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日 時：平成２２年１１月１５日（月）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、定刻になりましたので、ただいまから第６期の札幌市廃棄物減量

等推進審議会を開催いたします。 

本日は、ご多忙の中を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いたします。 

○事務局（富田企画課長） 皆さん、どうもご苦労さまです。 

 本日の会議ですけれども、１７名の委員の方にご出席を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。 

 続きまして、配付資料についてご確認させていただきたいと思います。 

 まず、本日の次第がございまして、座席表、それと報告事項になりますけれども、「清

掃工場１カ所の廃止について」「家庭ごみ収集方法等に関する調査研究中間報告書」、そ

れと発表用の資料になりますけれども、「アンケート調査から見る市民の新ごみルールの

受容と行動変容」、さらに本日審議していただきます「札幌市廃棄物減量等推進審議会（第

６期）中間評価報告書（案）」「参考資料」についてお配りさせていただいております。 

 皆様、お手元にございますでしょうか。 

 今日の審議会は、大体３時ごろ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ます。 

 以上です。 

○吉田会長 どうもありがとうございました。 

 

  ２．報告事項 

○吉田会長 それでは、会議の次第に従って進めていきますが、事務局から報告事項が二

つあります。まずは、清掃工場１カ所の廃止についてです。 

○事務局（谷江環境事業部長） 環境事業部長の谷江でございます。 

 私から、清掃工場１カ所の廃止についてご説明いたします。 

 先月２８日に行われました市長記者会見におきまして発表し、その翌日の新聞報道など

により既にご承知かと思いますけれども、清掃工場１カ所の廃止を決定いたしましたので、

お手元の資料に基づきましてご説明いたします。 

 「スリムシティさっぽろ計画」では、焼却ごみ量を平成２９年度までに対平成１６年度

比２４万トン減の４６万トンにするという目標を掲げており、この目標達成に向けて昨年

７月に「新ごみルール」を実施しました。これ以降、大幅なごみ減量に成功したことから、

平成２２年４月から篠路清掃工場の運転を休止したところですが、平成２２年度に入りま

しても大幅なごみ減量効果は継続しており、この結果、平成２２年度見込みの焼却ごみ量

は対平成１６年度比２６万トン減の４４万トン、平成２３年度計画の焼却ごみ量は対平成

１６年度比２８万トン減の４２万トンと、平成２９年度までに達成すべき目標を超えるご
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みの減量が見込まれております。 

 資料の裏面中段のグラフをご覧ください。 

 中段の棒グラフが３工場体制での焼却能力をあらわしたものとなっており、黒三角マー

カーの折れ線グラフは平成２３年度計画の焼却ごみ量をあらわしたものとなっております。

ご覧のとおり、平成２３年度計画の焼却ごみ量は、３工場体制の焼却能力の８０％程度と

見込まれ定期整備等の停止期間を考慮しても３工場体制による焼却処理が可能であると判

断されます。 

 以上のことから、市内４カ所の清掃工場のうち１カ所を廃止しても安定的な焼却処理を

継続していくことが可能であるとの判断に至ったことから、平成２３年度３月末をもって

篠路清掃工場を廃止することといたしました。 

 なお、廃止後の施設の取り扱いについてですが、用地等の利活用については、今後実施

する調査の結果を踏まえて検討してまいりたいと考えております。 

 また、篠路清掃工場に併設の破砕工場及び資源化工場につきましては、当面、運転を継

続していく予定であります。 

 私からは以上です。 

○吉田会長 ありがとうございました。 

 何かご質問はございますでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○吉田会長 それでは、続きまして、家庭ごみ収集方法に関する調査研究委員会の開催状

況について事務局から報告がありますので、よろしくお願いします。 

○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。 

 私から、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。 

 お手元にお配りしております「家庭ごみ収集方法等に関する調査研究中間報告書」とい

う冊子をご覧ください。 

 まず、冊子を開いていただきまして、左側の１ページのところです。 

 この中間報告書は、「家庭ごみ収集方法等に関する調査研究委員会」におけるこれまで

の審議経過や現時点での調査の進捗状況を報告するため、その概要をまとめたものであり

ます。 

 これまでの審議の概要でございますけれども、第１回は６月２２日に開催しまして、第

２回は１０月４日に開催しております。この２回におきまして審議されました事柄につい

て、今回、その抜粋という形でまとめたものでございます。 

右側の方に、目次を書いておりますけれども、この調査研究委員会の柱として三つあり

ます。まず、Ⅳ番の他都市の事例調査、Ⅴ番の市民意識調査、それからⅥ番のシミュレー

ション調査になります。次に、資料の６ページ、Ａ３判の横になったものをご覧ください。 

政令指定都市の事例調査ということで、政令指定都市は札幌市を含めて１９市あります
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が、各都市に文書による照会、それから一部の都市へ現地調査に赴き、各都市の家庭ごみ

収集方法等の状況について調査しました。まず、戸別収集ですけれども、大型ごみを除く

戸別収集を実施している都市は７市で、静岡市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、

堺市、福岡市になります。それから、小規模のステーションですが、札幌市では１ステー

ション当たりおおよそ２０世帯から３０世帯ぐらいの規模が標準的な大きさですけれども、

この半分ぐらいの小規模ステーションで実施している都市は、広島市と北九州市がありま

す。これらの都市のうち、名古屋市と広島市に、委員と事務局で現地調査に行ってまいり

ました。 

まず、名古屋市についてですけれども、戸別収集を「燃やせるごみ」、「燃やせないご

み」で実施しております。こちらは、すべて無料で行っております。戸別収集につきまし

ては、３．２トン車と、札幌市の収集車よりも小ぶりな収集車を使いまして、３名で収集

を行っております。 

「燃やせるごみ」につきましては、かなり以前から戸別収集を実施しておりますので、

正確な開始時期は不明ということですけれども、「燃やせないごみ」につきましては平成

１３年７月から実施しているとのことでありました。 

名古屋市の戸別収集は、各家庭の玄関の前に「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」を出

すという形で実施しておりますが、特段、容器等は使わずに袋のまま玄関先に出している

状況です。特に、視察に行った地区につきましては、カラスが非常に少ない状況ではあり

ましたが、特段、カラス対策を講じる家は非常に少なく、そのまま出しているという状況

でした。 

それから、収集については、小走りのような状況で３名で収集しております。名古屋市

は、狭隘路もかなり多く、そういうところには大きな収集車が入っていけないものですか

ら、６５０キロの小さい車を使いまして２名で収集を行っております。 

また、びん、缶、ペットボトル等の資源物につきましては、ステーション方式で収集を

行っております。こちらの数字を見ておわかりのとおり、１万６千カ所というステーショ

ンの数で、札幌に比べてもかなり少ないですが、そのため、１ステーション当たりの排出

量が多いという状況になっており、町内会の役員などで整理していただいていると伺いま

した。 

それから、現在は「容器包装プラスチック」をステーション方式で実施していますけれ

ども、来年４月からは戸別収集を実施する予定とのことです。 

そのほか、名古屋市では、高齢者、障がい者の方などの支援のため、なごやか収集とい

う排出支援を行っております。例えば、１カ月ぐらいごみが出されていないという状況が

あれば、安否確認等も行うと聞いております。 

次に、広島市についてですけれども、ステーション方式で行っております。こちらは、

意図的に小規模にしたということではなくて、道路状況や住宅事情ということから必然的

にそのぐらいの小さい規模のステーションになったとのことです。広島市の特徴的なとこ
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ろは、「燃やせるごみ」については透明のごみ袋ではなくて紙袋を使って排出していると

