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日 時：平成２２年８月２５日（水）１３時３０分開会 

場 所：ホテルニューオータニ札幌 ２階 鶴（東）の間 
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  １．開  会 

○吉田会長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第６期の第３回札幌市廃棄

物減量等推進審議会を開催いたします。 

お忙しいところをお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。 

 

  ２．あいさつ 

○吉田会長 会議の開催に先立ちまして、札幌市の８月の人事異動に伴って、新たに就任

された山崎環境局長から一言ごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○山崎環境局長 皆様、こんにちは。 

 ただいまご紹介をいただきました。今月の１日付で環境局長に就任いたしました山崎で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

この審議会の開催に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 

まず、本日は、大変お忙しい中、そしてお暑い中、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、何よりも日ごろ環境行政、廃棄物行政にご協力、ご理解をいた

だきまして、誠にありがとうございます。この場をお借りしまして、厚く御礼を申し上げ

ます。 

さて、私は以前、平成１９年４月１日付で環境事業部長に就任いたしました。私が着任

する４日前、３月２８日にこの審議会で吉田会長から札幌市一般廃棄物処理基本計画の改

定について答申をいただいたばかりでございました。２年間、侃々諤々（かんかんがくが

く）の激論を交わされまして、大変活発なご議論をいただいたというふうに聞いておりま

すが、素晴らしい答申をいただきました。 

おかげさまで、私どもは、その答申を踏まえまして、また活発な市民議論、そして、議

会でも議論が交わされ、現在の「スリムシティさっぽろ計画」を策定できたところでござ

います。 

そして、この「スリムシティさっぽろ計画」の中にもございますが、廃棄ごみを減量い

たしまして、老朽化しております篠路清掃工場の廃止という高い目標を掲げ、昨年７月に

家庭ごみ有料化を含みます「新ごみルール」をスタートさせたところでございます。 

現在、それからほぼ１年が経ったところでございます。この間のごみ量の推移につきま

しては、この後に詳しくご説明させていただきますが、廃棄ごみにつきましては激減いた

しました。一方、資源物につきましては増加している状況でございまして、この１年間、

札幌市のごみ減量・リサイクルは大幅に推進したというふうに考えているところでござい

ます。 

しかしながら、私どもにとっても、まだいろいろ改善すべき点や課題を抱えております。

この審議会では、「スリムシティさっぽろ計画」が着実に発展していくかどうかを検証し

ていただきまして、いろいろご意見をいただく場でございまして、あらゆるご経験、あら
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ゆるお立場の方々にお集まりいただきました。私どもの気がつかない点もいろいろあろう

かと思います。闊達なご意見を交わしていだきまして、私どもに新しい知恵を授けていた

だければと思っているところでございます。 

このようなことで、大変お世話になりますけれども、貴重なご意見をいだたけることを

期待して、またお願いをして、私のごあいさつとさせていただきます。 

どうぞ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。 

 

  ◎事務局連絡事項 

○吉田会長 それでは、事務局からご報告をお願いします。 

○事務局（富田企画課長） 本日の会議は、１８名の委員にご出席いただいております。

したいがいまして、「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、この会議は成立していることをご報告させていただきます。 

また、今回、年度が替わりまして、推薦団体の役員の改選等に伴いまして、新たにご就

任いただいた委員が５名おられます。また、事務局サイドも異動等がございましたので、

改めて自己紹介を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。 

まず、新たな委員の５名の方ですけれども、お名前を呼ばれた委員は、恐れ入りますけ

れども、ご起立いただきまして、一言ごあいさつをお願いしたいと思います。 

五十音順でご紹介させていただきます。 

北海道地方環境事務所環境対策課長の伊藤孝男委員です。 

○伊藤委員 伊藤でございます。 

審議会でご協力できることは、ぜひご協力させていただきたいと思いますので、どうか

よろしくお願いいたします。 

○事務局（富田企画課長） 次に、地球に優しいまちづくりを進める西区民会議会長の勝

海敏弘委員です。よろしくお願いします。 

○勝海委員 勝海と言います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（富田企画課長） 社団法人札幌消費者協会会長の桑原昭子委員です。よろしく

お願いします。 

○桑原委員 初めまして。桑原でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局（富田企画課長） クリーンさっぽろ衛生推進連絡協議会会長の杉浦幸一委員で

す。 

○杉浦委員 杉浦でございます。今回、初めて出させていただきます。よろしくお願いい

たします。 

○事務局（富田企画課長） 北海道環境生活部環境局循環型社会推進課廃棄物対策担当課

長の松永芳明委員です。 

○松永委員 北海道環境生活部で廃棄物対策を担当しております松永と言います。よろし
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くお願いいたします。 

 また、各委員の皆様や札幌市の皆様には、日ごろから本道の廃棄物行政、あるいは環境

行政にさまざまな形でご協力をいただいていることに、この場を借りまして改めてお礼を

申し上げたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○事務局（富田企画課長） 以上の５名の方です。よろしくお願いいたします。 

 また、今回、社団法人北海道宅地建物取引業協会副会長の朝野委員に出席いただいてお

ります。過去の審議会は業務の都合により参加できませんでしたので、今回が初顔合わせ

ということでございますので、一言ごあいさつをよろしくお願いいたします。 

○朝野委員 ３回目で初めて出席ということでございます。新任ではございませんけれど

も、初顔合わせの方が多いと思います。社団法人宅建協会の副会長の朝野と申します。 

 なぜここに不動産業者がいるのかという疑問があるだろうと思いますが、共同住宅、ア

パートの住人のマナーについて別の会合で問題になっておりまして、そこからの呼びかけ

だろうと推測しております。 

ひとつ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。 

続きまして、事務局側の紹介をさせていただきます。 

○事務局（谷江環境事業部長） この４月から環境事業部長に就任いたしました谷江と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（石井清掃事業担当部長） 清掃事業担当部長の石井でございます。昨年度に引

き続きまして、よろしくお願いいたします。 

○事務局（飯高施設担当部長） 施設担当部長の飯高と申します。私も昨年から引き続き

よろしくお願いいたします。 

○事務局（菅生総務課長） 総務課長の菅生と申します。私も部長と一緒に４月から環境

局に配属になりました。初めての審議会の出席になります。よろしくお願いいたします。 

○事務局（小湊業務課長） 業務課長の小湊と申します。私もこの４月から着任しており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（茶谷調査担当課長） 調査担当課長の茶谷と申します。私も４月から着任して

おります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（高木事業廃棄物課長） 事業廃棄物課長の高木と申します。私もこの４月から

着任いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（佐藤不法投棄担当課長） 不法投棄対策担当課長の佐藤と申します。私も４月

から着任しております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（小林施設管理課長） 私もこの４月から施設管理課長に着任いたしました小林

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（伊藤施設整備課長） 同じく４月に参りました施設整備課長の伊藤でございま
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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） 企画課長の富田です。昨年に続きまして、今後ともよろしく

お願いいたします。 

甚だ恐縮ではございますが、山崎局長は、これから公務がございますので、ここで退席

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。 

次に、本日の配付資料の確認をさせていただきます。 

まず、本日の次第と座席表があります。「家庭ごみ収集方法等に関する調査研究」、「札

幌菜の花ものがたり」という１枚物、ホチキス止めしております「新ごみルール開始後１

年の状況について」という３種類の資料がございます。さらに、「スリムシティさっぽろ

計画年次報告書（平成２１年度版）」という冊子です。それから、Ａ３判になりますけれ

ども、平成２２年１０月以降の家庭ごみ収集日カレンダーの見本をお配りしております。

お手元にございますでしょうか。 

なお、今回の審議会の進行でございますけれども、大体１５時３０分の終了をめどに進

めさせていただきたいと思っておりますので、ご協力をお願いいたしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○吉田会長 ありがとうございました。 

 

   ３．報告事項 

○吉田会長 次第に従いまして、事務局から報告事項が２点あります。 

まず、この審議会の委員の中から何名かは参加していますが、今年の６月に設置された

家庭ごみ収集方法等に関する調査研究委員会の開催状況について、同委員会の事務局から

報告があるとのことですので、お願いいたします。 

○事務局（茶谷調査担当課長） 調査担当課長の茶谷でございます。 

 家庭ごみ収集方法等に関する調査研究委員会の開催状況等についてご報告いたします。 

お手元の資料の「家庭ごみ収集方法等に関する調査研究」という資料をご覧いただきた

いと思います。これは、６月２２日に第１回委員会が開かれたときにお配りした資料でご

ざいます。本日は、そのうち、下の方に書いておりますけれども、配付資料の１から６ま

でをお配りしております。なお、６番の市民意識調査概要・調査票（案）につきましては、

実際に市民の方にお配りしたアンケートそのものになっていますので、当日お配りしたも

のとは異なっております。 

この委員会は、札幌市と財団法人地方自治研究機構の共同研究という位置づけになって

おり、今年度１年間をかけて調査研究を行うこととしております。 

１枚めくっていただきまして、２枚目が委員の名簿となっております。 

先ほど、吉田会長からお話もありましたけれども、この審議会からも５名の方が委員と

して加わっていただいておりまして、合計１１名の委員にご就任いただいております。 

もう一枚めくっていただきたいと思います。 
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 こちらに、企画書（案）がございまして、今年度１年間の調査研究の概要を記載してお

