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１．開  会 

○事務局（岸田） 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２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けれども、お手元の次第に従いまして、１５時３０分までの

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。 

 申し遅れましたけれども、私は事務局を担当しており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、お手元の資料の確認をお願い申し上げます。 

 上から順に申し上げますと、委員会次第、委員名簿、座席表、それと審議に使います資

料１として「他都市事例調査中間報告」、資料２「市民意識調査結果中間報告」、資料３

「シミュレーション調査中間報告」。 

 最後に、資料番号はつけてないのですけれども、１枚ものとして、中間報告書案につい

てというものを添えております。 

 以上７点でございますけれども、もし不足するものがございましたら、お申し付けくだ

さい。 

 

２．審  議 

○事務局（岸田） それでは、次第の２、審議に移らせていただきたく思います。 

 以降の議事進行は、吉田委員長にお願いしたいと思います。 

 吉田委員長、よろしくお願いいたします。 

○吉田委員長 それでは、早速始めたいと思います。 

 本日の第２回の委員会は、三つのことですね。一つは他都市の事例調査、それから市民

意識調査とシミュレーション調査、この三つの調査の中間報告会ということで、これらの

調査の報告をしていただいた後、皆様からご意見を賜りたく思います。 

 それでは、早速第１の他都市の事例調査について、事務局から説明願いたいと思いま

す。 

○事務局（岸田） それでは、お手元の資料に従いまして、他都市の事例調査、これは政

令指定都市に対するアンケート結果でございます。その中で、複数の都市について視察も

してまいりましたので、その視察の結果についても、併せてご報告申し上げます。 

 それでは皆様方、資料の１－１、開いていただきますと、少し大きなＡ３判の縦型にな

る資料をお手元にご用意ください。 

 まず、初めのこの資料の１－１といいますのは、政令指定都市、今１９都市がございま

すけれども、そのごみ収集に関する基礎データということでございます。この中で、１点

ご注目いただきたいと思いますのは、まず色のついている黄色の部分、この黄色の静岡、

相模原、名古屋、京都、大阪、堺、福岡、この黄色の都市が戸別収集、すなわち１戸１戸
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回ってごみを収集しているところでございます。あとブルーのところ、広島と北九州、こ

こは札幌市同様ステーション方式でございますけれども、おおむね１０戸程度と言います

か、少し規模の小さいステーション方式をとっております。それ以外、色のついていない

ところは、ステーション方式、２０戸から３０戸を一つにまとめてステーションをつくっ

ていると、そういうような方式でございます。 

 本調査研究では、このステーション方式と小規模ステーションと戸別収集と、そういっ

た収集方式に関する基礎データを集めるということも、一つの大きな目的となるところで

す。 

 続きまして、個別データについてご説明申し上げます。 

 以降は、大型の紙を横に見てください。資料の１－２。 

 大きな項目としまして、不適正排出対策、共同住宅対策、町内会・自治会活動支援、こ

の三つのテーマがございます。 

 まず、不適正排出に対して、どういうような対策を練っているのか、すべての１９の都

市のうち、六つの都市で要綱とか条例を定めています。そのうち、三つのところが過料又

は罰金、すなわち罰則規定がございます。 

 また、いろいろな人手による看板であるとか、パトロールであるとか、そういった対策

を練っているところが７都市ございました。 

 また、共通の課題としまして、特に賃貸を中心とした共同住宅対策につきましては、指

導あるいはパンフレットの配布とかもろもろあり、１９の都市のうち、１４が同様の指導

を行っているということでございます。 

 また、町内会とか自治会活動、コミュニティ活動について調べたところ、地域清掃ご

み、あるいはボランティア清掃とか、そういった自主的な清掃に対して支援を行ってい

る。用具を無償配付するとか、集めたごみを無償で収集するとか、同様の支援を行ってい

ると。 

 最後に、こういった活動、ごみ収集に関する活動で表彰制度を有しているかどうか、こ

れはまだ数が少なく、１９の都市のうち、三つでございました。 

 次の資料、資料１－３をご覧ください。これはステーション管理に対して、どういう対

策を練っているのか、あるいはカラスに対してどういう対策を練っているのか、そういっ

た資料でございます。 

 まず、管理器材に対して、資料の一番左端に記載しておりますけれども、１９都市のう

ち、何らかのカラスよけネットであるとか、ポリ容器であるとか、こういった器材を支援

していると。それに対して、購入支援をしているのが４都市、無償配付とか貸し出しと

か、そういったところも含めますと、１９都市のうち、１１都市でこういった支援を実施

しております。 

 また、カラス対策、猫なども含めまして、こういったところでどういう対策を練ってい

るのか、大きく生ごみの減量であるとか、生ごみ対策が１０の都市。あと、生ごみの処理

容器、そういったものの購入支援をしているのが、札幌を含め二つ。あと水切り、最後に



 

─ 3 ─ 

朝５時半からの早朝収集とか、そういったところも、さいたま市でございますけれども、

ありました。 

 最後に、広報物の配布という面では、大半の１５の都市がチラシ、ポスター、看板、そ

ういったところで対応しているところでございます。 

 最後になりますけれども、もう１枚、同じく大型の紙で、資料の１－４をご覧くださ

い。これは収集方法とは別の観点から、高齢者もしくは障がい者、こういった方々に対し

て、排出の支援を行っているかどうかについてまとめたものでございます。１９都市のう

ち、九つの都市で、このように要件を定めて支援をしているところでございます。 

 要件をざっと見ますと、要介護２以上で、札幌市でございますけれども、例を挙げます

と要介護２以上、障がい程度区分３以上というように、法的な区分を定めて規定している

ところもあれば、６５歳以上で、一人でごみを出すのが困難な方のように、法的な制度に

基づく区分を設けていないところもございます。 

 少し資料を見ていただきますと、このアンダーラインを引いているのですけれども、こ

こは数字で規定しているところをおおむね引いております。 

 この中で注目いただきたいところは、下から４行目もしくは５行目に当たりますでしょ

うか、世帯数のところでございます。政令市でございますので、おおむね少なくとも５０

万世帯から、１００万を超える世帯がございます。その中で、この排出支援を行っている

ところが、まだ１,０００前後、一番多いところで大阪の６,０００という段階でございま

すので、パーセンテージにしますと、世帯当たり０.５％に満たない。この排出支援という

のが、平城１２年とか、そういうところもございますけれども、最近行われたところも多

くあり、今後の検討課題の一つかと、そのように見てとれるところでございます。 

 以上、４枚のこの資料を使ってご報告させていただきました。 

 続きまして、隣の都市であります石狩市、それと政令市の中で名古屋、広島、この三つ

の都市について、往訪させていただきまして、具体的にごみ収集のところまでビデオを撮

らせていただきまして、視察を行いました。この簡単な報告の後、事務局からビデオ上映

がございます。 

 また、この視察には、今この審議にご参加いただいております各委員の方々にも視察に

ご出席いただきました。その委員の方々のご意見等も、この説明の後賜りたいと思いま

す。 

 それでは、資料の１－５、石狩市のごみ収集視察についてをご覧ください。 

 ここは、有料で戸別収集方式を行っております。いわゆる雪の問題で、札幌市と同じ問

題と言いますか、課題を抱えている近隣の都市が、どういう対策を練っているのかという

ことで視察をいたしました。 

 そうしますと、このごみ収集の概要からご説明いたしますけれども、ごみはできるだけ

道路際に出すように依頼しているとか、あるいは共同住宅におきましては、専用のごみ収

集場所を設置しているとか、そういったところを聞き取ることができました。 

 また、排出状況につきましても、ふた付きのポリバケツとかトランクボックスなどをご
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み保管庫として使用しておられます。なお、寒冷時には、破損するおそれのあるもの、そ

ういったものを避けて、丈夫なものを使用するよう依頼しているとのことでありました。 

 また、収集方式でございますけれども、ステーション方式のときには、２人乗車で三、

四回搬送していたものが、戸別収集になると、３人乗車で一、二回の搬送になっている

と。こういった情報は、今後のシミュレーションにも使えるものではないかと思っていま

す。 

 また、残置ごみにつきましては、バッテンシールを張りますと、シールを剥す際にごみ

袋が破れるおそれがあるので、それはやらずに、チラシを投函して指導を行っていると、

そういうようなことを聞き取ることができました。 

 次にまいります。資料の１－６でございます。名古屋市でございますけれども、この名

古屋市は、戸別収集の代表事例ということで、大規模な都市でありながら、戸別収集を全

面的に行われているという観点から視察にまいりました。 

 ただ、この可燃ごみの戸別収集につきましては、かなり以前から実施されていると。実

施経緯とか、時期とか、そういった明確な資料がないということで、時期は不明でござい

ます。 

 不燃ごみ、あるいは粗大ごみにつきましては、平成１３年、あるいは平成１０年という

ことから、経緯も含めて実施状況が把握することができました。 

 また、一つの特徴としまして、なごやか収集というという、高齢者、障がい者の方々に

対する排出支援も行っておられます。 

 また、排出状況でございますけれども、カラスが少ない地区を回ったせいでしょうか。

ほとんどの家で排出容器を使用せずに、そのまま排出されている状況でございました。に

もかかわらず、カラスにはほとんど荒らされていないと、そういうようなところでござい

ました。 

 また、一つの特徴としまして、排出容器に入れて排出すると、ごみとして出されている

ものかどうかよくわからなくなるので、排出容器は使用しないよう、そういう協力を依頼

しているというところも特徴的でございました。 

 収集状況でございますけれども、作業員は、おおむね各戸間を歩いて移動していると、

そういう状況でございます。 

 １ページめくっていただきますと、やはり戸別収集のところで問題になります狭隘路、

狭くなっている道路ではどうしているかと申しますと、軽自動車のダンプやバンを使って

収集している。 

 また、そういったものでも入っていけないところは、車が入れるところまでごみを出し

てもらっていると、そういうような状況でございます。 

 また、今若干御説明申し上げました、なごやか収集につきましては、１カ月ぐらいごみ

が出ていなければ、安否確認の電話をするとか、若干福祉的な役割も果たしていると、そ

ういうような状況でございました。 

 また、第三者の立ち会いのもとで、大型ごみは宅内からの持ち出しも行っているという
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ことでございました。 