いうことで、特に、水切りなどの減量も意識的に行わなければならないと聞いております。

それから、カラス対策は、海側と山側ということで大きく地区が分かれるのですが、海側

は比較的カラスが少なくて山側が多いということで、海側の地区についてはブルーシート

をかけたりということは行っておりますが、特段、それ以上の対策は行っていないという

ことでした。一方、山側のカラスの多い地区は、やはり箱型ステーションが使われている

ところが多いと聞いております。 

このほか、政令市ではないですけれども、隣の石狩市では平成１８年１０月から戸別収

集を実施しておりますので、石狩市の戸別収集の状況について収集車の後を追跡して見さ

せてもらいました。特徴的だったのは、石狩市の場合は、特に雪、冬の対策ということも

ありますので、ごみ袋をそのまま出すのではなくて、ポリバケツとか、トランクボックス

とか、各家庭で収集の容器を用意してもらって、その中にごみ袋を入れて排出していると

いう状況です。 

それから雪の対策ということも非常に大事になりますので、こちらは除雪業者と連携を

とりながら除雪が入った後に戸別収集を行うということが行われておりました。 

他都市の状況については以上でございます。 

続きまして、１０ページをご覧ください。 

こちらは、市民意識調査の要点についてまとめたものです。この調査は、無作為抽出し

た市民４，０００人を対象に行いまして、そのほか各連合町内会長、各区クリーンさっぽ

ろの会長、副会長１３２名を対象に同様のアンケートをお願いしました。さらに、収集サ

イドからの意見ということで、清掃事務所職員に対しても同様にアンケートを行っており

ます。 

この主なポイントですけれども、１３ページをご覧ください。 

こちらは、現在のごみステーションについて感じていることということでお聞きしまし

た。市民、連町会長、クリーンさっぽろ会長、副会長ということですが、グレーの部分が

市民にお聞きしたこところです。感じていることで一番高かったのが、「正しく分別され

ていないごみがある」が４０．６％、「冬期間の除雪が大変である」が２６．２％、「カ

ラスや猫に荒らされ不衛生である」が２２．５％ということで挙げられていました。これ

は、連町会長、クリーンさっぽろ会長、副会長から見ますと、また見方が若干違うところ

がありまして、全般的にそれぞれポイントが高いというところがあります。一番高かった

のは、同様に「正しく分別されていないごみがある」で７３．３％、「冬期間の除雪が大

変である」が４８．５％、そのほかに、特にステーションの管理ということで目を向けら

れているのだと思いますけれども、「区域外のごみが出されていることがある」が４７．

５％、「清掃やネット、カラスよけサークルの整理整頓など管理が大変である」が４２．

６％、こういうことが特に挙げられております。 

続きまして、１６ページをご覧ください。 
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こちらは、適正でないごみ出しの対策の効果ということで、市民、連町会長ほかにお聞

きしたところです。 

まず、市民についてですけれども、適正でないごみ出しの対策として、「効果が高い」、

「やや高い」という回答をいただいたものですけれども、「⑤戸建て住宅と共同住宅との

ごみステーションの分離」は６４．２％、その下の「⑥管理会社・管理人・オーナーに対

する共同住宅居住者への排出ルールに関する周知・指導依頼」が５６．３％ということで

挙げられております。 

１枚めくっていただきまして、１７ページをご覧ください。 

同様の設問につきまして、連町会長、クリーンさっぽろ会長、副会長にお聞きしたとこ

ろですけれども、その中で「効果が高い」、「やや高い」という回答があったのが「④ご

みパト隊によるパトロールの依頼」が５２．３％、「①町内会などの地域での自主的なご

み出しルールの指導、パトロール」が４６．２％という結果になっております。 

右側の図表８とあるところですが、こちらは清掃事務所の職員に同じように聞いたとこ

ろです。清掃事務所の職員で効果が高いと見ているところですけれども、「④ごみパト隊

によるパトロールの依頼」が６８．３％、その下の「⑤戸建て住宅と共同住宅とのごみス

テーションの分離」が６３．１％という結果になっております。これらの結果により、市

民と連町会長、クリーンさっぽろの会長、副会長、それから収集サイドの清掃事務所職員

ということで、視点がやや違う部分もあるということが浮き彫りになったのではないのか

と思います。 

それから、２４ページをご覧ください。 

札幌市の方でごみ収集に関する取り組みということでいろいろ行っておりますけれども、

その認知状況についてお聞きしたものです。図表１４が市民にお聞きしたところです。認

知状況で一番高かったのが、「①さっぽろごみパト隊」の３２．９％、その下の「②管理

機材の設置費用助成制度」が３０．８％という結果です。その下の方には連町会長、クリ

ーンさっぽろの会長、副会長にお聞きしたところですけれども、これは、全般的に知られ

ているということで、押しなべて高い数値になっております。その中で、市民と連町会長、

クリーンさっぽろ会長、副会長の今回の回答を見ますと、特に「⑤札幌市要介護者ごみ排

出支援事業（さわやか収集）」の認知度が低いというところもありますので、今後、この

辺のＰＲをどうしていくかが一つの課題であると考えます。 

続いて、２５ページをご覧ください。 

今挙げたそれぞれの取り組みの効果ですけれども、図表１６は市民にお聞きしたところ

です。市民では、「②管理機材の設置費用助成制度」が最も効果があるというところで評

価しているところです。具体的には、ネット、サークル、箱型ごみステーションの助成と

いうことになります。 

 こちらの下の方の連町会長ほかということで見ますと、やはり「②管理機材の設置費用

助成制度」が高く７３．３％という結果が出ています。 
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それから、右側の方は、清掃事務所職員から見た場合の効果ですけれども、同様に「②

管理機材の設置費用助成」、それから「①さっぽろごみパト隊」ということでこの効果が

あると見ております。そのほか、「⑤札幌市要介護者ごみ排出支援事業（さわやか収集）」

も効果があるということで見ているところが特徴的かと思います。 

続きまして、次のページの２７ページをご覧ください。 

こちらは、ごみステーションの設置基準、現在は２０世帯から３０世帯に１カ所、それ

から１００メートルにつき３カ所以下という基準がありますけれども、この基準に対して

どう思うのか、現状のままでいいのか、増やすべきなのか、減らすべきなのかということ

でお聞きしたところです。 

まず、市民の６７．３％の方が「現状のままでいい」というお答えでした。それから、

「もっとごみステーションの数を増やすべきである」が１２．４％、「もっとごみステー

ションの数を減らすべきである」が１．４％です。その下が、連町会長、クリーンさっぽ

ろの会長、副会長ですけれども、「現状のままでいい」が５６．４％、「もっとごみステ

ーションの数を増やすべきである」が２６．７％、「もっとごみステーションの数を減ら

すべきである」が１．０％という結果です。それから、清掃事務所の職員から見ますと、

「現状のままでいい」が３７．２％、「もっとごみステーションの数を増やすべきである」

が３２．４％、「もっとごみステーションの数を減らすべきである」が１６．０％という

結果です。清掃事務所の職員の方が、「もっとごみステーションの数を増やすべきである」

という意見が多くなっていますが、こちらの理由についても書いてもらったところ、ごみ

の収集効率ということを考えますと、数は少ない方が効率が良いのですけれども、収集効

率ではなくてステーションの管理という点に着目すると、もっとステーションの数を増し

た方が管理が行き届くと、一ステーション当たりの世帯数を減らすような方向の方がいい

のではないかという意見が多かったところです。 

 それから、３０ページのところです。 

 戸別収集方式について、どのように感じますかということで、これは自由記載でお聞き

したところです。こちらについては、メリットとして「利用者の意識の向上」、「排出者

責任の明確化」ということで挙げられていましたけれども、特徴的なところとして、例え

ば環境衛生の関係ではメリットに関する意見、デメリットに関する意見がそれぞれ出され

ております。メリットについては、「ごみの散乱がなくなる」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」という意見がありましたけれど

