、減らしたほうが楽だなという意見なのですかね。ちょっとこれがさっきから私ひっか

かっているのですが。 

○事務局（茶谷） 収集サイドということで、市の清掃職員と民間の清掃事業所職員と一緒に

合わせた形で入っているのですけれども、その点について先ほどの資料４の13ページ、市民意

識調査追加報告というところがあります。先ほどご説明した部分ですけれども、減らすべきと

いうのが、特に民間清掃事業所の職員の方の意見が多かったものですから、そこに引っ張られ

ている感じになるのですけれども、右側にその理由を書いておりますけれども、ステーション

管理の面、ステーションが増えると管理が大変なので、もっと減らしたほうがいいのではない

のかという部分と、純粋に作業効率というところから見て、取り残しが少なくなるですとか、

作業時間が減ると、スムーズになると、そういったことからもっと減らすべきだという意見

が。今でもステーションがかなり細かくなっているので、これ以上細かになるとちょっと大変

だろうというようなところで収集側の意見があったというところです。 

○湧井委員 そうなると、市民との意識がちょっと違うところで議論しているような気がして

ならないのですけれどね。要するに、問題は、不適正排出が多いから何とかしようというとこ

ろがそもそも議論の発端なので、それを、何かここにくると急にそういうものではなくて、自

分たちが集めやすいとか、そういうのが入り込む、全部ではないと思いますけれども、一部入

り込んできているのではないのかなと。だから、例えば、市の職員が16％と民間清掃事業所の

職員が40％、こういう開きが出てきているのかなと。 

 だから、はっきり言えば、この辺はちょっと回答を、民間清掃事業所職員分は、除外したほ

うがいいのではないかなという私の意見です。 

○松藤委員長 その背景にある意見というのは違うわけですね。市民の方は、イメージとして

不適正排出をイメージしながらやっているし、市の職員は収集のことを考えてやっているとい

うことですね。それでこう書いてしまうと誤解があるのではないかということですね。 

○湧井委員 ちょっと民間が出てきたものですからね、それまでは何となく私は、多少お互い

に境界線がはっきりしないところで議論しているところもあるかもしれないけれども、いいな

と思ったのですが、民間の清掃事業所職員の意見が出てきて、急にごみステーションを減らす

というのが出てきたものですから、なぜそういうことを言い出すのかというのがちょっとわか

らなくて、全体のごみステーションの話を考えれば、少なくともごみステーションを減らすと

いう方向で本当になるのかなというのが疑問です。 

○松藤委員長 やり方は二つありますが、ここにもう少し説明を入れる。どういったコメント

があったとかですね。難しいですかね、これは。あるいは資料編のほうもちゃんと説明すると

か。 

○事務局（茶谷） 市の清掃職員のほうから見ると、収集するという効率の面もありますけれ

ども、そのほかに不適正排出をどう減らしたいのか、そのあたりの例えば指導ということもあ
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りますから、そういう観点を総合的に考えると、もっと増やすべきだという意見が相当数あり