ります。昨年７月の「新ごみルール」以降、ごみの減量が大幅に進む、リサイクルがさら

に進むという状況がありましたけれども、引き続き検討しなければならない課題が幾つか

ございまして、その一つとしてごみの収集やごみステーションの関係があります。この調

査研究委員会は、こうしたテーマに焦点を絞りまして、この調査研究を行ってまいります。 

調査研究の柱は、中ほどに定性評価、定量評価ということで、２章、３章、４章と書い

ておりますけれども、この三つが調査研究の柱となります。 

まず、一番左の第２章は他都市の事例調査です。 

戸別収集を実施している都市がありまして、政令市で言えば名古屋市、大阪市、堺市等

です。道内で言えば、函館市、石狩市、恵庭市等がありますけれども、こういった他都市

の状況です。それから、小規模ステーションについては、札幌市では１ステーション当た

りの世帯数はおよそ２０世帯から３０世帯となっておりますけれども、この半分程度の規

模で広島市、北九州市で実施しておりますので、その状況について調査いたします。その

ほか、同じステーション方式を採用しているところであっても、不適正排出対策、カラス

対策、ごみの排出支援などの状況について調査していきたいと思っております。 

それから、第３章は、市民意識の観点からの評価です。 

こちらは、本市全域で２０歳以上の方から無作為抽出された４，０００人を対象として

アンケートを実施いたします。こちらは、既に７月に実施したところでありまして、アン

ケートの回収状況ですが、１，７２２人の方から戻ってきておりまして、４３％の回収率

となっております。 

この分析については、今、行っている 中ですので、第２回の調査研究委員会のときに

報告したいと考えております。 

なお、４，０００人の市民の方のほかに町内会からの視点についてもアンケートという

形で聞いたらどうだろうかというご意見が１回目の委員会のときにありましたので、これ

から実施することになりますが、各連合町内会の会長、各区のクリーンさっぽろの会長、

副会長を対象に同様のアンケートを実施したいと考えております。 

それから、収集する側からの意見も調査してはどうかというご意見がありました。こち

らは、清掃事務所の職員を対象に同様のアンケートを実施したいと考えております。 

それから、第４章は、右側の定量評価です。 

こちらは、今、委員としてご出席の松藤委員の研究室のご協力を得まして、シミュレー

ション調査を予定しております。現行のステーション方式のほか、戸別収集方式、あるい

は小規模ステーション方式などの収集方式を実施した場合について、地域特性別に分類し

て整理し、コスト計算をしたいと考えております。 

こうした三つの視点からの評価の分析を行いまして、一番下に第５章として書いており

ますが、こちらが調査研究のまとめの部分になります。 

まとめの一つとして、さまざまなごみ収集方法のメリット、デメリットの多面的な整理
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です。そのほか、収集方法に関する方策をまとめたいと考えております。 

こちらにつきましては、この調査研究で直ちに結論を出すものではありませんので、あ

くまでも判断材料の整理という位置づけにしております。この調査研究の結果を受けまし

て、次年度以降に、次のステップということで市民議論を実施していきたいと考えており

ます。 

その裏にスケジュール等を記載しております。その左側には調査体制がありまして、右

側には調査日程があります。６月２２日に第１回目の委員会を開いております。現在は、

市民意識調査、他都市調査、定量分析を並行して行っている 中でして、第２回委員会は

１０月４日に予定しております。この委員会を受けて中間的な整理を行いまして、 終的

には年明けになりますけれども、第３回委員会を経て、年度内には報告書を整理したいと

考えております。 

これらの調査状況につきましては、随時この審議会においてもご報告したいと考えてお

ります。 

簡単ではございますけれども、私からは以上でございます。 

○吉田会長 どうもありがとうございました。 

今のご説明について、何かご質問等が何かありましたら、この機会ですので、ぜひお願

いします。 

例えば、調査事項についての要望など、ご意見等がありましたらお願いします。 

今、ご報告があった委員会は、主に調査をするということで、こちらの審議会とは別の

性格を持っているわけです。札幌市でごみの減量を進めてきたわけですけれども、さらな

る課題を整理して進めていく上で、前から問題になっている戸別収集やステーション回収

の問題等で、他都市で行われている事例や札幌市の市民意識がどうなっているかというこ

とに焦点を当てて、かなり詳細な調査を行っております。そして、委員になっておられる

松藤委員の研究室で実際に収集の分析をコストの面からも行っていただくということで、

かなり詳細な調査になると思います。また、明日は、隣の石狩市で戸別収集を行っている

ので、その調査も実際に見学することも予定しており、この審議会とは別ですけれども、

関連があるということでご紹介した次第です。 

何かご質問やご要望が何かありましたらこの機会に出していただきたいと思いますが、

いかがですか。 

○松田副会長 第４章の調査のところで、調査対象のごみは６種類とするとありますね。

この中をさらに細かく、例えば「燃やせるごみ」の中でさらに分別するというような調査

はありませんか。例えば、生ごみの比率が何％あるというような調査はこの中に含まれる

のでしょうか。 

○吉田会長 生ごみの詳しい調査ですか。 

○松田副会長 少なくとも、生ごみをさらに分別することが今回の場合は良いと思うので

すが、生ごみの量はどれぐらいあるかという調査はこの中に含まれているのでしょうか。
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「燃やせるごみ」の中の生ごみの量の調査ということです。 

○吉田会長 事務局からはどうですか。 

○事務局（茶谷調査担当課長） 今回の定量評価の中では、あくまでも６種類を予定して

おりまして、そのうちの生ごみに特化した調査はこの枠内では予定しておりません。ただ

し、別途、これと違った枠組みで組成調査を行いたいと考えております。 

○事務局（富田企画課長） 補足ですが、毎年３回の組成調査を行っております。生ごみ

についても３回行っておりまして、現在では、潜在量としては１２万トン程度です。「燃

やせるごみ」に占める割合としては４８％と、５０％弱という状況でございます。 

○吉田会長 よろしいですか。 

 松藤委員から何かありますか。 

○松藤委員 収集のシミュレーションと言われたのですけれども、実はいろいろなことを

行っています。一つは、実際に収集車を追いかけてデータを取りました。これはすべての

ごみについて行いました。もう一つは、清掃事務所に依頼してすべての車の記録、時間や

距離を測るということを行っていて、相当な量のデータが出てきています。 

今のご質問に関して補足しますと、例えば、有料化の効果という意味でも幾つか見るこ

とができます。その一つは何かというと、有料化をすることによって「燃やせるごみ」の

中の紙、プラスチックが減りますから、生ごみがどっさり入っていて、非常に重くなった

という状況があります。これによって効率が変わるということがあります。それから、有

料化に直接関係ないのですけれども、分別数を増やしました。「雑がみ」と「枝・葉・草」

を増やしましたので、結局、毎日収集車が来るような状況になっていて、非常に効率が悪

くなっているように思われるのです。そういったことがわかりました。なぜわかるかとい

うと、収集車の記録は清掃工場に入る時点ですべて記録されますから、そういったものを

有料化の前と後で比べるとわかるだろうという意味です。 

それから、一つ一つの感想を申し上げておいた方が良いと思うのですけれども、皆さん

は収集をどのように思われているか。実は、非常に身近なのですが、余り観察されていな

いのが収集だと思うのです。今回、私が収集車について歩いてとにかく感じたことは、非

常に過酷な労働であるということでした。戸別収集の調査も、実は今日シミュレーション

を行っていまして、戸別収集を想定して走ってもらうのです。これもまた非常に大変な作

業です。明日は別の委員会で行かれますけれども、戸別収集の理論は、要するにサービス

向上ということで簡単に言われるのですが、実際にやるのは非常に大変だということが私

の感覚としてあります。 

私に与えられた役目は、それを定量化して、数値化するということですので、そちらの

委員会でまた報告したいと思います。 

○吉田会長 どうもありがとうございました。 

 また後で関連した議論があると思いますので、続きまして、札幌菜の花ものがたりに移

ります。これについてのご説明をお願いいたします。 
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○事務局（富田企画課長） 企画課長の富田です。 

ネーミングではわかりづらいと思いますが、内容についてご説明申し上げたいと思いま

す。 

札幌市の埋立地は、埋め立て完了後は公園として造成されるのですが、それまでは長期

間にわたり未使用の状況のまま管理されているということで、この間を何とか利活用でき

ないかということで始めたのが札幌菜の花ものがたりでございます。 

場所ですけれども、この写真は、東米里処理場内です。ここは、平成１８年３月に埋め

立てが終了しまして、今回、ここで菜の花を栽培し、菜種油を採って利活用できないかと

いうことで始めた事業でございます。 

平成２０年から滝川市等を視察しまして、そのノウハウを使いまして、２０年に実験し

ましたが、初年度はなかなかうまくいきませんで、再度チャレンジしまして、今年の６月

にこの写真のように満開となったということでございます。７月に刈り取りまして、聞く

ところによりますと、大体２００キログラム採れて、油としては６０リットルぐらい採れ

るということでございます。 

この油を利用しまして、菜の花の効果というところに例を示させていただいております

けれども、例えば、バイオディーゼル燃料に活用する、石けんを作る、キャンドルを作る

などができないかということで、この事業に取り組んでいきます。将来的には、北海道で

も行っていますけれども、ミツバチの巣箱を設置して、みつを採ったり、みつろうのキャ

ンドルを作るということで、未利用期間の埋立地を何とか利活用できないか、さらには埋

立地には余り良いイメージがないと思いますので、そういうイメージアップにもつなげて

いきたいと思っております。 

また、その菜の花の管理自体も市民団体と協働で実施していくことで広がりを持たせて

いきたいと考えております。 

さらに、去年の「新ごみルール」開始から、「枝・葉・草」という新たな分別区分が増

えましたので、その事業から生産される堆肥、土壌改良剤などもこの菜の花畑に入れるこ

とで生育はどうなのかという実験も含めて利活用をしていきたいと思っております。 

１区画は１，０００平米になります。連作障害が生じるということで、毎年１，０００

平米ずつで４区画を作りまして、順繰りに菜の花を栽培して収穫していく事業でございま

す。 

今回は間に合わなかったのですが、来年度以降については、菜の花の開花時期に合わせ

まして、市民の皆さんにも見学できるような場面を設けたいと思っておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

この事業については以上でございます。 

○吉田会長 どうもありがとうございました。 

今のご説明について、ご質問等は何かありませんでしょうか。 

これは、バイオディーゼルに入れるなどは考えていないのですね。 
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○事務局（富田企画課長） 埋立地で使っている機器にバイオディーゼル燃料として使用

したいと考えております。 

○吉田会長 ご質問は何かありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

 