も、逆に「収集時間が遅いときもあるので不衛生」という意見がありました。それから、

ごみステーションの管理ということで考えると、こちらは負担が減るというメリットがあ

るのですけれども、そのかわり自分で管理しなければならないということになりますので、

そういった点については、カラス対策等も自分で行わなければならないということで負担

に感じるという意見もありました。 

 それから、３１ページのシミュレーションの調査の報告は、松藤委員の研究室に調査を
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お願いして行ったところでございます。こちらは、大きく収集車両の追跡調査、それから

全市のごみ収集車の輸送時間の調査という基礎的なデータの収集を行いました。それから、

３３ページになるのですけれども、戸別収集調査ということで、実際に札幌市で戸別収集

をやったときにどれだけ時間がかかるのかということで、東区の栄西地区、栄東地区で収

集車を走らせて、実際にごみは集めなかったのですけれども、想定のルートを設定して収

集にかかる時間の計測を行ったところです。 

 ３４ページの右側の一番下の図７のところをご覧ください。 

 こちらは、ステーション収集ということで、午前中には３回の収集を行うのですけれど

も、その１回分の収集ということでテスト走行しますと、午前中だけでは収集が終わらな

くて、午後の１時半ぐらいまでかかって、やっと相当分が終わったというところです。こ

れらのデータの比較をしたのが上の図６に書いてありますけれども、移動距離で見ますと

ステーション収集に比べて２．８倍、時間については３．３６倍、信号待ちとか休憩とい

うロスの時間を除いても２．７７倍という結果になっております。こちらの調査につきま

しては、また冬の状況も見る必要があるものですから、改めて冬期間調査も行いたいと考

えております。 

 以上、ポイントだけお知らせしました。今後は、来年１月に３回目の委員会を開いて、

年度内に最終報告書をまとめる予定でございます。 

 私からは以上でございます。 

○吉田会長 それでは、特にご質問がありますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○吉田会長 なければ、時間が差し迫っていますので、次の議題に移りたいと思います。 

 

  ３．発  表 

○吉田会長 次は、大沼委員による札幌市におけるごみ資源回収ルール変更後の社会的受

容と行動変容に関する調査の報告のご発表です。 

 大沼委員は、環境社会心理学のご専門でして、「新ごみルール」前後のアンケート調査

を通じて市民の評価、排出行動がどのように変わったかについて詳しく調査されたもので

す。今日の議題にも関係ありますので、ご発表いただいて議論したいと思います。 

 それでは、大沼委員、お願いします。 

○大沼委員 ご紹介、ありがとうございました。 

 今ご紹介いただいたとおり、私どもの研究室で独自に調査してきたものについて簡単に

ご報告させていただきたいと思います。 

 私たちの関心から言うと、こういったアンケート調査をやるのは、市民と一口に言って

も、必ずしも意識の高い方ばかりではありません。そういった方々からもできるだけ本音

を引き出すのが調査屋の腕の見せどころかなと思っています。これについて紹介したいと

思います。 
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 実は、札幌市の「新ごみルール」に関して、３度にわたってそれぞれ無作為抽出の調査

をしています。最初は、導入１年５カ月前の２００８年２月、それから導入直前の昨年５

月ですから２カ月前です。それから、今年に入って２月、導入後８カ月です。この３回に

わたって調査した結果について簡単にご報告いたします。 

 「新ごみルール」を市民がどう評価しているかということで、初めに評価の視点から説

明させていただきます。 

 大きく二つありますけれども、一つ目は、「新ごみルール」が市民に受け入れられたか

どうかということです。市民に受け入れられたかということに関して、さらに大きく二つ

分かれています。一つは、中身そのものをどう評価しているかということで、ここでは三

つ用意しました。循環型社会形成につながるか、いかなる制度も、公共的便益とあります

が、社会的に目指すべきところに向かっているだろうか、今回の場合は循環型社会形成に

向かっているだろうかということです。一方で、今回、特に有料化とか分別区分の変更と

いうことで個人に何らかの負担がかかってきます。特に、有料化でお金を払うことについ

てどう思っているのか。それと連動して、公平な負担につながるだろうかということです。 

二つ目の市民に受け入れられたかという観点から言うと、導入に至るプロセス、過程が

公正だったか。具体的に言った方がわかりやすいと思いますが、最近は一方的にトップダ

ウンでこうするぞと決まることはめったにありませんで、いろいろなことを経て決まって

いくわけですが、市民の受け手から見たときに十分な説明があったかどうか、市民がちゃ

んと意見を述べられたか、意見を言いっ放しではなくてちゃんとその声が反映されたかと

多くの市民が思えるかどうかというところです。 

大きな２番目が、実際に行動につながっただろうかということです。制度はできたけれ

ども、実際にごみの問題は一人一人の行動につながらないと意味がないということで、そ

の行動変容についてです。今回は三つ用意しています。「新ごみルール」導入前後の混乱

と、実際に適切にごみ分別、排出をしているだろうか。それから、先ほどの循環型社会形

成とも関係してくるのですが、単にごみが減ればいいという問題ではなくて、実際にはリ

デュース、リユースにつながりたいが、この辺がどうだろうかということも見てみたいと

いうことです。 

さらに、行動変容と関連する要因ということで、地域活動の参加との関連性について調

べてみたということです。 

早速、結果の紹介に入りたいと思います。 

まず、右側のグラフをご覧いただきたいのですが、「私はごみの有料に賛成または反対

であるか」ということで、実は導入直前２カ月前になると、ずっと基本的には賛否半々ぐ

らいで拮抗していたのですが、特に直前になると反対が微妙に増えます。それが、導入後、

８カ月たつと賛成という人が７割ぐらいになるということです。 

左側のグラフは、『私は「新ごみルール」を受け入れられるか』というものです。これ

は、青い線が「そう思う、受け入れられる」というものですが、徐々に徐々に増えていっ
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て、導入後には７割ぐらいの人が受け入れていいと言っているということです。 