 最後に、資料の１－７、広島市のごみ収集視察についてをご覧ください。この広島市と

言いますと、おおむね１０世帯、１０戸を一単位にしたステーション方式、いわゆる小規

模ステーションを採用しておられます。ところが、効率であるとか、排出者責任であると

か、そういった課題解決のために小規模ステーションにしたという、そういう意図したも

のではなく、歴史的に小規模ステーションが一番その土地に、道路事情であるとか、住宅

事情であるとか、そういったところから、なじみ深かったというところで定着したもの

と、そういう説明を受けております。ですから、一つのステーションを利用する世帯数に

ついて、特に基準というものは、定めていないというところでございます。 

 排出状況につきましては、海、山ございますけれども、このカラスが少ない海のほうで

は、ネットはほとんど使用していない。カラスが多い山のところでは、箱型ごみステー

ションを基本として使用していると、そういうところでございます。 

 また、このごみの減量とかリサイクルとか、そういった関心を高めるため、１１０万人

のエコ講座、そういった周知を含めて、ごみの分別促進を図っていると、そういう説明を

受けております。 

 最後に、１枚めくってください。これも一つの特徴でございました。現在、戸建て住宅

と共同住宅が共用するステーションはほとんどないと。共同住宅対策として、敷地内の専

用ステーションの推進というところを、各都市で推進しているところでございますけれど

も、そういう共用ステーションは、もうなくなっていると。 

 最後に、共同住宅の管理会社が直接民間業者と契約して、分別収集を行わせていると。

こういった民間業者の取り組みも、非常に特徴的な取り組みでございました。 

 以上、少し駆け足でございましたけれども、他都市の比較表と、３都市の視察の状況に

ついてご説明させていただきました。 

 以上でございます。 

○吉田委員長 この後ビデオ。 

○事務局（茶谷） それでは、引き続きまして、石狩市、名古屋市、広島市の視察へ行っ

た際のビデオを、簡単ですけれども、ご覧いただきたいと思います。 

 

≪ビデオ上映≫ 

 

○吉田委員長 それでは、今ビデオの紹介があったのですが、一緒に参加された委員の方

から、感想、意見がありましたらお願いします。 

 石狩市は、私と杉浦委員と樺澤委員が視察しました。 

 石狩市は、先ほどのビデオのとおりなのですが、何しろ集めている方が、ずっともうマ

ラソンしながらごみを入れていかなければいけないということで、大変だなというのと、

だから５０分やって１０分という休みをとらないと、とてもやれないということと、それ

からプラスチックの箱に入っているので、美観と、そのカラス対策としては非常にいいな
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ということで、その二つが私の印象に残りました。 

 あと、名古屋について、佐川委員どうぞ。 

○佐川委員 佐川といいます。 

 名古屋は、私と涌井委員と委員は２人なのですが、全体的なことは涌井委員にお願いし

たいと思いますが、私は障がい者という立場で、札幌市はさわやか収集、それから名古屋

市は、なごやか収集ということで、どの辺が違うのかなと思いながら見てきました。 

 その中で、名古屋は、まず第一に、週に２回、札幌市は週に１回というところはありま

すが、収集のほかに、安否確認をしているところが、ああこれはいいことだなと。特にお

年寄り、障がい者は、突然亡くなっても、だれも面倒見てくれないところがありますの

で、全然ごみが出てこない日が何日も続きますと、やはりいないのではないかということ

で、安否確認をしていただけるということなので、これはいいことだろうなと思いまし

た。 

 それから、ごみにいろいろな、普通シールを貼っているのですが、目の見えない方に対

しては点字シールが、何のシールなのかわからないので、ごみを判別するために、点字を

袋に貼るようになっています。それで、その点字、何のごみということで点字を書いてあ

るのですが、それをまた事業所のほうで点字を読める方がいて、判別できるというような

システムをとっていまして、非常にこれは札幌市も見習わなければならないと思いまし

た。 

 それから、やっぱり札幌市は名古屋から見ると、利用者数がかなり少ないです、名古屋

のほうは、例えば障がい者団体に、こういう収集法があるのだよというＰＲをしていま

す。例えば、視覚障がい者で言えば、点字物で配布しています。札幌市の場合は、始まっ

たばかりのこともありましょうけれども、私どもの近くの障がい者に聞いても、ああそう

いう収集方法があるのだと、知らなかったということが多いので、そこら辺の広報的ＰＲ

をしていただきたいなと思っています。 

 あと残り、涌井委員お願いします。 

○涌井委員 先ほどのビデオにありましたように、我々が見たところは、第二次大戦の戦

災の影響を受けてない昔の町並みが残っている地域でした。雰囲気は、小樽のような感じ

です。ですから、戦災の影響を受けていない地域なので、戦前からの町内会の組織もしっ

かりしている様子で、小路がさっき写っていましたけれども、ごみはあまり落ちていませ

ん。非常にきれいな印象を受けました。 

 箇条書きで報告したいのですが、まずごみ収集は、名古屋は戸別収集が基本で、住んで

いる住民自体も、いつから戸別収集やっているかわからないほど昔からやっています。平

成１０年から、燃やせるごみ以外はステーション方式、１３年からは、燃やせないごみも

戸別収集と。そのほかの資源ごみについては、ステーションから収集しているのですが、

容器包装プラスチックについては、地域のステーションで、かさばって場所をとるため、

戸別収集に変えてほしいとの要望が多かったと。そのため、来年の４月から、プラスチッ

ク製ごみの分別区分を不燃から可燃に変更し、不燃ごみが減少することで余力がでる収集
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車を有効に活用することにより、多くの費用をかけることなく容器包装プラスチックのみ

戸別収集に切り替えることが可能になったとのことです。  

あと札幌でやっていることで、向こうでやっていなかったのは、枝・葉・草、これは燃

やせるごみと一緒に出していましたので、まだ資源化されていません。 

 集合住宅は、結果的にはステーション方式になっています。ですから、札幌と問題点も

同じです。対策としては、平成１３年から名古屋市共同住宅等ごみ資源分別推進連絡調整

協議会というのを設立して、年に一、二回協議会を行っていますけれども、これは小さな

規模の管理会社などの方が入っていないので、その辺をどうフォローしていくかが課題と

なっています。 

 戸別収集（間隔は数ｍから十数ｍ）では、ごみを収集する清掃職員は２人で、徒歩によ

る移動も含めた収集をしています。移動は早足ですが、収集時間も含めると、私が散歩す

る程度の速度、４～５ｋｍ/時です。職員は一時間に１０分程度の休憩が必要です。 

 以上が視察した結果なのですが、以下は私の感想です。 

先ほども申し上げましたが、枝・葉や草の分別は札幌のほうが進んでいます。札幌市民へ

提供する「ごみカレンダー」、これが高齢ですとか、視覚障がいのある方にも考慮した、

大きくてわかりやすいカレンダーです。名古屋市ではもっと簡単なカレンダーで、本当は

そういうのもつくりたいということなのですが、費用の面から実現できずにいます。そう

いうことで、札幌は名古屋よりかなり進んでいるのではないかという印象を受けました。 

 当然、戸別収集は費用がかさみます。また、共同住宅の問題は名古屋でも解決していま

せん。後ほど説明を受けると思う市民意識調査結果からも、不適正排出対策というのが、

対策としてはステーションの分離ですとか、オーナーから居住者へのルールの周知ですと

か、指導というのがかなり上位に上がっています。それで印象としては、やっぱりステー

ション方式の改善でいいのではないかと思います。同じお金をかけるならば戸別収集方式

の優先順位は低く、最近、大分改定しました「ごみカレンダー」のような、ああいうもの

でお金を使っていったほうがいいのではないかという感想です。 

 以上です。 

○吉田委員長 それでは、広島市につきまして、奥谷委員から。 

○奥谷委員 広島に行ってまいりました。先ほど事務局からの報告にありましたように、

広島は小規模ステーションということで伺いました。 

私達が伺ったところは、山間地の非常に急勾配で、道路の狭い新興住宅地と旧住宅地と

言いますか、街中の平らな住宅地でした。山間地は、新しい住宅が多い地区で、すべて箱

型のごみステーションでしたが、旧住宅地区では、戸別に収集を行っているところもあり

ました。 

 私どもが行ったときは、とても暑い日だったのですけれども、カラスは１羽もいません

でした。カラスが少ないせいか、非常に箱型ステーションの周りはすっきりときれいでし

た。それ以外のところも全く散らかっているところはなかったですね。それと、非常にご

みの量が少ないと感じました。 
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 広島というのは、３４年前から分別が行われているそうです。そういうことが、行政も