ましたけれども、民間になりますと、収集効率ということを純粋に考えると、もっと減らすべ

きだということの違いではないかなと思います。 

○松藤委員長 アンケート用紙はつくのですか。アンケート用紙でどういう質問の仕方をして

いるかということと関係あると思うのですねが。 

○事務局（茶谷） 最後の資料編でまとめるときには、全部それをつけようと思っていますけ

れども。 

○松藤委員長 要は、どういった質問をしているかということで多分十分だと思うのですね。

条件がついているかどうか。ですから、アンケート用紙をきっちり載せれば、これは解決する

のではないかと。 

 よろしいですか。 

 ほかにございませんか。よろしいですか。 

 ２番目のお金の話についてはよろしいでしょうか。ステーションの数がちょっと違っている

ようなので、その辺だけは直していただいて。 

 それでは、事務局から、今回で３回目なのですけれども、この委員会を振り返っていただい

て、各委員から一言コメントをいただいてくれというふうになっておりますので、樺澤委員か

ら、どうぞ。 

○樺澤委員 私、西区西町連合町内会会長の樺澤と申します。実は、私ごとで大変申しわけな

いと思って、本当に皆さんにおわびしないとならないのですが、体調を崩しまして、約２か月

ほどの病院生活をしなければならない羽目に陥りまして、せっかくの機会に十分に参加できな

くて大変申しわけないと思っています。今こうしていろいろ結果について聞かせていただきま

したけれども、大変感銘しているところでございますが、私自身、十分に参加ができなかった

のが非常に残念に思っております。 

○杉浦委員 クリーンさっぽろの杉浦でございます。今、私のことを言っているのかなと思っ

たのですけれども、私も病気で入院していまして、もう本当に中抜けて参加しております。そ

ういうことで、とにかく今日もここに居ても分からないことだらけで、質問もできないような

状態でおりました。そういうことで、今後ともよく勉強して、また語っていきたいと思いま

す。 

○湧井委員 第６期廃棄物減量等推進審議会の市民公募委員の湧井でございます。 

 この報告書は、今後、特に市民の議論のたたき台になるという大事な報告書です。私は、た

たき台としてはもう十分立派なものができるのではないかと思っております。 

 そこで最後に事務局にお願いなのですが、市民に、要するに私のような市民に分かりやすい

文章で、図や表や絵を使って簡単な報告書を作っていただきたいと思っております。どうぞよ

ろしくお願いします。 

○奥谷委員 札幌消費者協会の奥谷と申します。本当に今回の調査報告、非常に膨大なもの

で、大変なご苦労だったと思います。これからいろいろなことに活用されることと思いますけ

れども、ぜひ、一般市民の方、今日もたくさんいらっしゃっていますけれども、ぜひ一般市民
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の方の意見、随時取り入れていただきたい。それから、報告書では、コストというのが必ず問

題になりますが、ごみ収集の有料化があったことですから、一般市民はこれによってごみ行政

に関してはサービス向上になることを非常に期待していることと思います。さわやか収集につ

いても、週に１回のみの収集と聞いていますし、もっときめ細やかなごみ行政をぜひお願いし

たいと思います。 

○藤田委員 私は、今日皆さん方のお話をずっと聞いていまして、勉強させていただきまし

た。私のほうは、「地方自治研究機構」といいまして、全国の1,727の市町村をお相手にしなが

らいろいろ調査研究をしているのですけれども、今回、政令市の実態、こういうごみの関係に

ついてですね、それから大規模な市民の意識調査も行って、その分析もさせていただきまし

た。それから、各委員の先生方にも実施調査もさせていただいて、今回こういう調査結果が出

ました。私もこういう仕事に携わって４年なのですが、今回、市民の先生方とこういう真剣勝

負、ある面ではですね、こういう研究会をさせていただいたのは何か初めてという感じで印象

を持っていまして、厚くお礼を申し上げたいという気持ちでいっぱいです。 

○石井委員 札幌市の清掃事業担当部長の石井でございます。今回の家庭ごみ収集方法等に関

します調査研究ということで、これまでにない規模での市民意識調査、そういったものを実施

しました。それから、委員からもお話がありましたけれども、実際に清掃事業に携わっている

人たち、それから、町内会等でごみ問題に対してご苦労されている連合町内会長さん、それか

らボランティア活動をされております団体でありますクリーンさっぽろ衛生推進協議会の方、

それぞれの立場で意識調査というものが出てきて、多角的な視点からの意識調査の結果が出て

いるのかなと思います。 

 ただ、今回は特に触れておりませんけれども、ごみの収集というのは、排出をして、収集を

して、そこで終わりではなくて、最後に処理をすると、そういう段階がございます。今回は松

藤先生の調査の中でも、搬入については一応一定の条件でやっておりますけれども、例えば、

小規模ステーションなり、それからステーション方式にした場合の、先ほど事務局からお話が

ありましたとおり、台数が2.5倍だとか、そういうように相当増えるということで、札幌市で

は、今清掃工場が４工場から３工場に減りました。そういうことで、例えばそういった台数が

増えたときの搬入施設での、いわゆるソフト面ではなくてハード面の整備、こういったものが

影響するのだろうかとか、それから搬入道路についてはどうなのか、周辺住民にどういう影響

を与えるのか、そういったことは今後分析をする、そういったことも重要になってくるのでは

ないかなということで、今後の調査にこれは期待をしなければならないというふうに思ってお

ります。 

○大友委員 札幌環境維持管理協会の大友でございます。この委員会につきましては、市民

サービスの向上とコストの問題という相反するものをどう整合性をとるかということなもので

すから、改めて戸別収集なり、小規模ステーションなり、相当お金をかけなければならないと

いうのは改めて認識をいたしました。 

 今後は、最終的にこの報告を受けて、市民の意見を受けながら、最終的に札幌市さんのほう

で検討すると思うのですが、いい資料ができたのではないかなと思っております。 
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 以上でございます。 