中身の評価です。公共的便益の評価ですが、左側の上側で、「循環型社会形成につなが

るか」ということです。これも、徐々に徐々に「そう思う」という人が増えてきており、

導入直後は８割近くの方が「循環型社会形成につながる」と回答しています。 

ところが、右上を見ていただきたいのですが、「全体的に良い成果を生むかどうか」で

す。これも、直前には「そう思う」という人の割合が減少します。ただ、導入後、良い成

果を生むという形に上がってきています。 

それから、負担感、衡平感とあります。左上ですが、「ごみを出すのにお金を払いたく

ない」という項目です。これは、実に導入直前になると半分以上の方がお金を払いたくな

いと言っています。このあたりで本音をうまく引き出せたと思っています。ところが、導

入後８カ月経つと、払っても良いという方と、払いたくはないという方が半分ぐらいにな

っており、制度が着々と浸透していると受けとめて良いかと思います。 

それから、幾つか飛ばして右下の方です。「公平な負担につながるかどうか」です。こ

れは、直前に割合が減少することはなく、じわりじわりと公平な負担につながるなという

方が増えてきて、導入後８カ月では６割ぐらいの方が公平な負担につながると思うと答え

ており、公平ではないという意見がだんだん減ってきているというパターンをたどってい

ます。 

それから、今度は決定に至るプロセス、過程ですが、左上が「市民が十分に情報を知る

ことができたか」ということです。これも、最初のうちは４割ぐらいが全然そんなことな

い、知ることができたというのが２割ちょっとだったのですが、これは徐々に徐々に増え

ていって、導入後８カ月では６割ぐらいの方がちゃんと情報を知れるようになっています。

情報がわからないではないかというのは２割ぐらいでした。 

右上も同じようなパターンで、「市は市民にわかりやすく説明してきたかどうか」です。

これは、１年半前は半分以上の人が全然わからない、わかりやすく説明していないと答え

ていましたが、導入後８カ月ではわかりにくいという方が２割ちょっとまで減ってきて、

逆にわかりやすく説明してきたという方が４割強となってきています。 

右下に行って、「意見交換会、説明会など多くの市民参加の機会が開かれているか」で

す。これも、１年半前は半分の方が「そう思わない」と答えていたのですが、これも「そ

う思わない」という方が減ってきています。「そう思う」という方が増えたといっても、

４割弱です。 

では、全体としてはどうか、「全体的に公正なプロセスが導入されたか」というと、「ど

ちらとも言いえない」という答えが多いのですけれども、やはり導入直前の２カ月前にな

ると肯定的な意見の割合が減少しまして、導入後になると少し上がってくるというパター

ンをたどってきております。 

以上をまとめますと、市民が「新ごみルール」を受け入れられたかどうかというと、大

きく言うと、徐々に徐々に肯定的な変化に変わってきたというパターンをたどっているも
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のと、導入直前に否定的（ネガティブ）な方向に振れた項目があります。特に、「お金を

払いたくない」とか、「何かよくない結果になるのではないか」とか、一部が直前に否定

的な方向に振れ、もとに戻っていくというふうに、二つのパターンをたどっていることが

読み取れます。いずれにしても、全体としては導入後の調査で肯定的な評価につながって

きているということで、一応、市にとってはめでたしという結果なのかなということです。

目に見える結果とか、いろいろな市民参加の手続、特に町内会説明会で１３万人とか、市

民意見交換会で８，０００件の意見といったことが影響していたのかなというふうに総括

していいと思います。 

そこで、導入直前に何が起こっていたかということです。我々は、アンケート調査をす

るだけではなくて、いろいろごみステーションを日々見て回っております。先ほどの導入

直前の調査を行ったのが２００９年の５月、「新ごみルール」導入の２カ月前です。この

ころ、ちまたでは何が起こっていたかというと、ごみステーションに入り切らなくて、は

み出してしょうがない。これは、実は夜間なのですが、多分、深夜零時を回った１時か２

時ぐらいですけれども、既にこんなごみステーションがいっぱいになっていまして、ひど

いものがあります。出されているごみも、よく見ていくと、多かったのはふとんです。も

ちろん、これは違反です。それから、ぬいぐるみやクッション、結構多かったのが、小型

のテレビとか冷蔵庫です。もちろん、これは家電リサイクル法の対象品目ですから出して

はいけないもので、こういったものが多かったです。 

それから、収集の時間が当然遅れるわけで、最後の収集車が来たのが夜中の１１時過ぎ

でした。そうなると、ステーションがカラスに荒らされるなどがありました。導入直前の

人々の行動はこんな感じだったわけです。やはり、有料化は嫌だなというのが本音で、慌

てて駆け込み排出が出てきたということが読み取れると思います。 

ところが、これは７月１日の写真ですけれども、前日までの喧騒がうそのように、非常

にステーションが静かできれいでした。７月の様子を見ていると、確かに若干の混乱はあ

りました。例えば、「ペットボトル」と「容器包装プラスチック」を同じ曜日に出されて

いたというのが一番多かったです。これが同じ袋に入っていたというのは論外ですが、「び

ん・缶・ペットボトル」は指定袋ではなくていいのだけれども、間違えて指定袋で出して

いる。「雑がみ」については、最初の一、二週間は結構様子見で、段ボールが増えてきた

のは７月後半以降かなと見ています。 

これは、ちなみに市の方がつくられたデータで、不適正排出のごみが徐々に減ってきた

という実感と、我々がごみステーションを見ている実感と大体近いかと思っています。こ

の「燃やせないごみ」が多かったというのは、我々の印象とは若干違うのですが、おおま

かにはこうかなというふうなことがわかります。 

再びアンケートに戻っていきますけれども、今度は導入後に聞きました。皆さん、「新

ごみルール」導入直前、直後を思い出して回答してくださいというふうにお尋ねしました。

その「新ごみルール」導入直前に、私も「新ごみルール」が実施される前に、ふだんは出
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さないようなごみを出したというところに当てはまる方が実に４割以上と、半分弱の方が

ふだんは出さないようなごみを出した。かなり正直に答えてくださったというか、調査屋

としてはうれしいのですけれども、実態としてはいかがなのかなという感じです。 

それから、導入直後のことについてお尋ねすると、有料指定袋で出さなくてよいものま

で指定袋で出してしまったという方です。もちろん、ほとんどの方は間違えずに出してい

るのですけれども、２割ぐらいの方が、間違えて、有料指定袋で出さなくて良いものまで

指定袋で出してしまったという方がいました。導入後の混乱は比較的少なかったと思って

いますが、やはり導入前の大騒ぎがいろいろあったと思います。これは、アンケートの方

にも出てきております。 

実際に、排出のマナーですけれども、下から順に見ていきます。 

これは、導入後８カ月の２月現在の市民の行動です。下からいくと、「ペットボトル」

と「容器包装プラスチック」は同じ曜日に出してしますというのは、ほとんどの方がない

です。それから、「枝・葉・草」を「燃やせるごみ」と一緒に出してしまうというのは、

２割ぐらいの方が「そう思う」と答えています。これは、冬で「枝・葉・草」の回収をし

ていない時期だったからかと思っています。それから、その上の段ボールなども「雑がみ」

として出してしまうことがあるというのは、この時点では３割ぐらいの方が当てはまると

答えています。その後、段ボールの混入が減ってきていると市のデータで出ていますが、

我々は今も一緒にごみステーションを見させてもらっていますけれども、やはり段ボール

が「雑がみ」の日に出ているというのは、２割ぐらいはあるのではないかというのが実感

です。 

一番上ですが、ちょっとした「雑がみ」を「燃やせるごみ」に混ぜて出してしまうこと

がある。これは、半分以上の方がそういうことがあると答えています。見ていると、社会

心理学の観点から一番気をつけなければいけないと思っているのは、「お金を払っている

のだから、何でもいいから有料指定袋に入れるから持っていってよ」というものです。こ

れは、「雑がみ」もと書いていますけれども、実際に見てみると、「燃やせるごみ」の日

に「容器包装プラスチック」とか、「雑がみ」とか、何でもかんでもまざっている。ひど

いものになると、「ペットボトル」も平気で「燃やせるごみ」に混ぜる。「お金を払って

いるのだからいいではないか」という開き直りみたいなものが有料化で一番気をつけなけ

ればいけないのですが、その一端がこのアンケートの結果にも出てきております。 

 次に、行動変容、３Ｒ行動への波及効果とあります。ごみステーションの出し方ばかり

ではなくて、究極的には３Ｒ行動につなげたいということですが、これがどうでしょうか。 

上から見ていきますが、「マイ・バッグを持ち歩く」です。これは、以前から実施されて

いた方が４割強、「新ごみルール」導入後やるようになった方が５割強ということで、既

にスーパーでレジ袋が有料化されていますし、ごみ袋として使えなくなったということで、

これは非常に大きな効果があったと思います。たしか、市の報告にも一億何千万枚かの減

量効果があったという試算があったと思いますけれども、実際の行動の変化も大きかった
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ということです。 