  ４．審  議 

○吉田会長 次に、今日の審議のテーマである新ごみルールの開始後１年の状況について

事務局からご説明をいただきます。その状況についてのご報告がありますので、それにつ

いて皆様からご意見、ご質疑をいただきたいと思います。 

 まず、事務局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） 「新ごみルール開始後１年の状況について」という資料に基

づきましてご説明させていただきます。 

めくっていただきまして、１ページです。 

先ほど、冒頭に局長からもご報告がありましたけれども、まずはごみ量についてお示し

させていただいています。 

１の「新ごみルール開始後１年のごみ量」ということで、去年の７月から今年の６月ま

で、対前年同時期比ということでお示しした表になっております。 

廃棄ごみは、「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」が大部分を占めますけれども、「燃

やせるごみ」は６４％ということで、前年度と比較すると３６％の減でございました。「燃

やせないごみ」につきましても２６％で、７４％の減でございます。廃棄ごみ合計でも６

０％ということで、４０％の減でございました。 

資源物は、「びん・缶・ペットボトル」、「容器包装プラスチック」、新たに分別区分

になりました「枝・葉・草」と「雑がみ」です。これらにつきましても合計で２２４％と

いうことで、約２．２倍の増でございます。 

廃棄ごみ、資源物を合計しますと７７％ということで、２３％の減ということで、ごみ

減量・リサイクルが順調に進んでいると言えるのではないかと考えております。 

それと、目標に掲げております１人１日当たりの廃棄ごみ量は３８８グラムです。 終

目標としては、平成２９年度までに４００グラム以下にしようという目標があるのですけ

れども、現時点で４００グラムを下回る形で推移している状況でございます。 

続いて、２の「新ごみルール以降の月別ごみ量」ということで、月々の変動がわかるよ

うな形でお示ししておりますので、参考にしていただければと思います。特に、「燃やせ

るごみ」は、「新ごみルール」以前と比べますと変動幅が少ない状況で、２月は少ないで

すけれども、大体２万トン前後で推移しております。これは審議会の松藤委員もおっしゃ

っていたのですけれども、そろそろ限界値といいますか、閾（いき）値に近づいているの

ではないかと我々も考えているところでございます。 

ページをめくっていただきまして、２ページです。 
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「ごみ量、管理目標と達成状況」についてでございます。 

１の「ごみ減量目標（廃棄ごみ量）」です。目標としましては、廃棄ごみ量全体で、平

成１６年度と比較しまして、２２年度までに２０％以上の減量、２９年度までに３０％以

上の減量というものでございます。もう一つは、１人１日当たりの家庭からの廃棄ごみ量

を１６年度の６４５グラムから２２年度までに５００グラム以下、２９年度までに４００

グラム以下にしようという目標でございました。 

（２）に平成２１年度の実績と計画量を比較したグラフがございます。 

２１年度をご覧いただきたいと思います。まず、下の家庭ごみになりますけれども、３

４万１，０００トンでございます。中間目標は３４万９，０００トンですので達成してお

ります。一方、事業系のごみですけれども、２１年度では２２万２，０００トンで、中間

目標は３１万トンで、２９年度の 終目標では２９万５，０００トンということで、 終

目標を下回っております。合計量につきましても５６万３，０００トンということで目標

をクリアしている状況にございます。率も同様で、３０％以上という状況になってござい

ます。 

次に、３ページです。 

もう一つの目標として、「リサイクル目標（リサイクル率）」がございます。 

これは、リサイクル率がございまして、１６年度は１６％だったのですが、２２年度の

中間目標で２５％以上に、２９年度の 終目標としては３０％以上にしようというもので

ございます。 

先ほどと同様に、（２）でグラフにお示ししております。２１年度では２５．１％とい

うことで、２２年度の中間目標についてはクリアしております。２２年度の計画では３０．

８％ということで、これも今年度中には 終目標をクリアできるのではないかと考えてご

ざいます。 

（３）でそれぞれの分別協力率をお示ししてございます。平成２０年度と２１年度を比

較した場合、例えばびんについては分別協力率が７３％ですが、これが２１年度は９５％

となっております。缶については７８％から９７％、ペットボトルは８４％から９８％と

いうふうに改善しております。非常に改善があったのが「容器包装プラスチック」でござ

いまして、平成２０年度が４６％だったのですが、「新ごみルール」開始後は７１％と協

力率が大幅に上がっております。これは有料化の実施という要因もありましょうが、「び

ん・缶・ペットボトル」と「容器包装プラスチック」を別日収集にした効果もあらわれた

結果ではないかと思っております。 

続いて、４ページをご覧いただきたいと思います。 

「焼却ごみの減量目標」です。これは、従前はなかったもので、今回の「スリムシティ

さっぽろ計画」で新たに加わった減量目標です。 

焼却ごみ量については、１６年度と比較しまして、２２年度までに１６万トン以上、２

９年度の 終目標までには２４万トン以上を減量しようというものです。２４万トン以上
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減量できれば、新たな清掃工場の建て替えが不要になるということで、現在、これを目標

に進んでいるところでございます。 

（２）の２１年度の実績で申しますと、焼却ごみ量の合計は４８万７，０００トンです。

減量で言いますと、対１６年度で２１．５万トンの減という状況でございまして、中間目

標の１６万トンについては既にクリアできた状況でございます。２２年度の計画で２３万

４，０００トンの減を見込んでおりまして、２４万トンという目標にほぼ達する状況でご

ざいますので、今年の３月末をもちまして、具体的には篠路清掃工場になりますけれども、

その運転を休止したところでございます。 

続きまして、５ページです。 

４の「埋立処分量の減量目標」でございます。 

埋立処分量については、１６年度と比較しまして、２２年度までに２０％以上、２９年

度までに３０％以上の減量を目標として掲げてございます。２１年度の状況でございます

が、量としましては１３万６，０００トンで、率にして３８．５％の減ということで、埋

立処分量につきましても 終目標をクリアしている結果になってございます。 

終的には埋め立てるということで、いろいろ施策を行い、埋立処分量の減量目標が大

幅にクリアできたということです。また、「スリムシティさっぽろ計画」でも、計画を実

施することで何とか埋立地を延命化しようということで進めていまして、平成４０年まで

持たせようという計画だったのですが、２１年度の実績で換算しますと、大体４年程度の

延命化ができたという状況でございます。２２年度の計画については、さらに１０万８，

０００トンまで減量するだろうと見込んでおりますので、もう少し延命化できるのではな

いかと考えております。 

ごみ減量・リサイクルについては、数値目標で評価した場合は非常に順調に進んでいる

と我々も評価しております。そこで、６ページ以降になります。この１年間、目標に向っ

ていろいろ施策を打ってきたわけですけれども、確かに課題もございました。ここでは、

課題と対応について何点か報告させていただきたいと思います。 

１点目は、「雑がみ」です。 

皆さんご承知かと思いますけれども、主要古紙、特に段ボールの混入によりまして、選

別作業に支障があったということでございました。この間、選別能力向上のための策を打

ってきました。２１年度では、決算になりますが、製紙原料になった割合が６割です。そ

してリサイクルの一つとして札幌市が位置づけているのですが、固形燃料の原料が約４割

でございました。現在、製紙原料になる割合が７割で、固形燃料の原料が約３割というふ

うに徐々に改善してきている状況でございます。 

また、下の方にありますけれども、この７月から集団資源回収へもっと誘導しようとい

うことで、集団資源回収の回収業者に対する奨励金です。特に選別に支障が生じている段

ボールを何とか集団資源回収へ誘導しようということで、キロ当たり１円だったものを７

月から４円と増額したところでございます。こういった状況も見まして、今後の改善状況
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も踏まえまして必要な対応を取っていきたいと考えてございます。 

次に、２点目は、先ほど松田副会長からもお話がありましたけれども、「新ごみルール」

以降、「雑がみ」、「枝・葉・草」が「燃やせるごみ」から抜けたということがございま

して、「燃やせるごみ」に占める生ごみの割合が４８％と半分を占める状況になっており

ます。生ごみを何とか減らすように取り組んでいるところでございます。 

具体的には、生ごみ減量水切り宣言ということを現在行っております。８月１９日現在

ですけれども、合計で約９，０００世帯に宣言書を提出いただき、１万世帯を目標として

いたのですが、ほぼ達成する勢いでございます。もう一つは、従前からも行っております

けれども、生ごみの段ボールによる堆肥化を集中的に進めていこうとしております。今、

これも普及促進に努めているところでございます。生ごみの堆肥化セミナーに参加してい

ただいた方に堆肥のピートモスなど基材を配付させていただいているということで、これ

までの参加人数は１，２５２人で、セミナーは２３回開催している状況でございます。 

続いて、７ページですが、３の「家庭ごみ収集日カレンダーの改善」です。 

収集日カレンダーについては、非常に見にくいとかわかりづらいというご要望がありま

したので、デザイン等についていろいろ検討を進めてきたところです。今回は２回目の改

善ということですが、札幌市立大学にデザインの研究委託を行いました。あるいは、懇談

会においても検討を行いまして、新たなデザインにしたところでございます。 

今日は、皆さんに見本をお配りしております。改善点としては、１枚に１地区のみの掲

載としました。ですから、自分が該当するごみカレンダーのみが配布されることになりま

す。それと、文字をさらに大きくしております。さらに、収集日ごとにごみ種を記載して

おります。 

 それと、Ａ３判の裏表２面になりますけれども、９月分については、既に皆様のところ

にカレンダーを配付させていただいておりますが、９月の段階で切り替えられるように、

来年９月までの１３カ月分を作成しております。それから、注意いただきたいこととして、

分別方法のワンポイントアドバイスなども掲載しております。この配布につきましては、

町内会にご協力いただきまして配布することを考えております。 

続いて、４点目の「ごみステーション対策」でございます。 

去年、「新ごみルール」を開始してからの推移をお示しした表になっていますが、全ご

み種の不適正排出の割合でございます。２１年７月の開始早々は、全体で８．８％の不適

正排出でしたが、今年の５月に調査した段階で４．１％ということで、不適正排出につい

ても改善がなされてきている状況でございます。 

次のページにごみ種別の不適正排出の割合をお示しした表をつけてございます。特に、

去年の７月は「燃やせないごみ」は３０％を超えて３１．４％という状況だったのですが、

これも今年の５月現在では４．４％ということで、すべてのごみが改善に向かっている状

況にございます。 

その下の家庭ごみ収集方法等に係る調査研究については、先ほど報告させていただきま
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したので、省略させていただきます。 

