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日 時：平成２２年２月９日（火）１３時３０分開会 

場 所：ＳＴＶ北二条ビル ６階 １～３号会議室 
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１．開  会 

○吉田会長 皆さんがお集まりのようですので、ただいまから第６期札幌市廃棄物減量等

推進審議会を開催させていただきます。 

本日は、ご多忙の中、ご出席いただきまして、大変ありがとうございます。 

それでは、最初に事務局から報告をお願いしたいと思います。 

○事務局（富田企画課長） 企画課長の富田でございます。本日は、よろしくお願いいた

します。 

はじめに、本日の会議は、１５名の委員にご出席いただいておりますので、「札幌市廃

棄物の減量及び処理に関する条例施行規則第５条第１項」の規定によりまして、この会議

が成立していることをご報告させていただきます。 

ここで、今回初めてご出席される方がいらっしゃいますので、ご紹介したいと思います。 

日本チェーンストア協会北海道支部の石岡忠雄委員です。 

○石岡委員 石岡でございます。 

チェーンストア協会におりますが、私の母体はマックスバリュというスーパーマーケッ

トでございます。 

スーパーマーケットはどちらかというと、ごみを出す元凶、もとになるものかもしれま

せん。ごみ減量については、いろいろな形で長いこと取り組んできております。さらに、

我が社としては札幌に２６店舗ほど展開させていただいておりますので、そういう意味で

も、ぜひ札幌市及び札幌市民の方にごみ減量について啓蒙、あるいは何か貢献できること

はないかということで自らも取り組んでいきたいと、かように考えております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（富田企画課長） よろしくお願いいたします。 

次に、配布資料の確認をさせていただきたいと思います。 

まず、本日の次第と座席表です。それから、ごみ収集日カレンダーの見本、冊子になっ

ています「新ごみルール後のごみ量の推移等について」、そして、「ごみ減量・リサイク

ルに対する行動・意識等に関する市民意識調査」の報告書を配布させていただいておりま

す。 

お手元にございますでしょうか。 

なお、本日の会議は、大体３時ごろを目途に進めさせていただきたいと思いますので、

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

２．あいさつ 

○吉田会長 今回、小林環境局長がいらしておりますので、一言ごあいさつをいただきた

いと思います。 

○小林環境局長 いつも大変お世話になっております。 
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札幌市環境局長の小林でございます。 

開会に当たりまして、一言ごあいさつをさせていただきます。 

本日は、皆様、大変お忙しい中、札幌市廃棄物減量等推進審議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、日ごろ、札幌市の環境行政、とりわけ廃棄物行政にいろいろとお力添えをいただ

いております。この場をお借りいたしまして、深く感謝を申し上げるところでございます。 

さて、前期の札幌市廃棄物減量等推進審議会におきましてご審議をいただきまして改定

をいたしました札幌市の一般廃棄物処理基本計画、「スリムシティさっぽろ計画」に基づ

きまして、昨年７月から家庭ごみの新たな分別・リサイクルと、有料化を柱といたします

札幌の「新ごみルール」をスタートしたところでございます。ほぼ半年を経過したところ

でございますけれども、私どもが当初予想いたしました以上に、非常に大きなごみ減量・

リサイクルの効果が表れてございます。大きな目標としておりました篠路清掃工場の廃止、

そして埋立地の大幅な延命化が現実のものとなりつつあると感じているところでございま

す。市民、そして事業者の皆様方のご理解とご協力、そして日々のごみ減量・リサイクル

への取り組みが大きな成果となって表れたと感じているところでございます。引き続き、

札幌がごみの少ない循環型の都市となりますように、市民、そして事業者の皆様のご理解

とご協力をいただきながら、さらなるごみ減量・リサイクルに取り組んでいきたいという

ふうに感じているところでございます。 

委員の皆様方のこれからのお力添えを今後ともお願いいたしまして、簡単ではございま

すけれども、開会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。今後とも、どうぞ

よろしくお願いを申し上げます。 

○吉田会長 どうもありがとうございました。 

 ここで、局長は公務がおありだということで退席されます。 

〔小林環境局長退席〕 

 

  ３．報告事項 

○吉田会長 次第に従いまして、まず、札幌市から報告事項がありますので、お願いした

いと思います。 

○事務局（長岡環境事業部長） 環境事業部長の長岡でございます。 

皆様方、今日は、それぞれに大変お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがと

うございました。 

私の方から、３点ほどご報告事項がございますので、時間をいただいて報告させていた

だきたいと思います。 

まず１点目は、篠路清掃工場の運転休止についてでございます。 

皆様方、既にご案内のとおり、平成２２年度の焼却ごみにつきましては、目標に迫る４

７万トンとなることが見込まれることから、篠路清掃工場を除いた発寒、駒岡、白石の三
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つの工場で処理が可能であるということを判断いたしまして、去る１月４日ですけれども、

市長より今年３月末で篠路清掃工場の運転を休止するということをお話し申し上げさせて

いただきました。篠路清掃工場の廃止につきましては、今後、ごみ量の推移を慎重に見極

めた上で、来る平成２２年度中に判断をしたいというふうに考えてございます。 

この篠路清掃工場の休止に伴いまして、「雑がみ」が非常に多くなることが予想されて

おりますので、その収集量増加に対応するため、篠路清掃工場の一部を活用いたしまして、

「雑がみ」の選別作業を行う予定をしてございます。これが１点目のご報告事項でござい

ます。 

２点目は、「枝・葉・草」の収集期間の延長についてでございます。 

「枝・葉・草」の収集期間については、平成２１年度は７月からの「新ごみルール」に

併せて収集を開始しましたけれども、来年度からは５月から１１月までとしてございまし

た。しかしながら、地区によっては１１月上旬に収集が終了するというところもございま

して、１１月末に収集が終了するというところと不均衡が生じてございました。このよう

なことから、これらの不均衡を改善するため、「枝・葉・草」の収集期間を約２週間延長

いたしまして、１２月中旬までとすることといたしました。これが２点目でございます。 

それから、３点目は、収集日カレンダーについてでございます。 

皆様方からのご意見やご要望が非常に多かったのが、この収集日カレンダーでございま

す。昨年、「新ごみルール」がスタートする前に収集日カレンダーを全世帯に配布したと

ころでございますけれども、文字が小さいとか、色合いが見にくいであるなどの改善に関

するご意見、ご要望が多数寄せられております。 

そこで、来年度のごみ収集日カレンダーを作成するに当たりましては、さまざまな視点

からのご意見を伺い、作成や配布方法等の参考とさせていただくため、町内会の方々や札

幌市立大学の学生などに参加をいただきまして、収集日カレンダーに関する懇談会を設け、

昨年１２月１１日に開催したところでございます。 

この懇談会でのご意見を踏まえまして、皆様方のお手元にございますけれども、お配り

したようなデザイン等に改善いたしました。 

この配布方法についてでございますけれども、来月、「広報さっぽろ」３月号にとじ込

んで配布する予定でございまして、既に「広報さっぽろ」２月号でお知らせしてございま

す。今回、お配りするカレンダーは、今年の４月から９月までの半年分となっております。

１０月以降のカレンダーにつきましては、再度、懇談会を開催するなど、今回お配りする

カレンダーの再評価をいただきまして、さらに改善をしてまいりたいと考えてございます。 

以上３点について報告させていただきました。よろしくお願いいたします。 

○吉田会長 どうもありがとうございました。 

ただいまの３点にわたるご報告について、委員の皆さんから何かご質問があればいただ

きたいと思います。 

大沼委員、お願いします。 
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○大沼委員 ちょっと聞き漏らしてしまったので、確認したいのですけれども、「雑がみ」

が増えてきているということで、篠路清掃工場の一部で何を実施するのでしたか。選別作

業を実施するということでしたか。 

○事務局（長岡環境事業部長） ２１年度の「雑がみ」の計画量は２万４，０００トンと

見込んでございまして、２２年度の「雑がみ」の量は３万６，０００トンと、約５割増し

の量になるだろうと見込んでございます。したがいまして、今、中沼の雑がみ選別センタ

ーで選別作業を行っておりますけれども、そこも選別作業が相当大変な状況になってござ

います。篠路清掃工場を休止いたしまして、篠路清掃工場の中の設備を一部利用いたしま

して、選別できるような施設を設けたいと考えております。 

○大沼委員 要するに、中沼でやっている「雑がみ」の選別を篠路清掃工場でも同じよう

にやるということですね。 

○吉田会長 他にご質問はありますでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○吉田会長 それでは、何か関連してあれば、また後で出してください。 

 

  ４．審  議 

○吉田会長 それでは、本日の議題であります「新ごみルール」以後のごみ量の推移につ

いて、前回、皆さんからもいろいろ要望もありましたので、札幌市からご説明をお願いし

たいと思います。 

○事務局（富田企画課長） それでは、「新ごみルール後のごみ量の推移等について」と

いう資料をご覧いただきたいと思います。 

１枚めくっていただきまして、まず１番目になります。 

「新ごみルール」開始後から平成２２年１月までのごみ量等についてという表がござい

ます。これは、去年の７月から今年の１月までの７カ月間を累計したごみ量をここに載せ

ております。 

廃棄ごみですけれども、「燃やせるごみ」につきましては、ご覧のとおり、対前年度比

で６６％ということで３４％の減、「燃やせないごみ」は、対前年度比で３３％で６７％

の減という状況でございます。廃棄ごみの合計は、対前年度比で６３％ということで、３

７％減という状況でございます。 

資源物ですけれども、「びん・缶・ペットボトル」、「容器包装プラスチック」は、そ

れぞれ去年と比較しまして１５％、３０％と増えております。さらに、新しい分別区分に

なりますけれども、「枝・葉・草」、「雑がみ」を加えますと、合計は対前年度比で１３

２％の増という状況でございます。 

廃棄ごみと資源物を足した合計ですけれども、これも８２％ということで１８％の減と

いう状況になってございます。「新ごみルール」実施後、ごみ減量・リサイクルが順調に

進んでいるのではないかと考えております。 
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次に、２ページ目をご覧ください。 