そうなのでしょうけれども、市民に充分周知されており、生活スタイルの中で、しっかり

とごみを分けている、その結果減量になっている。政令指定都市の中で、事業ごみと家庭

ごみは一番少ないとのことです。市民も行政もごみを分けるということと減らすというこ

とについての意識が非常に高いのだなと感心いたしました。 

 札幌は、分別が始まってからあまり年数が経っていないので、これから徐々に市民に幅

広く、関心を持ってもらうことで分別、そしてごみの減量、さらにリサイクル率を高める

ということは進んでいくと思います。 

○吉田委員長 次に、大友委員いかがですか。 

○大友委員 私は、奥谷委員と広島の、ここに書いてある海が近い地域を見せていただき

ました。 

 それで、収集の状況につきましては、２時間の視察ですので、大きなことは言えないの

ですけれども、小規模のステーションということで１か所に大体ごみ袋、先ほどビデオで

ご覧になったように、１０個ぐらいで、そんなに札幌みたいに山のようになっているよう

な状況でなくて、非常にカラスも少ないのできれいな状況でした。 

 それで、１行程の収集にかかる時間が２時間弱ということで、約収集に１時間、それと

往復に４、５０分、そういうことで１時間作業して、車に４、５０分乗るということで、

２トン車ですから、比較的楽と言ってはちょっと語弊があるのですけれども、逆にこれが

４トン車、例えば札幌ではほとんど４トン車を使っていますので、これとなると２時間以

上収集しなければいけいことから、相当厳しい状況になるのではないかなという感じは受

けました。 

 それと、戸別収集への対応、ニーズはないのかということを聞きましたら、１９年度の

有料化の議論のときにはあったようですが、有料化を見送った現在では特に積極的な意見

はないということです。 

トータルで考えますと、今清掃工場を１カ所建て替え中と。それと、札幌とけたが違う

ぐらい不燃ごみのほうも少ないものですから、埋立地も若干余裕があるということで、そ

んなにごみ処理に関しては、切羽詰まっているという状況ではないという全体的な印象で

した。 

 以上です。 

○吉田委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、他都市調査の部分に関する質疑と意見交換に移りたいと思いますが、ご意

見、ご質問、今のビデオと、それからあと最初に総括的な整理をしていただいたことと、

実際に見聞きしていただいたこと、それから今のご発言等も含めて、まとめて議論したい

と思いますが、いかがでしょうか。 

 涌井さんがさっきコメントされたことで、名古屋の事例で、涌井さんとしては、つまり

枝・葉・草の分別がなくて、カレンダーも余り詳しくはないというご指摘もあって、コス

トの問題もあるのだけれども、共同住宅の問題が共通に残っていて、そういうことを考え
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ると、ステーション方式のほうがよろしいのではないかというふうにおっしゃったような

のですが、そういうことなのですか。 

○涌井委員 ステーションの方式による改善で対応をしたほう良いと思います。コストの

話がかなり大きいものですから。 

○吉田委員長 かかるからということですか。 

○涌井委員 名古屋でもやっぱりコストの問題がかなり大きな部分なのでできないでいま

す。 

○吉田委員長 今もやっているわけですよね。 

○涌井委員 今は燃えるごみと燃えないごみ。あとはステーション方式です。住民から

は、ステーションでなくて、もともとの戸別にしてほしいとの意見が強いらしい。名古屋

市民は、どちらかと言うと戸別収集というのがごみの収集だという基本を持っているもの

ですから。残りを全部戸別収集とするとなると、多額の経費がかかる。 

○吉田委員長 そのほかに、ご意見、ご質問がありましたら。 

 松藤委員どうぞ。 

○松藤委員 広島について、昔からごみが少ないというのは聞いていたのですけれども、

市はどういう説明だったのでしょうか。どうして少ないか。広島市はどのように説明され

ておりましたか。 

○事務局（茶谷） ビデオでもご覧いただけたと思いますけれども、広島市は昭和５０年

にごみ非常事態宣言ということで、ごみを何とか減らさなければならないという危機意識

と言いますか、そういうのがありまして、特に燃やせるごみについては、紙袋を使うと。

これは意識的に、生ごみを減らしていくねらいがあります。紙袋では水切りをしなければ

なりませんので、そういう意識がかなり高いというふうに聞いております。 

 それ以外にも、市民の意識がかなり高いということで、昔から積極的にごみの減量に取

り組んでいると聞いております。 

○松藤委員 組成の調査から見て、やはり生ごみは少ないというようなデータはあるので

すか。大体感覚的に紙を使っているから少ないのだと言われるのですけれども、証拠があ

るのですか。 

○事務局（茶谷） 特に組成のデータまではいただけなかったものですから、確認はして

いないです。 

○吉田委員長 ほかにございますか。 

 石狩市の視察で、もう一つ言い忘れたのは、やはり一番問題なのは冬で、札幌と比べて

一番問題になるのは、あそこは１０センチ降ったら除雪車がちゃんと出るということであ

るのだけれども、札幌の場合は、それよりもっと降らないと除雪しないので、それを前提

に戸別収集をやるというのは、非常にやはり滑ったりするということで、収集上の困難な

問題もあるので、やはり冬にどの程度の条件でできるかというのは、個別に検討が必要だ

なというようなことは、私も感じていましたし、実際に収集している業者の人と話をして

出てきた点で、これは後で、松藤委員のシミュレーションの調査とも関連して、検討する
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必要があるなというふうに思いました。この点だけちょっとつけ加えておきたいと思いま

す。 

 それでは、もう時間が相当たっていますので、今日の三つやらなければいけないうちの

一つ目については、一応今回は、これでいったん閉じて、後でまた何かありましたらとい

うことで、二つ目の報告であります、市民意識調査のほうのご説明をお願いします。 

○事務局（北嶋） 未来総研の北嶋です。これからお手元に用意しました資料２－１、市

民意識調査中間報告、こちらの冊子に従いましてご説明をさせていただきます。 

 まず、この中間報告でございますが、この中には、札幌市民の皆さん、４,０００人に配

付したうち、回答があった１,７３６件の回答結果のほか、市内の連合町内会会長さん、あ

るいは各区のクリーンさっぽろ衛生推進協議会の会長さん、副会長さんからの回答１０１

件、それから札幌市の清掃事務所職員からの回答３１２件、これらの回答について、その

概要を整理しております。 

 先ほど申し上げました資料２－１、市民意識調査中間報告の目次の部分で、水色の色が

ついているところは、市民の回答についてのみ、それから赤い色がついているのは、今申

し上げました連合町内会の会長さん、清掃事務所の職員の方の回答も含めて整理して、掲

載をさせていただいておりますので、まずその点についてご説明をさせていただきます。 

 以降、内容につきましては、ご一読いただければと思いますが、ここでは時間の関係も

ありまして、かいつまんでご説明をさせていただきます。 

 １３ページをご覧ください。１３ページでは、ごみステーションまでの距離を尋ねてお

ります。この結果を見ますと、とても近いと感じておられる、およそ１０メートル以内と

感じておられる方が５５.５％で過半数。比較的近いも３６.１％で、この二つの区分で９

割以上を占めています。しかも１３ページの下ほど、ごみステーションの利用者というこ

とで、ふだん使っているごみステーションの利用者、どういう方が多いかということにつ

いて、クロス集計もさせていただきましたが、一戸建てが中心のごみステーションの場合

は、比較的近いが最も多くて、共同住宅が多いごみステーションについては、とても近い

と回答されることが多いという状況でございます。 

 関連して、１５ページをご覧いただければと思いますが、１５ページは、そのごみス

テーションを使っていらっしゃる世帯数がどれぐらいかという部分でございます。これに

つきましては、距離とは逆に、一戸建て中心の方々よりも、共同住宅中心の方々のほうが

多いと回答される方が多く、全体を見てみますと１０世帯未満のかなり少ないが６.２％、

少ないの１０世帯から１９世帯が２２.１％、標準の２０～３０が４０.２％、こういった

状況になっております。これが、いわゆるごみステーションまでの距離についてでござい

ます。 

 次に、１７ページをご覧ください。１７ページ、１８ページ、１９ページでは、ごみス

テーションの管理状況について尋ねております。 

 まず管理状況、どのように管理しているかという１７ページの回答結果につきまして

は、利用者全員で管理が１３.５％、当番制で管理が２５.１％、特定の利用者が管理が２
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１.２％、管理会社などが管理２４.５％という結果になっておりますが、１７ページ下ほ