９ページ以降は、参考資料として添付せていただいております。 

資料１は、それぞれの数値目標に対する達成状況を先ほどご説明しましたが、それを一

つの表にまとめたものでございます。２２年度の計画量と 終目標を比較した場合、まだ

達成されていないものは、家庭からの１人１日廃棄ごみ量で、２２年度の計画では４３０

グラムと推計しております。２９年度の 終目標は４００グラムですので、まだ達成して

いない状況です。それから、焼却ごみ量は、ほぼ 終目標に到達する勢いではございます

けれども、２２年度の計画値においても目標には若干到達しておりません。この二つの目

標をクリアするために今後も取り組んでいきたいと考えております。 

資料２は、集団資源回収量をお示しした表になっております。「新ごみルール」開始前

後という形でご覧いただければと思います。先ほど集団資源回収への誘導策を進めている

ということで、２０年と２１年を比較した表もお示ししておりますけれども、２１年は合

計で６８２トン増えております。内訳で言いますと、新聞紙で、これは発行部数自体が落

ちていると聞いておりますので、この部分は約２，０００トン落ちております。しかし、

選別に支障を生じた段ボールについては、２，０００トン強増えておりますので、これは

市民の皆さんのご協力が得られてきているというふうに評価しているところでございます。 

続いて、１０ページになります。関連して、「雑がみ」の資源化の実績をお示しした表

になってございます。製紙原料になった割合と固形燃料にした割合の内訳になってござい

ます。 

資料４と資料５については、ステーション管理機材の購入助成の状況をお示ししたもの

になってございます。資料５の箱型ごみステーション設置費助成状況は、去年の１２月か

ら行っているのですが、７月現在で去年の数を超えてしまっているような状況で、助成金

額も５００万円強という状況でございます。 

１１ページの資料６は、ごみステーション数の推移です。２０年度が３万４，７４７カ

所ですが、２２年７月現在で３万７，８９５カ所ということで、３，１００カ所ぐらい増

えております。下の専用ごみステーションが大部分を占めているということで、分離が進

んできている状況を示した表になってございます。 

資料７につきましては、「さっぽろごみパト隊」の月別の活動状況をお示ししてござい

ます。 

続いて、１２ページをご覧ください。 

資料８は、２１年度に「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」については有料化を始め

たということで、指定ごみ袋の取扱店への納品枚数をここでお示ししてございます。取扱

店は約１，９５０店舗ございます。指定ごみ袋数の内訳になりますけれども、５リットル

袋は約２，０００万枚、１０リットル袋は約３，０００万枚、２０リットル袋は約２，８

００万枚、４０リットル袋は約１，１００万枚ということで、使用されている割合から言

いますと、１０リットル袋、２０リットル袋、５リットル袋、４０リットル袋ということ
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で、ごみ減量にも関係してきていると思いますが、小さな袋がより売れている状況でござ

います。 

資料９は、「新ごみルール」前後のごみ処理費の推移をお示しさせていただいておりま

す。ごみ処理費を抜き出した表になってございまして、※１とございますけれども、経常

的経費と臨時的経費に分けさせていただいています。経常的経費は、毎年かかるランニン

グコストで、「新ごみルール」関連の経費については臨時的経費にまとめさせていただい

ております。「新ごみルール」については、有料化の手数料を充当させていただいており、

「新ごみルール」開始によって既往の事業はどのような効果があったのかを見なくてはい

けないということでお示ししております。 

そこで、※１の部分です。平成２１年７月以降は、「びん・缶・ペットボトル」収集は

直営と委託で行っていますけれども、委託の比率が３割から７割に増えました。もう一つ

は、「容器包装プラスチック」については全面委託化となりました。それまでは、８５％

が委託で、１５％が直営という状況でしたが、このように委託比率を上げたことにより、

これらの収集にかかる委託料が増加したということで、２１年決算のごみ収集費は、２０

年度決算と比べると１億６，８００万円の増という状況でございます。経常的経費合計で

も７，８００万円の増という状況でございました。 

次に、※２をご覧ください。ここで、直営から委託へ変わったということで、同じよう

な条件で見た場合をお示ししたものが２番目になります。委託比率に変更がなかった場合

ということでお示ししております。そうしますと、２１年度の決算見込みは、ごみ収集費

については２７億５００万円というふうに推計されます。２０年度決算と比べますと４億

１，９００万円の効果があったのではないかということです。また、経常的経費全体でも、

例えば、施設運営管理費の４，４００万円も加わりまして、大体５億円程度の効果が得ら

れたのではないかというふうに評価しているところでございます。 

特に、「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」の経費は、「燃やせるごみ」で約４億円

の減、「燃やせないごみ」では約３，０００万円の減という部分の効果が大きかったので

はないかと考えてございます。さらに、２２年になりますと、２１年と同じ条件で比較で

きますので、より比較がしやすくなってくると思います。そのほか、篠路清掃工場も今年

３月末をもちまして休止しておりますので、その効果も２２年度は表れてくるのではない

かと考えてございます。 

続いて、資料１０になります。２１年度の決算見込みです。先ほどの「燃やせるごみ」

と「燃やせないごみ」は有料化させていただいております。有料化の手数料は約２９億円

ございまして、この使い道をお示しした表になってございます。約１７億円が新たな分別

の開始、市民の取り組みへの支援ということで、ここに記載されているようなところに充

てさせていただいております。約１億円がごみステーション問題の改善や市民サービス向

上のための経費に充てさせていただいております。約２億円が普及啓発、環境教育のため

の経費に充てます。残りの９億円は、家庭ごみを有料化にしたことで、袋の製造費、袋の
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管理に充てています。指定取扱店として１，９００以上の店舗にお願いしていますので、

そういう管理的経費を含めまして約９億円という状況になってございます。 

資料の説明については以上でございます。 

○吉田会長 詳しい説明をどうもありがとうございました。 

今日は、前回から発言いただいていない方もいらっしゃるので、できるだけ全員にお願

いしたいと思います。小さなことでも結構ですので、ぜひご発言をいただきたいと思いま

す。かなり項目がありましたが、どの部分からでも結構ですので、皆様からのご質問をい

ただきたいと思います。どなたからでも結構ですので、ぜひお願いします。 

○杉浦委員 素朴な質問ですが、ごみ袋の件です。ボランティア袋はどのぐらい出ており

ますでしょうか。ボランティア袋を使ってごみを出しているようなところがあるように見

受けられますので、これには大切になってくると思います。それから、配り方にも問題が

出てくるのではないかと感じるのです。このボランティア袋の枚数が出ておりませんので、

ひとつお願いしたいと思います。 

○事務局（富田企画課長） 平成２１年度については、１０リットル袋と４０リットル袋

合計で８０万枚作りました。２２年度は、まだ在庫があるということで、合計約６０万枚

を作ることになっております。 

○吉田会長 どういう用途ですか。 

○事務局（富田企画課長） ごみステーションの散乱ごみや道路・公園などの公共の場か

ら出たごみに使用できるというものです。 

○杉浦委員 要するに、増えているごみに地域清掃ごみがありますね。これが廃棄ごみと

して結構増えているように思うのです。これが本当の清掃ごみなのか、今まではどういう

ふうに出していたのか、これは「新ごみルール」になってからこういうものが増えてきた

のかということです。というのは、ボランティア袋の使い方が間違っているような気がす

るのです。それで、こういうごみが増えるのではないかというふうに思うのです。 

○吉田会長 増えているとおっしゃっているのは、何ページのどこですか。 

○杉浦委員 １ページの廃棄ごみのところに地域清掃ごみが相当プラスになっていますね。 

○吉田会長 ２１１％増えていますね。 

○杉浦委員 どうしてこういうふうに増えたのかということで、ボランティア袋を使って

増えてきているような気がするのです。これは、「枝・葉・草」が多くなると思うのです

けれども、そういうときにこれを出せばこういうものが増えないのではないかという気が

するのです。 

○吉田会長 １ページの１番の廃棄ごみの中の地域清掃ごみが２，６４３トンから５，５

８６トンに増えているということと、ボランティア袋の使い方に問題があるのではないか

ということですが、どうですか。 

○事務局（富田企画課長） ボランティア袋については、「燃やせるごみ」、あるいは「燃

やせないごみ」に出していただいております。地域清掃ごみが増えているのは、町内会の
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一斉清掃の部分もありますけれども、ステーションで不適正に排出された違反警告シール