２とありまして、平成２１年度の４月から１月までのごみ量を月別に載せたものでござ

います。これは、前回の審議会で月別の状況が知りたいというご要望にお答えしたもので

ございます。 

「燃やせるごみ」になりますけれども、４月、５月で見ますと、大体３万トンです。６

月ですけれども、これは７月から「新ごみルール」が始まるということで、いわゆる駆け

込み排出で４万５，０００トンと増えております。逆に、７月ですけれども、その反動で

１万８，０００トン弱という形で落ち込んでいますが、８月以降は大体２万トン前後で今

現在まで推移している状況でございます。 

また、「燃やせないごみ」ですけれども、これも４月、５月は約７，０００トン、６月

に１万５，８３５トンとほぼ倍に増えています。その反動で、「新ごみルール」が始まっ

てから７月は８９６トン、１，０００トンを切るような状況ということです。８月以降は

大体１，０００トンから１，５００トンで推移している状況でございます。 

資源物は、先ほどもご説明しましたが、「びん・缶・ペットボトル」、「容器包装プラ

スチック」とも伸びているというような状況でございます。 

３番目ですが、そのうち４月から６月までの状況を抜き出したものです。平成２０年度

との比較で載せております。 

「燃やせるごみ」ですけれども、平成２０年度については、４、５、６月ともほぼ３万

トンということです。平成２１年については、４月、５月についてはほぼ平成２０年度と

同じ量です。ただし、６月は駆け込み排出で４万５，６８７トン、率にして１５０％とい

う状況でございました。７月以降を参考で載せておりますけれども、「新ごみルール」が

スタートして、平成２０年度で言いますと３万トン台ですが、平成２１年度は大体２万ト

ン前後という状況です。 

「燃やせないごみ」ですが、平成２０年度については、４月が５，８２７トン、５月が

４，７００トン、６月が３，８００トンですが、平成２１年度については、「燃やせるご

み」より早目に駆け込みの影響が出ていると考えられますけれども、４月で７，１７５ト

ンということで１２３％、５月も７，０００トン強ということで１５４％、６月は特に増

えまして１万５，８３５トンで４１４％というような状況でございます。７月以降につい

ては、１，０００トン前後で推移している状況でございます。 

続きまして、４番目の集団資源回収の状況です。 

集団資源回収については、１月から１２月までで集計しているものですが、平成２１年

については２月１日現在ということで速報値ですので、これはまだ変化するというふうに

考えていただければと思います。２月１日現在で比較した表です。 

平成２０年が合計で５万７，８２６トン、平成２１年が５万７，３３３トンということ

で、ほぼ同量という状況でございます。 

１月から６月と、「新ごみルール」が始まった７月から１２月というふうに区分してお
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りますが、平成２１年については１月から６月が２万７，５９９トン、これを７月から１

２月の区分で見ますと、２万９，７３５トンということで、率にして７．７％伸びていま

す。２０年は２．７％ですので、２１年については、やはり５ポイントぐらい増えている

ような状況でございます。 

その下の表は、そのうち主要古紙を抜き出したものです。主要古紙の回収量ですが、新

聞紙は、増減をご覧いただくと分かると思いますけれども、２，７４３トンの減という状

況です。一方、段ボールについては、平成２０年が５，６４４トンでしたが、２１年につ

いては７，６１６トンということで１，９７２トンの増、率にして３５％の増ということ

で、段ボールについては、町内会の回覧とかいろいろな広報などで集団資源回収の方に出

してくださいということの成果が出てきたのかなと考えております。 

新聞紙は２，７４３トンの減ですが、ちなみに平成１９年が４万６，５４４トンという

ことで、平成２０年も２％減、平成２１年も６％の減というように減ってきております。

これは、景気の低迷とかインターネットなど紙媒体以外の利用による減があるのかなと考

えております。 

続きまして、３ページになります。 

ごみ量管理目標と達成状況という表です。 

目標として四つの数値目標を掲げています。今回は、前回１回目の資料に平成２２年度

の見込みを加えた表になっております。 

１番目の目標ですけれども、「廃棄ごみ」である「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」

の減量目標になります。（２）の棒グラフを見ていただけると分かると思いますけれども、

平成１６年度と比較しまして２２年度の見込みが３６．８％の減となっており、最終目標

が３０％以上の減ということですので、これについては最終目標を達成する見込みで考え

ております。 

もう一つ目標がありまして、家庭からの廃棄ごみ量は１人１日当たり４００グラム以下

を最終目標として掲げておりますけれども、２２年度の見込みとしましては４３０グラム

と見込んでおります。先ほど説明が漏れましたが、廃棄ごみ量の１人１日当たりというこ

とで、実績は７月から１月までで３８３グラムです。この３８３グラムについては、今申

し上げましたけれども、７月から１月までの７カ月ということで、まだ季節変動等も今後

あるということと、これは予算ということで手堅く見ているところもありまして、４３０

グラムというふうに見込ませていただいております。 

次の目標になりますが、４ページです。 

リサイクル率の目標ですが、これも（２）のグラフを見ていただきますと、平成１６年

度と比較して平成２２年度は３０．８％のリサイクル率を見込んでおります。平成２９年

度の最終目標は３０％以上ということですので、このリサイクル率についても達成する見

込みと考えております。 

３点目の焼却ごみ量の減量目標ですが、これは家庭ごみと事業系ごみを足した焼却ごみ
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量になりますけれども、平成１６年度と比較して２３万３，０００トンの減ということで、

最終目標が４６万２，０００トンですが、４６万８，０００トンということで、最終目標

に迫る状況でございます。 

続いて、４番目の埋立処分量の減量目標になります。 

これも、平成２９年度の最終目標としては、平成１６年度と比較しまして３０％以上減

量するという目標ですが、平成２２年度の見込みで５１．６％の減ということで、これも

大幅に最終目標を達成する見込みとなっております。 

５番目に、今、私が申し上げたことは文章で記載されておりますので、後ほど確認して

いただければと思います。 

最終目標を達成していないのが、先ほど申し上げましたけれども、家庭からの廃棄ごみ

量１人１日当たりのグラム数、それから焼却ごみ量です。それ以外については、すべて達

成する見込みであるという状況でございます。 

続いて、６ページをご覧いただきたいのですけれども、ごみステーション対策です。 

１番目のさっぽろごみパト隊の活動状況です。 

前回の審議会資料では、４月から９月までの累計で表示していました。これも、委員の

方から月別に見たい、さらにごみパト隊の人数の推移も分かるような表にしてほしいとい

うご要望がございましたので、それを表したものでございます。 

ごみパト隊については、４月から６月まで５９名体制、７月以降は１１０名体制で活動

している状況でございます。 

この表をご覧いただけると分かりますように、右の方に開封調査とありまして、不適正

排出のごみ袋の開封調査の袋数になりますが、１０月以降は減少傾向にあるということで、

皆様にもご連絡差し上げたかと思いますけれども、当初、平成２１年７月は不適正排出率

が８．８％ということだったのですが、去年の１１月で５．５％というふうに減っている

ということを、裏づけるような形になっているかと思います。 

２番目ですが、ごみステーション管理器材の購入助成状況ですが、前回は９月末現在と

いうことでお示ししています。今回は１月末現在まで集計が出ていますので、その数字と

置き換えております。 

ちなみに、前回との増減で言いますと、ごみ飛散防止ネットについては前回から７９５

枚増えています。それから、カラスよけサークルも約１，０００基増えています。助成金

額についても、７００万円弱増えているような状況になっております。 

次の３番目ですけれども、箱型ごみステーション設置費助成状況ということで、これは

去年の１２月から新たに増やしたメニューでございます。申し込み件数が、１月末で２５

５件、助成金額が２９９万８，７００円という状況になってございます。 

４番目が、共同住宅のごみ排出マナー改善に向けた主な取り組みということで、前回も

お示ししていますが、今回、ごみ排出マナー改善対策連絡協議会の関係になりますが、不

動産関係団体を通じまして傘下の会員に対し賃貸借契約へのごみの適正排出に係る事項の
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追記や、４月以降の収集日カレンダーの配布方法の周知を現在依頼中という状況でござい