どの利用者のクロス集計結果を見れば明らかなとおり、共同住宅中心の方々は、管理会社

や管理人、特定の方が管理されている。一方、一戸建ての場合は、当番制で管理をされて

いる方が多いという結果になっております。 

 １８ページは、管理へのかかわり方という部分で、毎日携わっているが７.３％、定期的

に携わっているが２７.９％、関わっていないが６０.５％といった回答結果になっており

ますが、１９ページでは、定期的に管理にかかわっている頻度、これは自由記入の回答

を、こちらのほうで強制的に区分をさせていただきましたが、おおむねやはり多いのは、

二、三カ月に１回、１回大体１週間から１０日間程度という方々が１６.７％。そのほかで

は１週間以内であったり、１カ月前後、半年、１年、こういった期間で管理をされている

方が多いというような回答結果になっております。 

 次に、現在のごみステーションの状況について、２２ページをご覧ください。２２ペー

ジは、現在のごみステーションの状況について、市民の方々がどのように感じてらっしゃ

るのかという部分でございます。 

 よく見ると、ときどき見る、これをあわせて見てまいりますと、正しく分別されていな

いごみ袋を出している人がいるが５８％。排出日時を守らない人がいる、続いてカラスな

どに荒らされてごみが散乱している、こういった結果が上位となっております。 

 一方、２３ページでは、連合町内会長、クリーンさっぽろ衛生推進協議会会長・副会長

などの回答結果も示しておりますが、結果を見ますと、傾向は市民とほぼ同じですけれど

も、よく見る、ときどき見るの割合が、市民の場合は５０％を超えるものがなかったのに

対して、連合町内会長ほかの場合は、４項目で５０％を超えている状況でございます。 

 また、２４ページでは、市民の皆さんと連合町内会長さんほかが感じている項目でござ

いますが、これも先ほどの回答とほぼ同様、正しく分別がされていないごみがある。その

ほかでは、冬期間の除雪が大変である等々ありますけれども、やはり市民の方と連町会長

さんほかで比較をしてまいりますと、項目によっては３０ポイント程度、それ以上離れて

いるものもあります。 

 次に、分野ごとに適正でないごみ出しの対策について見てまいります。２５ページは市

民の、２６ページは連町会長さんほかの適正でないごみ出し対策の状況についての回答で

ございます。 

 特に、市民の皆さんの回答を見ますと、行っていないという回答結果が多く、行ってい

るが過半数を超えているものが、ごみステーションへの看板などの設置。こういったもの

がある半面、連町会長さんほかの目から見ると、かなり対策というのは、相当数やってお

られるというような回答結果になっております。 

 ２７ページ、２８ページ、２９ページは、その対策の効果について尋ねております。 

 ２７ページは市民の皆さん、２８ページは連町会長さんほか、２９ページは清掃職員の

皆さんの回答結果でございますが、高い、やや高いをあわせたものが、市民の皆さんで見

てまいりますと、戸建て住宅と共同住宅とのごみステーションの分離、こちらを選ばれた
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方が６４.２％であるのに対して、連町会長さんほかの回答結果を見ますと、このごみス

テーションの分離は４５.０％で、高い、やや高いが最も多かったのは、ごみパト隊による

パトロールの依頼ということになっております。 

 あわせて２９ページ、清掃職員の方々の意見を見てまいりますと、この中でやはり効果

が高い、やや高いが最も多かったのは、ごみパト隊によるパトロールの依頼であったり、

戸建て住宅と共同住宅とのごみステーションの分離、こういうものになっておりまして、

やや市民、連町会長ほか、清掃職員とで効果に対する見方が違っております。このことに

つきましては、３５ページ以降のごみステーションなどにごみを入れない人への対策で

も、同様の結果になっております。 

 次に、一つ戻りまして３０ページをご覧ください。３０ページは、同様にカラスや猫な

どの対策について尋ねておりまして、３０ページは市民の回答、３１ページは連町会長さ

んほかの回答で、この中で最も実施されておりますのは、市民の場合ですと、４番のネッ

トやカラスよけサークルの整備、これが行われている回答比率が６４.８％。 

 続いて３１ページ、連町会長さんほかの結果を見ても、このネットやカラスよけサーク

ルの整備が８１.２％。ごみステーションへの看板などの設置、６７.３％等々といった結

果になっております。 

 一方、３２ページ、３３ページ、３４ページでは、その効果について尋ねております。 

 ３２ページでは、市民の皆さんが対策の効果をどのように考えているかという結果でご

ざいますけれども、効果のみを見てまいりますと、箱型ごみステーションの整備、これが

市民の皆さんから最も効果が高いと評価をされているものである。 

 一方、３３ページは連町会長さんほかの回答結果でございますが、こちらも箱型ごみス

テーション、続いてネットやカラスよけサークル。 

 ３４ページの清掃職員の皆さんは、ネットやカラスよけサークルの整備が７５.３％で１

番。続いて箱型ごみステーションの整備、７１.８％といった結果になっております。 

 続いて、ちょっとかいつまんで恐縮ですけれども、４３ページをご覧ください。４３

ページでは、現在札幌市が取り組んでおります五つの取り組みについて、市民の皆さん、

それから連町会長ほかの皆さんがご存じかどうかというものを尋ねた回答結果でございま

す。 

 まず、４３ページの上の図表４２、市民の結果を見ますと、さっぽろごみパト隊が最も

知っているという回答が多くて３２.９％。次に、管理器材の設置費用助成制度３０.８％

等々といった結果になっておりますが、４３ページ下ほど、図表４３の連町会長ほかの認

知状況を見てまいりますと、総じて高い結果であり、さわやか収集で知っているが４５.５

となっておりますが、それ以外は、過半数を上回っております。 

 なお、このことについての効果への評価は、４４ページ、４５ページに記載をしており

ます。 

 次に、４６ページをご覧ください。４６ページでは、札幌市のごみステーションへの設

置基準について尋ねております。おおむね２０世帯から３０世帯程度といった設置基準に
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ついて、どのように感じておられるのか、市民、連町会長ほか清掃職員に聞いておりま

す。この結果を見てまいりますと、６７.３％の市民が、現状のままでよいと答えている一

方、連町会長ほかは５６.４％、清掃職員は３７.２％ということで、順々に少なくなって

いっている傾向を示しております。 

 一方、逆にそのごみステーションの数を増やすべきだという回答の比率が増えていって

いるという状況でございます。 

 ４６ページ、４７ページ、４８ページには、その理由も記載をしております。 

 最後になります。４９ページをご覧ください。利用世帯数１０から１５世帯程度の規模

のごみステーションによる収集方式、いわゆる小規模ごみステーションの収集方式につい

て、自由記入で意見を尋ねております。尋ねたところ、今４９、５０ページでは、メリッ

ト・デメリットに分けて整理をさせていただいておりますが、一方的にどちらをやるべき

だとか、やらないべきだとかいうようなことよりも、いろいろな意見が出ているというこ

とで、その整理をさせていただいております。 

 同様に、５１ページ、５２ページは、戸別収集方式についても同様で、導入すべきだ、

すべきでないといった一方的な意見ばかりでなく、やはりそのメリットであったりデメ

リット、こういった部分からご意見を整理しております。 

 ５３ページ以降は、その他の意見・要望等についてでございます。 

 以上、駆け足でご説明をさせていただきましたが、今後引き続き利用形態であったり、

居住地域などを踏まえたクロス集計など、そういった分析のほうを行って、また改めて示

してまいりたいと思います。 

 ここでの資料２－１についての説明は、以上でございます。 

○吉田委員長 ありがとうございました。 

○事務局（岸田） この４,０００人のアンケートを補完する意味で、資料の２－２をご覧

ください。西町二北町内会の取り組みについて、聞き取り調査を行いました。その結果を

簡単にご説明申し上げます。 

 この西町二北町内会の取り組みでございますけれども、２の取り組みの概要のところに

ございますように、ななかまど公園脇、あるいは桜公園脇のところにごみステーションが

ございまして、ここの排出マナーが著しく悪く、またコンビニが近いとか、そういったこ

ともあって、大型ごみの不法投棄、さらには駅も近いことがあって、通勤・通学の途中で

ごみが捨てられていくと。一種の、公園がごみ箱化されていた、そういうような状況でご

ざいました。これを去年７月の有料化に向けて、１月から３月に取り組み、大きく二つの

施策、一つは共同住宅のごみステーションの専用化、もう一つは戸建て住宅のごみステー

ションの小規模化、この二つは非常に関連を持っておりまして、この表をご覧いただきま

すと、一番上の行に、専用ごみステーションの数が、取り組み前が９、取り組み後５６、

４７のプラスになっております。どんどんこのように共同住宅のごみステーションの専用

化が進んでまいりますと、このように共同住宅と戸建て住宅の二つが混在している地域で

は、戸建てが、この２０も３０もまとまって、ごみステーションを１個設けるということ
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が、物理的にも不可能になってくる。おのずと戸建て住宅のごみステーションの小規模化

が進んでいったと。 

 この表の中にありますように、箱型のごみステーション、これが取り組み前がなかった

ものが、取り組み後１３に増えて、いわゆる美観、あるいは安全面からも貢献していると

読みとれると思います。 

 では、どういう取り組み経緯から行ったのかをご説明申し上げますけれども、今この１

ページ目に書いていますのは、簡単に申し上げました、取り組み以前の状況です。 

 次のページご覧ください。２ページ目に、大きな二つの方針がございますけれども、こ

の共同住宅のごみステーションの専用化の推進、いわゆる役員会でステーション対策につ

いて話し合って、町内会の役員が既存の共同住宅のオーナーや管理会社にいろいろ交渉を

したと。ある特定の共同住宅のオーナーが、箱型のごみステーションを設置したところ、

効果的であって、これが口コミを通じて町内会に広まっていったと、そういうような事情

もお聞きすることができました。 

 また、この戸建て住宅ではございますけれども、共同住宅の専用ごみステーションがど

んどん進んでいくと、そうすると戸建て住宅の住民に対しても、自ら管理できるように、

５戸ないし７戸程度の小規模な割合でのごみステーションを設置するように依頼していっ

たと。そういった、この二本立ての取り組みが功を奏しまして、現在では非常にごみス

テーションはきれいです。公園も、全く本来の姿を取り戻した状態でございます。その結

果として、このごみパト隊のパトロールもほとんどない、そういった状態になっておりま

す。 

 さらに、今の検討事項としましては、１カ所カラス対策が遅れている、あるいは風が強

いので今後どうしようかと、そういったところ。あるいは、交通の便が非常にいいところ

ですから、戸建て住宅が売られた跡地に共同住宅が建つと。新しく来た共同住宅の居住者

に、どのようにごみ出しルールを周知徹底していくのか、そういったところが課題として

残っていると。 

 あと、若干ここに書いてありますように、要望もございました。以上、去年の１月から

３月の短期間で見違えるようによみがえった、それも町内会の努力でよみがえった事例と

してご紹介申し上げました。 

 以上でございます。 

○吉田委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、今の意識調査についての質疑に入りたいと思いますが、ご意見、ご質問があ