（×印シール）が貼られたものがありますね。その部分も地域清掃ごみの中に含まれてい

るので、増えている形になってございます。 

○吉田会長 要するに、不適正に出されているごみもこちらに分類されているので、増え

ているということですね。ですから、必ずしもおっしゃっているごみだけではないという

ことですね。 

そのほか、何でも結構ですので、お願いします。 

○伊藤委員 細かなことになりますが、まず、１ページです。 

これは単なる間違いですけれども、上の表は２１年７月から２２年６月ですね。 

それから、札幌市にお住まいの方は単身世帯が多いと聞いておりますが、一人でお住ま

いの方は簡単に食事を済ませてしまうということで、「容器包装プラスチック」が増えて

くるなど、人口の推移や今後の見通しなども目標達成をする上で考える必要が出てくると

思います。後でご意見等を伺えればと思いますが、そんな感想を持ちました。 

それから、細かいことで恐縮ですが、資料の９ページです。これはご説明のときには、

資料２の集団資源回収量の区分は年度でよろしいのでしょうか。暦年というか、平成２０

年、２１年という区分でしょうか。年度と暦年の区分を再度確認させていただきたいとい

うことです。 

後に、１３ページです。焼却場や施設に小学生や中学生が見学に来られることもあろ

うかと思います。先々のことを考えますと、そういう子どもたちに分別収集の必要性やご

みが回収されなかったら困ってしまうという教育も多分行われていると思うのですが、普

及啓発ですね。将来的なことも見越した普及啓発、家具等の再利用及びびん・缶を資源化

することによりごみ減量化ができるというような啓発などは、子どものころからの教育が

必要だと思いますので、札幌市における状況が分かれば教えていただければと思います。 

○事務局（富田企画課長） まず、１点目の「容器包装プラスチック」が今後増えていく

のではないかという部分でございます。 

先ほども申しましたけれども、大きな要素としましては、有料化を実施することにより

価格差を設けたということが一つです。それから、今まで、「びん・缶・ペットボトル」

と同じ日に出していたので、それが分離したことで協力率が上がりました。ですから、１

ページの表では７月から６月現在で「容器包装プラスチック」は３０％の増という状況で

ございました。平成２２年度の計画では３万トンを見ております。伊藤委員がおっしゃっ

たように、単身者が増えて、出来合いのもので「容器包装プラスチック」がさらに増えて

いくということは十分考えられると思いますけれども、そういうことが一番の大きな要因

ではないかと考えております。 

２点目の資料９の集団資源回収の資料は暦年になります。１月から１２月ということで、

それぞれ比較した表になってございます。 

○伊藤委員 そうすると、平成２０年前期というのは、暦年ですね。 
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○事務局（富田企画課長） はい。 

 それから、有料化の手数料の充当の仕方です。まさしく、今おっしゃられたように、今

後、子どもたちへの普及啓発が将来的に大きな影響を及ぼしますので、そこに新たな事業

なりがあれば、ぜひ優先的に充てていくべきではないかと考えておりますし、検討させて

いただきたいと思います。 

○吉田会長 それでは、他の方からご質問はいかがですか。 

○草野委員 今、単身者の方のお話が出たので、お話しします。 

前回のときも、共同住宅の課題がお話として少し出ていたと思うのです。私も不動産会

社を３社ほど回って、共同住宅の現場ではどういった問題が起きているのかをヒアリング

させていただきました。そこで、なるほどと思ったのですけれども、新規の方が入ってく

るのは４月から６月で、そこでは分別の情報が伝わっていないので、管理している側にも

少し影響が出ているという情報をお聞きしました。そこで、不適正排出の量がその３カ月

間で実際に増えている傾向がもしあれば教えていただきたいということが１点です。 

もう一つは、先ほどの家庭ごみ収集方法等の調査研究の企画書の中に新居住者教育とい

う一文が入っていたのですが、引っ越しされてきた方への取り組みで、今、検討さてれて

いる動きがあれば教えていただきたいと思います。 

○吉田会長 今の点はいかがですか。 

○事務局（小湊業務課長） 業務課長の小湊でございます。 

共同住宅問題対策でございますが、昨年２月に共同住宅のごみ排出マナー改善対策連絡

協議会を設置いたしまして、朝野委員がいらっしゃいますけれども、市内の不動産関係団

体６団体にご参加をいただいてございます。その中で、共同住宅に入居される方々にごみ

の排出ルールをきちんと守っていただくという観点で、それぞれの不動産関係業界の方々

にご協力をいただいて、入居者に対する指導啓発、契約時での指導徹底、あらゆる手段を

講じて入居者に対してルールの徹底を図るようお願いをさせていただいております。とは

言いながらも、改善がなかなか見られないという例もございます。昨年１２月ごろから今

年の３月にかけて、ごみ箱化になっているような事例を参考に、特に管理会社にご協力を

いただきまして、モデル的にいろいろな試みをしてみました。入居者に対するチラシの配

布、玄関の入り口のところにポスターを掲出する、排出された不適正なごみを開封調査し

て個別に指導させていただくなどを試みながら、一部改善された共同住宅などがございま

すが、全市的に見たときに、なかなか改善されないことがございます。この共同住宅の改

善対策協議会は４回ほど開催させていただいておりますけれども、まだ十分ではありませ

ん。それと合わせて、管理会社３社ほどにご参加していただいておりますけれども、市内

には管理会社が５，０００社ほどあると伺っておりますので、ぜひ他の管理会社にもご賛

同をいただいて、一緒になって取り組んでいただく観点から、賛助会員制度を設けさせて

いただきながら、この秋に再度、ごみステーション、入居者に対する排出ルールの徹底な

ども試みながら不適正排出の絶滅に向けて取り組んでいきたいと思っております。 
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それから、転入者向けには、学生などが多い地区、特に大学を抱えているような地区の

周辺は比例して不適正排出が非常に多いのが実態でございます。これは清掃事務所で町内

会と一緒になって連携しながら、アパートのオーナー、管理会社の方に協力をいただきな

がら排出ルールを徹底していただくような働きかけを行っているのが実態ではございます

が、なかなか改善されない現状でもございます。 

共同住宅については以上でございます。 

○草野委員 ４月、５月、６月の傾向は分からないということですね。 

○事務局（小湊業務課長） 先ほど、不適正の排出率を、昨年の有料化開始時期では８．

８％で、今年の５月では４．１％という数値は出ているのですが、住居形態別、いわゆる

共同住宅の多い地区、戸建て住宅の多い地区などの分類では、共同住宅が多いところは比

率が高いということは間違いなく言えるのですが、住居形態別には調べていないものです

から、今後はそこら辺も検討してみたいと思います。 

○草野委員 今、学生街のお話が出ましたが、僕たちも当団体で学生を相手にすることが

多いので、町内会や学生といろいろお話をしているのです。入居したすぐの４月、５月、

６月はマナーが悪くなる傾向にあると思うのですけれども、恐らく町内会の皆さんは、

初のころの悪い印象のまま１年間ずっと悪いのではないかというイメージを持ってお話し

しているケースが多いのではないかと思っているのです。しかし、学生は意外と柔軟に分

別に比較的積極的に取り組んでいるのではないかと考えております。数値は持っていない

のですけれども、そういう感覚でおります。ですから、学生街だから汚いという表現はど

うかと思っています。学生にも一生懸命分別している子たちがいるのですけれども、そう

いうことばかりを言われてしまうと、モチベーションが下がってしまうのです。比較的柔

軟に対応しているケースが増えてきていると思うので、その表現は少し変更していった方

が良いと思っております。 

○事務局（小湊業務課長） 大変恐縮でございます。 

学生だけが悪いということでとらまえられたとするならば、お詫びを申し上げたいと思

います。決してそうではありません。とある大学では、入学時期に、説明会の場面で清掃

事務所の職員が出て札幌市のルールを説明してくれないかということをされています。特

に、学生は札幌市外から転入されている方が非常に多いものですから、そういったところ

には出前講座という形で出張してルールを説明する機会がありますので、今後は、今行っ

ていないところに対しても働きかけをするなどして対応していきたいと思います。 

言葉に語弊がありましたことをお詫び申し上げます。 

○桑原委員 家庭ごみ有料化７月スタート時点から６０戸入居のマンションでは収集日に

ごみ袋１個づつにマジックで部屋番号を書いて排出するルールとなり戸惑いはありました

が、案外スムーズにいっております。それは「今日は何の収集日です。」とイラスト入り

でごみ収集コーナーに貼り出されますことで入居者は間違いなく「新ごみルール」で出す

ことができます。各マンション、集合住宅の管理組合、管理員の方たちが積極的に新ルー
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ルを入居者とともに守ることでごみ減量につながっていくと考えます。 

住宅街では「新ごみルール」になって不適正ごみの排出も目立ちましたが、地域住民が

ルール定着に協力し、支え合って改善されてきている経過が見られます。 

家庭ごみの収集方法に関する調査は良いと思います。参考になる統計で長年全国的に食

品ロスの統計調査をしております。これからは食品ロスのことを無視してごみ減量目標の

到達は難しいと思われます。ぜひ市民に具体的に公開して一人一人がごみ減量の取り組み

に活かせたらと考えます。 

夏季の時期には、生ごみの水分量の多いものが含まれるだけに知恵と工夫で取り組むこ

とができると思います。 

○吉田会長 これはご意見ですね。 

 他の方はどうですか。 

○湧井委員 いただいた「新ごみルール開始後１年の状況について」を中心に質問させて

いただきます。 

３ページの棒グラフで、平成２２年度の計画でリサイクル率は３０．８％とあります。

目標のところは、平成２２年度で２５％、２９年度で３０％となっております。先ほどの

月ごとの経緯の説明があって、月別ごみ量が大体安定されたという話がありましたが、平

成２２年度の３０．８％が安定して、これ以降はずっと３０％ぐらいの値が続くという解

釈でよろしいのでしょうか。 

○吉田会長 リサイクル率は大体目標に行っているから、このままではないかということ

ですね。 

○湧井委員 札幌市のごみを処理するごみ量の分母が余り動かないので、３０％という数

字がそんなに大きく、例えば平成２２年度と２９年度の目標値では５％の差がありますけ

れども、こんな差は出てこないのかという意味での質問です。 

○事務局（富田企画課長） 現在、目標としては３０％です。ただ、リサイクルを進める

ために完全に分別して出されているかと言ったら、まだ「燃やせるごみ」にも資源物が混

ざっていますし、「燃やせないごみ」にも混ざっております。これらはそれほど多くはな

いですけれども、適正に出していただくことでもう少しリサイクル率は増えると思います。

あるいは、社会的に新たなリサイクルが出てくれば、さらに率は上がっていくと思います。 

 ただ、目標に到達したから良いという考えではありません。リサイクルできるものは進

めていきます。結果として、目標を超えていければ良いという考え方です。 

○湧井委員 ２番目の質問は、６ページの「雑がみ」です。 

 これは、私が前回も質問しております、「雑がみ再資源化フロー」前回の審議会資料か

らです。市と古紙問屋組合で固形燃料にする割合が大分違うので一体何だろうかと思って

おりました。そのときの固形燃料にする平均は、市が１０％、古紙組合が５３％、合わせ

て２６％という値だったと思います。その後、新聞等の報道で４割ぐらいだという話があ

り、訂正されてきたのですが、結果としては、２６％という数値が間違っていたのだと思
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います。一つ聞きたいのは、札幌市直営と古紙問屋の間で方法の違いがあって固形燃料が