ます。それから、協議会のメンバーと札幌市で協働しまして、共同住宅専用ごみステーシ

ョンの排出マナーの改善を行う活動として「脱・ごみ箱化プロジェクト」というものも実

施しているところでございます。 

続きまして、７ページです。５のごみステーション数ですが、平成２１年度については、

１２月末時点の箇所数を記載しておりますが、平成２０年度と比較しますと、２，０５４

カ所増えています。 

この２，０５４カ所の内訳が６番目になりますけれども、ほとんど専用ステーションの

増加数という状況になってございます。 

次の８ページに移らせていただきます。 

資源物の流れを示した表になってございます。これも、前回、委員の方から要望があっ

た資料です。 

「雑がみ」、「容器包装プラスチック」、「びん・缶・ペットボトル」の流れを示した

表でございます。 

「雑がみ」ですけれども、これは２週間に１回ごみステーションに排出していただいて、

これが札幌市の中沼雑がみ選別センターに行く分と、古紙問屋組合に行く２系統で選別を

行ってございます。それぞれ、中沼雑がみ選別センターと古紙問屋で、それを主要古紙と

雑がみに選別します。雑がみについては製紙原料と固形燃料に選別します。主要古紙と製

紙原料については売り払い、固形燃料になる材料については資源化工場で固形燃料化する

という流れになっております。製紙原料として売り払ったものにつきましては、主要古紙

については新聞、雑誌、段ボール、雑がみについてはティッシュペーパーあるいはトイレ

ットペーパー等に再生されています。 

続いて、「容器包装プラスチック」の流れになります。 

これは、週１回、ごみステーションの方に出していただいていますけれども、札幌市の

中沼プラスチック選別センターに収集運搬して、選別保管までこの施設で行っております。

この選別センターで選別保管したものを特定事業者負担分と市町村負担分というふうに分

けます。特定事業者負担分というものがありまして、表の真ん中に表示していますけれど

も、容器包装を利用して中身を販売する事業者、あるいは、容器を製造する事業者、容器

及び包装がついた商品を輸入して販売する事業者です。ただし、こういう業務活動をやっ

ているのだけれども、売上高とか従業員数で除かれるものもございます。この特定事業者

が再商品化の義務を負うのですけれども、この再商品化を、表の左の特定事業者負担分の

下にある財団法人日本容器包装リサイクル協会という指定法人を通して委託します。最終

的に、それぞれコークス、パレット、あるいは油化等の再商品化を行うという流れになっ

ております。 

最後の「びん・缶・ペットボトル」の流れですけれども、これも収集運搬、選別保管ま

では札幌市が行うということになっております。中沼と駒岡の２カ所の選別センターで、



 - 9 -

缶とペットボトル、それとびんを選別しますが、缶はアルミ缶とスチール缶、びんは無色、

茶色、その他のびんというふうに選別します。 

缶は、札幌市で売却し、アルミ缶については、そのままアルミ缶、あるいは自動車部品、

スチール缶についても、そのままスチール缶、あるいは鉄材等に生まれ変わるということ

でございます。ペットボトルについては、先ほどの特定事業者が義務を負うのですけれど

も、これも指定法人を通しまして、有償入札で再商品化事業者に売られまして、卵のパッ

クとかフルーツパック、繊維製品に生まれ変わります。 

びんについても、特定事業者負担分については、先ほどの容器包装リサイクル協会を通

しまして、アスファルト合材、びん、あるいはグラスウール等に生まれ変わるということ

でございます。市町村負担分も同様でございます。 

「びん・缶・ペットボトル」を見ていただきたいのですが、上の方の収集予定量が３万

２，１００トンとあり、それが再商品化されていくのですけれども、保管する段階でアル

ミ缶からびんまで全部合計しますと１万９，５７２トンということで、差し引き１万２，

５２８トンが出てきます。これは、割れたびんとか使いものにならないペットボトルとい

った残渣になります。この１万２，５２８トンというのは収集予定量の３万２，１００ト

ンに占める割合として３９％となっています。この残渣をもっと減らすような方策をとる

ことを検討していただきたいというご提言について、本日は欠席されている松藤委員から

いただいておりますので、これについては今後の課題として本市としても調査・研究をし

ていきたいと考えております。 

最後になりますけれども、平成２１年度予算と平成２２年度の予算案の比較をお示しし

ております。左上になりますけれども、歳出の合計です。平成２１年度予算、平成２２年

度予算案、それと増減額となっておりますが、平成２２年度予算案は、約１６０億円とい

うことで、平成２１年度と比較しますと２１億１，７００万円の減という状況でございま

す。 

右に歳入とありまして、歳出合計１６０億円の財源の内訳になっております。平成２２

年度予算案では、家庭ごみの有料化手数料３７億円や事業系のごみを処分する手数料４３

億円などの歳入により、歳出が賄われている状況でございます。 

下の表は、平成２２年度予算の主要事業を抜き出した表となってございます。ごみ収集

費ですけれども、これは「雑がみ」と「枝・葉・草」を除いたものですが、約６億８，０

００万円の減となっております。備考欄にその増減の理由を書いていますけれども、これ

は皆様ご承知のとおり、「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」が大幅に減ったことによ

る収集経費の減でございます。 

その下の清掃工場と運営管理費関連でございますが、先ほど報告事項でありましたけれ

ども、篠路清掃工場の運転が休止になったということで、４工場体制から３工場体制によ

り、３億２，０００万円の運営管理費が削減できたというものでございます。 

家庭ごみ有料化関連としまして、１億６，５００万円の減ということですけれども、こ
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れもごみが大幅に減ったということで、指定袋の製造枚数が減ったことによるものでござ

います。一方、新たな資源物になりますが、「雑がみ」と「枝・葉・草」の関係について

はそれぞれ２億２，０００万円、２，４００万円と増えていますけれども、平成２１年度

については７月から「新ごみルール」が始まったということで、平成２２年度については

平年度化されるということで増となっております。 

その下になりますけれども、生ごみ減量市民力推進事業は、平成２２年度に新たに実施

する事業でございます。右にございますように、生ごみ減量宣言の宣言者１万人を目標と

して、水切り機等の減量資材を配布や堆肥化機材セット、電動生ごみ処理機、これは従前

からございますけれども、これらの購入助成などにより、総合的に生ごみ減量を進めてい

こうというものでございます。 

その下、その他リサイクル推進関連ですが、これは１億９，５００万円増えていますけ

れども、集団資源回収の奨励金を平成２１年度は７月からの６カ月分でしたが、通年とい

うことで、１２カ月分となることによる増となっております。 

その下になりますけれども、堆肥化施設建設改修に伴う補助金の増ということで、これ

は定山渓地区の民設民営の生ごみ堆肥化施設整備に係る費用ですけれども、ここに対する

補助金が札幌市を通して支払われております。 

一番下になりますけれども、ごみステーション管理支援等関連ということで、これも３，

０００万円の増となっていますが、皆さんご存じのさっぽろごみパト隊によるごみステー

ション管理支援やごみステーションの管理器材の購入助成に係る経費が計上されたもので

ございます。 

今回、ごみステーションの夜間巡回業務が新たに増えるということもありまして、３，

０００万円ほどの増となっております。 

この主要事業の合計の増減ですけれども、６億８，０００万円ほどの減となっておりま

す。さらに、今、発寒第二清掃工場を解体しておりますが、これが平成２１年度で終わる

ということで、５億５，９００万円の減。もう一つ、発寒清掃工場排ガス高度処理施設整

備費ということで、ダイオキシン対策に係る費用ですけれども、これも平成２２年度で終

わるということで、１１億円程度の減ということで、これらを合わせますと、歳出合計で

２０億円程度の減という状況でございます。 

欠席されている松藤委員や前回の審議会において皆さまからもお話がございましたが、

今後においても、ごみの減量だけでなく、清掃事業の効率化に努め、ごみ処理コストの削

減を図ってまいりたいと考えております。 

以上で資料の説明を終わらせていただきたいと思います。 

○吉田会長 それでは、ご説明どうもありがとうございました。 

皆さんにご理解をいただくためということですが、説明のディテールが大分長くなりま

した。 

今のご説明に対して、どなたからでもご質問をいただきたいと思います。 
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要するに、この審議会は、前の審議会を受けて、提案してもらった新しいルールによる

成果と課題を明らかにするということで、特に成果については「燃やせるごみ」が３４％

減で篠路清掃工場の休止ということで非常にはっきり出ているわけです。それがどうやっ

て可能になって、残る課題は何かということを明らかにする。そして、市民の皆さんが分

別等で非常にご努力、ご苦労いただいたわけですから、市民の皆さんにどうしてそれが可

能になったかということをここにデータで明らかにして、それを評価しなければいけない

ということです。その評価のためにここに集まっていただいたということですので、前回、

皆さんからご要望いただいた資料をできるだけ出していただいたと思うのですけれども、

それを踏まえて、ぜひ皆さんにご意見をいただきたいと思います。 

大沼委員、どうぞ。 

○大沼委員 簡単な事実確認の質問が２点と、もう少しというものが３点ほどあるのです

けれども、まとめて申し上げます。 

 まず、簡単な質問からいくと、３ページから５ページに、目標と達成状況の比較をご説

明いただきました。３ページには、事業系と家庭系と両方入っていて分かったのですが、

４ページ、５ページはリサイクル目標、焼却ごみの減量目標は、家庭系と事業系を合わせ

た数字という理解でよろしいでしょうか。それから、２１年度の見込みというものがある

のですが、２０年度の実績があったと思います。１６年度を基準に目標が設定されている

ということは分かるのでそれはいいのですが、特に２０年度までに事業系に対して幾つか

の対策をしてきたと思うので、そういった細かな事業系を先に幾つか少しずつやって、事

業系、家庭系も随分少しずつやっていますけれども、２１年度に大きく減ったという部分

もあると思うので、それの比較を分かる形でお示ししていただけるとありがたいというの

が一つ目です。 

二つ目が、６ページの改善に向けた主な取り組みということで、一番下の「脱・ごみ箱

化プロジェクト」という啓発活動の中身がよくイメージできなかったので、具体的に何を

やっているのか、幾つか例を教えていただけたらと思います。 

それから、８ページ以降の資源物のフローに関することですが、おそらく、ごみは減っ

たけれども、これからはリサイクルするものの質の向上というのが今後の課題になってく

ると思うので、それに関する質問です。 

８ページ目の「雑がみ」のフローですが、札幌市は中沼雑がみ選別センターと古紙問屋

の方で見ると、「雑がみ」の固形燃料に行くか製紙原料に行くかの比率がかなり違うとい

うことです。それから、主要古紙に行く割合が随分違うなということです。質問は、この

製紙原料１万１，６７０トンというところに、段ボールないしはそれに類するものがどの

ぐらい混ざり込んでいるのかどうなのか。これは、見学に行きたくても行けなかったので、

印象でもいいので知りたいと思います。 

いずれにせよ、固形燃料に行っているのが、市と古紙問屋合わせると６，０００トンを

超えていて、３０％ぐらいになるのか、相当量が固形燃料になっているという理解でいい
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のかというご質問です。 

