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場所：札幌市民ホール２階 第１会議室  
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１．開  会 

○事務局（岸田） それでは、定刻となりましたので、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１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。 

 本日の委員会ですけれども、ただいま１３時から１５時までの２時間を予定しており

ます。お手元に配付しました次第に従いまして行っていきますけれども、長時間にわた

る会議となります。よろしくお願い申し上げます。 

 なお、この委員会につきましては公開で行います。会議録、関係資料等につきまして

もホームページにより公表いたします。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。 

 申し遅れましたけれども、私は、今回の調査研究の事務局を務めます財団法人地方自

治研究機構の岸田と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは初めに、本日の資料確認をさせていただきます。お手元の資料をご覧くださ

い。 

 まず上から、委員会次第、委員名簿、座席表。 

 その次からがご審議いただく資料でございます。まず、「資料１ 調査研究企画書

（案）」「資料２ 札幌市におけるごみ行政と課題の整理」「資料３ 市民意識調査概

要・調査票（案）」。最後に、札幌市のごみ行政に関するパンフレット及び地方自治研

究機構のパンフレット。 

以上、８点ございます。おそろいでございましょうか。もし不足などございましたら

係にお申し出ください。 

 

２．あいさつ 

○事務局（岸田） それでは、次第の２にまいります。 

 審議に先立ちまして、本調査研究の主催者である札幌市と財団法人地方自治研究機構

よりごあいさつ申し上げます。 

 初めに、札幌市環境局長の中村よりごあいさつ申し上げます。お願いいたします。 

○中村局長  皆さんこんにちは。札幌市環境局長の中村でございます。 

 本日は、皆様何かとご多用の中、家庭ごみ収集方法等に関する調査研究委員会にご出

席をいただきまして誠にありがとうございます。 

 また、札幌市の廃棄物行政に日ごろからご理解とご尽力をいただきまして、改めてお

礼を申し上げる次第でございます。 

 もうご承知のように札幌市では、ちょうど１年前の７月から新ごみルールのもとで、

家庭ごみの有料化ということも主眼としました新たなルールでこの１年間を、あとわず

かで１年となるわけですけれども、おかげといいますか、市民の力というのでしょう

か、平成２９年度までの廃棄ごみ焼却、燃やせるごみの減量化というところ、あるいは

資源化というところでは、想定以上の成果というのが出ておりまして、これも札幌市民

の不断の努力といいますか、皆様方の事業所も含めたご協力のたまものというふうに

思っております。 
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 ただ、すべてが順調かというと、なかなかそうもいかなくて、今回のテーマにもござ

いますけれども、ステーションの問題というようなことでは、やはりかなり多くの市民

の方からご意見、ご指摘がございます。 

 実は私、南区に住んでおりまして、澄川なのですけれども、すぐ近くにステーション

が敷地に隣接してありまして、今日はプラスチックの日だったのですけれども、私がご

み袋を持っていきますと、燃やせるごみの日でないのですけれども、一つ散らかってお

りまして、サークルにも入っていない。どうかしないといけないというような状況で、

見ますと、カラスの攻撃に遭ったというような感じで、朝暑い中、私は一仕事してまい

りました。そんなことは多くの市民の方もご経験されているのかなというふうに思って

おります。 

 本日の調査研究委員会は、ごみの収集方法、ごみステーションの管理のあり方といっ

た、今後継続して取り組んでいかなければならない課題について、調査研究を行うもの

でございます。 

 ご存じのように札幌市は、積雪寒冷地ということですので、ほかの都市とは違った、

市民の方にいろいろお願いしなければならない問題、収集・運搬というのも、いろいろ

な課題を抱えております。 

 財団法人地方自治研究機構様と札幌市との共同でこの検討を行っていくことにしてお

りますので、皆様方から忌憚のないご意見をいただければというふうに思っておりま

す。 

 本日は誠にありがとうございました。 

○事務局（岸田） ありがとうございました。 

 続きまして、財団法人地方自治研究機構、事務局長の藤田よりごあいさつ申し上げま

す。 

○藤田事務局長 どうも皆さんこんにちは。地方自治研究機構の藤田でございます。よ

ろしくお願いします。 

 このたびは、ご当地の札幌市と私どものほうの地方自治研究機構との共同調査研究で

あります。皆様方におかれましては、大変にお忙しい中をご参集していただきまして、

また、委員にご就任賜りまして誠にありがとうございました。厚くお礼を申し上げま

す。 

 私どものほうのＰＲを３０秒ほどさせてもらいますと、私どものほうは、平成８年に

財団法人として設置されまして、今年１４年目を迎えます。まだ若い団体でございま

す。 

詳しいことは、今日お配りしてございます地方自治研究機構のパンフレットを後ほど

ご覧になっていただければ大変ありがたいわけでありますが、大きく分けますと、私ど

ものほうでは二つの仕事をしております。 

 一つは、今回のこのような共同調査研究事業でありますとか、もろもろ各地方自治体

で携わっております問題点等において、そういう問題策の解決の検討というようなこ

と、それから、各自治体固有の問題について私どものほうで受託を受けております。そ

ういう仕事を一つ大きな仕事として行っております。 



 

─ 3 ─ 

 もう一つは、法制執務の支援事業というものでありますが、これは皆さん方ご承知だ

と思いますけれども、平成１２年４月に、いわゆる地方分権一括法が、当時４７５本の

地方自治に関する法律が改正されまして、施行されました。当時は、施行される前は、

各自治体ともに、法律が施行されますと、条例準則が流れていたのですが、地方分権に

なりましてからは、そういう準則というものは流れません。そういうものに伴いまし

て、私どものほうで少しかのお手伝いをさせてもらおうと、そういう法制執務に関する

支援事業、この二つの事業を行っています。 

 今回、札幌市さんと行いますのは、前段にお話を申し上げました共同調査研究事業で

あります。この共同調査研究事業でも、札幌市におけます家庭ごみの収集方法等に関す

る調査研究委員会ということで、札幌市は、お聞きいたしますと、ごみ収集におきまし

ても、各自治体に先駆けていろいろなことをやっていると伺っております。 

 今回、せっかくの調査研究でございますので、各委員の先生方におかれましては、ど

うか忌憚のないご意見、またご指導賜りますように、その結果、より良いものができま

すように心から願っておる次第でございます。短い、３回ぐらいの委員会であります。

その他にも市民の皆様方を対象といたしまして、アンケート調査をさせていただいた

り、それから、札幌市以外の都市、同じような規模、そういう大都市のごみ収集のあり

方、そういうものについても実際に事前調査を行いたいというふうに思っています。 

 また、今日、北海道大学からお見えになっています先生方におかれまして、ごみ収集

のあり方に関する調査等々についてもご協力をお願いしているということでございます

ので、この委員会は限られた時間ではありますけれども、内容的にはかなり盛りだくさ

んの内容を抱えているというふうに思います。どうかより良い結果が生まれますように

期待をいたしまして、簡単でございますけれども、私のあいさつにさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

○事務局（岸田） ありがとうございました。 

 

２．委員紹介 

○事務局（岸田） 続きまして、次第の「３．委員紹介」に移ります。 

 本日ご出席の委員の皆様をご紹介申し上げます。 

 まず、この委員会の委員長には、北海道大学大学院経済学研究科経済学部経済学科長

でいらっしゃいます吉田文和先生にお願い申し上げております。 

 先生、一言自己紹介をお願い申し上げます。 

○吉田委員長 今、ご紹介いただきました吉田です。 

 皆さんご存じのように札幌市では、ちょうど１年前に、いわゆる有料化を行ったわけ

です。大きな成果を挙げたわけでありますが、まだ残された課題もあるということで、

今回、それに関連する調査をするということになりまして、ぜひ皆様からいろいろごみ

の収集・処理にかかわるご意見やご批判、要望もどんどん出していただいて、ここは審

議会ではなくて、調査研究ということですので、かなり幅があると思いますので、ぜひ

この機会に皆さんのご意見や要望、ご批判等を出していただいて、それにこたえるよう

な調査ができるだけ行われるということを期待しております。どうかよろしくお願いい
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たします。 

○事務局（岸田） 続きまして、座席表の時計回りにご紹介申し上げます。 

 樺澤信夫委員です。 

○樺澤委員 私、西区西町連合町内会の会長をやっております樺澤と申します。 

 直接、ごみ処理の問題、地域住民の１人といたしまして、いろいろと実際にかかわっ

ている人間といたしまして、研究した内容が市民にプラスになるかと思いまして、これ

から努めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○事務局（岸田） 杉浦幸一委員です。 

○杉浦委員 クリーンさっぽろ衛生推進連絡協議会会長の杉浦でございます。 

 今日は、ひとつ私の専門でありますごみ問題ということで、皆さんによく聞きなが

ら、研究していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○事務局（岸田） 湧井準委員でございます。 

○湧井委員 昨年の１１月から第６次の廃棄物減量等推進審議会の市民公募委員の１人

であります涌井準です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今回も事前に資料をいただいておりますので、自分なりに十分勉強してきましたの

で、後ほど、複数の質問、提案をさせていただこうと思っています。よろしくお願いい

たします。 

○事務局（岸田） 奥谷直子委員です。 

○奥谷委員 皆さんこんにちは。札幌消費者協会の奥谷と申します。よろしくお願いい

たします。 

 私ども日々の生活の中で、ごみをいかに家の中に持ち込まない、買わない、そして、

できるだけごみとして出さないで、資源として出すということを日々の生活の中で考え

ております。そういう視点で意見を述べさせていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○事務局（岸田） 藤田萬豊委員です。 

○藤田委員 藤田でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○事務局（岸田） 石井和夫委員です。 

○石井委員 石井でございます。札幌市の環境局の清掃事業担当部長をやっておりま

す。私のほうからは、昨年７月から有料化、新しいごみのルールを実施して１年経過し

ております。清掃事業所等の所管をしておりますので、現場の声、こういったものを皆

様にお知らせし、調査の一端になればいいかなというふうに思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○事務局（岸田） 大友和雄委員です。 

○大友委員 札幌環境維持管理協会の事務局長をしている大友でございます。よろしく

お願いします。 

 私どもの協会は、三つある部会のうちの一つに、廃棄物部会というのがございまし

て、札幌市の委託を受けている８社で構成している部会でして、私どもは、直接、収

集・運搬を請け負っているわけでございますので、その辺を踏まえまして、今回の調査

研究、よりよい方向に持っていければと思っています。よろしくお願いします。 
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○事務局（岸田） 朝野邦夫委員です。 