多かったのかということです。 

もう一つは、集団資源回収の話です。その誘導策として、段ボール等の奨励金を１円か

ら４円にお金を増やしたとあります。ただし、今度は、新聞は１円をゼロ円にするという

話があります。「スリムシティさっぽろ計画」の２９ページに市民による自主的な資源化

の促進というところに書いてあるのですが、「実施団体に対しては、引き続き３円の奨励

金を交付します。」という文章があります。 

私が心配しているのは、「雑がみ」のところで、集団資源回収で新聞紙の奨励金をゼロ

円にしてしまって、業者の方がこれでやっていけるのかということです。今まで回収して

いた業者が嫌がってしまわないかということが「雑がみ」に関する質問です。 

後に、審議会の中でも何人かの方が言われていたことだと思うのですが、スーパーの

レジ袋替わりに出している段ボールです。あれは、前からいろいろな方から問題ではない

かというご指摘がありましたが、私もそう思っています。今回、レジ袋替わりの段ボール

は、市としては「雑がみ」の一環として何か対策を考えられているのかということです。 

以上の質問です。 

○吉田会長 この問題についてはどうですか。 

○事務局（富田企画課長） 固形燃料の２６％というのは、私は記憶がないのですけれど

も、当初、モデル実験をやったときに主要古紙の割合は２６％だったのです。しかし、ふ

たをあけてみたら４０％を超えていたということで、選別作業に非常に支障が生じたとい

うことです。 

 新聞にありましたけれども、処理が間に合わない部分で、直接固形燃料にという時期も

ありまして、そのときの経過的な割合だと思います。それは、後ほど調べた段階で委員に

ご説明したいと思います。 

○湧井委員 今まで、古紙問屋と札幌市で、主に段ボールの分け方だと思うのですが、そ

れは同じようなルールで行われていたということですか。 

○事務局（富田企画課長） 主要古紙については、もともと集団資源回収です。ただ、「雑

がみ」の選別方法は、２系統を取っておりまして、札幌市が直営で行っている部分と古紙

問屋にお願いしている部分がありまして、その割合には差があります。ですから、固形燃

料のためにという形ではありません。そして、先ほど言いましたけれども、製紙原料にな

る割合については１割程度改善してきている状況でございます。 

それから、奨励金の関係です。新聞紙はゼロ円にしたけれども、大丈夫なのかというこ

とです。回収業者に対する奨励金は市況を見てお願いしている部分がありまして、今、新

聞については非常に市況が良いのです。製紙会社はキロ１５円程度で取引されていて、問

屋の方には８円から９円で入っております。こういう部分も考慮しまして、新聞について

は大丈夫だろうという判断の中でこういった料金設定にさせていただいております。 

それから、スーパーでレジ袋替わりに段ボールを使っているので、それを排除するよう
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な形はとれないかということです。これは、この間も湧井委員からお話がありましたけれ

ども、今後、スーパーと話し合いの場を持って段ボールを回収する手だてがないかという

ことで、調整に入っていきたいと考えてございます。 

○吉田会長 八木委員、どうぞ。 

○八木委員 この収集は、随分いろいろ考えられていると思うのですけれども、私が一主

婦としてもう少し回収を増やしていただけたらありがたいと思うのは５月から始まってお

ります４週に１回の「枝・葉・草」です。冬のときはもちろん必要ないのですけれども、

５月から始まりまして１２月まであります。５月、６月はそれほど出ないのですが、７月

ぐらいから、マンションもそうですし、ベランダや庭などでたくさん出るのです。今年の

ように特に暑いと、１カ月も置いておきますと、小バエがいっぱい出てくるのです。また、

ごみステーションの様子を見て見ますと、同じく４週に１回の「燃やせないごみ」は、２

カ月か３カ月に１回しか出さないぐらい出なくて、他のごみステーションを見ていても余

りないのです。ですから、７月から１１月は、月２回に増やすとなれば併用することがで

きないのかなと考えておりました。 

また、これは質問ではないのですけれども、先ほど桑原委員がおっしゃっておりました

知恵だと思いますが、生ごみをもう一度乾かすのは大変な作業で、私は、ビニールに入れ

まして、ぐっと押しまして、ビニールの両端をはさみで切ります。そして、押しますと、

水分が出ますので圧縮されるのです。これならすぐにできて簡単です。自分は５リットル

袋で出そうと思って、楽しみながらごみ出しに挑戦している今日このごろでございます。 

○吉田会長 「枝・葉・草」の収集回数についてはどうですか。 

○事務局（富田企画課長） ４週間に１回ということで、確かに市にももう少し増やせな

いかということはあります。さらに「雑がみ」です。これはもう少し要望があると思って

おります。この「枝・葉・草」は、非常に難しい部分があります。というのは、札幌市の

住居形態として共同住宅が６割なので、ほとんど「枝・葉・草」が出ない人が半分以上を

占めているのです。その中で、「枝・葉・草」を増やすために経費をその分にかけるのは

どうなのかという問題もございます。 

もう一つは、先ほどおっしゃったように、「燃やせないごみ」が少ないので、「燃やせ

ないごみ」の回数を減らして「枝・葉・草」に振り替えられないかということは一つの選

択肢だと思います。現在、月曜日から金曜日まで何がしかのごみが出ていますので、空き

があればそういう選択肢もあるのかと考えてございます。 

去年、年末に１，５００人を対象にアンケート調査を行っております。今言った形で、

これ以上ごみの回数を増やすには、経費的にも厳しいので何かを削って何かに充てる場合

はどうしますかという質問をしましたが、一番多かったのは「雑がみ」です。逆に言うと、

「枝・葉・草」を減らして「雑がみ」の回数を増やしてほしいという意見も結構ございま

したので、この辺は総合的に検討していかないと現段階で増やせるという話にはならない

と考えてございます。 
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○吉田会長 引き続き、お願いいたします。 

○福士委員 ３点くらい教えてください。 

まず、一つ目が、１０ページのところで、「雑がみ」は製紙原料と固形燃料になってい

るということですが、固形燃料は将来も安定的に需要があるのかどうかです。 

二つ目は、１３ページで新たな分別の開始と市民の取り組みの支援とございます。そこ

で、「雑がみ」の分別収集と資源化などいろいろなものを含めて１２億円かかっていると

いうことですが、そこの分別収集と資源化は「雑がみ」についてはどのぐらい費用をかけ

ているのかということです。 

三つ目は、１２ページの処理費用です。２０年度から「新ごみルール」を実施すること

によって費用が増えているように見えるわけです。「新ごみルール」の実施で焼却炉の更

新をしなくて良いと伺っています。ただ、これだけを見ているとごみ処理費用自体は増え

ているのかということです。過去よりは「新ごみルール」を推進していくことによって処

理費自体は増えるのかどうかということです。 

○吉田会長 私も、 後にご指摘された点は大事だと思います。つまり、これだけを見る

とさらにかかっているのではないかということです。前のところの指摘で、篠路清掃工場

の建て替えをしなくて良いということで、４ページの下のところに休止したと書いてある

わけです。これによる効果はまだはっきりしないですけれども、３００億円は投資しなく

ていいということですから、これはかなり巨大な効果になるわけです。しかし、それにつ

いてはここでは余り触れていないから、やればこれだけかかりましたという話しかメッセ

ージとしては伝わらない恐れがあるのです。 

だから、経済的なコストの評価については、書き方の問題にもなると思うのですけれど

も、市民に主なメッセージをちゃんと伝えるという点で言うと、この書き方は、非常に詳

しいデータがずらっと並んでいるのだけれども、結局どうだったのかということについて

です。特にコストの点では、篠路清掃工場を代替しなくて良いということはすごく大きな

効果があったわけです。これは市長の公約でもあったし、成果でもあるわけです。それに

ついては、３００億円か幾らかということはまだはっきりしないのだけれども、それを出

した上で、リサイクルするなり、減量するためにこれだけコストがかかっているけれども、

全体の３００億円から見れば少ないわけです。 

ですから、全体のバランスがわかるようにメッセージを書いた方が良いのではないかと

いうのは私もそういう意見です。それも含めて、お返事があればお願いします。 

○事務局（富田企画課長） まず、固形燃料に需要があるかどうかですが、需要はござい

ます。特に、製紙会社では燃料として固形燃料を使っておりまして、本州から取り寄せて

でも使っている状況ですので、需要はあるのではないかと思っております。 

「雑がみ」の費用ですけれども、特に大きい部分で言いますと、２１年度予算ベースで

しか資料はございませんが、収集を委託しておりまして、約３億４，０００万円です。そ

れから、一部は先ほど言った問屋に選別を委託しているということで、約１億３，５００
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万円がランニングコストの大きい部分を占めてございます。２２年度の収集費は、４月か