ここを知りたいというのは、固形燃料と言うと、聞こえはいいけれども、要するに燃や

すのでしょうという話になってくるので、それは、今後、リサイクルの質の向上というと

きの資料としてどのぐらい意味を持つのか。 

それから、９ページも同じです。１０ページの「びん・缶・ペットボトル」について１

万トン以上再資源化できないものがあるということです。４割近く再資源化できないとい

う話がありました。容器包装プラスチックの方も、この表の見方が正しいのかどうか分か

らないのですが、収集予定量２万８，１００トンに対して引き渡しは２万４，６２９トン

ということは、３，０００トン以上燃やされているなり埋め立てられているなりという何

らかのことが発生しているのか、そういう見方をしていいのかどうかというところです。 

最後が予算に関するところです。予算は、今回、主要事業ごとに見せていただいたので、

２１年度と２２年度の比較という形でお示ししていただいたのは分かるのです。例えば再

資源化に係るとか焼却に係るといったものの費用面で１６年度や２０年度と比較してどう

だったのかというのがもう少し分かりやすい資料があると、費用対効果というのはどのぐ

らいなのか、これは言い過ぎても何ですが、かといって全く無視できるわけではないので、

その辺の手がかりといいますか、少なくとも、過去と比べてどういうふうに予算の割り振

りが変わっているというものが分かるような資料があればと思いました。前回も随分費用

対効果の話が議論になっていたと思うので、２０年度と２１年度ないしは２０年度以前で

構わないと思うのですが、２１年度でどうか。確かに、２１年度はいろいろ特殊な事情が

あることも踏まえて２２年度でもいいのかもしれませんが、いずれにしろ、そういった形

の比較があると理解しやすいと思いました。 

以上です。 

○吉田会長 どうもありがとうございました。 

今の質問を考えていただきながら、ここで一斉に皆さんに質問を出していただいて、事

務局の対応ということでなくて、我々の中でも議論するということも含めて、他に皆さん

いろいろご質問、ご意見があろうかと思いますので、いただきたいと思います。 

○草野委員 私の要望の処理施設の見学を対応していただいて、ありがとうございました。 

大沼委員からありました「雑がみ」の中沼雑がみ選別センターでの現状を見てきました。

段ボールが非常に混ざっている状況などを見せていただきまして、そこの問題も気になっ

たのですが、「雑がみ」の収集によって、今度は古紙問屋の方に一体どういった影響が出

ているのか。例えば、この固形燃料が多いのが私も気になった部分ではあるのですけれど

も、それだけ手間が増えて処理し切れない状況があるのではないかと推測できたのですが、

その辺で、もし把握されていることがあれば教えていただきたいと思います。 

○吉田会長 市がやっている「雑がみ」と古紙問屋の方に行っているものの関係ですね。

それから、私も見学させていただいて、段ボールが非常に多くて、それを取り出す作業に

えらく時間がかかっているという部分があります。これについては、一つは町内会で回収
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できるところとできないところがあるとか、それから、これはチェーンストア協会さんに

も後でお話を伺いたいのですが、レジ袋の有料化はやったけれども、逆に段ボールはただ

で置いてあるという問題も関わっています。これは、後で「雑がみ」だけで議論したいと

思います。 

その他いかがですか。 

湧井委員、どうぞ。 

○湧井委員 先ほどの大沼委員と意見が重なっているところがあるのですが、まず、５ペ

ージのところです。 

リサイクル目標です。これは大事だと思うのですが、中身の問題が大事で、有効利用が

どうされているかという問題が大事だと思います。そして、先ほどの８ページの「雑がみ」

のフローのところで一番疑問に思ったのが、まず、固形燃料は札幌市と古紙問屋組合から

出てきたものを足して平均すると２６％なのです。しかし、個別に見ると、札幌市が１０％

で、古紙問屋組合の方は５３％と非常に開きがあるのです。なぜ、こんなに開きがあるの

かという理由を知りたいです。何が問題なのか、これは改善したいという意見です。 

ちなみに、去年の１２月２６日の北海道新聞に、松藤委員が「雑がみの２５％燃料に」

という題で書かれた記事に、「ＲＤＦ（固形燃料）は再生品とは言い難い」というコメン

トを寄せていらっしゃって、私もそのとおりだと思うのです。もっと有効利用をすべきだ

と思うので、この点を少し札幌市の方でどういう解析がされているのかということを知り

たいというのが１点です。 

もう一つは、６ページの「4 共同住宅のごみ排出マナー改善に向けた取り組み」です。

これは、先ほど大沼委員から具体的に説明してほしいという意見がありましたけれども、

私も現状報告と進捗状況の具体的なものを知りたいと思っています。これは、「Ⅲ ごみ

ステーション対策について」という大きなタイトルの中で１から６まであって、どちらか

というとここだけが大場の対応となっています。これ以外の「1 さっぽろごみパト隊の活

動状況」とか「3 箱型ごみステーション設置費助成状況」などは目の前の急場の対応だと

思うのですけれども、この「4 共同住宅のごみ排出マナー改善に向けた取り組み」という

ところは大場としてこれから非常に大事な項目ではないかと私は思います。 

また、これは、特に○の二つ目で共同住宅をテーマ（「札幌市共同住宅ごみ排出マナー

改善対策連絡協議会」の設立）にしていますが、実は、私は町内会の役員をやっています

けれども、今、町内会もそういう意味では弱体化していまして、同じように立て直しをし

なければいけない状況です。共同住宅だけではなくて、一般の町内会に対してももう度、

ごみだけではないと思うのですが、市の方で立て直しを考えたらどうかという意見です。 

最後になりますけれども、もう１点お聞きしたいのは、埋立処分量の減量目標は平成１

６年と比べると５１．６％減の１０万４千トンとなったということですが、これはかなり

減ったなという印象を持っているのです。これは、研究テーマとしていろいろと資源化の

研究をされているのですが、これは焼却灰などの有効利用も含めて減ったのでしょうか、
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それとも、そこまでしなくても減って、今、研究中の焼却灰もかなりの量があると思うの

ですが、それを使うとさらに減るということなのでしょうか。 

以上の３点をご質問します。 

○吉田会長 それでは、他にございますか。 

中川委員、どうぞ。 

○中川委員 ごみパト隊の関係ですけれども、勤務体制とか活動内容、業務内容はどうい

うことをやっているのか、具体的に説明いただければと思います。 

○吉田会長 これは、後で簡単にお願いします。 

どうぞ。 

○土肥委員 「燃やせるごみ」なのですが、「燃やせるごみ」の中に台所からごみとか製

品プラスチック、革製品、ゴムとか布製品があるわけですが、もし、この辺を分析されて

おられるのであれば、２０年度、２１年度の比較を教えていただければと思うのです。 

○吉田会長 私も１回参加したのですけれども、ごみ分析をやっていまして、多分、有料

化が始まる前の部分は私もやっているところを見ました。ですから、やった後にどうなっ

ているかということと比較をするということで、多分、後でご回答があると思います。 

それでは、とりあえず今までの質問についてご回答いただいて、後でまた追加というこ

とにしたいと思います。重なっている部分もありますが、この資料に沿った順番でなくて

もいいので、回答されやすい順番でお願いします。 

○事務局（富田企画課長） まず、大沼委員からのご質問です。 

数値目標の中での焼却ごみ量の減量目標、４ページの３になりますけれども、この家庭

系と事業系の量が具体的にどのようになっているかということです。まず、平成１６年度

で言いますと、焼却ごみですが、家庭系が３８万７，０００トン、事業系のごみが３１万

４，０００トンという内訳になってございます。 

これは、今回お示ししていませんけれども、平成２０年度の実績で言いますと、家庭系

の焼却ごみ量が３６万７，０００トンですので、２万トンの減です。事業系のごみですけ

れども、平成２０年度が２２万トンという状況でございます。事業系のごみについては大

幅に減っていますけれども、これは受け入れ産廃のがれきの排除とか、受け入れ時にごみ

Ｇメンを配置しましてチェックするということもありまして、大幅に減っています。ある

いは、景気の動向もあると思います。ですから、大きく減っているのは、焼却ごみの中で

は事業系のごみが減っているという状況でございます。 

続いて、資源物の関係で、質の向上が大事だということで、「雑がみ」を見ると段ボー

ル等の混入により固形燃料が多いというお話でしたが、皆さんご承知のとおり、段ボール

が混入して思ったように選別できないということがありまして、臨時的、緊急避難的に固

形燃料の方に回しているという状況でございます。 

札幌市としましては、皆さんご承知かと思いますけれども、「雑がみ」をどのようにす

るかということで、製紙原料と固形燃料にしますということでリサイクルを進めています。
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おっしゃるとおりに、製紙原料が増えたのは確かによいということで、今現在の対策とし