○朝野委員 社団法人北海道宅地建物取引業協会副会長の朝野でございます。 

 ちょっと場違いなのかという感じを受けているのですけれども、要するに共同住宅、

アパート、そこの住民の、入居者のごみの処理の仕方が悪いのではないかという、いつ

も言われていることなのですけれども、私どもの協会は、あくまでも取引業法の関係の

団体でございまして、賃貸管理というのは、これまた管理協会というのがございまし

て、管理はあくまでもそちらのほうの部門に入るのですけれども、この管理協会が全国

組織にはまだきちっとした、国土交通省の認可をいただいておりませんので、関連があ

るのでということだろうと推測をしております。違う委員会なのですけれども、また２

５日にもあるのですけれども、そちらのほうは、あくまでも共同住宅のマナーが悪いと

いう委員会でございまして、それには出て意見を述べさせていただいておりますので、

ひとつよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

○事務局（岸田） 佐川俊樹委員です。 

○佐川委員 札幌市身体障害者福祉協会の佐川といいます。よろしくお願いします。 

 あまりごみのことに関しては、皆さん専門の方がいらっしゃるので、私どもとして

は、障がい者の立場でもし話すことがあったら話していきたいなと、そう思っておりま

す。よろしくお願いします。 

○事務局（岸田） 松藤敏彦委員です。 

○松藤委員 松藤と申します。私は、研究という立場で廃棄物にかかわって２７年にな

ります。先ほどありましたけれども、減量等推進審議会の委員、その前にもごみゼロ会

議の委員などということで、通算かかわっております。どうぞよろしくお願いします。 

○事務局（岸田） 委員は、以上の皆様でございます。 

 事務局は、札幌市及び財団法人地方自治研究機構、基礎調査機関として、財団法人北

海道未来総合研究所、この前列に座っております。 

○事務局（茶谷） 札幌市環境事業部業務課調査担当課長をしております、茶谷と申し

ます。どうぞよろしくお願いします。 

○事務局（小湊） どうも皆様ご苦労様です。同じく環境事業部業務課長をしておりま

す小湊と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（藍原） 同じく業務課調査担当係長をさせていただいています藍原と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

○事務局（小野瀬） 財団法人地方自治研究機構よりまいりました小野瀬と申します。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○事務局（北嶋） 社団法人北海道未来総合研究所、北嶋と申します。よろしくお願い

します。 

 

４．審  議 

○事務局（岸田） それでは、審議のほうにまいります。 

 以降、議事進行につきましては、吉田委員長にお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 
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○吉田委員長 それでは、早速ですが議事に入りたいと思います。 

 それで、私のあいさつは、先ほどいたしましたので、それは飛ばします。 

 本日、かなりご説明を受けて、議論しなければいけないことがあります。 

 最初に、今回の調査研究の企画書（案）について、事務局より、調査研究の趣旨や調

査方法を中心にご説明をお願いしたいと思います。できるだけ要点を絞ってお願いしま

す。 

○事務局（茶谷） 札幌市の茶谷でございます。 

 それでは、私のほうから、今回の調査研究の趣旨、位置付けなどについてご説明した

いと思います。 

 資料２－１という資料が、Ａ３判であろうかと思いますけれども、そちらのほうをご

覧いただければと思います。「札幌市におけるごみ行政と課題の整理」というタイトル

でございます。 

 初めに、今回の調査研究の背景となります札幌市におけるごみ行政の最近の動きなど

の主な点についてご説明したいと思います。そちらの資料の一番左側のほうに、最近の

主な動きということで書いておりますけれども、このうち主要な事項についてご説明し

たいと思います。 

 平成９年１０月に、大型ごみの戸別収集を開始し、翌年１月からは有料化を実施して

おります。 

 同じ年の１０月には、びん・缶・ペットボトルの分別収集を開始いたしまして、平成

１２年７月からプラスチックの分別収集を開始いたしました。 

 飛びまして、平成２０年３月なのですけれども、一般廃棄物処理の基本計画でありま

す「スリムシティさっぽろ」計画を策定いたしました。こちらにつきましては、別に、

資料ということで、「スリムシティさっぽろ計画」という資料、お手元のほうにあろう

かと思いますので、ちょっとこちらのほうをご覧いただければと思います。 

 資料の開いた右側のほうに、計画期間、それから体系図ということで書いておりま

す。こちらの計画期間は、平成２０年度から２９年度までの１０年間ということです。

平成２２年度を中間目標として、２９年度を最終目標ということで置いております。 

 それから、体系図のほうなのですけれども、基本目標として、環境低負荷型資源循環

社会（都市）の実現ということを設定し、この実現に向けまして、環境、経済、社会、

三つの側面から基本方針を定めるとともに、四つのごみ量管理目標を定めております。 

 こちらの数値目標の具体的なところにつきましては、この資料をさらに大きく開いた

一番左側に、新たなごみ量管理目標という記載がありまして、その下に数値目標という

ことで四つ記載されているかと思います。 

 まず、１点目の廃棄ごみについてです。廃棄ごみというのは、資源物以外のごみのこ

とですけれども、この廃棄ごみの減量目標ということで、平成１６年度の実績、１６年

度の実績についてはちょっと書かれていないのでわかりにくいかと思いますけれども、

１６年度の事業ごみと家庭ごみの量を足しますと８２万３,６００トンとなりまして、ま

た、家庭ごみで、１人１日の排出量ということで見ますと、６４５グラム、これが１６

年度の実績ということになります。 
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 これに比べまして、平成２２年度までに２０％以上減量、家庭ごみでは、１人１日５

００グラム以下。それから、最終目標年次である２９年度までに３０％以上減量、こち

らは、家庭ごみにつきましては、１人１日４００グラム以下という目標を定めておりま

す。 

 そのほか、リサイクル目標（リサイクル率）、焼却ごみ量減量目標、埋立処分量の減

量目標、これらの目標を定めております。 

 そして、この計画の基本目標の実現に向けまして、ごみの発生・排出抑制の促進、そ

れから、収集・処理体制の確立という施策の二本柱を置いておりまして、これに基づい

て五つの重点施策を定めております。 

 さらに、右側のほうですけれども、施策の推進方策ということで四つ定めておりまし

て、今回の調査研究のテーマについては、このうち、「推進施策１ 市民サービスの改

善」というところに主にかかわっていくというところでございます。 

 それでは、先ほどの資料２－１の年表のところに戻っていただければと思います。 

 平成２０年４月なのですけれども、ごみステーションの設置管理のルールとなります

「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」を定めております。 

 同じ年の８月には、「ごみ飛散防止ネット及びカラスよけサークルの購入助成事業」

を開始しております。 

 なお、ここには記載しておりませんが、２１年１２月からは、箱型ごみステーション

の敷地内設置の費用の助成も開始しております。 

 また、平成２０年１０月からは、地域におけるごみステーション管理の支援を行う

「さっぽろごみパト隊」を配置しまして、平成２１年４月から本格稼働しております。 

 それから、平成２１年２月には、共同住宅のごみ排出マナーの改善に向けて実効性の

ある対策を協議するため、不動産関係団体、共同住宅管理会社などで構成する連絡協議

会を設立いたしました。先ほど朝野委員からもお話がありましたけれども、メンバーと

してご参加いただいております。 

 そして、昨年７月には、燃やせるごみ、燃やせないごみの有料化、分別収集の区分の

変更などを内容とします新ごみルールがスタートいたしました。 

 また、これにあわせて、要介護者等のごみ排出支援事業、いわゆる「さわやか収集」

を開始しております。 

 以上、かいつまんでご説明いたしましたけれども、若干補足としまして、別にパンフ

レットも用意しておりますので、そちらのほうをご説明したいと思います。 

 まず、条例と要綱の抜粋ということで、「札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例

（抜粋）」などと記載された１枚物の資料があろうかと思います。 

 条例のほうなのですけれども、第３１条第２項に、家庭廃棄物の一時的な排出場所、

こちらは、ごみステーションのことですけれども、その位置は、ごみステーションを利

用しようとする市民が、市長と協議の上、定めるものとするというふうになっておりま

す。 

 また、第４項では、ごみステーションを利用する者は、市が行う家庭廃棄物の収集後

は、当該ごみステーションを清潔にしておかなければならないと定めております。 
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 また、その下の要綱の第３条第２項では、市の責務として、市は、ごみステーション

の清潔保持のため効果的な施策を立案するとともに、住民組織、クリーンさっぽろ衛生

推進員、利用する市民及び共同住宅の所有者等と協力のうえ、清潔保持を推進しなけれ

ばならないとしております。 

 一方、その次の第４条第２項ですけれども、こちらは、市民の責務として、市民は、

ごみステーションの清潔保持のため、１点目として、管理器材の有効活用によりごみの

飛散を防止すること。２点目として、当番制の採用などにより、利用者全員が協力して

行うこと。これらによりまして、自らごみステーションを管理することを定めておりま

す。 

 また、別紙のほうになってしまうのですけれども、「『ごみステーションの設置及び

清潔保持等に関する要綱』を制定しました」という１枚物の資料の中には、今、ご説明

しました要綱の主な内容について記載しております。 

 その中ほどに、共同住宅のごみステーション等に関することということでありますけ

れども、所有者等の責務ということで、住戸数を問わず、共同住宅のオーナー、管理会

社が居住者にごみの分別指導を行うことや、居住者とともにごみステーションの清潔を

保持することを定めましたということであります。 

 それから、その下の新築共同住宅にかかわるごみステーションの設置ということです

けれども、こちらは、ごみステーションの敷地内設置を要する新築共同住宅の範囲を６

戸以上のものに拡大しております。 

 また、既存の共同住宅につきましても、近隣に居住する市民とごみステーションを共

用するうえで、良好な関係を保持できない場合には、原則として、敷地内に居住者専用

のごみステーションを設置することを定めております。 

 その他、パンフレットなのですけれども、「ごみステーション管理器材の購入費助成

制度のご案内」というパンフレット、それから、「箱型ごみステーション敷地内設置費

助成事業のご案内」というパンフレットがありますけれども、こちらは今、詳細なとこ

ろはご説明いたしませんので、後ほどご覧いただければと思います。 

 それからもう１点、さわやか収集の関係のパンフレット、こちらも１枚物でありま

す。 

こちらにつきましては、地域ボランティア等のごみ出しの支援が受けられず、自らご

みをごみステーションまで排出することが困難な方で、一定の要件に該当する方を対象

としております。 

 それでは、先ほどの資料２－１のほうに戻っていただければと思います。 

 資料の中ほどに、ごみ量の推移ということで記載しております。平成１６年度には、

家庭ごみで約４９万トン、事業ごみで約４１万９,０００トン、合計で約９０万８,００

０トンのごみ量ということでした。 

 平成２１年度を見ますと、家庭ごみ約４４万トン、これは、１６年度に比較すると１

０％減ということになろうかと思います。事業ごみで約２４万トン、こちらは４３％

減、合計いたしますと６８万トン、２５％の減ということになっております。 

 これを見ますと、事業ごみの減少というのが思ったよりといいますか、かなり大きい
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ということが見えるのではないのかと思いますけれども、こちらにつきましては、一つ