りましたらいかがでしょうか。 

 特に最後のほうのご報告で、共用ごみステーションとか、箱型共用ごみステーションと

いうのは、どういう感じのものかというのはわかりますか。どういうスタイルなのか。 

○事務局（茶谷） 箱型共用ごみステーションについては、先ほどのビデオにも似たよう

な形態があったかと思いますけれども、共同住宅で言えば、網で囲ったスペース、入居者

が入れる分のスペースを用意しておいて、そこにごみを収めるという形式です。 
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○吉田委員長 網と言っても、かなりがっちりした網ですよね。 

○事務局（茶谷） そうですね、いろいろな形があるのですけれども、がちっとした網型

のものもあれば、トランク型のもありますし、あと小規模、戸建て住宅の方が集まった

ボックスというのは、それをもっとかなり小さくしたもの、三つか四つぐらい、そのぐら

いの世帯の方が容器を共同で購入して、それを敷地内に設置するという形のものです。 

○吉田委員長 そうすると、カラスとか、そういうのは大丈夫なわけですよね。カラスと

か飛散防止には。 

○事務局（茶谷） そうですね、そのボックスの中に入っている限りは、そういうカラス

被害には遭わないということかと思います。 

○吉田委員長 どうぞご質疑、ご質問。 

○松藤委員 今の話しで、あれは固定式なのですか、動くのですか。 

○吉田委員長 場所は決まって置いてあるのですか。 

○事務局（茶谷） さまざまなタイプがありまして、固定式のものと、石狩市で見たよう

なトランクボックスみたいのがあります。あれをちょっと大きくしたような、そういうも

のもあります。 

○松藤委員 工事が要るかどうか。結構大げさになりますよね。基礎とか言うと。 

○事務局（茶谷） そこまでがっちりしたものというのはそれほどないと思いますけれど

も。 

○吉田委員長 やはり、日本のごみ収集の一つの大きな問題は、やはりカラスも含めて、

やっぱり美観を損ねているというのと、臭いという問題も含めて、高温多湿も含めて、や

はり欧米の主な都市は、やはり大きなプラスチックの箱に入れて、それでサイズで有料化

するというパターンが多いのですけれども、その真似をする必要はないのですが、一つは

今言った専用のボックスを置くというのは、一つの手だと思うのですね。 

 それから、今の町内会の聞き取りをやって、もう少しステーションを小型化して数を少

なくしていくという形で、住民の不便さにならないようにということと、まちの美観を

もっと良くしようという、それを解決する方向としては、今の聞き取りの話しがちょっと

出ていたのですが、それでお聞きしたような次第なのですけれども、そのアンケート調査

をやっていただいて、皆さんいろいろご質問があると思いますので、解釈の問題だと思う

のですが、何かありましたらぜひ。 

○涌井委員 市民意識調査結果なのですが、これは当初市民だけの調査ということだった

のですが、前回の委員会で、私、市の清掃職員の方も入れてほしいと。その理由としまし

ては、私、単位町内会の衛生部長をやっているのですが、どうも市民と市の清掃職員との

間で、必ずしも考えの共有化ができてないのではないかと。だから、そのそごが、違いが

どこにあるのかを、このアンケートによってできればはっきりしたいということでお願い

して、今回入れていただいた次第だと思うのですが、私、結果を見る限り、非常にいい調

査結果だと思うのです。 

 それで、私なりに、これはちょっと整理してみました。例えばこの２７ページから２９
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ページのごみ出し対策の効果というもの、これ市民と連合町内会長ほか、それと清掃職員

を、これは先ほどの説明の中に、クロス表というのが出てきましたが、ここでは図をクロ

スにして図解をしてみました。そうしますと、比較的簡単に効果の高いものから順番に、

例えば並べたやつがあるのですが、この三者による総合評価の効果の順番で行くと、５、

６、４、１、３、２だと。あるいはちょっと私、気になっていたのが、４番です。この札

幌ごみパト隊によるパトロールの依頼というのが、私個人的には、多分６割ぐらいの支持

を市民もしていると思ったのですが、この結果を見ると全然違うのですね。町内会の関係

者がこちらの高いとやや高いを入れて５２％。市の清掃職員の方が６８％。しかし市民は

４２％しかないのですね。倍とまで言いませんけれども、かなりの要するに２６％の差が

あるのです。この辺が、私ちょっと問題だと思うのですよ。多分これの原因としては、市

民がごみパト隊にお願いできるということを知らなかったり、あるいは依頼方法が意外と

複雑で使えないものであったり、あるいは市民がお願いしたのだけれども、対応が悪くて

評価しないのか、いろいろとこれの問題を確認して、こういうのはやはり、もっと評価を

近づけるような努力をしないといけないのではないかと思います。そういう意味で、一つ

の例なのですが、それともう一つ、幾つかここで特徴あったのですが、例えば２番、３番

というのは三者共に評価が低いので、優先順位が落ちると思うのですが、それ以外の１番

から４番については、町内会関係者と市の職員の方でも、全部２０％くらい開きがあっ

て、やはり清掃事務所の職員の方のほうが、やっぱりやっている分だけ高い評価になって

いるのですね。そんな結果も出てきているので、ぜひともほかの項目についてもクロスに

していただいて、もっともう少し問題点が浮き彫りになるような整理をしていただけれ

ば、私データとしては、ものすごくいいデータが出ていると思うので、我々これから町内

会活動もかなり有意義なものになっていくのだと思うのです。その辺をお願いしたいと思

うのと、多分そういうのも計画されていたのではないかと思うのですが、ここの解析方法

もちょっと教えていただきたいのですが。 

○吉田委員長 だから要するに、同じことに対する受け止め方の違いというのをやっぱり

考えようということで提案されて、僕は非常に大事だと思うのですけれども、それの解析

をやっぱりやる必要があると思うのですね、もう少し。これだけデータが出てますから

ね。何でこういう差になっているのかとか、それはぜひ、これだけ大量データが出てます

のでね、それはぜひお願いしたいと思うのですけれども。 

 事務局のほういかかですか、何かありますか。 

○事務局（北嶋） ただいまご指摘いただいた点について、クロス集計と言いますか、今

これから、市民の方の回答結果でも、多分一戸建ての方だったり、中央区に住んでいらっ

しゃる方だったりで、いろいろ違いが出ておりますので、それを一々すべてやっていきま

すと、すごい量になるのですけれども、特に特徴的な部分について、今整理をして、今ご

指摘があったような形で、一目でわかるような形で整理をしてお示しをしたいなというふ

うに考えております。 

 以上です。 
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○吉田委員長 あと何かほかの方ありますか。 

○松藤委員 分析のことで、こういった調査をされると後が大変だという、好例だと思う

のですけれども、多分市民の中の対象としては、住居形態であったり、ステーションの状

態と言いますか、共用かどうかと、あと距離と、それから区、そのぐらい、私だったらそ

のような分析を行うと思います。 

○吉田委員長 あと、街並みとか美観についてというのは、全然なかったのでしたっけ。

ごみ出しの問題と、出し方とかルールが街の、カラスとかあれは聞いているのだけれど

も、それ以外についてはなかったでしたか。 

○事務局（北嶋） 設問としては、特に設けていませんけれども、自由記入の部分で、や

はり小規模ごみステーションだったり、戸別収集は、美観がやっぱりデメリットになるの

ではないかという意見がありました。 

○吉田委員長 わかりました。 

○事務局（茶谷） 補足なのですけれども、特徴的な意見がございましたので、５１ペー

ジの戸別収集のフリー記載のところです。これは現状と言うよりも、戸別収集を実施した

ときに、どのような状況になるかという、そういう意見で、その意見をメリット・デメ

リットということで整理したものです。 

 例えば環境衛生、美観の関係ですけれども、戸別収集のメリットとして挙げられている

のが、例えば環境衛生の改善、ごみの散乱がなくなるですとか、自分の家の前だと、ごみ

が散乱しても自分できれいに掃除するようになるとか、あるいはステーションの管理とい

うことで、ステーションがなくなるので、そういった管理の負担が減るという部分があり

ますけれども、一方で、右側のデメリットのところですけれども、環境衛生の悪化という

ことで、これは収集に、どうしても時間かかってしまうと、それがちょっとごみだらけに

なってしまうおそれがあると。あるいは、ただ捨ててあるような感じだと、ちょっと見た

目が悪いのではないだろうか。あと、ステーションがなくなると、今度はごみを自分で管

理するという形になりますので、各家庭でポリバケツとか用意しなければならないとか、

カラス対策も自分でやらなければならないとか、だから同じような視点でも、メリットと

考える人もいれば、逆にデメリットと考える人もいるというのが、一つこの調査で浮き彫

りになったかなと思います。 

○吉田委員長 それは、だから戸別収集のやり方の問題もセットになっているわけですよ

ね。だからそれを問わないで、ただ聞いただけでは、やっぱりこういうふうに同じことで

も、全く逆のあれになってくるということだと思うのです。難しいところですね。 

 ほかにございますか。 

 それでは、なければ、一応きょう出たご質問、ご要望を踏まえて、さらに解析をしてい

ただきたいと思いますが、きょうの３番目のご報告のシミュレーションの調査について、

松藤委員のほうからお願いします。 

○松藤委員 こんなにデータが出る委員会はないので、もうお疲れだと思いますけれど

も、一番最後、また難しい話をさせていただきます。 
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 資料の３をご覧いただきたいと思います。シミュレーション調査の中間報告となってお