ては、去年の１０月には選別精度を上げるということで土曜運転を始めたり、１２月以降

は２３時まで運転時間を延長しております。あるいは、先ほどお話がありました篠路清掃

工場休止に伴いまして、そこの一部を活用して選別を行うということで、極力、製紙原料

が増えるよう、２２年度においても対応する予定になってございます。 

ですから、おっしゃるとおりに、固形燃料をなるべく減らして製紙原料を増やす、さら

に主要古紙については集団資源回収等に回るような策を打っていかなければならないと考

えております。 

それから、「容器包装プラスチック」の残渣率ですけれども、先ほど大沼委員が言った

とおり、「容器包装プラスチック」については、収集予定量が２万８，１００トン、引き

渡し予定量が２万４，６２９トンで、この差の３，４７１トン、率にして１２．４％が残

渣ということになっております。これも、先ほどのびんと同様に、残渣率を減らしていく

ということは必要と考えております。 

数値目標のところで、湧井委員の方から、埋立処分量が大幅に減っている、これは焼却

灰の再利用によるものかというご質問がございました。これは、「燃やせないごみ」その

ものが大幅に減ったということが大きな要因です。今現在、少量ですけれども、焼却灰を

セメントにまぜて再利用できないかということで、実験を行っているところでございます。 

それから、「燃やせるごみ」の組成ですが、これは去年の９月調査ですけれども、一番

割合が高い生ごみで４７％です。その次に高いのが紙類で３１％になっています。これは、

汚れた紙が大部分を占めています。若干、主要古紙が３％程度混入している状況です。そ

れから、プラスチック類については、９％ほどとなっております。 

○吉田会長 これは、去年の９月ですね。有料化の後ですね。生ごみの割合が高くなった

というのは、これで非常にはっきり出ているわけですね。 

○事務局（富田企画課長） そうです。 

第１回目の審議会の中でお示ししているのですけれども、生ごみは有料化前は３２％で

したが、「新ごみルール」実施後は４７％と割合が高くなっているところでございます。 

また、「枝・葉・草」はもともと「燃やせるごみ」ということで１６％を占めてござい

ましたが、これは新たな分別区分を設けたということで２％と減少しています。 

おおむね「新ごみルール」に沿った形でごみが流れていると考えています。 

○吉田会長 あとは、町内会のことと「脱・ごみ箱プロジェクト」というのはどういうも

のかということをご説明いただけますか。 

○事務局（石川ステーション対策担当課長） ステーション対策担当課長の石川でござい

ます。 

お手元の資料の順番に基づいてお話しさせていただきたいと思うのですけれども、先ほ

ど中川委員の方から、ごみパト隊の体制と活動内容についてというご質問がありました。

活動内容の部分で、町内会との関わりなどについても若干ご説明させていただきたいと思
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います。 

まず、ごみパト隊の体制でございますけれども、札幌市内には七つの清掃事務所がござ

います。資料の６ページのとおり、市全体で現在１１０名のごみパト隊を配置しておりま

して、一つの事務所には１０人から１８人配置しております。そして、パトロール車をリ

ースで借りておりますけれども、５５台ございます。ですから、基本的には２名１組でパ

トロールに出かける形をとっております。 

活動の内容としましては、まず、ごみステーションパトロールに関連することでござい

ますけれども、ごみステーションを巡回しまして、特に汚れている所、ごみが散らかって

いるようなごみステーションは、市民の方、町内会の方々で清掃していただいていますけ

れども、その後も若干散らかっている所もあります。そういった所につきましては、不適

正なごみの排出を呼び寄せることもありますので、ごみパト隊が浄化ということで清掃を

させていただいております。そして、ごみステーションを巡回しながら、不適正な排出物

に対しては、主に収集の段階でごみ袋に×印シールをつけるのですけれども、そういった

ごみ袋があった場合には、清掃事務所に持ち帰って、清掃事務所の敷地内で開封して、だ

れが出したのだろうかと調査します。開封調査して、ダイレクトメールとか領収書、請求

書など個人名が分かるような物も出てくることがあります。大体２割程度ですけれども、

そういった不適正に排出されたごみ袋から排出者が特定できるような場合につきましては、

そのお宅を訪問いたしまして、こういったごみを間違って出されていませんか、正しくは

こういうふうに分別してくださいという形で、まずはご注意申し上げるという形で個別に

呼び掛けをしております。 

こういった活動を軸としまして、その他に、町内会とか地域でごみステーションを管理

されている方々から、清掃事務所にごみステーションのことについていろいろな相談を受

けます。そして、ごみステーションが汚れているとか不適正排出物が多いというような相

談を受けたときには、例えば、朝の排出時間帯に町内会と連携をとりながら特定のごみス

テーションに立つというようなことも行っております。 

また、先ほど言いましたように、不適正排出されたごみ袋を開封調査したら、排出者を

２割程度は特定できますけれども、逆に特定できない比率の方が多いのも実情です。そう

いったものに対しては、その地域一帯に、例えば「ごみを正しく分別してください」とか、

「ごみの排出時間を守ってください」というような呼び掛けのチラシなども配布します。

これも、町内会の方、そしてクリーンさっぽろ衛生推進協議会という町内会の衛生部長と

か環境部長の方に主に担っていただいておりますけれども、そういったクリーンさっぽろ

衛生推進員の方々とも連携を図りながら、ごみステーション対策に従事しているという状

況でございます。 

私の方からは以上でございます。 

○事務局（粟崎業務課長） 引き続きまして、共同住宅のごみ排出マナーの改善について、

業務課長の粟崎からご報告をさせていただきます。 
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先ほど、湧井委員からもございましたけれども、共同住宅だけでなくて町内会の力もな

かなか落ちてきている部分もあるのでというご指摘もございましたが、今、私どもが共同

住宅関係に焦点を絞って実施をしている理由としましては、ごみステーションの状況が悪

いのは、やはり戸建て住宅エリアと比べますと共同住宅エリアの方が全般的には悪いとこ

ろが多く、これは地域によって多少の違いはございますけれども、そういう傾向が見られ

るということが一つです。 

それから、今、共同住宅と町内会で一緒にごみステーションをご利用いただいているよ

うな場所については、市の要綱でアパート、マンション個別に専用のごみステーションを

つけていただこうというお願いとかご指導をさせていただいております。ですから、まず、

町内会の管理、共同住宅の管理を、責任上、できるだけ分けていこうという方向にあるの

ですけれども、全体的な傾向からしますと、仮にこの分離が進んでいったとしても共同住

宅のエリアの部分で曜日をきちんと守られないごみが出され続けたりということが懸念さ

れるということでございました。したがいまして、共同住宅の部分について、実際に分離

が済んでいるようなごみステーションであっても、どういうふうに状況を改善していくか

ということが今後の大きな課題であろうということで、この共同住宅に焦点を絞った対策

を進め始めさせていただいているということが一つの大きな背景でございます。 

そういった中で、地道な活動としましては、この協議会を立ち上げることによって、ア

パートやマンションの特に賃貸で入居をする方々の手続をされているあっせん仲介業者の

皆様方にご協力をお願いして、あっせんをするときに、お住まいの地域のごみ出しの日が

こうなっています、ルールはこうですよというものを必ずペーパーで渡していただくとい

う協力をしていただいているところでございます。 

それをさらに進めようということで、今回の資料の６ページにありますように、そうい

うお知らせをしただけではなかなか守ってくれない入居者の方がいるというようなお悩み

も管理会社の方からいただいておりますので、そこのところを何とかできないかというこ

とを話し合いをしている中で、いわゆる賃貸契約書の中に、一般的には迷惑行為をした場

合には退去していただくことがありますというような契約条項は入っているのですけれど

も、その中にごみ出しのルールを守らなかったときには退去していただく場合があります

というような、契約の中にもそういう条項を追加できないかということを考えまして、そ

れはできるだろうという各団体、管理会社のご意見がございましたので、今、その対策を

進めていただいているところです。もちろん、収集日のカレンダーの配布方法がこう変わ

りますということもお知らせしていただいております。 

大沼委員の方からご質問がありました「脱・ごみ箱化プロジェクト」ということですけ

れども、今申し上げたような基本的な対応をしつつも、それでもなかなか改善をしない、

こういう言葉がいいのかどうか分かりませんが、専用化したごみステーション自体がごみ

箱化して、いつのぞいても×シールを張ったごみ袋がいっぱいたまっているというところ

が市内で幾つか見られます。ですから、こういったところをどう改善していくか、管理会
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社の方と協力して、今、市内の十数カ所になりますけれども、モデル的に取り組みを進め