の要因として、景気低迷による経済活動の影響という部分もあろうかと思いますけれど

も、それ以外の部分では、事業ごみの分別排出、それと資源化ルートへの誘導を図って

いると。 それから、産業廃棄物など、市の処理施設では受け入れをしていない廃棄

物、こちらについては、具体的には、清掃工場で監視指導員を配置しまして、検査、指

導をするというようなことを行っておりまして、そういったことが一定の効果を挙げて

いると思われます。 

 それでは、資料の右側のほうにごみの減量目標、先ほどのスリムシティさっぽろ計画

に掲げるごみ減量目標と実績値の比較ということで記載しておりますけれども、平成２

１年度では、廃棄ごみ量は約５６万３,０００トン、家庭からの１人１日当たりの排出量

は４９１グラムとなっております。ちなみに、昨年７月の新ごみルール開始後の１１カ

月で換算いたしますと３８６グラムとなります。既に目標の一部を達成している状況に

はありますけれども、今後のリバウンドの防止など、更なる取り組みの推進が求められ

ているところであります。 

 その下のほうに、新ごみルール開始後のごみ量の推移について、ごみ種ごとに細かく

記載しております。これは、平成２０年７月から平成２１年５月までの１１カ月間、そ

れと、新ごみルール開始後の１１カ月間を比較したものでございます。 

 燃やせるごみについては３３％減、燃やせないごみについては６９％減となってお

り、廃棄ごみ全体では３７％減となっております。 

 また、資源物のリサイクル量は約２.２倍ということになっておりまして、特に、容器

包装プラスチックについては３１％増ということになっております。 

 続いて、２枚目の資料の２－２をご覧いただきたいと思います。左側のグラフのほう

は、新ごみルール開始後の不適正排出の割合をごみ種ごとに調査したものであります。 

 平成２１年７月の時点では、燃やせないごみで３１.４％、燃やせるごみで４.９％の

不適正排出がありました。これは、全ごみ種を見ますと８.８％ということになります。

このうち、燃やせないごみについては、突出して高いということなのですけれども、中

身を確認すると、曜日間違いが多かったということであります。全市で、燃やせないご

みの収集日については９割が変更になったということでして、収集日カレンダーを用意

したのですけれども、まだその中身が浸透していなかったということがあったのではな

いだろうかと思います。 

 これが、今年の５月の状況を見ますと、燃やせないごみで４.４％、燃やせるごみで

２.７％、それから、全ごみ種では４.１％まで減少しております。依然としまして不適

正排出はあるものの、総体として見ますと、大分落ちついてきているということがいえ

るのではないかと思います。 

 続きまして、資料の中ほどに、ごみステーション数の推移について書いております。

上のほうには、区別のごみステーション数を記載しておりますけれども、区ごとにはば

らつきはありますけれども、１ステーションあたりの世帯数につきましては、中央区を

除いて、平均で２３から２７世帯、その間にあるということになっております。 

 中央区につきましては、共同住宅の専用ステーションが多いということがありまし
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て、平均で１８.４世帯という数字になっております。 

 ごみステーション数の推移をその下のほうに記載しておりますけれども、現在、ス

テーション数は約３万７,０００カ所ありまして、そのうち共用ステーション、共用ス

テーションというのは、戸建て住宅に住んでいる方と共同住宅に住んでいる方が共同し

て使うケース、それから、戸建て住宅の方のみが共同で使っているケースがあり、これ

らを共用ステーションといっているのですけれども、こちらは６４.３％。それから、専

用ステーション、これは、共同住宅の専用という意味なのですけれども、こちらについ

ては３５.７％ということになっております。 

 なお、専用ステーションのうち、敷地内にあるものが１万９２０カ所、路上にあるも

のが２,３５１カ所ということになっております。 

 また、その下のほうに参考ということで記載しておりますけれども、住宅の建て方別

の世帯数ということに着目いたしますと、一戸建ては３３.８％、また、共同住宅は６

３.１％ということになります。 

 続きまして、右側の「２ ごみ行政に対する市民意識」ということでございます。こ

れは、新ごみルール開始後の昨年１１月から１２月にかけて、市内の満２０歳以上の方

１,５００人を対象としまして意識調査を行ったものです。回収率は８４.７％、回収数

は１,２７０ということでございます。 

 ごみ減量・リサイクルに対する意識ということですけれども、上のほうにありますよ

うに、８７％の方が意識は高まっているというふうに回答しております。 

 また、具体的な取り組みについても、雑がみや枝・葉・草、あるいは、びん・缶・

ペットボトル、容器包装プラスチックなどの分別に対する意識ですとか、ごみ減量のた

めの取り組みが活発化しております。 

 続きまして、資料の３枚目、２－３をご覧いただきたいと思います。 

 家庭ごみ有料化のルールについてですけれども、こちらは、約８割の方が、公平な

ルールというふうにとらえております。 

 以上のことから、新ごみルールについては、ごみの減量・リサイクルに対する理解や

意識、また、具体的な行動として大きな効果が出ていると思われます。 

 ただ一方で、引き続き検討していかなければならない課題というのがございまして、

こちらについては、ごみステーションの関係がございます。 

 その下のほうに、使用しているごみステーションに問題を感じていますかということ

で聞いたところ、約５割近くの方は、特に問題ないというふうに回答しておりますけれ

ども、一方で、約４割の方が問題があるというふうに感じております。 

 その主な理由としましては、正しく分別されていない、収集日・時間が守られていな

い、カラスなどに荒らされてごみが散乱している、そういったことなどが挙げられま

す。 

 また、中ほどにごみステーションの管理・清潔保全の状況ということで書いておりま

すけれども、こちらは、ごみステーションの管理等について、当番で行っているという

回答が２０.９％、アパートやマンションの管理人が行っているのが２６.６％、特定の

ボランティアが清掃しているが１９.７％という結果となっております。 
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 これにつきましては、今回の調査研究の中でさらに掘り下げていく必要があるのでは

ないのかと考えております。 

 また、この意識調査の中で、ごみ減量・リサイクルをさらに高めるための提案、要望

ということで、自由記載欄を設けて書いてもらいました。 

 その中で多かった事柄ということでまとめておりますけれども、１点目として、収集

体制（戸別収集、収集時間、収集回数など）に関するものということがありました。そ

れから、ごみステーションに関すること、そのほか、ごみの発生・排出抑制、分別区分

に関するものがありました。これを受けまして、右側の「３ ごみ収集方法等に関する

課題と検討事項」ということですけれども、こうした意識調査の結果などを踏まえます

と、ごみ収集に関する課題としては、１点目として、収集体制に関する課題、２点目と

して、ごみステーションに関する課題が挙げられます。 

 この調査研究では、こうした課題に対応するため、他都市調査、市民意識調査、収集

方法のシミュレーションということを行いまして、収集方式、具体的にはステーション

方式、小規模ステーション方式、戸別収集ということになりますけれども、これらのメ

リット、デメリットの整理。 

 それからもう一つ、ごみステーション管理などについての効果的な対策の整理、こち

らを行っていきたいというふうに考えております。 

 それでは、資料１－１、企画書（案）をご覧いただきたいと思います。 

 ただいまご説明いたしました事柄につきましては、この企画書（案）の第１章に相当

するところでございます。 

 今回の調査研究の位置付けということでございますけれども、この調査研究委員会

は、審議会のように今後の方向性を議論して、一定の施策を市に提言するというもので

はございません。企画書（案）の左の上のほうに、調査目的ということで書いておりま

すけれども、ごみ収集やごみステーションなどに関する課題に対応していくために、一

つとして、「収集方法の改善による方策」、もう一つとして、「その他の方策」、そう

いったことについて、他都市の事例などを踏まえて調査研究を行い、今後のごみ収集等

のあり方の判断材料となる基礎資料を作成、提示することを目的としております。 

 この資料の一番下に、第５章ということで、ごみ収集等に関する課題に対応していく

ための方策ということで書いておりますけれども、この部分が、今回の調査研究の結果

に相当する部分ということになりますけれども、これにつきましては、例えば札幌市は

どのような収集方式を行うべきであるといった結論を出すものではありません。今回の

調査研究は、あくまでも判断材料の整理ということでありまして、この調査研究の報告

を受けまして、次のステップで市民議論を行っていきたいというふうに考えておりま

す。 

 もちろん、直ちに実施できるものについては、すぐにでも取り組んでいきたいと考え

ておりますけれども、例えば収集方式など、大きな事柄については、次の段階の市民議

論を経て、実施について検討していくこととなります。 

 今回の調査研究は、今後のごみ収集などのあり方について、その基礎となる重要な部

分を担っているということをご理解いただきたいと思います。 
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 以上で、私からの説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、調査方法などについて、地方自治研究機構からご説明したいと思いま

す。 

○事務局（岸田） それでは、同じく資料の１－１、企画書（案）をご覧ください。 

 今、札幌市のほうから、札幌市のごみ行政の現状と課題について説明がありました。 

 また、この調査目的と、最後の、どういうことを整理していくのかというアウトプッ

トについての説明がありました。 

 今、改めて資料の１－１をご覧ください。それぞれ五つのブロックに分かれまして、

第１章から第５章まで、報告書イメージの形で記載しております。 

 具体的に今、２章、３章、４章につきまして、何をどのような手順で調査をするの

か、そのことについてご説明申し上げます。 

 まず、第２章でございますけれども、他都市の事例を調査研究する、参考にしてみた

い。そして、他都市の候補としましては、実際に戸別収集を行っている、ここに記載し

ております名古屋市、大阪市を始め、道内の石狩市、恵庭市、滝川市などです。この中

で政令市などを対象にしているのは、規模の観点からであり、また、積雪地という観点

から道内市を選んでおります。 

 また、戸別収集ではないのですけれども、より札幌市よりも小さなステーション、札

幌市が２０戸あるいは３０戸をひとまとまりとしたステーションであるのに比べて、お

おむね１０戸ぐらいをステーションとした小規模ステーションを実施している政令市、

広島市、北九州市、そういったところを主な調査対象としております。 

 ここには、画一的なアンケートをするとともに、現地調査を行って具体的な声を聞い

ていきたいと。 

 その調査項目としましては、おおむねこの四つ、収集方式導入経緯、あるいは定量的

な項目として、収集効率であるとか、あるいは経済性であるとか。あと、定性的項目と

しまして、住民の意識、交通への影響、あるいは高齢者への配慮、コミュニティ活動へ

の影響、そういったこと。 

 あと、最後に、ステーション管理の問題点としましては、不適正排出の状況、管理支

援の内容、あるいは共同住宅の対策、カラス対策、ごみ排出支援、こういったことを調

査項目として調査してまいります。 

 次に、市民に対する調査でございますけれども、おおむね７月中旬から７月下旬あた

りで、２０歳以上の無作為抽出４,０００人を対象にアンケート調査を行います。 

 調査内容としましては、ステーション方式に対する多面的評価、実態の把握であると

か、課題、あるいは課題に対して行っていること、あるいは必要と思われる対策、そう

いった質問を行います。 

 また、質問項目を策定するに当たりましては、他都市の調査と同じく五つの視点、不

適正排出対策、カラス対策、管理支援、町内会・自治会の活動、共同住宅の問題、こう

いった五つの視点から調査項目を作成し盛り込んでおります。 

 この市民意識調査につきましては、具体的に調査票も今、案として持っておりますの

で、後ほど説明したいと思います。 
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 その次に、三つ目の柱としまして、この収集方式において、札幌市が行った場合、ど