 それから、「牛乳パックやトレーの店頭回収」、「新聞雑誌だけでなく缶やリターナブ

ルびんも集団資源回収に」、「要らなくなったものをフリーマーケットや古本屋へ」とい

ったリユース活動をすることです。以前から取り組んでいた方が３割から３割強ぐらいで、

「新ごみルール」導入後に取り組むようになった方が２割から２割弱ぐらいということで、

実際に今でもやっていない方が半分の５０％いることとなっています。この辺については、

もうちょっとアプローチをしたいところです。 

一番困ったのは、「生ごみコンポスト」です。以前から取り組んでいた方が１割弱、「新

ごみルール」導入後に取り組むようになった方も１割弱しかいません。合わせて８０％以

上の方が今でも取り組んでいないということで、これに対してどういう働きかけが可能な

のかということが課題であると読み取れると思います。 

それから、こちらはお配りした資料にはつけていないのですが、一言で言うと地域活動

に参加している方―地域活動というのは、町内会とか地域のイベントやお祭りですが

―、そういうものに参加した回数が多い方ほど集団資源回収に参加しています。先ほど

も言いました生ごみコンポストは８０％以上の方が取り組んでいないという状況ですけれ

ども、地域活動に日ごろから参加されている方は、より多く取り組んでいる、あるいは取

り組むようになったということが読み取れます。 

ただ、日ごろから地域活動に参加するというのは、普通の方にとっては若干敷居が高い

かと思います。町内会とかクリーンさっぽろとか連町の方々は非常に熱心に活動されてい

ると思います。そうでない方々にとっては、ちょっと敷居が高いので、今度は何を聞いた

かというと、近所づき合いの数を聞いています。単純に町内でつき合っている、つき合い

のある人数、それから町外でつき合いのある人数をお尋ねしています。これを見ると、町

内のつき合い人数が多いほど、生ごみコンポストを実施しています。町外のつき合いは、

生ごみコンポストとは弱い関係しかありません。こちらは、缶・びんの集団資源回収の実

践度です。これも、町内のつき合いが多い人ほど缶・びんの集団資源回収を実施している

というパターンです。町外の活動は、弱い関係が若干出てくるのですけれども、はっきり

した関係は出てきません。 

逆に、こちらはフリーマーケットとかリユース活動を見ると、今度は町内のつき合いよ

りも町外のつき合いの方が関連が強く出ます。つまり、町外のつき合いの人数が多い人ほ

どリユースの活動をしているということです。 

それから、牛乳パック、トレーの店頭回収は、町内、町外とも関係が出てきます。町内

や町外、両方ともつき合いの多い人ほど牛乳パックやトレーの店頭回収をやっているとい

う関係が読み取れます。 

今言った人づき合いというのは、環境問題とかごみ問題に全く関係しません。日ごろの

活動のつき合いです。必ずしも環境とかごみとかに関係していなくても、人づき合いが多

い人ほど環境配慮行動をしています。これは、ほかの研究でも明らかになっています。 
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今回の調査でわかったのは、町内のつき合いと関連が深いような行動の種類と町外のつ

き合いと関連が深いような行動の種類です。これが、どうもちょっとずつ違うらしいとい

うあたりが今回の調査の新しい発見かと思います。町内は、当然、地域コミュニティー型

の活動で、グループ型の活動は町外ですけれども、ＮＰＯ、ＮＧＯ、それから市民グルー

プだけでなくて、普通のテニスサークルとか趣味のサークルでも何でもいいのです。そう

いった町外のつき合いも関係してくるような行動のパターンもあるのかなということです。

今回の「新ごみルール」は、当然、ごみステーション周りの話題が多かったので、地域コ

ミュニティーの活動、集団資源回収などもそうですけれども、重要です。ただ、もうちょ

っと上流を目指して、リデュース、リユースを目指すのだったら、こういったグループ型

の活動というものにももう少し視野を広げた方がいいのではないかと考えています。 

まとめは、今さらここで私が言うほどではなくて、当然、リデュース、リユース、リサ

イクルの順番で大事だということです。そうはいっても、収集制度を大幅に変更したとき

は、今回のようにどうしてもごみステーションを中心とした対策に重点が置かれるわけで

すから、当然、市民としては地域コミュニティー型のネットワークが重要になってきます。

戸別収集なのか、小規模収集なのか、そういった議論のときに、こういった連合町内会の

アンケート調査もありましたが、クリーンさっぽろ衛生推進員とか、そのほかＰＴＡ、老

人会、こども会などもコミュニティー型だと思いますけれども、そういったものが頼りに

なる。ただ、本当に循環型社会形成の上流にアプローチしようというときには、グループ

型の活動、特に事業者と市民、もちろん行政も含めた連携を視野に入れていった方がいい

のかなと考えております。 

駆け足でしたが、以上です。 

○吉田会長 大沼委員、ご報告をどうもありがとうございました。 

 せっかくですから、今のご報告、発表についてご質問のある方はぜひお願いいたします。

今日のこの後の中間評価報告書とも関連します。大沼委員が独自に行われた３年間にわた

る調査に基づくご報告だったと思いますが、皆さんの町内会とか周辺の活動、あるいはご

経験から何かご質疑がありましたら、この機会にいかがでしょうか。 

○草野委員 とても興味深いお話をありがとうございました。 

 人づき合いと行動の関連についてのお話で、今後、多分、生ごみの対策がとてもポイン

トになってくると思っているのですけれども、先ほどの中間報告の家庭ごみの収集方法に、

看板やチラシだと効果が薄いというのが数値として出ていると思います。それよりも、や

はり町内会でのお祭りなどを通じて人のつき合いを深めていく方が効果が高いと考えても

よろしいでしょうか。その辺のアドバイスをいただけたらと思います。 

○大沼委員 私も難しいと思っています。少なくとも、チラシや看板だけだと余り効果は

ないだろうと思います。では、どうしたらいいのだろうということですが、一つは地域の

イベントを通じて働きかけていくのは大事かと思っています。ただ、一つ、二つの方法で

はなく、もうちょっといろいろな絡め手が必要かと思っています。 
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生ごみについては、中間評価の方には書かせていただいたのですけれども、大きなとこ