ているところです。 

具体的には、入居されている方に対して、札幌市だけが働きかけるのではなくて、管理

会社の方も個別に働きかけをしていただく、その歩調を札幌市と、特にごみパト隊が中心

になるのですけれども、ごみパト隊と管理会社の方できちんとスケジュールを打ち合わせ

て、今回は最初にこういうことをやってみよう、その次にこういうことをやってみよう、

その効果がどうであるかということをきちんと組織的に相談しながらやって、その効果が

どういうふうになるかということを検証してみようという取り組みを今進めているところ

です。成果がどういう形で出てくるかは分かりませんけれども、ある程度出てきた段階で、

今、参加していただいている管理会社以外の皆様方にもそういったノウハウをお伝えする

中で、全市的にそういった取り組みを広げていきたいというものでございます。 

私の方から以上です。 

○吉田会長 では、環境事業部長の方からお願いします。 

○事務局（長岡環境事業部長） たくさんの意見をどうもありがとうございます。本日、

当初は１時半から３時までとお願いしておりましたが、もうこんな時間になっております。

もし、皆様方のご都合がよろしければ、多少時間を延ばして……。 

○吉田会長 せっかくの機会ですから、延長した方がいいですね。 

○事務局（長岡環境事業部長） 活発な議論を大変ありがとうございます。 

私の方から「雑がみ」の関係でございますけれども、先ほど、固形燃料のお話がたくさ

ん出ておりますので、若干、考え方を整理させていただきたいと思います。 

札幌市は、７月から「新ごみルール」を開始しまして、「雑がみ」につきましてはいろ

いろなご意見がございました。これにつきましては、まず１番目に、大きな目標として、

「燃やせるごみ」を減らす、２４万トンを目標にして清掃工場の建て替えを一つしないと

いう大きな目標を掲げて行政回収をさせていただくことを決めさせていただきました。さ

らに、市民の方々に、「雑がみ」はどんなものかということが非常に分かりにくい部分が

ありましたので、分かりやすく出していただくということで、汚れていない紙で、主要古

紙でないものはいいですよという形でお願いしてスタートさせていただいたところです。 

おかげさまで、順調に「雑がみ」は計画量以上出ておりまして、とりあえず初期の目標

は達成したと思っておりますが、その中には汚れた紙とか製紙原料にはならないような紙

もたくさん入ってきております。これは、燃やすという選択肢もあるのですけれども、や

はり目標として「燃やせるごみ」を減らすということですので、これは固形燃料、ＲＤＦ

の原料にしましょうということで取り組んでございます。 

ただ、そうは言っても、中沼雑がみ選別センターで選別する際に、先ほどお話がありま

したとおり、段ボールが非常に邪魔をして選別の支障になっています。私どもは、手をこ

まねいているわけではなくて、市民の方々に回覧版とか「広報さっぽろ」とか、町内会の

方々にご理解をいただいて回覧板を２回ほど出しておりますけれども、これを減らすとい
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うことでお願いしてきております。また、集団資源回収についても、段ボールをたくさん

出していただくように今後も決意を固くして取り組んでまいりたいと思っております。 

一方、物理的に出てきた段ボールをどうするのかということで、中沼の選別施設を増強

するとか、さらに「雑がみ」が増えてまいりますので、先ほど大沼委員からも確認のお話

がありましたとおり、休止した篠路清掃工場の一部を活用して、選別能力を向上するとい

うことで取り組んでまいりたいと思っております。 

いずれにしても、紙を製紙原料にするという基本的な考え方はございますので、極力、

そういう方向で処理ができることが望ましいと思ってございます。 

「雑がみ」に関して、私の方から確認でした。 

○吉田会長 まだ追加でありますか。 

○事務局（飯高施設担当部長） 施設担当部長の飯高でございます。 

２点ほど追加させていただきたいのですが、１点は、「雑がみ」に関して、今、長岡の

方からお話があったのに加えまして、フローの一番下を見ていただきますと、それぞれ再

資源化をしていただける製紙会社などがいらっしゃいまして、こちらのどういう紙がほし

いかという指標がございます。その指標に合うように施設で選別することになりますもの

ですから、その指標に合わない紙も現実には出てまいりまして、それについては、最終的

に固形燃料という形のリサイクルをやらざるを得ないというのが実際のところでございま

す。 

もう一点は、隣のページの「容器包装プラスチック」の件です。ごみステーションから

集まってくる２万８，１００トンに対して引き渡し量が２万４，０００トンあまりという

ことで、先ほど富田の方からその差の分は残渣だというご説明をしたかと思いますが、こ

れらは水分等を含んだ量となっており、すべてが残渣というものではございません。 

ついてきた水分が蒸発したりということもございますが、単純にその差が残渣というこ

とではないということをつけ加えさせていただきたいと思います。原因については、まだ

追求しなければならないので、ここではっきりしたことは申し上げられませんが、すべて

が残渣ではないということです。 

以上でございます。 

○吉田会長 では、市の方から回答がされました。特に、今のお答えも含めて追加のご質

問なりありましたらお願いします。 

○築地原委員 ８ページの「雑がみ」の再資源化フローのところで、先ほどどなたかから

ＲＤＦのお話も出ていたと思うのですが、私の記憶に間違いがなければ、ＲＤＦは札幌市

の場合は厚別の方で地域熱供給に回されていると思うのです。単純にＲＤＦを作って燃や

して処理するだけであれば、これは有効な利用とは言えませんが、札幌市の場合は熱利用

されているということもありますので、製紙原料を多くすることは紙の再資源化というこ

とにとってはよいことだと思うのですが、今お話があったように、固形燃料に回さざるを

得ないものがどうしても出てきます。これを減らしていくと、では、固形燃料の方はどう
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するのかという部分も多少気にはなっているのです。ですから、必ずしも悪ではなくて、

固形燃料して熱回収をしているという部分で、これを減らした場合に、では、他のものは

何かあるのかどうか。ただ、札幌市の場合、ＲＤＦを他のところからも買われていると思

うのです。その辺のお考えがあればお聞かせいただきたいと思います。 

○吉田会長 そのＲＤＦの行き先と利用法について何かご回答はありますか。 

○事務局（飯高施設担当部長） 今お話がありましたように、ＲＤＦにつきましては、全

量、厚別にございます北海道地域暖房の方で地域熱供給事業の燃料として使っております。 

例えば、ここの部分の固形燃料、ＲＤＦが減ったらどうなるかというご質問ですが、今

現在、これだけで全部をやっているわけではなくて、事業者から出る紙のごみや木くずを

原料としてＲＤＦをつくっておりますので、そちらの方を主に使っていくことになるかと

思います。さらに、それでも足りない部分については、熱供給事業者の方で、今お話があ

りましたように、他の市町村でＲＤＦをつくっているところもございますので、そちらの

燃料を使ったり、最近ですと、木くずをチップ化して、それを燃料にして使うということ

も始めておりますので、そういう形で新たに燃料を確保する形になるのではないかと考え

ております。 

以上です。 

○吉田会長 他に何かありますか。 

○湧井委員 「雑がみ」の問題は、先ほど言った１２月２６日の北海道新聞でどういう指

摘をされているかというと、要するに、「市民の分別努力が台無しになっている」という

書き出しなのです。そうなると、せっかく市民が有料化に伴って廃棄物を減量していこう

という動機づけが逆の方向に向いてしまわないかという心配だと思うのです。そういう意

味で、もっとちゃんと説明した方がいいと思うのです。ＲＤＦを作るなら作るでいいと思

うのです。ただ、今のものはあくまでも「雑がみ」の資源価値の中での話ですので、やは

り資源にこだわって議論をすべきだと思います。 

あと、先ほどの私の質問の一番の趣旨は、市の場合は固形燃料にするのが１０％しかな

いのですが、古紙問屋の場合は５３％もあるのです。通常、我々の中でよく使う言葉で倍

半分と言いまして、それは幾ら違っても倍で半分だという話ですが、明らかに倍半分のも

っと飛び出した数字なものですから、根本的に「雑がみ」の再資源化フローという流れの

考え方から少しずれているところで物が動いているのではないかというのが私の心配です。 

以上です。 

○吉田会長 ただ、その問題は、先ほどご回答があったのですけれども、製紙原料を増や

したいといっても、受け取る側がこの質では受け取れないとなっている場合には、せっか

く市民が「雑がみ」だと判断して出されたものが規格に合わないということで、一つは、

どういうものが「雑がみ」なのかということの周知徹底が十分ではないという問題もあり

ます。 

○涌井委員 それは、市の場合は１０％しかなくて、古紙問屋は５３％ですね。なぜ、そ
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ういう違いが出てくるのですか。 

○吉田会長 これはどうですか。 

○事務局（長岡環境事業部長） この古紙問屋の出口ですけれども、これは製紙メーカー

などが買っています。今のところといいますか、今、会長がおっしゃったとおり、もしか

したらレベルが高いのかもしれません。これは推測のお話ですけれども、ある程度品質を

確保しなければ売れないというご都合もおありのようで、必然的に製紙メーカーに売るも

のの質を高めるがゆえに量が減って、あとはＲＤＦの方に流れていくということがあるの

かもしれません。 

一方、札幌市の中沼で選別した紙というのは、通常の工場ならば再生できない紙でも再

生できる工場が買っているのですけれども、ただ、そうはいっても、段ボールがいっぱい

入ってくると白色度が下がるので、段ボールが混入されたものについては勘弁いただきた

いというお話があって、今、段ボールを選別で排除する努力を札幌市はしております。そ

ういう違いで、中沼ルートではＲＤＦが少なくなって、一方、古紙問屋は質を高めるがた

めに率が高くなっているのかなというふうに推測しております。この部分については、ま

だ確定的なことはこの場ではお話しできません。 

○吉田会長 ですから、製紙原料といっても行き先が違う、市が出している方と古紙の方

がやっているのは違うという回答だと思いますが、まだまだはっきりしないところもある

ので、この点については市民の皆さんがせっかく分別の努力をしていただいているのに、

なぜこういうふうになっているかということについて、今の段階で分かるご説明はあった

けれども、さらに今後お調べいただいて、フォローしていただきたいということでいかが

でしょうか。 

それでは、３時近くになっているのですが、特にごみのフローと減量の効果の問題でさ

らに皆さんのご質問等はありますか。 

私としては、先ほど申し上げたように、この審議会は前期の審議会を受けて「新ごみル

ール」をやって、その成果と課題を明らかにするということで、できるだけ評価をすると

いうことだったと思います。一応、最初に申し上げたように、今、「燃やせるごみ」３４％

減で篠路清掃工場休止という大きな成果があったということです。それは、基本的には私

どもが前期の審議会で考えたように、ごみにしないで分別をして資源化をする、それから

有料化でそれを推進するというインセンティブをもたらすと。これが、基本的には当たっ

たといいますか、そのとおりになっていったということだと思うのです。やはり、その点

で評価をした上で、分析としても、先ほどありましたように、どのごみがどこに行ったか

ということが分析できていないところも残っていると思うのです。ですから、まだ半年ち

ょっとですので、１年サイクルで見た場合、先ほどのごみ分析や家庭系と事業系でも違い

ますし、これまで出ていたごみがどこに行っているのかということを引き続きフォローし

ていただきたいということです。 

それから、ご指摘が幾つかありまして、せっかく資源ごみで回収した「びん・缶・ペッ
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トボトル」は残渣がまだ多いということや、先ほどのプラスチックについてはまだ分から