の程度の工数と費用がかかるのか、具体的には、基本方針としまして五つ掲げておりま

す。ステーション方式、これは現状です。小規模ステーション方式、戸別収集方式、こ

れらに基づいて、どの程度費用、あるいは工数が変わってくるのか。調査対象のごみと

しましては、現状の６種類、中でも燃やせるごみ、燃やせないごみが焦点になるかと思

います。 

 このシミュレーションにおきましては、狭隘路、あるいは急な坂道、駐車、交通渋滞

等、こういった特殊事情、あるいはこの地の一つの特徴であります積雪、こういったも

のを考慮しながらシミュレーションを行いたいと。 

 このシミュレーションにつきましては、北海道大学松藤研究室にご協力を求めて委託

申し上げているところです。これにつきましても後ほど簡単な説明をお願いしたいと思

います。 

 次に、資料１－２、１枚おめくりください。 

 簡単に、調査体制と日程でございます。この調査体制につきましては、このような委

員会を３回行います。次回は、おおむね９月の下旬、あるいは１０月の上旬を予定して

おります。この委員会と事務局で調査を行っていきます。 

 調査日程でございますけれども、本日の第１回の委員会を受け、承認されたもと、７

月、８月、９月ということで、この三つの調査、市民意識調査、他都市の調査、定量分

析、こういったものを行い、９月の下旬もしくは１０月の委員会で中間報告を行いま

す。その中間報告で指示を受けた点につき、１０月、１１月、１２月、調査をさらに進

め、おおむね１月に予定しております委員会でお諮りしたいと考えております。 

 以上が、この調査の内容と方法の概要でございます。 

 改めて、市民意識調査について、基礎調査機関であります未来総研から説明を申し上

げます。 

○事務局（北嶋） それでは、お手元にございます「資料３ 市民意識調査概要・調査

票（案）」に基づきまして、簡単にご説明をさせていただきます。 

 まず、資料３、かがみ文のところでございますが、先ほどご説明しましたとおり、札

幌市民の方４,０００人を無作為に抽出して、７月中旬ごろ郵送でこの調査票を発送し

て、７月末を期日として、同じく郵送で回収する方法といたします。４,０００件の発送

でございますから、回収率は、多少前後したとしても、サンプル数としてはかなり優位

な数が確保できるというふうに考えております。 

 内容について簡単にご説明させていただきます。 

 かがみ文を開いていただいて、１ページ目以降につきましては、現在お使いのごみス

テーションについてということで伺っております。 

 問１は、自宅からごみステーションまでの距離。問２は、設置されている場所。問３

は、ごみステーションを使用している世帯等々を尋ねております。これは、あくまでも

現在のごみステーションの利用方法について聞いております。 

 １ページめくっていただきまして、２ページ目、問６では、ごみステーションの管理

へのかかわり方ということで、こちらのほうは、どういうふうに尋ねるかという部分、
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いろいろ迷いましたけれども、１カ月に２週間程度かかわっているところもあれば、地

域によっては隔週に数日といったところもあったので、定期的という選択肢を設定し

て、そこに自由に記載していただくということで、現状の管理の状況を伺うこととして

おります。 

 問７は、使っている器材。問８は、現在のごみステーションの状況について。問９も

同じく、感じている数点の項目について。問１０以降につきましては、現在のごみス

テーションの現状や問題点についてそれぞれ、問１０では、ごみ出し対策の実施・検討

状況について。問１１では、カラスや猫などの対策。問１２は、ネットや箱型ごみス

テーションなどにごみを入れない人がいる場合の対策。問１３では、他の地域の方が出

されるごみについての対策といったものを尋ねております。 

 ６ページ以降は、ごみ収集方法などに対する考え方についてお伺いしております。 

 まず、６ページから７ページにかけて、問１４ということで、先ほど一部説明もあり

ましたけれども、現在、札幌市が取り組んでおります各事業の認知状況であるとか、そ

の効果について尋ねております。 

 続きまして、７ページ下ほど、「まずはじめにお読みください」という記載がござい

ますが、札幌市では、ステーションの数は、２０から３０世帯につき１カ所、かつ、１

００メートルにつき３カ所以下といった基準をお示しさせていただいた上で、この設置

基準についてどう思うかを尋ねる、理由も含めて尋ねる部分が一つ。 

 １枚めくっていただきまして、８ページでは、小規模ステーション方式についてでご

ざいますが、これは、もう少し具体的に幾つか設問を設定する必要があるのかというよ

うな検討もあったのですけれども、その場合には、小規模ステーションを導入した場合

にこれぐらいコストが上がるだとか、もっと具体的な条件を示さなければいけない。現

時点では、なかなかそれが難しいということで、自由に意見を尋ねる形。 

 問１７につきましても、同じく戸別収集について自由に意見を尋ねております。 

 続きまして、９ページ、１０ページは、いわゆる個人属性といわれる部分で、性別で

あるとか年代であるとか、世帯構成であるとか、お住まいの住宅について。それから、

１０ページに移りますけれども、問２３では、お住まいの区について。問２４では、現

在お住まいの地域についての区分、一戸建てが多いのか、共同住宅が多いのか等々。そ

れから、問２５では、ごみ問題に対する関心についてといったものを聞いております。 

 今お話ししました９ページ、１０ページの個人属性につきましては、相当程度のサン

プル数が確保できると思いますので、こういうような答えをされた方は、いわゆるクロ

ス集計という形で、回答者を性別なり年代なり地域なり、そういったもので絞って、ま

た深掘りをして検討してまいりたいというふうに考えております。 

 以上、簡単ですけれども、アンケート調査についての補足説明は、以上でございま

す。 

○事務局（岸田） 以上が市民意識調査でございまして、これはちょうど７月末でござ

いますので、８月に集計し、速報では、この委員会前にもお配りできるのではないかと

期待しております。 

 最後に、第４章でございますけれども、それぞれの収集方式におけますシミュレー
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ションにつきまして、松藤委員から何か補足説明等ございましたらお願いいたします。 

○松藤委員 私たちが担当するのは、ごみ収集体制に関することで、なぜ私たちがやる

かということなのですが、先ほど２７年前からごみの研究をやっていると申し上げたの

ですけれども、一番最初に行った研究が収集でして、当時、ごみの収集車を追いかけて

時間を書き取るということもやりましたし、私は、有料化が始まった時の収集の分析を

やったというようなことがあります。 

 具体的にどのようにやるかというのは、詳しく説明はいたしませんけれども、要する

に収集というのは、事務所から出発して、積み込みをして、工場へ行ってまた戻って、

搬送がありますけれども、そして事務所へ戻る。そんなやり方をするわけで、大きく分

けますと、輸送の時間と積み込みの時間に分かれます。それをどうやってやるかという

ことなのですけれども、実は、今は大変進んでいまして、ごみ収集車１台分ずつのデー

タはすべてあります。なぜかというと、清掃工場に搬入された時点で、積んでいるごみ

の量とごみの種類と時間と全部そろっていると。そんなデータを使いますと、輸送路の

分析ができるだろうというのが最初です。 

 それからもう一つ、積み込みに関しては、ここで一つ重要な点で、ステーション収集

なのか共同住宅なのか、あるいは戸別収集なのか、それによって進み方が違うというこ

とになりますので、ごみの種類によって積む速度が違う。それは実測しなければなりま

せんから、それは現場で車を追いかける、あるいは、実は詳細も書いているのですけれ

ども、詳細に書いた中で、市の協力をどのぐらい必要とするかというようなことが実は

書かれておりまして、例えば先ほどの第４章の中身のところで、特殊な地域事情を考慮

するとか、あとは、地域特性別に比較する、こういったのはどういうデータが必要かと

いうと、収集地域のいろいろなデータがないとできないのです。それは市から提供して

いただかなければできないので、その後ちょっと書けなかったということで、口頭の説

明で許していただきたいと思います。 

 ９月までに予定していることは、先ほどありましたように、燃やせるごみと燃やせな

いごみ、量的には燃やせるごみが中心でしょうから、その辺を中心に行い、１１月まで

には全部行うと。冬に関しては、データの取得方法は現在ありませんので、それについ

ては別の方法で推定するということを考えております。 

 以上です。 

○事務局（岸田） 委員長、企画案につきましては、以上でございます。 

○吉田委員長 詳しく企画案について事務局と、それから松藤委員からご説明をいただ

きましたので、これまでのご説明についてご質問や確認、その他ありましたら、皆様の

ほうからぜひ、せっかくお集まりいただきましたので、いろいろあると思いますので、

どんどん出していただきたい。いかがでしょうか。 

○佐川委員 単純な質問で申しわけありませんが、私、目が悪いものですから資料が読

めないのですが、聞いた中で、平成１６年から、特に家庭ごみがどんどんどんどん減っ

ているわけですが、２１年にかけて減った中で、家庭ごみの減った最大の要因は何かと

いうことと。 

 それとこれをして、札幌市の予算に対する経費、決算のほうはやっぱり同じように減
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少しているということの推移の道程がないのですが、どうなっているのでしょうか。 