ら平年度化しますので、その部分が増えまして、約５億４，０００万円です。処理の委託

料は約１億９，０００万円を見込んでございます。 

また、費用の見せ方です。これは吉田会長もおっしゃるとおり、 終的には、１工場を

建て替えなくて済むわけで、３００億円の効果があるという見せ方をもう少し工夫させて

いただきたいと思っております。実額で入れてしまうと、その年度、年度の増減がどうし

ても出てきてしまいますので、効果額なら効果額という形でお示しできるように考えさせ

ていただきたいというふうに思います。 

○吉田会長 他にございませんか。 

○中川委員 私からは、要望です。 

 せっかく１年間の経過状況が報告されたので、できれば事前に私どもに送っていただけ

れば、当日までに自分なりの分析をして、今日の中で意見を出していきたいと思っている

のです。今日見せてもらったものですから、細かい点までなかなか気がつかない点があり

ますので、できれば事前に出していただきたいことを要望しておきたいと思います。 

○吉田会長 今後、注意したいと思います。 

○事務局（富田企画課長） 申し訳ございませんでした。今回は、特に費用の効果の見せ

方など内部でも検討したこともあって、遅れてしまいましたが、極力、事前にお渡しでき

るような形で対応してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

○松藤委員 福士委員が言われた費用のことです。 

ごみの減量の目的は何かと言われると、減らすことが目的ではなくて、費用も減らない

と市民も納得しないと思うのです。そういう意味では、遅れたと言われましたけれども、

資料９が出てきたということは、ひとつ評価できると思います。 

ただし、福士委員からご質問があったように、「雑がみ」の収集に幾らかかっているか

という項目がないと、私どもは判断ができないと思うのです。やはり、新しい分別も含め

たごみ別の費用を区分として入れるべきであると思いますし、ものによっては増加したり

減少したりしているわけですから、効果は当然あるわけです。そうすると、全体の額とい

う見方と単価という見方があるわけです。そういったものを両方出していただかないと、

納得できないと思うのです。ごみは減ったのに、単価は２倍になっているなんてことはあ

り得るわけです。ですから、それを書いていただきたいと思います。 

もう一つは、委託のことが書かれています。委託はまた別問題になりますので、その三

つですね。ごみ別にすることと、増減を考慮した表記の方法と、委託を別にするというや

り方をすることによって理解できると思います。 

それから、臨時的経費が一つにくくられていますけれども、雑がみ選別施設の建設費が

あるし、従来どおりの施設更新費などもあるし、それも分けなければいけないと思うので

す。これも費目別に分けていただきたいと思います。 

そして、１３ページです。 
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これは費用と同時に出てくる話で、収入が上げられた場合、一体どうやって使われてい

るかということは前の審議会でも非常に大きな話であって、一般財源に組み込まれて何に

使ったか分からないのでは困るという話がありました。 

ここに大まかな枠が出ていますけれども、例えば１２億円といったことがありますね。

先ほどと関係しますが、内訳をぜひ明らかにしていただきたいと思います。ざっと見ます

と、１２億円と１７億円と２億円、９億円を全部足すとほとんど残らないという計算にな

ってくるのです。ですから、収入はあるのだけれども、新たしく増えたもので賄ってしま

って何も残らないと、納得できないと思います。 

後に、費用をかけることの効果をぜひ考えていただきたいと思うのです。１７億円の

中に電動生ごみ処理機とあります。これは、もう一つの資料によれば３，０００世帯ぐら

いに補助金を交付していることになっています。１台２万円ですから、それだけで６，０

００万円になるのです。それによってどれだけごみが減ったかという見方もしていただき

たいのです。生ごみ処理機は、見栄えは良いですけれども、効果としてどうかということ

を真剣に考えて施策を選ぶべきだと思います。 

○吉田会長 今のことは非常に重要です。特に区分については、ごみ別で出せないか、単

価、委託費という要望だったと思いますが、これはいかがですか。 

○事務局（富田企画課長） その部分にお答えできるような形で検討したいと思います。 

○吉田会長 後のことですが、結局、２９億円の手数料が入ったのだけれども、それを

こういうふうに使って、トントンではないかということです。これだけ中身が出ているの

は良いのですけれども、詳細を見て、本当に意味があったかということは市民からの質問

も出てくるということもあります。それから、この手数料の性格をどう考えるかです。本

当は、環境税から言うと、税収中立みたいに考えれば、少しでも余れば一般財源が苦しい

からそちらに入れるという選択肢もあり得ます。 

これは、市政全体の方針にもかかわりますので、一つの意見として出たということで記

録して、検討していただきたいと思います。 

まだご発言がない委員がございますから、どうぞお願いします。 

○佐藤委員 小さいことで、昨年もお聞きしたかもしれませんが、６ページの生ごみ堆肥

化普及促進のところです。 

 段ボールでの堆肥化は、私どもも出前講座をしまして、ちょっと面倒なところもあるの

ですけれども、安い費用でできるということで、私たちに取り組みやすいということでし

た。２３回開催して、１，２５２人の参加がありましたということですが、補助する数は

昨年度よりも増えているのでしょうか。生ごみを堆肥化するときに使う段ボールの補助す

る数です。昨年は幾らでしたか。年々増やしていけるのかどうかをお聞きしたいのです。 

○事務局（富田企画課長） 今日お配りしました「スリムシティさっぽろ計画年次報告書」

という冊子の７９ページをご覧ください。 

そこで、生ごみ減量と上にありまして、いろいろな項目がございます。その一番上に段



 - 25 -

ボール堆肥化セットの助成数ということで、２１年度については３，０３０セットです。

２２年度については、生ごみの堆肥化を進めようということで、堆肥化基材１万個を用意

してございますので、ぜひ参加していただければと思います。 

○朝野委員 単純な質問をしたいと思います。 

棒グラフの出ているところは全部関連性があるのですけれども、２２年でほとんどのと

ころで 終目標を大体達成しているわけです。これは計画が甘かったのではないかという

考え方にならざるを得ないと思うのです。もう７年後の目標を達成しているわけです。こ

れは 初の組み立てが完全に間違っていたのだろうと思います。皆さんの努力もあったの

だろうし、市民の努力もあったという形で考えれば良いわけですが、７年後の 終目標が

ここで達成されているという自体が良いことなのか、悪いことなのか、考え方の問題だろ

うと思うのですけれども、どうでしょうか。 

○事務局（富田企画課長） 計画は、今回、有料化も含めてごみ減量・リサイクル施策を

推進しようということでした。いろいろな自治体も行っていますけれども、有料化をして

もなかなかうまくいかないということも踏まえまして、有料化するのだけれども、きちん

とリサイクルするための受け皿もセットで用意するということで、そういった場合には減

量効果は高いというお話はありました。しかし、実際に札幌市で行って果たして本当にう

まくいくのかという不安は当然ございました。 

その中で、我々としては非常に高い目標を設定したつもりでございます。それまでの一

般廃棄物処理基本計画の「ごみプラン２１」というものがあったのですが、その目標をな

かなか達成できないということで、そこでご議論いただいた中で、有料化と新たな分別、

さらには資源物の受け皿づくりをセットで総合的に展開して、まずは前回の「ごみプラン

２１」の目標はクリアしよう、さらには数パーセント上乗せしてやろうということで設定

した目標です。ですから、我々としては、計画が甘かった、あるいは低過ぎたのではない

かという考えではございません。やはり、施策が非常に有効だったのかという部分と、市

民の皆さんにも非常にご理解をいただいた結果、これだけ前倒しで達成できたのではない

かと考えております。 

○吉田会長 今の点は非常に重要な問題です。札幌市の場合は、有料化だけではなくて、

減らすための手段を同時にセットして、５年間かけてかなり議論した上で実施したわけで

す。基本的にはその戦略のとおりになったというふうに前からの審議会の議論でもなって

いると思います。 

そうすると、平成２９年の目標をどうするかということは、当然、見直しをしていき、

残された課題は何かということも含めて計画の見直しをすることになると思うのです。そ

れは、ここでの議論もそうですし、もう一つ行っている家庭ごみの収集方法等の調査でも

それにつなげていくということで理解していただいた方がいいのではないかと思うのです。 

○朝野委員 ごめんなさい。よく理解しました。 

私は前の段階のことをわからなかったものですから、皆さんの努力だろうと思います。
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ありがとうございました。 

○吉田会長 これは、日本の中でも重要だし、外国から見ても評価されているのです。私

は、姉妹都市のポートランドに１カ月間行って授業をしていたのですけれども、向こうか

ら聞かれたのは、どうやってごみを減らしたのかということでした。ポートランドの場合

は、温暖化対策のプログラムをやっておりまして、その中でごみ減量も入っておりますが、

なかなか進まないということで、札幌はどうやって減らしたのかということを詳しく聞か

れました。ですから、これは非常に大事なことだと思います。 

それでは、まだご発言がない方からどうぞ。 

○中川委員 今、計画が甘かったのではないかなどいろいろなお話がありましたけれども、

結果的には目標達成は２２年度でそれなりにいくのだろうと思うのです。そうしますと、

私どもの審議会は来年で任期満了ですね。その段階でこの問題をどういう形か方向づけす

ることになるのでしょうか。 

○吉田会長 それはまだ分からないですね。 

○中川委員 我々の任務の中にそれは入っていないのですか。来年のまとめの中でどうす

るかということをお伺いしておきたいと思います。 

○吉田会長 まだこの審議会でも議論しておりませんし、基本的には市長の施策、あるい

は市全体の施策の中で計画達成をしたということを踏まえてどうするかという議論になる

と思いますが、この審議会がどういうふうにかかわるかは、まだ未定だと思います。 

○松田副会長 私は、生ごみのことばかりです。 

生ごみの話は、水切りと堆肥化は確かにそれなりの効果があると思うのですけれども、

私から言わせると微々たるものなのです。私が住んでいる北広島市や恵庭市は、来年度か

ら下水道の汚泥とともに一緒に生ごみをメタン発酵させて、汚泥は乾燥させて土壌還元す

るというシステムになります。 

一つには、そういうことも長期ビジョンとして、こういう大都市では難しい話ですけれ

ども、それも考えていただきたいと思います、私自身も堆肥化をやっていまして、否定す

るわけではないのですけれども、全体のことを考えた計画もぜひ考えていただきたいとい

うお願いです。 

もう一つは、ごみは確かに減量化されておりまして、経済的な効果もそれなりにあるこ

とはわかりました。ここは環境都市ということになっておりますけれども、実際にこれで

炭酸ガスの排出量が減っているのかどうかです。例えば、生ごみが４８％にもなったとい

うことは、多分、焼却炉では必要になった重油が増えているのではないかと思うのです。

トータルで本当にＣＯ₂の排出源のＬＣＡとして考えた場合、そういうこともちゃんと評価

できるのかどうかも、次回なり、将来的にはそういうデータも出していただきたいという

のが私の考えです。 

○吉田会長 今、松田副会長のご指摘の 後の点は、私も言おうと思っていました。特に、

ＣＯ₂の削減につながっているかどうかというところで、生ごみの焼却比率が高くなってい
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るので、その問題は当然出てくると思います。それから、生ごみを燃やさないで別に集め