○朝野委員 宅地建物取引業協会の副会長をやっております朝野でございます。私のほうは、

共同住宅のマナーがという観点から別な委員会がございまして、そこからのあれもあるのです

けれども、これから、私らの管理のほうとはまた業法が全然別個なものですから、不動産の取

引業務と管理とは全然別な問題という考え方なのですけれども、兼業しているところが随分多

いのです。私の団体で1,500名ぐらいの会員がいるのですけれども、その1,000名近くは取引業

務もやっているし、管理業務もやっているということなので、できれば、うちの団体のほうも

徹底して皆さんで、会員に協力をしてもらって、共同住宅のマナーの、結局、不適切な出し方

をしているというのが一番問題だろうと思うのですけれども、そういうことをこれからも努力

していきたいと思うのですけれども、これは前の委員会、ここの委員会でなくて、別の委員会

でも私疑問に思っていたのが、結局、19の政令指定都市の中で、実質的に今有料化をしている

のが７政令指定都市だけなのですね。果たして、かかるかかると言っているけれども、ごみを

有料化にしてから１年間、どのぐらいの収入が札幌市にあったのかとか、こういうことが一つ

も出てこないで、かかるものだけを摘出してということ、僕自体はそういうことでこの上の委

員会がありますので、そこの場できちっとした報告を聞かないと、かかるものはかかるのは

はっきりしているわけですから、細かくしようが、どのような形にしようが、その点をちょっ

ときちっとした報告がなければ意味がないのではないかなという気がするのですけれども、余

計なことを言って大変失礼だと思いますけれども。 

○佐川委員 私は、障害者団体の代表としてこの委員会に参加させてもらいました。今まで私

ども団体として、市のほうにいろいろごみに関する要望等は行ってきたわけですけれども、こ

の委員会に参加させていただいて本当にいろいろ勉強をさせていただきました。そして、名古

屋に実況見分も行かせていただきました。名古屋のなごやか収集制度、本当にきめ細かな業務

をやっていらっしゃることを本当に感心しました。是非、先ほど私も言いましたように、札幌

市でも高齢者、それから障がい者を含めて、認知も含めて今後とも施策のほうに反映していた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○吉田委員 北海道大学の吉田です。一つは、報告書の概要版と、それからディテールも入れ

てその前提を書いたやつ、二つを是非つくっていただきたいということと、それから、ごみ減

量の問題が背景にあって、今、有料化が幾ら、手数料がという、そっちの委員会もやっている

わけですからあれですが、20数億円の収入があって、それを減量施策に使ったということなの

ですが、同時に、370億円のリプレース代が浮いたという評価がありまして、問題は、戸別収集

をやった場合に確かにコストがかかるわけですね。それで、結局それはほかの社会福祉とか全

体の費用の中でそれをどのぐらいの、それでいいのかどうかということも含めて、それから先

程のごみ減量にかかる費用や、それから浮いたことによる篠路の工場を建て替えなくてもいい

という、そういうことも含めた全体的な判断ということになってくると思うのですね。それは

市議会や市長がある程度データを出して、それを市民がやっぱり議論することで、いわば少子

高齢化、財政難の中で、どこに政策の重点を置いて市政を展開していくかという、非常に重要

な問題が今後控えているわけです。そのための基礎的な資料を、この委員会で一つの資料を出
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したというふうに私は考えております。 