○吉田委員長 要するに資料の２－１のごみ量の推移というのがあって、これで、確か

に平成１６年から２１年にかけて減っていっているわけです。それで、いわゆるごみの

有料化前にもこれだけ減っているということで、これについての原因はどう考えるかと

いうことと、それに対応して、いわゆるごみ処理費用はどのぐらい減っているのか等の

ご質問だったと思いますが、これは、ご説明に関する質問ということで、いかがでしょ

うか。 

○事務局（茶谷） 家庭ごみが１６年度から減少している最大の要因ということでござ

いますけれども、資料２－１のグラフ、平成１６年度から２０年度ということで見ます

と、家庭ごみについては４４万トンから４１万７,０００トンということになっておりま

す。少しずつ減ってきているということですけれども、２１年度で見るとがくんと３４

万１,０００トンということで、ぐっと落ちているということになっております。２０年

度までの間につきましては、先ほどご説明しましたスリムシティさっぽろの計画等に基

づきまして、ごみの減量の推進、取り組みという部分があったのかと思いますけれど

も、一番ぐっときたのが、やっぱり新ごみルールということで、家庭ごみの燃やせる、

燃やせないごみの有料化ということが一つの大きなモチベーションになり、さらに分

別、それから資源ごみに回すということの取り組みが大きな要因になっているのではな

いのかというふうに思います。 

 それから、今、予算の関係の数字のほうは、今日手元に用意しておりませんので、後

ほどご説明したいと思っております。 

○吉田委員長 資料の２－１でいうと、ごみ量の推移としては、やはり平成１６年から

一番大きく減っているのは事業系ごみがものすごく減っていて、それで、この表で見る

と、家庭系のごみも微減しつつあるわけですけれども、ドラスティックに減ったのは、

右のほうの資料にある、やはり新ごみルール以降の減り方はかなり大きいということだ

と思いますけれども。 

 それから、ほかにもあると思うのですが、湧井委員、お願いします。 

○湧井委員 大きく分けて四つほど質問あります。 

 まず１点目から行きます。今回、収集方法という、かなり限られたテーマになってい

るので、それを念頭に置いて質問いたします。 

○吉田委員長 研究企画書のほうですか、それとも。 

○湧井委員 企画書です。すべて、企画書に対しての質問です。 

 まず、企画書の第３章の市民意識の観点からの評価、この対象者なのですが、４,００

０人を対象としています。今回、収集方法に限った調査なので、調査対象は、人ではな

くて世帯としたほうがいいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

 私なりの理由は三つあります。ごみステーションの規模というのが世帯数と比例す

る。 

それと、回答に世帯で答える時には、世帯となれば、大体１万人の市民が、ごみの減

量とかリサイクルの推進を話し合って、さらなる動機付けにもなる。３点目として、分

子のほうは４,０００人なり４,０００世帯に変わらないのですが、分母のほうが１９０
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万人から９０万世帯となりますので、意識調査にかかる費用は同じですけれども、精度

が上がるだろうと。その３点が、まず、世帯としたほうがいいのではないかという意見

であります。 

 それともう一つ、このアンケート調査なのですが、市民に対して行っていますけれど

も、市民だけではなくて、ごみの収集側のアンケート調査、そういうものは必要ないの

でしょうか。収集車は今２３０台あるというので、ごみの収集車両の作業者ですとか、

あるいはごみパト隊の方とか、ごみ収集に関する意見を相互からすり合わせて、齟齬が

ないかとか、そういうチェックは必要ではないかと思います。 

 もう一つ、これは提案なのですが、アンケート調査の追加をお願いしたいことがあり

ます。私、今年で８年か９年目ですけれども、単位町内会の衛生部長をやっています。

ごみステーションを増やすとか移転させるというのは非常に難しい問題で、なかなか協

力してもらえません。アンケート調査の中で、ご自宅の前の歩道部分にごみステーショ

ンを設置することに対して賛成できるか、反対か、そういうような質問を追加していた

だきたい思います。 

 以上、アンケート調査に関する質問です。 

○吉田委員長 とりあえず、アンケート（案）についてのご質問があったと思うのです

けれども、特に、人ではなくて世帯にというのと、それから、作業者とごみパト隊につ

いてはどうなのかというのと、質問の項目で、ステーションの設置移転について、さら

にもう少し聞けないかということだったのですが、いかがでしょうか。 

○事務局（茶谷） アンケートの調査の対象を世帯ではどうだろうかというお話ですけ

れども、今回のアンケートは、世帯ではなくて人に着目して抽出するという方式をとっ

ておりますので、どうしてもそういう方式にならざるを得ないという側面はあるのです

けれども、ただ、回答の中身を見ますと、これは、個人としてどう行動しているかとい

うよりは、ごみはどうしても世帯から出るという形になっておりますので、実質的に

は、その世帯の中で、どう答えたらいいのだろうかということで検討してもらって出し

ていただくという形になろうかと思いますので、実質的には、個人というよりは世帯で

答えているという形になるのではないのかというふうに思っております。 

 それから、アンケート、収集側からの、収集車両ですとか、ごみパト隊とか、収集側

からのそういったアンケートといいますか、調査も必要ではないのだろうかというお話

ですけれども、こちらについては、確かに必要なことだと思いますので、どういった形

がいいのかというのは今後検討していきたいと思いますけれども、そういった部分も補

足的に調査していきたいというふうに思っております。 

 それから、アンケートの項目の中に、ごみステーションの、例えば移設についてどの

ように考えるかといいますか、なかなか移転というのは難しいという側面があるという

ことでございますけれども、そういったことについて、例えば移転することに賛成なの

か反対なのかとか、それについてどのように考えるのかということについて、必要であ

れば、そこの部分については追加して検討していきたいというふうに思っております。 

○吉田委員長 湧井委員がおっしゃったのは、いわゆる仮想的質問なのですね。つま

り、あなたの家の前に置くことになった場合どういうふうに考えますかという。 
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○湧井委員 要は、ステーションのことを前提に考えています。今までの倍のステー

ションにしなければいけないのですから。その時に、私のところは町内会の方が考える

と、なかなかそれは難しいだろうと。それで、本当にできるのかなというのがありまし

て。 

○吉田委員長 ステーションを増やす場合、あり得るので。それは、そんなに追加する

ことは難しくはないと思うのですけれども、いかがですか。 

○事務局（茶谷） その点も含めて検討させていただきます。 

○事務局（北嶋） それから、先ほどの点、一応確認ですけれども、世帯ごとで無作為

抽出をすると、恐らく単身世帯の割合が非常に高くなると思いますので、先ほど説明が

あったとおり、市民から無作為抽出をさせていただきますけれども、あくまでも世帯と

してお答えいただくような形で調査をしたいと思います。 

○事務局（岸田） ２点目の収集側とごみパト隊、これにつきましては、やはり我々も

懸念しているところでございまして、ただ、アンケートがいいのか、あるいはグループ

で集まっていただいて、グループヒアリングしたらいいかということを、ちょっと方法

について検討します。 

 ただ、今、ご指示といいますか、アドバイスのありました、収集する側の意識調査と

いうものは必ず行いたいと思います。ありがとうございました。 

○湧井委員 今のところなのですが、一つ、私ちょっとお聞きしたいなと思っているの

は、同じ質問をして、集める側と出す側と考えが一致しているのかどうかというのが

ちょっと気になっているのです。 

 実は、普段の収集、トラブルとまでいわなくても、現場で発生しているのを見ている

と、そこを心配しています。 

○吉田委員長 ありがとうございました。 

 他の方はいかがですか、ぜひこの機会にご要望、ご質問その他、問題提起があればと

思いますが、いかがでしょうか。 

○佐川委員 最近は、障がい者の立場からいいますと、差別禁止条例が北海道でも制定

されたし、それから、社会福祉の立場、あるいは高齢者の皆さんもそうなのですが、ど

ちらかというと要介護者、要援護者の立場で、やっぱり戸別収集というのは本当に要望

されているのだろうと思います。 

 その中で、今、札幌市で行われているさわやか収集制度というものが、まず、どうい

うものなのかお聞きしたいのと。 

これから、他都市のこともお調べになるのだろうと思いますけれども、他都市の戸別

収集、福祉制度のあり方についても、もし今わかっている範囲で教えていただきたい。 

 この調査の中に、戸別収集の調査方法の中で、意見を書く欄が一つしかないようなの

ですが、特に、高齢者、障がい者はどういうふうな収集方法を望んでいるか、そういう

こともわかるような設問をしていただきたいと思います。以上です。 

○吉田委員長 非常に重要なご質問だと思うのですが、事務局のほうはいかがですか。 

 まず、さわやか収集そのものは、資料はあるのですけれども、これの要点と、札幌市

の調査及び実際の要望を聞けるような調査になっているかどうかというようなご指摘
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だったのですが、いかがですか。 

○事務局（茶谷） 先ほど簡単に触れたのですけれども、再度、さわやか収集のパンフ

レットをご覧いただきたいと思います。１枚物の紙ですけれども、この中で、支援を受

けることができる方の要件ということで、再度繰り返しますけれども、地域ボランティ

ア等のごみ出しの支援が受けられず、自らごみをごみステーションまで排出することが

困難な方、あるいは大型ごみを屋外へ運び出すことが困難な方で、次の（１）から

（３）のすべての要件に該当する方を対象としますということになっております。ま

た、その支援を受けるためには申し込みが必要ですということになっています。 

 具体的な要件ですけれども、（１）として、介護保険の要介護２以上の方、または、

障害福祉サービスの障害程度区分３以上の方。（２）として、親族や近隣住民、ボラン

ティア等の協力を得られない方。（３）として、同居者がいる場合は、同居者も（１）

の要件に該当することということになっております。 

 具体的な支援の内容としましては、その下に書いておりますけれども、燃やせるごみ

などの生活ごみ、これは、大型ごみを除くということですけれども、生活ごみをごみス

テーションへ運ぶことが困難な方に対して、清掃事務所が玄関先からごみを収集しま

す。共同住宅の場合については、上層階からでも大丈夫ということにしております。 

 それから、大型ごみ、こちらは、一度に３点までということですけれども、家屋内か

ら運び出すことが困難な方に対して、清掃事務所が家の中から運び出して収集しますと

いう中身でございます。 

 こちらにつきましては、他都市の状況といいますか、他都市でも同じような取り組み

をしておりますので、その状況については、整理をした上で、次回の会議以降に資料を

提出したいというふうに思います。 

○佐川委員 札幌市の障がい者に対する要件が非常に厳しいものがあるのだと思いま

す。というのは、特に、北海道は雪国ですので、毎日降ったり、その日によって、ごみ

ステーションに行くということ自体が、雪が積もって除雪車なんかが入ったら、一歩も

外へ出られない状況にあります。特に、視覚障がい者、あるいは車いすの方なんかは、

雪の上では車いすをこげません。そういうような状況がありますので、そういうことも

踏まえて、他の都市のところにはもっといい条件のものもあります。それらも調査いた

だいて、検討していただきたいなと思います。 

 以上です。 

○吉田委員長 どうもありがとうございます。非常に重要なご指摘だったと思います。

私も調査したことがあるのですけれども、小樽なんか坂道が多くて、高齢者が多くて、

やはりこういう問題に直面していて、いろいろとやっておられると思うのです。ですか

ら、他都市といっても、北海道の他都市で適用可能な事例もあると思いますし、ぜひ調

べていただきたいのと。 

 それから、そもそも去年の７月からどのぐらいの件数の申し込みがあるのか、そうい

うことも含めて、データを出していただけるとよろしいかと思うのです。 

 それ以外にいかがですか。 

○奥谷委員 定性評価の第２章、他都市の調査って出ないですよね。その場合は、調査
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する方は行政の方と。 