ろだと定山渓の試験とか、すすきのビルヂングといった商業系から出てくるもの、特に小

規模な飲食店と、実は商店街というのはつながっています。商店街というのは、割と地域

コミュニティー型に近いような動きをよくしているので、そのあたりが一つのヒントかと

思っていますけれども、具体的にはどうしたらいいかということは、また一緒に考えたい

と思っています。 

○吉田会長 ほかに、ご意見、ご質問はありませんか。 

○松田副会長 実際にコミュニティーが大事だというのは非常によくわかるのですけれど

も、個別のところだと、自治会組織というのは、私の北広島でも班単位でごみの収集やい

ろいろな活動をやるのですが、集合住宅だと、北広島でも、現実にこういうコミュニティ

ーを作るといっても、どうやったらいいのかというのは結構問題になるのです。そういう

ときに何かいいサジェスチョンはありませんでしょうか。 

○大沼委員 実は、私も今回、アンケート調査をやって愕然としたのですけれども、町内

のつき合いゼロ、町外のつき合いゼロという回答が物すごく多くて、本当に孤立化社会だ

なと思いました。１０年前にはこんな数字がなかったというぐらいゼロという数字が増え

てきています。それは、気持ちが悪いなというふうにしか言いようがないと思います。 

 実際、今、別途、市の業務課の方々のご協力をいただいて、共同住宅のマナーアップキ

ャンペーンにも一緒に参加させていただいています。管理会社との連携も今後は重要にな

ってくるでしょうし、収集を小規模でやるときにどういったユニットでやるのがいいのか

というのは検討の余地があると思っています。実は、入居するときに町内会に入るかどう

かというのは結構大きいかと思っています。それは、管理会社の方にお願いしていくと。 

 あとは、わかったこととして、特に単身世帯の住居は回覧版が回らないのです。入り口

に貼り出すだけです。これは、今は全部オートロックというか、鍵がないと入れないです

から、そこに対してもうちょっとアプローチの仕方があるなと思っていますが、これも賃

貸業者との連携が今後は大事になってくるかなと考えています。 

○吉田会長 ほかによろしいですか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○吉田会長 それでは、大沼委員、どうもありがとうございました。 

 今のご報告は、この後の中間評価報告ともかなり関係があると思います。 

 

  ４．審  議 

○吉田会長 それでは、今日の審議事項に移りたいと思いますけれども、皆さんのお手元

にあります中間評価報告書（案）です。前回の審議会の後に事務局から、「スリムシティ

さっぽろ計画」中間点検・評価シートが送付されまして、委員の皆様にご回答いただきま

した。その内容を事務局でまとめたものであります。 

 それでは、事務局からご説明をいただきたいと思います。 
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○事務局（富田企画課長） 企画課の富田でございます。 

 それでは、中間評価報告書（案）について簡単にご説明させていただきたいと思います。 

 まず、１ページをご覧ください。 

 「２ ごみ量の管理目標の達成要因と評価」とありますけれども、その要因ですが、「新

ごみルール」以降の大幅なごみの減量と、札幌市が実施しましたいわゆる「新ごみルール」

の各施策や、これに付随して取り組んだごみ減量・リサイクル施策の関連性を施策単位で

評価していただきました。 

 ２ページから５ページにかけて、評価の結果と評価要因、それと全体の総括という形で

まとめさせていただいております。 

 アからオの「家庭ごみの有料化」、『「雑がみ」「枝・葉・草」の分別収集・資源化の

実施』、『「びん・缶・ペットボトル」「容器包装プラスチック」の別日収集』、それと

『「製品プラスチック」「皮革ゴム類」の分別区分を「燃やせるごみ」へ変更』、『「新

ごみルール」導入に当たっての集中的なＰＲ』、これらアからオについてはいずれも効果

的であるという評価をいただきまして、市民のごみ減量・リサイクル行動につながったと

評価されたのではないかと考えております。特に、廃棄ごみの減量に直接的に影響を及ぼ

します「家庭ごみの有料化」と『「雑がみ」「枝・葉・草」の分別収集・資源化の実施』

については、８割以上の委員の皆さんから効果的との評価をいただいております。 

 一方、カからクでございますけれども、「集団資源回収のＰＲの強化、奨励金額の改定」

と「拠点回収機能の拡充」、「生ごみ対策」については、効果的という評価が半数は超え

てございますけれども、一定数の委員の皆さんからは「あまり効果がなかった」といった

評価もいただいております。「あまり効果がなかった」と評価された理由としましては、

「新ごみルール」実施後の課題にも挙げられておりますが、予想以上に「雑がみ」への主

要古紙の混入割合が高かったこと、あるいは、「燃やせるごみ」の減量効果に見合った生

ごみの減量効果が得られていないといったことが考えられるのではないかということでご

ざいます。 

 次に、６ページをご覧ください。 

 「新ごみルール」実施後の課題の対応ですけれども、「雑がみ」、「生ごみの減量」、

「家庭ごみ収集日カレンダー」、「ごみステーション」といった四つの課題に対する市の

取り組み状況について評価いただきました。 

 まず、「雑がみ」についてですけれども、９ページの総括をご覧いただきたいと思いま

す。 

 「よくできている・概ねよくできている」と評価した委員は１１名、「もう少し努力が

必要・さらなる努力が必要」と評価した委員は７名「よくできている・概ねよくできてい

る」との評価が半数を超えていますが、一定数の委員の皆さんからはもう少し努力が必要、

あるいは、さらなる努力が必要と評価されておりまして、さらなる改善に向けた取り組み

が必要であると考えられます。 
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「よくできている・概ねよくできている」と評価された理由としましては、当初、段ボ

ールの混入割合が予想より高かったことなどによりまして、予定の選別能力を発揮できま

せんでしたが、その後、改善措置によりまして、現在ではほぼ当初計画に近い処理量が得

られるようになっていること、また、今後、さらなる改善策を講じていくということで、

当初計画していましたけれども、中沼の雑がみ選別センターの安定稼働が見込まれ、篠路

の雑がみ仮選別ラインの整備を見送ったといったことなどが評価されたのではないかと考

えております。 

 一方、「もう少し努力が必要・さらなる努力が必要」という形の評価についてですけれ

ども、今申し上げましたように、主要古紙の混入割合は減少傾向にあるという中でも、ま

だいまだに主要古紙類が集団資源回収などのリサイクルルートに出されずに「雑がみ」へ

出されていること、あるいは実質的には現行ルールが、主要古紙を「雑がみ」として出す

ことができるという排出ルールとなっていることも要因として考えられるのではないかと

考えてございます。 

 現在では、雑がみ選別施設の処理実績はほぼ当初計画まで改善してきておりますけれど

も、より一層、市民の皆さんや事業者、そして行政が一丸となって主要古紙混入の排除に

取り組んでいくことが重要になるものと考えております。 

 次に、「生ごみの減量」についてですけれども、１２ページの総括をご覧ください。 

 「よくできている・概ねよくできている」と評価した委員は８名、「もう少し努力が必

要・さらなる努力が必要」と評価した委員は１０名ということで、「努力が必要」という

評価の方が多いという結果となってございます。その理由としましては、先ほども言いま

したけれども、「燃やせるごみ」の大幅な減量の割には生ごみの減量が進んでいないので

はないか。また、市は生ごみ減量、堆肥化施策をいろいろやってございますけれども、そ

ういうことのさらなるＰＲがもっともっと求められているのではないかと考えております。

今後は、より市民の皆さんの目に見えるような形で生ごみ減量、資源化の取り組みを進め

ていくとともに、その成果を市民の皆さんにも、より一層、アピールしていくことが重要

であるのではないかと考えられます。 

 続いて、「家庭ごみ収集日カレンダー」についてでございます。 

 １４ページの総括をご覧ください。 

 「よくできている・概ねよくできている」と評価した委員の皆さんは１７名と大部分の

委員から評価をいただいてございます。その理由としましては、色使い、あるいは文字、

カレンダーを大きくしたことによりまして、非常に見やすくなったということ、また、高

齢者の方にも使いやすいカレンダーになったということが考えられます。このように、収

集日カレンダーについてはほぼ全員の方に良好な評価を得ておりますけれども、また課題

が生じた都度に、適宜、対応していくことが必要と考えられます。 

 次に、「ごみステーション対策」でございますけれども、１７ページをご覧ください。 

 「よくできている・概ねよくできている」と評価した委員は１３名です。「もう少し努
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力が必要」と評価した委員は５名となってございます。 