りまして、大きく三つに分かれていますので、順に説明したいと思います。 

 なるべく個人的な感想を入れずに、客観的に報告したいと思います。 

 まず、収集車の車両の追跡調査という１番です。これは何かと言うと、１行目に書いて

ありますように、収集業務におけるごみの積み込みとか移動とか、そういった収集作業の

実態を調べようというものです。 

 目的は何かと言うと、そこの２行目の後からですけれども、収集時間の推定であると

か、収集形態を変更した場合の予測であるとか、あるいは戸別収集との比較であるとか、

そういったことのために必要になるということです。 

 １－２の方法といたしまして、行ったことは何かと言うと、７月２６から８月４日の

間、東区を選んで収集車を追跡します。大型ごみを除くすべてのごみを対象としました。

燃えるごみについては、前半と後半でごみ量は違いますから、月曜と木曜で行いました。

朝８時半に収集開始時点で車と合流して調査を開始しました。 

 中身はその下に書いてありまして、収集作業、先ほどのビデオでも大体おわかりだと思

いますけれども、ステーションに車が着いてというところから始まるわけですが、②番、

積み込む作業と、それとステーション間を移動する時間。そのほかに、①と③というのが

あります。これは車が着いても、すぐに積み込めるわけではなくて、ネットを外したり、

車の向きを変えたり、そういうことをしなければいけない。③として、積み終わった後

も、今度はサークルやネットの片づけをしたり、方向転換をしたりしなければいけない。

 この四つに分けて記録を取りました。 

 測定を行ったのはその下で、１）から４）番までありますけれども、それぞれの時間、

準備と書いたものと積み込みの時間、それからごみの個数、３番目にステーション間の移

動の時間、最後にステーション間の移動距離、これは最後に終わってから地図の上で測り

ました。 

 １－３に主な結果が書いてありますけれども、これは図だけ説明いたしたいと思いま

す。 

 次のページをご覧いただきたいと思います。表１が、これは調査を行ったすべてになり

ます。左から、左に可燃、可燃、不燃と書いてありますけれども、ごみの種類ごとに行い

ました。例えば、可燃ごみの１、２、３と書いてあるのは、３回収集しますので、それを

全部やったという意味です。実は、この後に午後の収集もありますけれども、午後はやっ

ておりません。その右側に集計値が書いてあります。袋数というのは、大きさをおおよそ

大、中、小ととって、後で重みづけをして、その表の下に書いてあるのですけれども、平

均の大きさとして換算しました。 

 図１に、代表的な例として挙げておりますけれども、これは可燃ごみの２６日の３回分

の合計になります。図の見方ですけれども、（ａ）という図は、ステーションの袋数で

す。一番左に５と書いてあるのは、これはゼロから５という意味です。上限を書いていま

す。 
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 それから、右側のステーション間距離というのは、これも一番左がゼロから２５メート

ルというふうに見ていただきたいと思います。この二つを見ていただいても、非常にばら

つきが大きい。特にステーション間距離は、場所によって相当差があり、最大は２００

メートル、３００メートルになってしまいます。平均からすると１００メートル、１５０

メートルぐらいということになっています。 

 下の図二つは、ステーション間の移動距離と所要時間です。これは横軸が移動の時間

で、縦軸が距離ですから、この傾きが速度になるということになります。右側の積み込み

速度はごみの量を仮定したときの速度です。 

 左側の（ｃ）の図を見ていただくと、傾きが２０キロぐらい、このページの一番上に書

いてあるのですけれども、時速２０キロ前後で移動しているということがわかります。 

 それから、（ｅ）の図、これは先ほど四つの作業、現場から工場までの輸送の時間は計

測していませんので、それ以外の内訳なのですけれども、大体１対１対１と書いてあるの

ですけれども、積み込みと、それから準備二つを合わせて、それと移動が１対１対１に

なっているというようなことがわかりました。 

 ３ページ目、ここはいろいろなごみを比較したということで、これは少しややこしいの

で、どんなことを書いてあるのかだけを紹介したいと思います。 

 図２というのは、一番左の（ａ）というのは、ステーション間の移動速度です。これは

ごみの種類が違っても、当然同じはずなのです。ステーションの移動だけですから。大体

２０キロ弱ぐらいで行っているというふうに見ていただきたいと思います。 

 （ｂ）と（ｃ）は省略し、（ｄ）だけ見ていただきたいと思います。（ｄ）は、先ほど

の四つの作業の時間の内訳を書いています。例えば、一番左の可燃ごみというのは、青い

のが準備、それから赤いのは積み込み、準備の後がというふうになりまして、実際に移動

に使っているのは３０％で、紫ということになっています。そういったふうに見ていただ

きたいと思います。 

 主な説明は、その図の２の上の３行にあります。 

 作業時間の内訳は、積み込みと準備の合計と移動の割合がごみ種によって異なってい

る。容リプラ、これは赤が多いのですけれども、容リプラはかさばるために、どうしても

積み込み時間がかかっているといった傾向があります。可燃ごみの準備の後、これは黄緑

ですけれども、これが大きい。これはなぜかと言いますと、散乱の片づけ、ごみが散ら

かっていて、それを片づけたりしなければいけないし、それから排出禁止物へのバッテン

シール貼り、これが結構ありまして、それを貼っているので時間がかかってしまう。容リ

プラについても、そのバツシールを貼るという作業が結構あります。 

 それから、ちょっと書き忘れたのですけれども、サークルを使っているステーションが

非常に多くて、カラス対策としては非常にいいのですけれども、作業側からすると、面倒

だそうです。なぜかと言うと、あれはつながっていて、外せないのだそうですね。そうす

ると、ごみをどうしなければいけないか、引きずることができなくて、持ち上げなければ

いけないというので大変ですというふうに作業者の方が言われていました。 
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 以上が、１番目の最初の調査の内容です。今、東区だけを紹介しましたけれども、２番

目の調査は、全市の収集作業調査、これは市に全面的な協力をしていただいて実施したも

のです。 

 ２－１の目的のところを見ていただきたいのですけれども、１の調査、これは追跡とい

うのはどこでもできるわけでありませんので、一部しかできない。札幌市は、さっきお話

しありましたが、中央区と東区では全然違う。そういった状況があると思います。 

 そこで、ステーション当たりの世帯数、住居形態、ステーション間距離、清掃事務所と

清掃工場の位置、距離が違う。こういった地域特性の多様さというのを、やはり考えなけ

ればいけなりません。これを押さえるには、どうすればいいかと言いますと、３行目の最

後ですけれども、全市における作業時間推計を行うためには、全地域で収集作業状況を把

握する必要があると。特に輸送距離と収集区域内の移動距離は、それをやらないとわから

ないということでお願いしてやったことです。 

 ２－２が方法でして、７月２６日から８月６日の２週間、全清掃事務所管轄すべての収

集車、直営委託ともに対して記録を依頼いたしました。①から書いてありますけれども、

清掃事務所の出発。現場に着いて、現場を出発して、④番が清掃工場に着いて、清掃工場

を出発してというような、そういったそれぞれの切りかわりのときの時刻とメーター値を

記録していただく。そうしますと、それぞれの時間と、それから距離がわかるという仕組

みになっております。これをやりますと、その後の１）、２）、３）と書いていますけれ

ども、輸送、これは事務所と現場、現場と工場、工場と事務所、３通りあります。その時

間と距離、収集作業の所要時間と、その中で走った距離などがわかるということになりま

す。 

 その次のページを見ていただきまして、４ページ目ですけれども、主な結果をお見せい

たしたいと思います。 

 表２が、これがすべての収集車の概要になります。縦方向に１０日間、そして横方向に

直営、委託のごみの種類、数字が台数です。一番右側が合計になっておりますけれども、

直営と委託が大体１対２ぐらいで、合計が大体二百二、三十台になる。合計で、シートが

二千数百枚になるという膨大な調査であります。学生に入力させるだけで、おそらく延べ

２００時間とか３００時間かかっているのでないかと思います。 

 一つだけ申し上げておきたいのは、２－３の（１）の２段落目をちょっと見ていただき

たい。実は後で可燃ごみの話が出てくるのですが、車両台数はという段落のところです。

 ３行目のところを見ていただきたいのですけれども、ごみと台数の関係なのですけれど

も、月・火の台数が全車両の約半数は可燃ごみの収集を行っている。車の配分としては、

大体このような感じです。可燃ごみで計算すると、それを２倍すると全体になるだろう

と、そんな感じでとらえております。 

 ４ページの下は、これは可燃ごみ、東区直営の例で、このような図がたくさん書けると

いうことです。 

 一番左側の図が、これは収集量で、８トン、８立米車なのですけれども、平均しますと



 