ないところがあるということでしたが、特に「雑がみ」については、今のルールの徹底と

段ボールが多いというのを私も見ましたけれども、この手間が非常にかかっているのです。

ですから、段ボールを使ってもいいのだけれども、回収できるようにする。あるいは、ス

ーパーなどで、一方でレジ袋有料化はやっているけれども、片方でただの段ボールが置い

てあって、みんなは段ボールを持っていくということがあるので、その検討もやっていた

だかなければいけません。 

それから、先ほどありましたように、実は「燃やせるごみ」の半分ぐらいが生ごみにな

っているわけです。定山渓などで生ごみのリサイクルの取り組み等も行われていますので、

やはり、残った生ごみをどうやって減らすか、あるいはリサイクルするかということが大

きな課題になっているということだと思います。 

それから、私は経済が専門ですが、費用について予算面での比較のデータがありました。

現段階である程度公表できるデータがここに出されていまして、先ほど大沼委員の指摘も

ありましたが、もう少し細かくごみの収集運搬、それから処理に関わる費用がどういうふ

うに変化しているのか。ごみが４０％近く減っているのだから、処理費用が４０％とはい

かないわけですけれども、この点で市民の皆さんも有料化ということでそれなりの経済的

負担をしていますので、それに応じた努力を市の方もこういうふうにやっているというこ

とを明らかにするということですね。実際に２１億円ということで２１年度と２２年度の

比較での大まかな数字は出ていますけれども、今度、１年たった場合に通年を通じたデー

タも出てきますので、ごみの減量化でごみ処理にかかわるコストがどのぐらい減ったか、

篠路清掃工場の休止というのは大きな成果で３億円と出ていますけれども、こういう点も

市民の皆さんが明らかにしてほしいということで要望されているのではないかと思います。 

私は、会長として皆さんの意見等も含めて、私の意見ということで議事録などにとどめ

ていただいて、今日出していただいたデータと併せて、あるいは必要があれば補足をして

いただいて、今日出たご質問に回答をいただいた部分などをぜひ市の環境局のホームペー

ジなどで公表していただければ、市民も納得していただいて、一層ごみの減量が進むと確

信しております。 

一応、ごみの減量に関わる話はここで一旦終わりにしまして、もう一つの意識調査をさ

れたということですので、それについて簡単にご説明いただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

○事務局（富田企画課長） それでは、「ごみ減量・リサイクルに対する行動・意識等に

関する市民意識調査」の調査結果ということで、簡単に概要をご説明したいと思います。 

この調査ですけれども、去年の平成２１年１１月２０日から１２月７日にかけて調査を

行っています。無作為抽出しました２０歳以上の札幌市民１，５００名を対象ということ

で、最終的には１，２７０名から回答いただきました。率にして、８５％の回収率ござい

ます。 
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今回の調査につきましては、今後のごみ減量・リサイクル施策の方向性を決定するため

の基礎データを収集することと、「新ごみルール」実施後の市民のごみ減量・リサイクル

に対する行動・意識の変化などを把握することを目的としており、実は同じような調査を

「新ごみルール」実施前の平成１９年１２月にも行っておりまして、それとの比較もこの

報告書で挙げさせていただいております。 

一番ご関心があろうかと思う部分ですが、１４ページをご覧いただきたいと思います。 

「新ごみルール実施後、あなたのごみ減量・リサイクルに対する意識は高まりましたか」

という質問です。「そう思う」という方が４７．７％で、「どちらかといえば、そう思う」

という方も３９．３％ということで、合わせますと大体９割弱という状況になっておりま

す。平成１９年のときに調査しているのですが、そのときは両方合わせて８１％ですので、

大体１０ポイントぐらい、実際に「新ごみルール」を開始して意識が高まった方が増えて

おります。 

次に、１８ページをご覧ください。 

生ごみ減量の取り組みについて伺っています。 

現在行っているものはどんなことをやっていますかという質問です。一番多いのが、「水

切りによる減量を意識して行っている」という方が４０．８％、２番目に「食材を買い過

ぎたり、料理を作り過ぎたりしないように意識して行っている」という方が３５．１％と

いうことです。もう一つ特徴的なのは、「特にしていない」という方も同じように３５．

１％いらっしゃるということで、特に何もしていないという方に対して取り組みを行うよ

うな普及啓発が今後も必要になってくるのではないかと考えてございます。 

それから、２２ページをご覧ください。 

新たな分別区分ですけれども、「雑がみ」をどのように出していますかという質問です。

８２％の方が、ちゃんと「雑がみ」の日に出しているということで、一定のルールの定着

が見られます。 

２６ページですが、同じように「枝・葉・草」についても聞いています。これは、ちょ

うど二つに分かれていまして、ほとんど出ないという方も４９．２％いらっしゃるという

ことで、これはマンション・アパート等が６割ということで、その辺が影響していると思

います。「枝・葉・草」を排出している家庭だけを見ますと、「枝・葉・草」の日に出し

ているという方も８割を超えますので、先ほどの「雑がみ」と同様、意識の高さがうかが

えます。 

続いて、２８ページをご覧ください。 

今現在、月曜日から金曜日に何かしらのごみを排出していただいているのですけれども、

そういった状況の中で、現在の収集回数を変更すべきどうかということを質問しています。

「現行のままで良い」という方が６５．２％です。一方、それでも「変更すべきだと思う」

という方も２１．３％ございます。合計で１，２７０名の回答がありまして、そのうちの

２１．３％ということですので、約２７０名の人が変更すべきだというふうにご回答いた
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だいております。 

では、何を増やして何を減らしたらいいですかということを、この変更すべきだと思う

という人に聞いた結果が３０ページになります。 

増やしてほしい収集区分は、「雑がみ」が一番多うございまして、６０％を超えていま

す。逆に、減らしてもよい収集区分としましては、「枝・葉・草」が４０．４％という状

況です。 

次は、５８ページをご覧ください。 

集団資源回収に参加していますかという質問です。「参加している」方が５３．９％と

いうことで５割を超えています。一方、「地域で行われているのか分からない」という方

も２５．７％で、「地域で行われているが、参加していない」という方も１７％いらっし

ゃるということで、さらなる普及啓発や集団資源回収への誘導が課題ではないかと考えて

おります。 

次は、有料化の制度についての質問ですが、９２ページをご覧ください。 

１カ月当たりのごみ処理手数料がどのぐらいですかという質問をさせていただいていま

す。２５０円未満という方が３５．１％。２５０円以上５００円未満という方も３４．３％

ということで、この二つを合わせますと、５００円未満の方が約７割という状況でござい

ます。平成１９年に、もし有料化をやった場合、ごみ減量の動機づけが働いて、かつ、負

担してもいい金額は幾らですかという質問をしているのですが、そのときも５００円未満

という方が６５％ということで、その結果を反映したような負担額になっております。 

９４ページをご覧ください。 

その負担感について質問させていただいています。「あまり負担に感じていない」とい

う方が一番多くて４２％。「やや負担に感じている」という方が２９．２％、一方、「ま

ったく負担に感じていない」という方が１０．１％、「とても負担に感じている」という

方も８％いらっしゃるという状況でございます。有料化の目的自体、経済的動機づけがあ

る程度働くというためには、若干の負担感が必要だということもあって我々は制度設計し

ているのですけれども、この結果を見ますと、おおむね、料金の設定についても受け入れ

られているのではないかと考えてございます。 

冒頭、ごみ量の関係でもご説明しましたけれども、ごみ減量・リサイクルについては順

調に推移しており、そういった成果を裏づけるようなアンケート結果になっているのかな

と思います。ただ、先ほども申しましたけれども、集団資源回収への誘導といった課題も

まだございますので、その辺については今後も取り組んでまいりたいと思っております。 

以上で終わらせていただきます。 

○吉田会長 市民意識のアンケート調査が出たわけですが、これについてご質問等があり

ましたらお願いします。 

では、草野委員、お願いします。 

○草野委員 前回のときにお話ししたのですけれども、明らかに２０代の男女両方だと思
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うのですが、かなり意識が低いという結果が至るところで出てきていると思っています。