 「よくできている・概ねよくできている」というふうに評価された理由としましては、

「新ごみルール」の浸透とさっぽろごみパト隊によります排出指導などの効果により不適

正排出の割合が減少しているということなどが考えられます。一方、「もう少し努力が必

要」と評価された理由としましては、先ほどありましたけれども、共同住宅のごみステー

ション問題についてはもっと改善が必要であること、ごみステーション利用者が主体とな

った課題解決を推し進めていく必要があることなどが考えられるということでございます。 

 ごみステーション対策については、日々、継続的な課題でございまして、「よくできて

いる・概ねよくできている」と評価された委員の中にも、共同住宅のごみステーションの

専用化の必要性についての提言があり、さらなる改善に向けて取り組んでいく必要がある

ものと考えられます。また、ごみ問題について努力している市民、あるいは、ごみステー

ション問題の解決の成功例などを広く広報してほしいという要望も今回ございました。で

すから、引き続き、広報さっぽろなどを通じた周知が必要であると考えます。 

 最後に、３番目の自由記載欄でございますけれども、こちらについては、委員の皆さん

のご意見をテーマ別に分類し、まとめたものとなっておりますので、後ほどご覧いただけ

ればと思います。 

 中間評価報告書（案）についての説明は以上です。 

 続きまして、あわせて参考資料ということでお配りしていますので、そちらの方も説明

させていただきたいと思います。 

 まず、開いていただきまして、篠路清掃工場廃止による効果額を記載させていただいて

おります。資料中段の表の中にありますけれども、新清掃工場建設費は、清掃工場を建て

替えた場合の年度ごとの建設費をあらわしたものです。同表の維持管理費の削減効果額、

括弧して人件費込みという金額ですが、これは年度ごとの維持管理費の削減効果額をあら

わしたものでございます。 

資料上段の棒グラフは、新たな清掃工場の建設費と維持管理費の削減効果を合算しまし

た単年度ごとの効果額をあらわしたものとなります。また、資料上段の折れ線グラフは、

建設費と維持管理費の削減効果の累計効果額をあらわしたものとなっており、平成２９年

度までの効果額は、合計しまして約４７０億円になるものと考えてございます。 

次のページですが、ごみ収集経費の効果についてでございます。 

前回の審議会で、ごみ種別、ごみごとの収集経費を示してほしいという要望がございま

した。この表は、平成２０年度決算、平成２１年度決算と平成２２年度予算の３カ年のご

み収集経費の推移からごみ収集経費の削減効果をあらわしたものとなっております。直営

の収集経費は人件費、燃料等の諸経費、それと車両や事務所の減価償却費などから算定し

てございます。 

平成２１年度の収集経費でございますが、「新ごみルール」以降の大幅なごみの減量と

委託比率を５割から７割と引き上げた効果などから、平成２０年度の収集経費と比べまし
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て、直営の収集経費が約９億５，０００万円の減となってございます。一方、委託の経費

が約７億７，０００万円の増となってございまして、差し引きしますと約１億８，０００

万円の削減効果ということでございます。 

また、平成２２年度の収集経費でございますが、予算ベースではございますけれども、

１年間を通してということで、平年度化したベースになりますが、より効率的な収集体制

へと改めた効果等から、平成２１年度の収集経費と比べまして、直営の収集経費が約２億

４，０００万円の減、委託の収集経費も約１億８，０００万円の減となってございまして、

合わせますと約４億２，０００万円の削減効果が見込まれてございます。 

次に、ごみ焼却に伴いますＣＯ₂排出量の削減効果という表を載せてございます。 

ＣＯ₂排出量については、ここに※印で書いてございますけれども、「環境省温室効果ガ

ス排出量算定報告マニュアル」によりまして、焼却ごみ総量のうち「合成繊維」と「プラ

スチック」の焼却量からＣＯ₂排出量を算定してございます。焼却ごみ量は、（１）のグラ

フですけれども、平成１６年度の７０万２，０００トンから平成２２年度見込みでは４３

万７，０００トンと２６万５，０００トンの減となってございます。これに伴いまして、

その下のごみ焼却炉の表にございますとおり、焼却ごみ総量に占めます合成繊維とプラス

チックの量についても平成１６年度の１１万３，０００トンから平成２２年度見込みでは

５万５，０００トンと、５万８，０００トンの減が見込まれてございます。このことから、

ＣＯ₂排出量については（２）のグラフのとおり、平成１６年度の２３万８，０００トンか

ら平成２２年度見込みでは１１万４，０００トンと１２万４，０００トンの削減効果が見

込まれてございます。 

最後のページですけれども、「新ごみルール」実施前後の臨時的経費の推移についてと

いう表を示してございます。 

前回の審議会の中で、臨時的経費の内訳を示してほしいという要望がございまして、こ

ういう表を作らせていただきました。平成２０年度決算、平成２１年度決算と平成２２年

度予算の３カ年の臨時的経費について「新ごみルール」関係の臨時的経費と「新ごみルー

ル」以外の通常の施設整備などの臨時的経費の内訳をお示ししてございます。「新ごみル

ール」の実施によりまして、「新ごみルール」関係の臨時的経費については、平成２１年

度から約２８億円となってございます。駆け込み排出など一部の経費を除きまして、これ

らの財源としては家庭ごみの処理手数料を充当させていただいているところでございます。

また、「新ごみルール」以外の臨時的経費につきましては、平成２２年度予算は約３６億

円、平成２０年度及び平成２１年度の約４６億円と比べまして１０億円の減となってござ

います。 

参考資料については以上でございます。 

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。 

 中間評価報告書と参考資料のご説明がありました。特に、参考資料は、前回出ました皆
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さんのいろいろなご質問に答えて、事務局の方で集められる資料を出していただいたとい

うことだと思います。 

 まず、中間評価報告書（案）が出ています。これは、皆様からご回答をいただいたもの

をもとにまとめたということですので、このようなまとめ方でよろしいかどうか、皆さん

からご意見をいただいて、その上で中間評価報告書を確定していきたいと思います。皆様

からいろいろご意見をいただきたいと思います。 

 あと、審議会資料の修正についてということで、文言上の修正については個別の資料が

回っていると思いますので、それを見ていただきたいと思います。 

 どなたからでも、どの部分でも結構ですので、よろしくお願いします。 

○松藤委員 この評価の表が来たときに私が思ったのは、判断できないということで、回

答の中に判断できないとたくさんあるのですが、それはほとんど私の回答です。 

 １８ページの紹介を省略されたのですけれども、大きな２番目の丸に点々が五つぐらい

ありますが、これは私のコメントです。何を書いているか最初だけ読ませていただくと、

有料化によってごみが減るのは当然である。それを超えたことは予想とのずれに過ぎない。

「表面の数値」と書いたのは、ごみがどのくらい減ったという数値しか書かれていないと

いうことです。有料化及びそれに付随する施策が良いかを判断できない。この意味は、私

の最初の印象は、例えば施設を建設するときにどんどん基準を下げる、いろいろなことを

やっていますと言う、そして住民の理解を得るというものとほとんど同じように感じたわ

けです。先ほど、こちらの評価用紙の中の質問項目は、実は非常に表面的なことで、良い

か悪いかということをなかなか判断できないのです。ごみは減ったのだけれども、お金が

かかっているかもしれませんね。そういうことで判断できないと書きました。 

 前半の方に戸別収集のご報告があって、最後のところに、もし戸別収集にしたらという

計算がありました。戸別収集を推進される方がよくおられて、それはサービスがよくなる

し、散乱もなくなるでしょう。ところが、幾らお金がかかるのですかというのが頭に出て

こないです。もしも何十億円もかかるとしたら賛成と言いますかという話になる。そうい

った数字が必要であるということで、私は判断ができないと書きました。 

 ところが、この参考資料を見ますと、かなりの部分が出ているのです。なぜこれを最初

に出してくれないかというのが私の意見です。今、紹介された中だけでは、これがいいか

どうかの判断はちょっと難しいと思います。 

 先ほどの１８ページに戻っていただきまして、私が書いた内容は、実は前回の審議会で、

あるいはその前から言っていることを並びかえたにすぎません。１８ページの丸の一番最

初のなぜごみが減ったのか検証してほしい。有料化を実施している自治体は、減った、減

ったというだけであって、何がどこにいったから減ったという説明を一切してくれないの

です。例えば、どこに行ったら、これを守らなければならないのだ、これをもっと増やさ

なければいけないのだという話をしないと、次につながらないだろうというのがこの１番

目です。 
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 それから、２番目については「雑がみ」の話がありましたけれども、資源の選別という