○吉田委員長 だれが行くかということですか。 

○奥谷委員 こういう場合、他都市というのは、本州、あるいは北海道の雪の多いとこ

ろ、いろいろなパターンがあると思うのですけれども、例えば一般市民、あるいは佐川

さんのような障がいを持たれている方だとか、実際に本当にこのごみの出し方に非常に

問題が生じている人間が直接そういうところへ行って、一般市民の方、あるいは行政の

方たちと意見の交換をするという形が望ましいのではないかと思うのですけれども。 

○吉田委員長 要するに、他都市調査に、例えば委員の方とかが参加できるかというよ

うなご質問だと思うのですけれども、その辺はどうなのですか、事務局ではどういうふ

うに考えていますか。 

○事務局（岸田） お答えいたします。こちらのほうに書いているところにつきまして

は、網羅的に私ども事務局がヒアリング等を行います。その中で、非常に参考度の高い

ところにつきましては、皆様方委員の方にご参加を募りまして、参加をお願いしたいと

考えております。 

 ただ、現状では、どの地点がベストなのか、まだご提案申し上げる時期に至っており

ません。これは、事務局のほうから、相手方のあることでございますので、日程を決め

て皆様にご連絡するという形になるかと思います。 

○奥谷委員 アンケートの問１６、１７、１８が記述式になっておりますけれども、こ

の中で、４,０００人の中で実際にどのぐらいの方たちが戸別収集を望んでいるのかとい

うはっきりした数字が出てくるところがないと思うのです。自由な記述であれば、皆さ

んばらばらに書いてしまうので、それを数値化するというのは意外と難しいと思うので

す。 

 ですから、例えば問１３とか問１０のような数値、例えば１軒１軒やって欲しいと

か、２～３軒でまとめてやって欲しいとか、我々は６軒が片道のブロックなのですけれ

ども、そのブロックの端から端までまとまって小さなごみステーションというものを

やって欲しいとか、そういう数字で現れてくるようなアンケートをして欲しいのです。 

 記述式があまり多いと、忙しい方は書いてくれないということが一つ。それと、数値

化するのが非常に難しい。できるだけ記述式は、その他で書いていただくのはいいので

すけれども、そもそもが、すべてが記述式というアンケートの書き方というのは、今の

現代人の人たちからはなかなか返事してくれないということがあるので、できるだけ数

値で、後でグラフとか何かではっきりと、札幌市民の世帯のうちの半分は、戸別収集し

て欲しいとかというふうに数字ではっきり出るものをアンケートに出して欲しいので

す。 

○吉田委員長 これは重要なご指摘なのですけれども、いかがですか。 

○事務局（茶谷） ご指摘の、特に、問１６、１７あたりかと思いますけれども、今回

の調査研究でも重要なテーマになっております、小規模ステーション方式、あるいは戸

別収集方式についてどのように考えますかということなのですけれども、こちらについ

ては、特に、あえて記述式を選択したところです。 

 といいますのは、ここの部分について、正確に賛否を問うという形にしますと、その



 

─ 21 ─ 

前提条件、例えばそれに対する予算がどのぐらいかかるのか、あるいは札幌市特有の冬

の条件はどうなのかという、ある程度前提条件を踏まえた上で回答していただかない

と、恐らく正確な意向調査といいますか、リサーチにならないと思いまして、むしろこ

の調査研究委員会の中で、そういった点を明らかにしていくということかなというふう

に思っております。それで、あえて今ここの段階では、賛否、どういう方式がいいです

かということで聞くのではなくて、それぞれの収集方式について感じている問題点、あ

るいはこういう理由で導入すべきだと考えているとか、そういうような、これからの調

査研究のヒント、とっかかりとなるような事柄、こちらを書いていただきたいという趣

旨で、自由記載ということを選択いたしました。 

 次の段階で市民議論を行うということを位置付けておりますけれども、そういった段

階では、どういった収集方式が望ましいですかと聞くことになると思います。他都市で

も、例えば石狩市で戸別収集を導入する時には、そういったアンケートを行いました

し、北広島市では、アンケートをやりまして、結局、特に戸別収集は要らないという形

で、導入しなかったということがあります。そういった意向確認は、前提の材料という

ことが整った段階で調査すべきかなというふうに考えまして、あえてここについては、

そういうような整理をいたしております。 

○松藤委員 私も今、奥谷委員がいわれたことに、全く同感だったのですけれども、よ

く考えれば、事務局の説明のとおりで、数字が出てしまうと、それが先行してしまうと

いう恐ろしさがあります。他都市の調査をされますから、そういったところでヒアリン

グをして、どんな問題点があるかとか、洗い出して、その条件を整えてから聞くという

のが正当なやり方だと私も思います。 

 それから、今の同じ質問のところで、どうかなと思うのは、例えば問の１６、小規模

ステーション方式がいいかどうかと聞く時に、実際、マンションに住んでいる方もおら

れるし、戸建てにおられる方もあるし、そういった方に対して、どういった方に聞くか

という、これは限定したほうがいいのかなと思うのです。マンションに住んでいる方に

これを聞いて、適当に答えますよね、経験がない。そうすると、偏ってしまう。ただ、

峻別はできるでしょうけれども、その辺は限られたほうがいいような気もします。 

 問１５のようなあいまいな問題は、どう答えるか、これも結構難しい。ステーション

設置基準ですね。これだったら、むしろ現在の距離をどう考えるか、そういった質問の

ほうがいいかなと思います。 

 同じように、定量的という意味では、アンケートの一番最初の問１と問２、問３、こ

れは重要なことで、現在どうやったら、どう考えるということになると思うのです。そ

うすれば、１０メートル以内と、１１から５０と、５１から、これ分けられるかという

のが出てきて、もう少し聞き方を考慮する必要があるのかなと。問３も同じなのですけ

れども、１１と１０と分かれてしまうのですね。どう答えるか、どう答えさせるかとい

うのは少し検討が必要だと思います。 

○吉田委員長 ご指摘の点は、それなりの意味を持っていると思うのですが、ですか

ら、具体的に賛否、どのぐらいというのがすぐ出てくるような調査がということなので

すけれども、それは、やはり前提条件でかなり変わってくるので、例えば実際にそうい
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う調査をやって、今後さらに詰めていく時に、要するにこれぐらいの予算がかかると

か、この程度やるとこうなるとかという条件設定で相当変わってくるわけです。だか

ら、それがなしにぼんと聞いて、そして、その答えだけが、数字が歩くということは、

やっぱり避けたほうがいいのではと思うのです。ですけれども、できるだけ今回聞ける

ところで。 

 おっしゃる心配は、自由記載にすると、時間がないから書かない人が増えるのではな

いかというようなこともあるので、それから、今、松藤委員がおっしゃったよう問題も

あるので、少しご指摘の点について、もうちょっと改善なり改良して聞いていただいた

ほうが、せっかく調査をやるわけですから、よろしいのではないかというようなことだ

と思うのですけれども、いかがですか、事務局のほうで何か。 

○事務局（茶谷） 今、松藤委員からご指摘のありました点について、もう一度設問の

ほうを精査しまして、調整していきたいというふうに思います。 

○吉田委員長 ですから、全体として、今回の調査の目的と、それから、一遍にはもち

ろんやれないわけです。ですから、目的と位置付けといいますか、例えば戸別収集やっ

ても、それから、さわやか収集なども含めた改善をやっていく場合でも、この調査を

やったから終わりというわけではないわけです。だから、いろいろなことを改善してい

く場合の基礎調査だということなので、その調査の位置付け。ですから、そういう意味

では、評価軸というのは、定性評価の場合の１、２、３と、定量評価の１、２、３、こ

れはつまり、何のために調査をやるのかということで、こういうことを評価するためだ

ということで、評価の視点、これがいいのかどうかというあたりが、先ほどの身障者

等、その他高齢者の問題もご指摘あったわけですけれども、この辺で何か、特にご意見

等がありましたら。 

 そうでなくても、ほかに何かお気づきの点があればぜひこの機会にいっていただきた

いのですが、いかがですか。 

○湧井委員 ２点ほど質問します。 

 企画書の第４章の基本方針です。基本方針で、収集方式をステーション方式、現在の

ステーション方式、小規模ステーション方式、戸別収集方式と三つここに挙げておりま

す。これなのですが、二つ目の小規模ステーション方式というのは、今の段階で限定し

たいい方をすると、ちょっとやわらかい対応ができなくなるのではないかと思っていま

して、ネーミングとしては、改良ステーション方式とかという名前にして、市民の意識

調査をしてから具体的な名前をつけてもいいのではないかと。 

 今回のごみの収集の大きな問題というか、新聞報道ですとか、私も町内会の役員を

やっていて気づいたのと一致しているのですが、要するに集合住宅からの不適正排出と

いうのは目立っているので、これはかなり大きな問題ではないかと思うのです。 

 先ほどご説明のあった住宅の建て方、世帯別でも数字が出ているのですが、世帯数が

一戸建ては３４％、集合住宅は６３％ということで、対策の重点は、一戸建てではなく

て、数の多い集合住宅の問題ではないかなと思うのですが、そういう意味で、今から小

規模ステーションといういい方はあまり適切ではないのではないかという意見です。 

○吉田委員長 この問題は、小規模ステーションで、何を指していたのでしょうか、ま
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ず、その辺も含めてもう一度確認したいのですが、事務局のほうはいかがですか。 