─ 21 ─ 

３トンくらいでしょうか。３.２５のところにピークがあるのは、２.７５から３.２５の間

だということですから、平均すると３トンぐらい。多いところは４トンを超える、そう

いったことです。 

 移動の距離、これは後でまた出てくるのですけれども、５キロ前後が多い。つまり、１

台が満杯になるまで、５キロぐらい走っているというふうなことです。輸送距離が、大体

１０キロ前後、現場と清掃工場ですね。これが１０キロぐらい、そんな数字が出てきたと

いうことです。 

 あと５ページです。５ページもちょっと細かいことが書いておりますので、一番上のと

ころだけちょっと簡単に説明をいたします。 

 平均してと、１行目ですね。１日に４.１回の収集を行っている。それから、（ｂ）と書

いてありますけれども、移動の距離に非常に差があるのは、要するに移動の距離が短いと

いうのは、ごみに対して人口が集中しているということを言っています。 

 実際は、場所別にステーション数がわかるといいのですけれども、これはなかなか難し

いので、こういったごみ当たりの移動距離とか、そういったものが指標になります。 

 ここのページでは、下の図の５だけ紹介をしたいと思います。 

 これはすべての平均で、実際には車ごとに非常にばらつきがあるのですけれども、すべ

ての車を合計したものです。上半分が直営で、下半分が委託で、ごみの順番になっている

ということです。 

 その説明が左側にあります。下から１０行目ぐらいです。①と書いたところ。直営につ

いては、可燃ごみは輸送に約半分の時間を使っている。というのは、オレンジ色が積み込

みですから、その左側、青とちょっと濃い青と緑です。これが輸送なのですけれども、輸

送が大体半分ぐらいの時間を使っている。それに対して、資源ごみと容リプラは４割ぐら

い。ですから、可燃ごみについては、輸送の割合が高いというふうに見ます。 

 それから、②は委託について書いてありまして、委託は輸送の割合が小さい。青い部分

が短い。これはなぜかと言いますと、朝８時半に、もう現場で待っているということと、

それから昼休みに事務所に帰るということをしないケースが結構あって、近場で休みを

とって戻ってくるということで、こういうことになるのだろうと思います。 

 あと、車は多少大きいということもあると思います。 

 以上が、２番目の調査であります。 

 入力はすべて終わっておりまして、図もすべてできていまして、これからまとめるとこ

ろです。 

 ３番目の調査、イントロだけお話ししたいと思いますけれども、３番目は戸別収集の調

査です。目的といたしましては、ステーション収集と戸別収集の比較をしたいということ

です。 

 そのためには、戸別収集の作業データが要る。平成１８年１０月より、これ石狩ですけ

れども、先ほど見ていただいた石狩において調査を行いました。 

 それから札幌について、石狩と札幌は状況が違うだろうということで、仮想的な戸別収
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集を実施していただいて、その記録を取りました。 

 ここでちょっとビデオをご覧いただきたいと思います。 

○事務局（藍原） それでは、調査の模様を映像でちょっと見ていただきたいというふう

に思います。 

 こちら、８月２５日に、東区の燃やせるごみの現場の一部の区域におきまして、一戸建

ての住宅、共同住宅の１軒ずつに、ごみの排出地点があると想定をしまして、実際に収集

車を走行させて収集作業の実験を行ったものです。通常は、作業員２人で積み込みをして

おりますので、１人の作業員がごみの積み込みをしている間に、もう１人の作業員が次の

住宅と言いますか、収集地点のほうに小走りで移動するというようなことをしながら実験

を行っております。 

○吉田委員長 実際のごみ袋は入れてないわけですね。 

○事務局（藍原） そうですね。 

○松藤委員 場所は、先ほどの追跡調査と同じ場所でやっています。 

○事務局（藍原） 奥から取り出して積み込んで、収集車がまた動き出して、また積み込

んでという。 

 次が、この調査を行った収集地域の図面になります。こちらが現在のごみステーション

方式の地図で、黒い丸がごみステーションになっています。現状では、収集に伴う移動距

離３.１キロメートル、収集地点数、ごみステーションの数ですけれども、こちらが３０カ

所となっています。こちらを各戸別収集をしたと仮定した場合、１軒ずつの住宅に排出地

点があるとした場合が、このような図面になります。移動距離としましては、すべての住

宅の前を回りますので６.５キロメートル、収集地点数としましては、３１１カ所というふ

うになっておりまして、現行の方式と比較をしますと、移動距離としては２倍、地点数と

しては１０倍というような形になっています。 

こちらの現場終了後、引き続き１台目の積み足しと言いますか、収集を行う現場がこち

らの図面になっています。こちらは木曜日、週の後半に燃やせるごみを収集している範囲

になりまして、移動距離といたしましては２.５キロメートル、収集地点数、ごみステー

ションは２３カ所というふうになっておりまして、この地域で戸別収集を実施したと仮定

した場合、収集地点がこのような形になります。黒い小さい丸が、１軒ずつにごみの排出

地点があるというマークになっておりまして、収集に伴う移動距離９.２キロメートル、収

集地点数、ごみの排出地点ですけれども、４４３カ所というふうになります。現行方式と

比較をいたしますと、移動距離として４倍、地点数といたしましては、１９倍というよう

な結果になっております。こちらが実験の概要になりますので、御報告のほう、松藤先生

のほうからお願いしたいと思います。 

○松藤委員 こういったところで、実際に走っていただいて記録を取りました。 

 まず、３－２というところを見ていただきたいのですけれども、どんな記録を取ったか

というと、実際にこうやって移動しっ放しですから、止まるタイミングがないということ

で、その３－２の２行目の最後のところから、道路の直線部を単位として、その間にどの
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くらい走って、時間かかって、ごみがどのぐらいあったか、そういった記録をとっていき

ました。その結果が、下の図の６の左側、これは石狩市の結果です。これは午前中だけの

調査なのですけれども、何を書いているかと言うと、３－３の（１）の４行目のところ

に、５０分ごとに１０分間の休憩をとっている。これは集計から除いている、そういった

ことをしました。何がわかるかと言うと、マークが違うのは何かと言うと、１００メート

ル当たりの住宅数が違う。例えば青丸は、ここは住宅が余りない。四角いオレンジ色は住

宅たくさんある。ですけれども、時間と距離が余り変わらないというふうに見ていただき

たい。ということは、ごみの数や家の数ではなくて、単純に距離で大体時間が決まってい

るということを、この図は言っているわけです。 

 図６の（ｂ）、これは札幌市の例でして、ちょっと涌井委員からご指摘があったのは、

１５０メートル当たりのところが非常にばらついていると。この理由は何かと言います

と、さっきのビデオでありましたように、ちょっと要領がわからないのですね、作業され

る方。最初はうろうろうろうろしていて、何か時間がかかったりかからなかったりして、

後半になると安定してきて直線になった、そんなようなことであります。 

 札幌と石狩の一番の大きな違いは何かと言いますと、信号待ちにあります。下から３行

目にありますように、信号待ちと右左折待ち。信号はないのですけれども、車が来て曲が

れないといったようなことが起きてしまうと。これをロスとして考えました。 

 下の図は、このロスを差し引いています。平均の速度を計算しますと、札幌と石狩は大

体５キロメートル／ｈ、毎時くらいで、そんなに差がありませんでした。 

 ７ページをご覧いただきたいと思うのですけれども、ステーション収集と戸別収集の比

較ということで、これは輸送を除いた部分についての比較で、月曜の収集地域というの

は、最初にあった月曜の収集地域、１回目の比較。１回目と同じ地域を走った場合の比較

ということです。 

 見ていただきたいのは、図７の一番上の図で、これは移動距離になります。先ほど数字

が出ておりましたけれども、同じ地域なのですけれども、２.８倍の距離を移動しなければ

ならない。 

 それから２番は平均速度、ちょっと飛ばしまして、これはあまり変わりませんけれど

も、３番の作業時間が３.４倍ぐらいになっているということです。この中には、信号待ち

などロスや休憩がありますから、これを除くと２.７になると。つまり逆に言いますと、実

際の作業時間を１とすると、ロスが０.１４、休憩が０.０７で、この二つだけで２割増に

なると。つまり、石狩に比べて非常に不利、ロスの分ですね、なってしまうということを

言っております。 

 それから、下にもう一つ図がありまして木曜収集地域。ステーション収集の場合は、ご

みが少ないと効率的に回れますから、広い範囲を回れるのですけれども、戸別収集の場合

は、ごみがあってもなくても同じところに行かなければいけませんから、変わらないとい

うことになって、ステーション収集と比較すると、３.５１倍という数字が書いてあります

けれども、そんな数字になっていきます。 
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 これは輸送を含んでおりませんので、では１日の作業はどうなるかというのが、４番の