て先ほど言ったような処理をするということでメタン回収をして暖房に使うなど、いろい

ろな将来像が描けます。 

この審議会ということではないと思うのですけれども、長期的には検討が必要な課題だ

ということは頭に入れておく必要があると思います。 

まだご発言がない方からどうぞ。 

○山田委員 今回の「新ごみルール」とは直接関係ないのですけれども、一度質問したい

点がございます。 

何かというと、ペットボトルの件です。 

ペットボトルはすごくかさばるのですけれども、メーカーとしては原料または資源をな

るべく使わないということもあって、肉薄化に努力して、かなり軽量化されてきておりま

す。簡単につぶしやすくなってきております。 

ペットボトルは１週間も貯めておくと、たくさん飲料を飲まれる方はすごくかさばるの

です。ですから、つぶして出したいところですけれども、札幌市はつぶして出すなという

方針です。なぜかというと、一つは、びんと一緒に出すので、そのときの緩衝材の役目を

します。もう一つは、分別するときに、つぶすと飛ばなくてなるという点だとお聞きして

おります。 

ただ、ある専門家の方にお聞きすると、つぶしたとしても緩衝材としての役目は十分満

たすし、風でちゃんと飛ぶということも伺っております。仮にそういうことが支障なく検

証できるのであれば、一般市民の方の立場に立つとつぶして出せた方が簡単に楽しんで分

別しやすいのではないかと思いますので、ぜひご検討いただきたいと思っております。 

○松永委員 私も、料金の関係でお聞きしたいことがございます。 

１２ページのごみ処理費用は、我々が出す家庭ごみだけのことを言っているのでしょう

か。例えば、施設の運営費には事業系から出てくる一般廃棄物の処理費などは含まれてい

ないのかということが知りたいのです。もし含まれているとすれば、何となく家庭系で一

生懸命頑張って、ごみを減らして、お金を減らしたのに事業系の方で食われているという

見方もできると思うので、その辺を知りたい、表現の仕方を見たいと思います。 

それから、この表と「スリムシティさっぽろ計画」という資料の３０ページにごみ処理

費用の推移が出てくるのです。これとこれは１対１で対応していないのかと思うのです。

多分、市民が見るのは、今日の会議資料ではなくて、「スリムシティさっぽろ計画」に出

てくる処理費用だと思うのです。これだけを見ると、我々市民が努力して経費を下げてい

ったのはなかなか見えづらいのではないかと思うのです。その辺の見せ方の工夫が必要で

はないかと思います。 

○吉田会長 １２ページのものは、事業系一般廃棄物の処理費用が入っているかどうかと

いうご質問だと思います。 

○事務局（富田企画課長） 入っております。 



 - 28 -

ただ、事業系ごみは有料ごみですので、基本的には原価相当額の料金をいただいており

ます。原価をお示ししたものは、「スリムシティさっぽろ計画年次報告書」の７２ページ

です。ここでは２１年度のごみ種ごとの処理原価を示してございます。 

○吉田会長 これが７２ページにあるということですね。 

○事務局（富田企画課長） その中に、自己搬入という部分が下の方にあります。これが

事業系で入ってきたごみです。 

○吉田会長 日配られているもので、色がついていない冊子の７２ページです。だから、

自己搬入が事業系ごみということですね。 

○事務局（富田企画課長） ですから、社会経済情勢もありましょうが、市としては原価

相当額をいただく方向で改定を行っていくということです。 

 それから、「スリムシティさっぽろ計画本書」の３０ページにごみ処理費用の推移とあ

ります。これは企業会計的な手法を用いて作成した表です。先ほどの１２ページのものは

単年度事業費の積み上げです。そちらの「スリムシティさっぽろ計画」本書の３０ページ

のものは、例えば施設整備費については１０年使えるものは原価償却費で１０年分に分け

るなどといった手法でお示ししている表ですので、見せ方が違っております。 

○吉田会長 ３０ページというのは、どの資料を言っているのですか。 

○事務局（富田企画課長） 今日お持ちではないかもしれませんが、「スリムシティさっ

ぽろ計画」の本書です。 

○吉田会長 今日の資料ではないものですね。 

これは、ディテールに関わるので、ここですぐにということではないのですが、一応こ

ういうご説明があったということで、コストについては先ほどの焼却場一つを更新しなく

ていいという問題も含めて、今後わかりやすい形でどうやって示すかを検討していきたい

と思います。 

大分時間が経っているのですが、湧井委員、簡単にお願いします。 

○湧井委員 私も１２ページについて質問です。 

１２ページの資料９の一番下の注意書きの１と２です。ここでは委託費の話をされてお

りまして、結局、委託したので委託費は増したけれども、トータルの事業費は減少したと

いう話だと思うのです。委託車両はどの程度まで削減する予定でしょうか。それが質問で

す。 

もう一つはお願いですが、市民による自主的な資源化の促進です。これは「スリムシテ

ィさっぽろ計画年次報告書」の２９ページに、２２年度に実施するということで、「集団

資源回収が全く行われていない地区の解消が進んでいることから、今後は各地区でより充

実した集団資源回収実施体制を構築する手法についても検討します。」とあります。これ

は、前から何回も言っているのですが、町内会や自治会も大分弱ってきているので、立て

直しも含めて、どういうふうに実施していくのかをなるべく早目に出していただきたいと

いう希望です。 
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○吉田会長 １２ページの注についてのご質問ですね。これは、委託して、その限りでは

費用が増えているように見えるけれども、実際にはそれによって今回の新しい区分による

ルールでリサイクル率の向上などができたという説明です。 

○湧井委員 実は、この表についてよくわかっていないところがあるのです。ですから、

私が混乱しているのかもしれません。 

○吉田会長 この部分は表現と説明をもう少しよくした方がいいということがあります。

それから、全体で篠路清掃工場が不要になるという説明が抜けていて、これだけかかって

いるではないかという話になります。これについては、わかりやすく誤解のないように説

明するような工夫が必要だと思いますので、事務局と相談したいと思います。 

○湧井委員 私の質問の趣旨は、収集の委託比率は３割から７割となったと数字が出てい

ますね。３割から７割にしたことによって、直営の費用が減っているはずなので、トータ

ルとして経済性につながっているのだろうと思うのです。ということは、直営車両と委託

車両の比率をどこまで変えていくのかを、次回までで結構なので、教えていただきたいと

思います。 

○吉田会長 ご質問はよくわかります。そういうことも含めて、かなり説明が長くなるか

もしれませんけれども、そういう説明をしないとわかっていただけないということですね。 

もう残りの時間がないのですが、まだご発言がない方からお願いします。 

○勝海委員 質問というよりは感想と要望です。 

私は、西区のクリーンさっぽろ推進衛生協議会の一人ですが、西区には１１連町があり

まして、その会長全員がクリーンさっぽろの役員になっております。３年ぐらい前でしょ

うか、クリーンさっぽろ推進委員会の名前で、ごみの収集は戸別収集にしてほしいという

要請文を作りまして、会長と代表が本庁に行ったのです。しかし、環境局長にお会いでき

なくて、帰ってまいりました。その後、回答文が来たのですけれども、「札幌市は非常に

人口が多く、石狩市と比較されても困る。できません。」ということでした。でも、何か

工夫をして、できないかということです。しかし、３年経ってから、去年か今年になって

から少し空気が変わったのかなという印象を受けております。 

ですから、戸別収集の道をここで閉ざすことなく、継続審議といいますか、何か工夫を

凝らしながらできないものかと思っております。 

お答えは必要ありません。私の感想でございます。 

○吉田会長 どうもありがとうございました。 

戸別収集については、別の検討会、研究会で検討しておりますので、ご指摘の点を踏ま

えていきたいと思います。それから、日本のようにプラスチックの袋に入れて集めるとい

うことは、カラスの問題もあるし、まち並みを崩している面もあります。その点では、ポ

ートランドでは、プラスチックのリサイクルと「燃やせるごみ」を分けて、かつ、プラス

チックの箱に応じて月ごとに市役所に代金を払うという形での有料化を行っています。ヨ

ーロッパでは、パリなど幾つかがそうでして、そうするとカラスがいなく、非常にきれい



 - 30 -

なのです。ただ、もちろんコストはかかるけれども、それは市民が負担するという形で行

っております。 

いろいろなやり方があるので、日本の今の収集方法がベストだというわけではなく、今

後いろいろと検討していく必要があります。それから、人口構成が変化していきます。老

齢化も含めて、このままの状態ではなくて、変化していきますので、そういうことに対応

してどうするかということを長期的に考えなければいけないということだと思います。 

それでは、大分時間が経っておりますので、中間評価について事務局から簡単にご説明

いただきたいと思います。 

○事務局（富田企画課長） 今回の審議会は、皆さんご承知のとおり、「スリムシティさ

っぽろ計画」の点検・評価についてご意見をいただく場というふうに考えております。長

期の計画の中で、次回の１１月には一端中間取りまとめという形をとろうと思っておりま

す。今日、皆さんからいろいろご意見をいただいた部分を合わせて、まずは開始して１年

経った「新ごみルール」関連について皆さんの意見、あるいは評価を広く把握したいと考

えておりますので、別途、点検評価シートを、ひな形についてはこれから検討しますけれ

ども、自由にご意見等を記載できる形のものをお送りいたしますので、それを集約した形

で次回に報告させていただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

 

  ５．その他 

○吉田会長 それでは、次回の開催日についてもお願いします。 

○事務局（富田企画課長） 次回は、第４回になりますけれども、現在、１１月の開催を

予定しております。詳細につきましては、改めて皆様方と調整させていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

  ６．閉  会 

○吉田会長 今日は大分時間が経ってしまいましたが、第６期の第３回札幌市廃棄物減量

等推進審議会を終わりにしたいと思います。 

本日は、活発なご議論をどうもありがとうございました。 

以  上 