○松藤委員長 私は、実はごみの研究は収集から始めて、小湊さんには大変昔お世話になった

のですけれども、当時と比べてみますといろいろな驚きが実はありました。収集というのは、

一般的に焼却とか、ああいったことに対して非常に軽視されるのですね。収集は大体何の研究

をやるかというと、委託化の問題か、機械化の問題しか話が出てこないのですね。実は収集の

詳細についてのちゃんとした研究は見たことがありません。それに対して今回の収集の研究を

担当させていただいて大変良かったと思っています。 

 いくつか感じたことがありますけれども、一つは、昔、20数年前の収集作業に比べて、現在

の作業はいかに大変かということ、これは実感いたしました。昔ですと、時間が結構余ってい

て、事務所にはテニスコートも野球場もある、そんなのを見ていて、私はずっと思っていたの

ですね、収集って何か時間が余っているのではないかと思った。とんでもないですね。実際暑

いときは非常に大変な作業で、もうびっくりしました。そんなのを実感できたというのが一

つ。 

 それから、今回はこういった研究ですから、市と一緒にやれたというのは、これは大変良

かった。例えば、私たちがやる調査は限られていますけれども、市がやると凄いですね。市に

ある全部の車のデータをとってしまうのですから。こういったことができたというのが今回の

委員会の非常に良かった点だと思います。 

 それから３番目には、そういったことをやって確かな根拠というのは得られた。ごみの世界

というのは、何となくそう思うで動いてしまう世界なのですね。前回、この前にやった40億と

いう数字があるそうですけれども、どうも根拠がよくわからないのですね。それに対して、今

回細かいところから始めて積み上げた数字がありますから、いろいろな誤差はあると思います

けれども、そういう意味では非常にいい例ができたと思いますので、その点は非常に良かった

と思います。 

 ただ、収集に関してはさまざまな課題が残っていまして、実は収集の区分をどうするか、分

別をどうするか、頻度をどうするかという問題がありますし、それから、さわやか収集の新し

い問題もありますし、もう一つは、去年伺った話で、収集の会社が八つあって、どうやって割

り振るかとか非常に難しい問題だそうですね。さっきハードと言われましたけれども、実はソ

フトが非常に難しいのですね。日によって集めるのが違うと。区によって行ける会社が違う。

どうやってやるか。職員が１週間かかったそうです、割り当てね。そういったソフト的な問題

も解決しなければいけないし、あと清掃工場が減ってしまいましたから、休炉になったときど

うするか、これまた大きな問題ですよね。ソフト的な課題がたくさんあるというのをまた認識

しております。 

 最後に、委員会のこういった結果というのは、どうもアリバイ的に使われるケースが結構

あって、やりましたで終わってしまうということにはならないように、この結果をちゃんと活

かして、私途中で言いましたけれども、政策にきっちり活かしていただいて、さっき言われた

きめ細かい対策を是非やっていただきたいと思います。 

 以上です。 
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 以上で、ひととおり伺いましたので、事務局にお返しします。 

 

４．その他 

○事務局（岸田） それでは、長時間、もう時間を15分オーバーしております。長時間のご審

議どうもありがとうございました。 

 時間をオーバーしている中に、最後に、本委員会を締めるに当たりまして、強力に推進して

いただきました松藤委員長及び主催者でございます地方自治研究機構の藤田から、一言ご挨拶

を申し上げたいと思います。 

 松藤委員長よろしくお願いします。 

○松藤委員長 先ほどちょっと話したいこと言ってしまったのですけれども、大変良かったこ

と、こういった市と一緒にやれるということは良かったので、是非そういった、私が普段考え

ているのは、研究がやはり行政と繋がらないと活かされない。私たちの廃棄物の研究、現場で

生きなければ意味がありませんから、そういったニーズを上げていただいて一緒にやるという

ことを是非またお願いしたいと思います。 

 もう一つは、実は作業が非常に大変でして、先ほど病気されていたと、私も寝込むぐらい大

変で、大変な思いをしました。要求が非常に厳しいので、是非時間をもう少しかけさせていた

だきたいというのがお願いであります。 

 私自身は大変勉強させていただいて感謝しております。ありがとうございました。 

○事務局（岸田） また引き続き、報告書の完成に向けてご協力お願いいたします。 

 そうしましたら、地方自治研究機構、藤田局長お願いいたします。 

○藤田局長 委員の先生方には、本当にお忙しい中をありがとうございました。このごみ収集

方式という市民の皆様方に直接、密接関係する、そういう大きなテーマでございましたけれど

も、真っ正面からこういうテーマを選んで実際に調査研究を行ったというのは、僕は初めてで

はないかなというふうに思います。そういう面においては、札幌市と私どものほうの共同調査

研究事業でありましたけれども、札幌市さんのほうに私は敬意を表したいというふうに思いま

す。 

 それから、松藤先生には、本当にお忙しい中を委員長という重責を担っていただきまして、

ありがとうございました。また、先生には自らシミュレーションもしていただきまして、大変

貴重なデータを頂戴いたしました。先ほど先生のお話もございましたけれども、私のほうで

も、大学と私どもの機構がこういう調査研究を１対１で行ったというのは私も記憶がございま

せん。そういう面におきましては大変貴重な財産が得られたというふうに思っています。 

 今回のこの調査研究につきましては、来年度、恐らく札幌市さんのほうで、このごみ収集方

式についてまたご検討がされるようでございますから、大いにご活用いただければありがたい

というふうに思っています。 

 終わりになりますけれども、先生方には本当にお忙しい中ありがとうございました。今後と

もどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。 
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４．閉  会 

○事務局（岸田） それでは、これをもちまして、昨年６月から実施してまいりました家庭ご

み収集方法等に関する調査研究、この委員会を終了させていただきます。 

 １年間どうもありがとうございました。 