私の団体でも、その層にターゲットに絞って普及の活動をしているのですけれども、なか

なか進まない状況もありまして、私からのお願いとしては、１０５ページを見ていただけ

たら分かると思うのですが、「広報さっぽろ」が全く読まれていない状況です。家族が一

番高いとなっているのですけれども、では、一人暮らしの人は一体どうやって情報を入手

しているのかという状況になると思うのです。ですから、冊子や情報、普及啓発の部分で、

この層だけは同じ方法では通用しないと思うので、別のアプローチを検討していく必要が

あるのではないかと思っております。 

そこで、一つ提案としては、例えば企業の若い社員向けの研修等を少し推奨していくよ

うな動きであったり、あるいは、冊子関係のデザインを少し変えるというのもそうですね。 

ぜひ、先ほどの共同住宅の方も、一人暮らしの方が多いところがかなり影響が出ている

という話も聞いていますので、ここの層を集中的に予算なり少し配分を変えてアプローチ

を変えていく動きを私も積極的にやりたいと思っていますし、市としても、ぜひ、そこに

力を入れていく動きをやっていけないかと思っております。 

以上です。 

○吉田会長 それでは、湧井委員、どうぞ。 

○湧井委員 アンケートのとり方ですが、できればですけれども、年金をもらっている世

帯と年金をもらっていない世帯で分けていただきたいのです。というのは、年金をもらっ

ている世帯というのは、今、国民年金だけですと６万６，０００円、２人でも満額１２万

円ぐらいです。ですから、現役に比べて５分の１から１０分の１しかないわけです。とい

うことは、年金世帯というのは大体１，０００円が１万円の値になるわけです。だから、

多分、感覚が違うと思うのです。そういうことを踏まえて、もし同じような結果であれば

いいと思うのですが、その結果を見て、補助のあり方も少し考えなければいけないのでは

ないかと思います。 

○吉田会長 大沼委員も同じような意識調査をされているので、何かコメントはあります

か。 

○大沼委員 先ほど、あまり議論が出なかった集団資源回収というところで、今回の調査

の結果に出てきたので触れたいと思います。 

今回の調査では、半分ぐらいの方が集団資源回収をされているということで、私も独自

調査をしたところ、４割以上の方が集団資源回収に参加しています。先ほどは「雑がみ」

の議論に集中していましたけれども、何はともあれ、主要古紙が集団資源回収にもう少し

ちゃんと流れれば、先ほどの報告では集団資源回収が去年と今年で全然変わっていなくて、

増えていないのです。そこを増やす手だてというのは、先ほど町内会の弱体化という話も

ありましたが、もう少し工夫の仕方を考えるなり知恵を出していく方向はあるのだろうな

ということを今回の調査も示していると思いました。 

それから、２０代若者の一人暮らしというのはよく分かるのですが、これは先ほどの集
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合住宅対策とも連動してくるだろうと思います。 

実は、これも私が以前調査したことがあるのですけれども、２０代の若者はあまり生ご

みを出さないのです。「容器包装プラスチック」がたくさん出てくるのです。料理しない

でコンビニの総菜ばかり食べているのです。実は、確かに問題の質が若干違ってくるので、

対策の仕方は変わってくるだろうというのは、この結果でも出てきていると感じました。 

雑感という感じですけれども、以上です。 

○吉田会長 他にどなたかご質問はありませんか。 

○築地原委員 今日は、ぜひ２９７ページについてお聞きしたいと思っていました。不法

投棄についてのお話です。もしかしたら前回も出ていたかもしれませんが、１９年度と２

１年度を比べて、そう思うという人が大きく減少している結果になっております。これは、

市民の方々へのアンケート結果ということだと思いますけれども、市の方として実際にこ

うした苦情とか、札幌市の場合は周辺市町とも連携されている部分がありますが、周辺の

市町からの通報等について何か状況がわかれば教えていただきたいと思うのです。 

○吉田会長 山田委員が先ほど手を挙げられたと思います。 

○山田委員 質問ということではないのですが、情報までということで、私は、食品容器

環境美化協会ですけれども、北海道コカ・コーラに所属しております。 

年間、缶、スチール、アルミ、ペットボトルで１，５００トンぐらい回収しております。

札幌市内だけでも１，０００カ所以上に回収ボックスを設置しております。有料化以降、

生ごみなどがかなり増えるだろうと当初は予想していたのですけれども、実はほとんど変

わっていない状況です。今の状況ですと、札幌市民の方はかなりモラルが高いのかなと思

っています。今後どういう状況になっていくか分かりませんけれども、今のところは、集

合住宅のところなどは自動販売機の横についていて、そこはかなり増えるだろうと当初予

想していたのですが、ほとんど変化がない状況です。そこのところは安心してくださいと

いう情報でございます。 

○吉田会長 それでは、今のことも含めて、市の方から何かございますか。 

○事務局（林不法投棄対策担当課長） 先ほどの不法投棄の関係について、不法投棄対策

担当課長の林からご説明いたします。 

データでも意識でも減ってきているというように、平成１９年、皆さんご存じかと思い

ますが、清田地区の代執行がございましたけれども、不法投棄件数のピークは平成１８年

度でした。そして、１９年度は下がってきておりまして、さらに平成２０年度は１，１０

９件というふうに大幅に減ってきております。そして、平成２１年度１月１日現在ですが、

昨年と同じような数で推移しております。ですから、皆さん方が感じていることと現実に

我々が発見している不法投棄件数はこのデータのとおりだと思います。 

○吉田会長 他に市の方から何かレスポンスがありますか。 

それでは、時間もありますので、私の方から感想としては、今出たご意見もありました

ように、年代別というか、若者の意識が低いとか、年金をもらっている人は５００円でも
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大変なのだと、確かにそういう違いがあるので、やはりきめ細かい対応が必要だというこ

とです。それから、単身世帯が非常に増えているという問題があって、これが一方では電

気の使用を増やしているとか、ごみの問題でもかなり固有の問題が出ていますので、これ

はごみということではないですが、世代別と生活スタイルは特に札幌の場合は考慮する必

要があると思います。それから、集団資源回収の周知徹底というのは、町内会が機能して

いないところも出てきていますので、そういう課題があるということが幾つか出てきたと

思います。 

ただ、懸念されていた不法投棄問題については、今のところ、それほど大きな問題が起

きていないようであるということだったと思います。これも、市民の方々のご協力でずっ

とやってきていますので、皆さんがどういうふうに考えていて、どこを改善したらいいか

というのは、こういうことをやる場合には引き続き考えなければいけないと思います。 

この立派な報告書が出ていますけれども、これの概要だけでもホームページに出るので

すか。ぜひ、インターネットで概要も出していただいて、今日配布していただいた資料と、

先ほどご説明があって多少つけ加えていただくような部分があればそれと、この報告書と、

今日の議論のポイントだけでも、あるいは私のコメントでもいいですけれども、それを併

せて環境局のホームページに出していただきたいと思います。やはり、見ている人は見て

いますので、この問題は市民へのフィードバックが非常に大事だということでやってきた

わけですから、市民の方のご努力がどういうふうになっているかという成果を確認してい

ただいて、さらに課題を皆さんも自覚していただけたらということで進めていただければ

と思います。 

 

  ５．その他 

○吉田会長 次の開催日について、札幌市からのご説明をお願いします。 

○事務局（富田企画課長） 第３回審議会ですけれども、今、「新ごみルール」が始まっ

て７カ月ということで、「新ごみルール」実施後１年を経過した時点の７月か８月あたり

での開催を考えております。詳細につきましては、別途、調整させていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

それから、先ほど会長がおっしゃいましたけれども、第１回審議会の資料と会議録がホ

ームページに公開されていますので、ぜひ、そちらをご覧いただきたいと思います。 

○吉田会長 今日は資料が随分入っていますので、ぜひ、今日の分も早く出していただき

たいと思います。 

それでは、委員の皆さんの方から何かございますか。 

○松田副会長 前回の審議会では、ごみの収集場所のことが非常に大きな問題点になりま

して、各町内会長が一番頭を痛めているのはその問題でした。今回、ごみパト隊ができる

ことによってその問題がかなり解決されたというのは非常に大きな進展だったなという気

がします。 
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もう一つ、私はやはり生ごみのことが気になります。この分別によって、「燃やせるご

み」のうち生ごみが３７％から４７％と１０％ぐらい割合が増えたということで、当然、

それだけ水分が高くなると燃やすのにかなりエネルギーが必要になってくるのではないか

という問題も考えられます。ですから、将来的には生ごみだけの分別も何らかの方法で考

えて、前期の審議会のときに我々は生ごみ部会をやって、エネルギー化あるいは堆肥化と

いうこともかなり検討したわけです。将来的に、そういうこともぜひ市の方としても考え

ていただきたいと思います。これは、分別が進めば進むほど生ごみの率は増えると思いま

す。 

私は北広島市に住んでいますけれども、北広島市は再来年からメタン発酵をやります。

やはり、生ごみが、収集場所でもカラスの問題と併せて一番の問題になっていますので、

その辺も将来的な構想として、ぜひ市として考えていただきたいと思います。 

以上です。 

○吉田会長 どうもありがとうございました。 

松田副会長のご意見は非常に貴重で、次なる課題は生ごみ問題で、これは従来の焼却に

も負担がかかり、エネルギーを使うということ、減量する上でもこれがポイントで、使い

方によってはまさにエネルギー回収もできますし、メタン回収、その他堆肥化ということ

ができます。ヨーロッパの大都市でやっていないかというと、部分的にはやっているとこ

ろがありますので、大都市だからやれないということはありません。ですから、あきらめ

ないで、ぜひチャレンジしていきたいと思います。これも引き続き検討したいと思います。 

どうもありがとうございます。 

 

  ６．閉  会 

○吉田会長 それでは、いろいろなご議論どうもありがとうございました。また、７月を

目指して、ご意見、ご要望等ありましたら、事務局の方にお知らせいただきたいと思いま

す。 

今日は、皆さん、どうもありがとうございました。 

以  上 