 あと、松藤委員の関連。 

○湧井委員 一言、言い忘れたのですが、集合住宅の問題で、問題は、戸別の管理が問

題ではないかと思うのです。一戸建ての一戸一戸と同じように、集合住宅の一戸一戸の

管理がうまくできていないから不適正排出が増えるのではないかと。ステーションとは

直接関係なくて、ステーションの数を増やしてもあまり効いてこなくて、集合住宅の一

つのステーションの管理をどうするかというのが、私はテーマだと思っているので、そ

れで、小規模ステーションというのはちょっと。 

○吉田委員長 つまり、小規模ステーションであるかどうかということではなくて、集

合住宅の場合は、管理の仕方ですね。 

○湧井委員 そちらの問題が大きいのではないかと思っております。 

○朝野委員 今、ご指摘があった集合住宅の問題なのですけれども、今ここで、新築共

同住宅関係というのが事前協議の対象になっていると、清掃事業所と、これ、去年の９

月からなのですけれども、ほとんど新規の木賃のアパートというのはあまり、建築確認

の申請が少なかったということは事実だろうと思うのですけれども、この事前協議が実

際に行われたかどうかの質問と。 

 それと今、湧井委員から指摘のあった集合住宅の問題があるのですけれども、アパー

ト、それから、鉄筋コンクリートの分譲住宅、マンション業者の販売している住宅と、

これの枠をきちっと考えていかないと、みんな集合住宅が悪いというような判断になら

れるとちょっと問題があるのです。一番問題になるのは、木賃の古いアパートなので

す。これの管理の問題が一番今、不動産業者の中の管理問題でも大変な問題になってい

るのです。というのは、新しく、木賃のアパートというのは、これから採算ベースに乗

らないだろうということで、業者があまり建ててないはずなのです。 

 ただ、３階建ての木賃のアパートというのは、これからやっぱり増えていくのだろう

と思うのですけれども、どうしても業者が建てる場合、臭気の問題が絡んできますの

で、ですから、生半可な新築共同住宅で、事前協議だとかいわないで、あくまでも建築

確認の、札幌市の条例の中で、建築指導課と打ち合わせをして、強制的にアパートの敷

地内に収集のあれをしない限り建築確認は許可しないこと、それぐらいの強い姿勢でい

かないと、この状態は僕は解消できないと思います。ただ、ちょっと不公平性が出てく

るという問題も出てくるのかもしれないのですけれども、やっぱりきついところは、き

ちんとやっていかないと、許可した以上はどうにもならなくなりますので。 

○吉田委員長 これは、調査というのは、現行の規制の仕方の問題とセットになってい

る問題なのですけれども、いかがですか、事務局のほう、この問題。 

○事務局（小湊） 業務課長の小湊でございます。 

 新築の共同住宅にありましては、一昨年の１０月から建築するものにありましては、

建築確認申請の段階で、６戸以上の住居を有する共同住宅にあっては、敷地の中に専用

ステーションをつけなさいということで義務づけておりますので、建築確認申請段階で

所管する清掃事務所と協議をしなさいということで、申請書が各清掃事務所のほうに上

がってまいりますので、そこで設置場所を確認をさせていただいて、収集場所、道路交
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通法上等の問題がなければ、そこでいいですよということで了解を得ていただいて、供

用開始する日にちを教えていただいた以降、ステーションとして、まさしく専用ステー

ションになりますけれども、収集をしているということでございますので。 

 ただ、問題となりますのは、やはり今おっしゃられたように、既存の共同住宅が一番

問題でございます。なかなか敷地にそういうスペースがないというのが現状でございま

すけれども、私どものほうは、やはり良好な維持関係が保てないというような町内会さ

んからのほうからのお声などがありますから、私どものほうでは、清掃事務所のほう

で、管理会社または所有者、オーナーの方に対して、専用ステーションの設置について

働きかけをしているところでございまして、順次、そこら辺は、やれる範囲の中でやっ

ていただいているというのが現状でございます。 

 以上でございます。 

○吉田委員長 この問題は、私も非常に重要だと思っていまして、私は札幌ではないの

ですけれども、学生用のアパートを抱えている地域に住んでいますので、一番の問題

は、つまり出す日でない時に、箱というか網かけの上に置いておくわけです。それを共

用しているわけです、管理人がいない小さなアパートで、これにもみんなカラスがた

かって、ものすごい散乱状態になるわけです。随分市が指導してもなかなかよくならな

い。これは、札幌でもそういう場所が多分あると思いますし、これは本当に大きな問題

にもなるわけです。 

 ですから、これは収集方式というよりも管理の問題とも結びついて、ご指摘のような

問題ももちろん大きいと思うのです。ですから、この調査というよりも、全体のそうい

う問題をどうするかという中で、今回、それにかかわって意味のある調査ができるなら

ば、それはうまく質問なり調査項目を設定して行うということの機会にはなると思うの

です。 

 だから、小規模ステーション方式というふうな聞き方をするのはあまり適切ではない

というご指摘があったのですけれども、その点はいかがなのですか。 

 松藤委員、何かありますか、この点は。 

○松藤委員 どう答えていいか、考えていいかわからないのですけれども、私の考え方

は、とにかく住居形態は現在ばらばらなわけで、そう考えた時に、小規模化という言葉

はあまり適当ではない。例えば、一戸建ての人にとっては、もっとステーションを増や

すかどうかという問題であって、たまたま小規模なのかもしれないと。そういったとら

え方なので、中身はあまりこだわりはないのです。 

 ちょっと違う話を申し上げると、ほとんどの話は、今はステーション管理の話になっ

ていて、実際は、ステーション収集の方式の話は別にあるのです。密度の問題とか、頻

度なのですけれども、それから分別もあるのですけれども、そういった方法の問題と管

理の問題というのがあって、一部が結びついているのです。共同住宅の場合は前に置く

ということで排出管理がしやすくなる。そういうセットになっている。その関係を

ちょっと分けて理解しておかないと混乱するのではないかと思うのです。 

 というのは、２章と３章を比べても、ほとんど対応していない感じがして。ですか

ら、今回、札幌市がやられる調査に関してのヒアリングはどこかでやっておかなければ
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いけませんから、そういったセットで聞けるような体制に組みかえる。 

 私が担当する第４章というのは、単に収集方式だけの問題です。管理は全く入ってい

ないという。そういったすみ分けというか、何をやっているのかというのを明確にしな

いと、大体ステーションの問題というのは、だれが見るとか、掃除をだれがするとか、

そんな話にだんだんなってくるのです。それは管理の問題で、このもともとの目的とは

ちょっと違うのではないかなという感じがちょっとしています。 

○吉田委員長 このテーマがそもそも、ごみ収集になってしまっているわけですから、

管理の話は大事なのだけれども、その限りにおいては、直接のテーマではないと。ご指

摘の点は大事なのだけれども、テーマ設定がそもそもそういうふうになってしまってい

る。 

○湧井委員 収集方式とはセットにしなければいけないですね。 

○吉田委員長 セットにはなるわけです。 

○湧井委員 ただ、管理の問題を聞かないのは、おかしいですよね。 

○吉田委員長 収集方式と密接には結びついているのだけれども、管理の問題をどうい

うふうに位置付けるかということですね、直接のテーマではないのだけれども、かか

わっている問題であるからということなのですよね。 

○湧井委員 同じステーションですよね。一般家庭の個々のステーションも、集合住宅

のステーションも。 

○吉田委員長 幾つかのタイプがあるわけです。集合だけのやつと、それから、普通の

やつと混ざっているステーションと、それから、そうでないというのと幾つか、つま

り、少なくとも三つぐらいは類型があるわけです。 

○湧井委員 戸別収集というのがあるものですから、最終的にはばらばらになってしま

うので、戸別収集の一戸一戸と、アパートの一戸一戸は同じですから、それを含めてス

テーションといっているのかなという意味合いでとっているのですけれども、最後は一

戸一戸なんだと、だから、やっぱり管理は関係あると思うのです、一戸一戸の話ですか

ら。 

○吉田委員長 それはそうなのですよね。 

 あとは、ここでは直接テーマになっていないのですけれども、ごみ袋に入れて出すと

いうやり方の限界というか、問題があって、これは、ヨーロッパでも、幾つかの都市

は、かなりがっちりしたプラスチックの箱に入れて、それを堆肥化して車で運ぶという

のが、実際には、収集する人にとっては非常に安全とか、そういう意味では意味があ

る、ただしコストもかかるというようなことで、ヨーロッパでは、やっているところ

と、やっていないところもあるし、ただ、将来的な方向をにらんだ場合には、日本でも

そういう問題をどうするかということはやはり考える。コストの問題もかかわってくる

し、いろいろなことを考えなければいけないのですけれども、世界的に見れば、そうい

うやり方もかなり普及しているわけです。ですから、その辺のことも含めて、今回は直

接のテーマではないですけれども、そういうことも視野に入れるということは必要だと

思うのです。 

 そうすると、湧井委員の提案というか、改善意見で、小規模ステーション方式云々と
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いう、この三つの分け方については、これ、どうしますか。 

○事務局（岸田） 今、松藤委員からご説明いただいたとおりでございまして、我々、

ステーション方式と小規模ステーション、戸別というのは、現状のステーション方式

は、２０戸あるいは３０戸が一つのごみステーションに出すわけです。自治会なり何な

りが管理していると。それを、最も究極の方式、戸別のところに出すと、そうなると、

管理はその世帯が管理になります。そうした時に、ステーションの数が相当数増えま

す。いってしまえば、極端になる、その真ん中の過程で、１０戸程度の管理をした場合

に費用はどうなるのか、あるいは管理運営責任が現状よりももっと小さなまとまりにな

るのか、そういったところを調べようとしているのです。 

 ４章につきましては、費用面からそれを分析したいと考えています。 

 不明確だとおっしゃられるのは、多分、３章のところの問１６とか、そういったとこ

ろで、小規模ステーションというのがぞろっと出ているところが不明確だという松藤委

員のご意見ではないかと思っていまして、そのとおりです。 

○松藤委員 言葉を、誤解を与えないようにしたほうがいい。 

○事務局（岸田） それと、涌井委員のおっしゃられている方式というのは、まさしく

改良ステーション方式というか、数とは別の管理の改善という意味で、別名称がまた望

まれるのではないかと思うのです。 

○湧井委員 私がいっているのは、今の段階では、小規模というアンケート調査が終わ

る前に、小規模というのは決まらないのではないかという意見です。まだそこまで決

まっていないだろうと。 

 そして、問題点は、例えば個々の一般住宅がたくさんあるところにステーションを分

ければいいという話ではなくて、集合住宅の管理のほうが私は問題だと思っているの

で、ちょっと方向が違うのではないかということもいっています、はっきりいって。 

○事務局（岸田） そこもわかります。ステーション方式にしようと、小規模にしよう

と、戸別にしようと、共同住宅に関しては影響ないわけです。ここは、そんなに大きな

影響はないので、今、湧井委員のいわれている共同住宅の問題と、ここの第４章の小規

模ステーションの費用の算出とはちょっと別の問題なのです。そうなった時に、市民意

識の中で、小規模ステーションという名称を使う質問をしていいのかどうなのか、小規

模ステーションというものに関する意識調査が望ましいのかどうなのか、その点につい

て、湧井委員は、まだ明確でもないし、出すべきではないというご意見、そういうこと

で理解してよろしいでしょうか。 

○湧井委員 極端にいえば、大規模がいいという意見になるかもしれませんよね、アン

ケート調査した結果、１カ所にもっとまとめようと、そういう意味です。 

○事務局（岸田） この点については、事務局の中で、管理と方式というのが、市民意

識調査で峻別されていないというご意見だと賜りまして、検討させていただきたいと思

います。 

○吉田委員長 わかりました。そうしたら、残り予定時間１０分ちょっとなのですが。

今の点も継続して、ご指摘の点を踏まえて検討するということで。 

 湧井委員、四つ質問があるといってましたが、ちょっと簡単に。 
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○湧井委員 簡単にいいます。今、大事な話で、第４章の成果物のところです。ここの