図を先に見ていただきたいと思います。裏の図を見てください。 

 ８ページの図は、これはどう見るかと言うと、一番左が月曜のステーション収集で、実

測したときには、収集の１というのは、８時半ごろから９時２０分ぐらいで１回積み終

わって、清掃工場に行って戻ってきて、２回目、３回目と収集して、午後また収集してい

ると、そういった作業をしていたのです。 

 それに対して、戸別収集の場合は、８時半にスタートしたのですけれども、２回休憩を

挟みましたけれども、まだ月曜の１回分まで到達していない。それが最後に終わったの

が、午後の１時半だということです。ここで、ようやく同じ地域が終了したということを

言っています。 

 木曜の場合はもっと効率が悪くて、収集の１回目が終わったのは、木曜のほうが１回目

の範囲が広くなりますので、戸別収集の場合は２時半になってしまうと、そのような図に

なっております。 

 ちょっとまとめを、もう一度７ページの下でしたいと思います。今申し上げましたの

は、７ページの下から７行目ぐらいからです。もう１回読みますけれども、７月２６日

は、午前中に３回の収集を行った。ところが、戸別収集では２度の休憩を挟んでも午前中

に１回目の収集区域を回り切れず、午後１時半にようやく１回目の場所が終了した。仮に

戸別収集が午前中に終了できたとしても、約３倍の時間がかかっていることになるという

ことになります。 

 その下で、木曜日はごみが少ないために、２回の収集で９４のステーション、月曜の８

４より効率がいいのですが、戸別の場合は、ごみの量によらず、移動する距離が同じなの

で、月曜と木曜の時間は変わらなくて、木曜日１回目の収集区域は２時半を過ぎてしま

う、そのような状況であります。 

 もう一度、８ページの一番上に行っていただきまして、参考のために石狩のデータが

載っておりますけれども、石狩は同時に有料化をしましてごみが減りました。それで、台

数が、２行目にありますように、９台から１２台に増えた。ごみは０.７倍になっています

ので、ごみ量当たりの収集車台数は１.８倍、約２倍になっているということです。石狩の

場合は２倍、札幌の倍は、先ほどのロスがありますから、もう少しかかることになる。よ

く見て、そういったことになるということです。 

 それから、先ほどどなたかからコメントがありましたけれども、車はやはり大きいの

で、満杯になるまで、これはかかってしまうと。もし車が半分だったら、この半分の時間

で１回終わって、休むことはできるということになるわけですけれども、車が大きいため

に、休むことができないという状況です。 

 ８ページの最後、ここだけ私どもの感想が半分入っているのですけれども、テスト走行

における移動距離は、図８の（ａ）で１２.３キロ、これは月曜の地域ですね。（ｂ）は１

５.７キロで、このほとんどを作業員は徒歩で移動している。午後も続けると、２０キロを

超える。ハーフマラソンを、１回でやるというような距離になっているということであり
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ます。これは、この地域だけではなくて、図３の（ｂ）ってさっきあったのですけれど

も、あれも大体計算するとやっぱり２０キロになるということですから、２０キロになる

ことは覚悟してやらなければいけない。 

 最後の行ですけれども、作業の長時間化と作業形態の変化。私たちが追いかけたのは結

構暑い日だったのですけれども、雨の日とか雪の日とかいろいろな状況を考えると、非常

に過酷な作業を強いることになるだろうというのは、最後の感想であります。 

 以上です。 

○吉田委員長 どうも詳細なシミュレーション結果、ありがとうございました。 

 今の御報告に対して、ご質問がありましたら。 

○涌井委員 先ほどのシミュレーションのビデオの中での説明なのですが、車を片側走ら

せて、１人の方が積み込むと。もう１人の方は、先に行って準備しているというやり方で

した。名古屋の場合は、道路もあれよりも若干狭いせいもあって、並行して両側からやっ

ていくわけですね。その辺は戸別の場合、何か考慮されているのでしょうか。 

○松藤委員 調査地域においては、場所によっては、やっぱり片側しかできない場所が

あったり、道が狭ければ両側できる、そういった状況に分かれていましたね。それでよろ

しいですか。 

○涌井委員 さっきのなんかは、どちらかと言うと名古屋に近いような所なので、もう

ちょっと両側をやってもいいのかなという感じでさっき見たのですが。 

○事務局（茶谷） その当たり、特に道幅に結構左右されるところで、例えば中央線が

入っているようなところは、反対側に渡っていくというのは難しいものですから、片側を

やって、また逆サイドで、もう片側をやるという方式になりますけれども、例えば名古屋

市みたいに、かなり狭いところであれば、両方からとるほうが効率がいいという形になり

ますので、多分道路の状況によって違うのかなと思います。 

○涌井委員 さっきもセンター引いてませんよね、あれ。 

○事務局（藍原） 途中から、手前が中央線がある通りで、だんだん細くなっていってい

る通りだったので、あのような形になっています。 

○涌井委員 わかりました。 

○吉田委員長 ほかにありますか。 

 何しろ、私も石狩で見たのですが、やはり非常に、ハーフマラソンではないですけれど

も、ずっと走りっ放しで、だから１時間に一遍は休まなければとてももたないし、特に冬

や雨の場合のことを考えると、相当厳しい作業になっているというのは間違いないですの

で、やはりこれをやるとなると、コストの問題もあるのですけれども、作業形態について

の配慮がないといけないというのが、私も非常に痛感しましたし、それからやはりごみの

出し方の問題も、一つはだから何を目的にするかということにも関連するわけですけれど

も、市民にとっての利便性ということもあるのだけれども、それを通じて、まちの美観に

ついても、さっき言ったように出し方について、全く逆の評価をするのが出ているという

あたりも非常におもしろいと言うか、検討しなければいけない点だなというふうに思いま
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した。 

 そうしたら時間の関係もありますので、シミュレーションの調査については、どうも大

変お手数をおかけしましてありがとうございました。 

 それで残り、最後にその中間報告書をどういうふうな形でつくるかということについ

て、事務局からご報告、ご提案をお願いします。 

○事務局（岸田） それでは、「中間報告書（案）について」という資料をご覧くださ

い。 

 まず、中間報告書についての位置づけでございますけれども、これまでの第１回の、こ

の委員会で決まりました方針、あるいは企画書案に基づいて、今までやってきた調査、審

議したことをダイジェスト的に整理して、進捗状況をホームページ等を通じて公表するこ

とを目的としています。おおむねこの構成としましては、２、３、４というのが、この今

回の調査研究の三本柱、ちょうどこの第２回の委員会で中間報告をさせていただいたとこ

ろでございますけれども、そういったものをそのまま資料をまとめるのではなくて、おお

むね３０ページ程度に、この１０月をめどにまとめまして公表したいと考えております。 

 この中間報告書に肉づけして、正式な報告書をつくるということではございませんの

で、また報告書については、第３回委員会のところで御説明申し上げたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○吉田委員長 今の事務局のご説明について、何かご意見、ご質問ありませんでしょう

か。 

 やはり中間、途中であれ、市民の関心も高いので、公表するということが非常に大事だ

と思うのですね。それで、皆さんにもアンケートを取っていますし、戸別収集の問題につ

いても前から議論になっていますので、最終的なところまで行かなくても、公表するとい

うのは非常に重要なことだと思いますので、また、市民の皆様からのいろいろなコメント

やご質問、ご意見を寄せられる可能性もありますし、非常に重要なことだと思っておりま

す。 

 それで、中間報告書の取り扱いについては、一応案のとおりでいくということでよろし

いでしょうか。 

○事務局（岸田） 今こちらのほうに案と書かせていただきましたのは、この構成とか、

こういう考え方でいいでしょうかということで、これをご承認いただけましたら、ここに

書いている構成に従って作らせていただきまして、また個別にご承認いただいた後に公表

したいと考えております。 

○吉田委員長 では、そういうことで皆さんよろしいですね。 

 それから、今ご出席いただいてない方についても、後で知らせるということでご了解い

ただくということでよろしいと思います。 

 

３．その他 
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○吉田委員長 それでは、最後に、次回の委員会の開催などについて、事務局よりご説明

をお願いしたいと思います。 

○事務局（岸田） 本委員会、これは今年度全３回を予定しております。この６月に１

回、本日２回目、最後に、１月下旬をめどに第３回を予定しております。 

 そのときのポイントにつきましては、本日ご審議いただきました市民意識調査のより深

い、特に対比的な分析を行いたいということと、あと松藤教授に、今いろいろお手数いた

だいておりますけれども、冬のシミュレーション、これをどうするのか、もし１月にでき

れば、その結果の粗筋でもご説明できるのではないかと、あるいはそれが２月になれば、

後ほどまた個別にご報告申し上げたいと。この冬期についてのシミュレーションについて

も、我々は深い関心を持っております。 

 そういったことを踏まえながら、今回は基礎資料の集大成ということを目的としており

ますので、それぞれのステーション、小規模ステーション、戸別収集それぞれについて、

客観的なメリット・デメリット等を総まとめにして、皆さんにご審議いただきたいと、そ

う考えております。１月下旬、よろしくお願いいたします。 

○吉田委員長 それでは、一応今のご提案のように、来年１月下旬をめどに、第３回委員

会を開催するということで、皆様のご参加をお願いいたしたいと思います。 

 

４．閉  会 

○吉田委員長 それでは、本日は長時間にわたり、大変お疲れさまでした。今後も調査研

究の推進につきまして、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 これで第２回委員会を閉会いたしたいと思いますが、最後に、実は私もこの調査委員会

の委員長を仰せつかっているのですが、ほかの札幌市の委員会や、それから学内のいろい

ろな仕事の長を授かっていまして、できますれば、この委員会の委員は続けますけれど

も、委員長を交代させていただきたいということで、大変勝手なのですが、松藤委員に、

残りの部分なのですが、委員長をお願いしたいということで、皆様のご了解を得たいので

すが、大変勝手で申しわけないのですが、ぜひとも曲げてお願いしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 松藤先生にも、よろしくお願いします。 

○松藤委員 相当異例なことのようなのですが、私は立場として非常に中途半端という

か、イレギュラーでして、一部の作業を委託というのですか、再委託していただいてやっ

ているということもありますので、二足三足のわらじになりますが、同じことですので、

お引き受けしたいと思います。よろしくお願いします。 

○吉田委員長 それでは、ありがとうございました。 

 

 