ところで私が聞きたかったのは、費用の比較表というのが出てきています。費用という

のは、何をもって費用としているのか。 

 それと、最後のところの、ごみの分別促進とごみの減量効果、両矢印になっていて、

収集効率だとか経済性とかありますけれども、私がいいたいのは、経済性というのは、

何をもって経済性といっているのか。両方の矢印がなぜ出ているのかわかりません。説

明してください。 

○吉田委員長 これは、費用の範囲をどこまでにするかというご質問なのですね。 

○湧井委員 それと、経済性という部分があります。費用と経済性、言葉が違っていま

すね。意味があるのですか。 

○吉田委員長 そんなに違っていないと思いますが。費用の範囲については、どういう

……。これもいろいろ、これまでの経緯と関連があると思うのですけれども。 

○事務局（岸田） これは、今、湧井委員がいわれるほどの厳密性があるのかないのか

疑問ですけれども、今、現行のステーション方式でどのような管理をされているのかと

いいますと、例えば１台のパッカー車が１日、特定時間から夕方まで走って、どの程

度、何回ある地区を往復できて、どうこうとあります。それを想定しますと、これは実

測によって、今回調査するということなのですけれども、そうしますと、１年間の排出

ごみ量をやるためには、延べで何パッカー車が要るかとか、そういった効率です、それ

が作業効率です。その結果、それを動かすための人件費であるとか、あるいはトラック

にかかるガソリン代であるとか、そういったもろもろの費用をすべて勘案したものが費

用でございます。 

○湧井委員 今のでまた質問が出てしまうのですが、今回、今のステーション方式にし

ようと、小規模ステーションにしようと、確かに違うのは収集台数ですね、今の２３０

台が倍になるだろうと、４５０台になると、そこだけ計算しても違うわけです。両矢印

にあるような、だからといって、分別の促進や減量効果が妨げられるわけではないわけ

です。一番大事なのは経済性ですよね。例えば小規模と、今の現ステーションでは、違

うのは、経済性が大きく違うわけです。 

○事務局（岸田） 経済性も違いますけれども、もし戸別とか、あえて小規模と申し上

げますけれども、ある程度、これをだれが出したのかがわかりやすい状況、戸別である

とか、小規模であるとか、そういった排出責任が明らかになってくる方式をとればとる

ほど、分別も促進されるのではないかという期待もあります。 

○湧井委員 極めて結論にいきます。要するに戸別にすればいいと思うのです、私は。

極端な話をして、戸別にすると責任もはっきりするし、問題解決です。ただし、お金が

かかると。現在で、収集業務で年間、委託の部分で３０億円ちょっと、直轄の部分を入

れると５０億円ちょっとになります。そういうのにお金がかかっているわけです。今

回、戸別に全部してしまうと１００億円以上になるわけです。それで、非常にお金のか

かる話なので、私は、お金のところをもっとつぶさなければいけないのだろうと思って

いるのです。要するに、いいのはわかるけれども、お金がかかると。それで、先ほど、

市民が議論しやすい基礎資料を作成して提出するという話ですから、要するに、いいの
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だけれども、高いのでは、市民はわからないのですよね。 

 そこで、私は経済がわかりませんので、先生方に教えてもらわなければいけないので

すけれども、市民のわかりやすいような経済性評価の数値として、例えば、ＧＤＰ（国

内総生産）とかＧＲＰ（域内総生産）とかで説明していただければ、我々市民は、お金

はかかるのだけれども、これだけの雇用も生まれるし、経済誘発力があるのも判りま

す。これを経済性のところで検討されるのかというのが、一番最終的な私の質問です。 

 その手前で、さっきのごみの収集車の話でありますけれども、現在、直轄７３台、委

託１５３台です。３対７の割合です。これは２年前に上田市長が議会で、当時、５対５

だったものを、経費の縮減を目指して３対７にするという発言をされたものです。しか

し、いまだに３対７です。３対７が、幾つがいいのかというのは出ていません。実際問

題、３対７のままですと、年間で、全部委託にすると７億違ってきます。非常に大きな

金額なのです。 

 さっきの経済性の話の前段で、そういうものを市民に示す前には、私は、直轄車両を

どの程度の割合とするのかの検討は必要だと思っているのです。やあやあ、まあまあの

話ではなくて、もっとこういうところで明確に位置付けして、直轄はどうすると、その

中で経費はどうなると、最後に経済性はどうなると、そういうものをやってもらえるの

かなと思っているので、そういう質問をしています。 

○松藤委員 簡単にいうと、それはやりません。基礎資料としては、現状を分析して、

方法を変えたらどれぐらい増えるかというという数字しか出しません。今いわれたこと

は先の話なので、比率をどうするとか、それはまた別の問題として、次年度以降、もし

やるとしたらやるということです。全く定量的なことしかやりません。 

○湧井委員 費用のところの計算はやるのですか。 

○松藤委員 費用も換算方法もいろいろありますので、台数、時間でやろうとする。だ

から比較が可能です。 

○湧井委員 お金ではなくて、台数等。 

○吉田委員長 この目的は、まずはそこまでやって、今、湧井委員がいった話も大事な

のだけれども、それは、施策の問題であるわけです、そもそも。それで、直轄と委託の

比率をどうするかというのは、ここの話では直接テーマにはなっていないわけです。そ

れは、むしろ施策の問題になってくる。議会なり市長の政策以前の資料をもんでもらっ

たほうがいいと私は思っているわけです。ただ、そのもとになるデータをできるだけ

きっちりと、主に工学的な側面から、しかし、はっきりデータが出るように出すという

のが今回の目的だと思うのです。湧井委員がおっしゃった点は大事なのだけれども、そ

れは、この調査の目的ではなくて、施策のほうの、市政と、そっちで判断していただか

なければいけない。 

 問題、大事ではないということをいっているのではないのだけれども、テーマには直

接しないということでご理解をいただきたいのです。 

○事務局（岸田） あわせてもう１点、今、湧井委員からご指摘のあった雇用効果ござ

います。この雇用効果についても、同じく施策の問題で、いわゆる現状から、これを実

施した時にどの程度のマンパワーと費用がかかるかというところまでは出てきます。で
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も、それをどう雇用に結びつけるのかとかとなってくると施策の問題になりますので、

当初これも考慮しましたけれども、今回の調査基礎資料という点からは線引きされると

ころだと思います。 

○吉田委員長 ですから、マンパワーその他についての必要な、こういうふうにやれば

こうなるというのは出てくると思うのですけれども、ここから先は施策と、ここでの議

論に使ってもらうというふうに分けたほうがいいし、そういうふうに限定されていると

いうふうに理解していただきたいのですけれども。 

○湧井委員 理解しますけれども、例えばさっき市民が議論しやすい基礎資料という話

ありました。市民は、具体的な数字というのを出してもらわないとなかなか、抽象的な

ことをいわれても理解できないのですよね。 

○吉田委員長 抽象的ではなく、具体的なデータが出てくるわけです。だけれども、そ

れは、市としてここにどれだけお金をかけて、全体の予算のバランスでどうするかとい

うのは、これは市政の判断なわけです。これは、市議会なり市長なりが私たちが出した

データも参考にしていただいて、それ以外の予算の枠組みについても考慮して、ここで

決めていただくしかないし、私は前からいっていることですけれども、ごみ減量をやれ

ば、それにかかる費用が減って職減らしになるから、雇用が増えない面もあるわけで

す。やり方次第なのですけれども、別の面で増やすということもあり得るわけです。そ

れはジレンマがあるわけです。それは十分認識しないといけないと思うのです。 

 ですから、その問題は大事だけれども、関連はあるのだけれども、我々としては、そ

れの基礎データになる、すべてではないけれども、重要な部分は提供するということだ

と思うのです。 

 それでは、もう予定の時間に、もう３時ですので。 

○佐川委員 障がい者は一般と平等の立場から、定期的に障がい者のごみ収集となる

と、恐らく経費の減少にはならないような気がします。そこのところを十分加味してい

ただきたい。 

 それからもう一つ、この調査に当たって、恐らく無作為に４,０００人選んだ時に、中

には障がい者が入っている場合があります。その場合に、例えば視覚障がい者であれ

ば、点字でなければ調査、例えばひとり住まいの者だったら、周りに読んでくれる人が

いない方もいるのです。そうすると、状況によって、点字が欲しかったら点字の調査票

をつくっていただきたいし、弱視の人だったら拡大もしていただきたい。そういう配慮

をしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○吉田委員長 わかりました。そうしたら、事務局のほうもぜひ今のご要望を押さえて

おいていただきたいと思います。 

 

５．そ の 他 

○吉田委員長 それでは、今後の予定も含めて、事務局のほうに戻させていただきま

す。 

○事務局（岸田） そうしましたら、今後のスケジュールを申し上げます。 



 

─ 30 ─ 

 次回の第２回委員会を９月の下旬もしくは１０月の上旬に想定しております。その時

には、今日ご議論いただきました第２章、第３章、第４章の概要報告、そういうものを

申し上げながら、最後の第５章についてのご議論を賜りたいと思っております。 

○吉田委員長 どうもありがとうございます。 

 ですから、さっきの他都市調査も含めて、個別に９月なり１０月までにまたご連絡が

いくかもしれませんので、その点のご了解をいただきたいと思います。 

 

６．閉  会 

○吉田委員長 本日は、長時間にわたり大変お疲れさまでした。今後とも調査研究につ

きましてはご協力を賜りますようにお願いしたいと思います。 

 これをもちまして、家庭ごみ収集方法等に関する調査研究の第１回委員会を終わりた

いと思います。 

 どうも皆さんお疲れさまでした。ありがとうございました。 