のは、回収されて終わりではなくて、それが目的どおりのものになって初めて資源となる

わけです。今回の中で上げられているのは「雑がみ」ですが、書いてあるのは二つだけで、

選別率がよくなったことと量が増えたということだけなのです。これは、実は回収された

ものの質が非常に重要で、回収されたものの質がよくなっていいものになっているかどう

かという検証が必要だろうと思います。 

 先々週に施設の見学に行ったのですが、選別率が非常に上がったというのです。つまり、

ごみになった量が減った。よく聞きますと、処理量を増していて、選別するときは厚いの

です。下まで見られないのです。ですから、多分、回収ができないというふうに私は思い

ました。ということは、回収された紙の質が落ちているかもしれないという評価がないと

本当にいいかどうかは言えません。 

 ３番目は、先ほどもあったのですけれども、焼却ごみについての説明がありません。コ

ストは出てきますが、どのようにしてカロリーの減少というものに対応したのか、それか

ら熱量の回収に対応したのかという評価が要ると思います。 

 ４番目は費用のことで、復習になるのですが、基本計画の２番目に費用を削減すると明

記されております。ごみが減ったのだけれども、費用がどんどんかかっているのはしょう

がないという意味であります。 

先ほどの参考資料を見ますと、よくわからないのですけれども、どうも２ページ目の資

料を見ると収集費は６億円ぐらい安くなっています。これはどこを見るかというと、２ペ

ージ目の右上の５９８という数字があります。これだと思います。平成２０年比ですね。

５億９，８００万円が削減されたと言えると思います。そして、４ページの表を見ますと、

これはその他の費用ですから、上半分だけでいいと思うのですけれども、上半分の費用は

ごみ収集費用です。 

これは、収集と選別が入っているのですね。上半分がごみ収集と書いてありますから、

私はちょっと勘違いをしました。 

そうすると、収集の増分と選別を含めると２６億円ですか、幾ら増加したのでしょうか。

２６億円増加したと見るので正しいですか。 

そして、下半分の「新ごみルール」以外は、先ほどあった清掃工場の整備費が安くなっ

たことによって削減がある。 

つまり、私の理解が正しければ、新しいルールによって２０億円以上が増加したという

ふうに見るのかということなのです。これを考えたときに、ただごみが減った、減ったと

言っていていいかということが一つです。 

もう一つは、これには収集の手数料、有料化になった手数料のことが全く書かれており

ませんけれども、それはどうなっているのか。有料化して手数料が入ってきて、それを一

体何に使うのかというのは、前審議会でも非常に大きな議論だったのです。ごみの処理費

にどんどんかけてしまっているのでは何の役にも立たないということがありましたから、
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その収集の手数料とこの関係を明確にして、結果としてどうであったかという評価が要る

のではないか。それが１８ページの一番下のマークであります。 

以上です。 

○吉田会長 今、松藤委員から１８ページに出されている意見のご説明があったと思いま

す。これは、今日ご提出があった参考資料と解釈にもかかわる点だと思いますが、これに

ついてのご意見や、あるいは事務局の方から何か補足のご説明があれば出していただきた

いと思います。 

 結局、２００５年からずっとやってきまして、札幌のごみの減量についてはかなり準備

をして、戦略を立てて、ただ有料化をやっただけではなくて、資源に出していくルートを

作るというのが特徴だったと思います。ですから、松藤委員がご指摘のように、ごみにな

るはずだったものがどこに行ったかというルートの解明と、どのような質の資源になった

のかという検証は、生ごみとか紙の問題も含めて非常に重要な検討事項なわけです。 

 それから、ごみ処理費用の計算は非常に難しいわけです。ただ、今日参考資料でご提出

いただいたように、篠路の工場の建てかえが必要なくなったということ自体は非常に大き

な成果で、４７０億円を使わなくていいということで、それによる別の事業ができるとか、

そういう効果は非常に重要だと思いますけれども、同時に、「新ごみルール」をやるため

にかかった費用もまたあるわけです。その辺の全体の評価については、今日出していただ

いた資料は重要ですが、このデータの解釈とか、松藤委員がご指摘になったようなことに

明快に答えるのは簡単ではないわけです。それについて、課題が出てきていると私は思い

ましたけれども、これ以外についても皆様から何かご意見がありましたら、この機会にぜ

ひ出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○湧井委員 身体障がい者福祉の面から発言させていただきたいと思います。 

 先ほどご説明があった家庭ごみ収集方法の中間報告の９ページを見ていただきたいので

すが、排出支援事業の状況をまとめたものです。全国１９政令指定都市のうち、制度とし

てあるのが札幌市を含めて９都市、ほかの１０都市は持っていません。その中で、先ほど

もご説明があった横軸の札幌市と真ん中にある名古屋市、項目で言うと６番目の世帯数を

見ていただきたいのです。 

 ちなみに、札幌は人口が１８９万人で４番目の大きさです。名古屋は一つ上の３番目で

２２６万人だったと思います。世帯数を見ますと、札幌市は約８９万世帯です。そのうち、

排出支援を受けているのが２０７世帯です。名古屋は１００万世帯で、２，８２３世帯が

受けています。単純に割ると札幌は１４分の１です。人口の補正を受けても１１分の１で

す。その土地の文化とか歴史とか支援要件の違いもあると思うのですが、その差が余りに

も大き過ぎると私は思います。 

 そこで、いま一度、第６期の中間地点で、施策立てとか課題の解決において、身体障が

い者福祉の面から、もう一回チェックをした方がいいのではないかと思っております。 

 具体的に一つ申し上げたいのですが、今回の我々の中間報告のところで、課題の解決で
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すが、１３ページに家庭ごみ収集カレンダーの改善とございます。これは、課題の対応の

中では一番評価が高かった課題です。実は、これが改善されるまで、都合２回、市民に集

まっていただいて懇談会をやっています。実は、私も審議会の市民公募委員として参加し

ています。先ほど言ったカレンダーですが、身体障がい者福祉の面から見ると、私は反省

しなければいけないなと思う点が多々ありました。例えば、先ほど調査担当課長から発言

があったさわやか収集の認知が低いという話です。その話も含めてですが、このカレンダ

ーでは排出支援事業のことは一言も触れていないのです。それが認知が低い理由の一つで

あるかもしれません。ですから、例えば、排出支援事業は、札幌ではさわやか収集をやっ

ているということと、支援条件とか、あるいは、お近くに困っていらっしゃる方はいない

か、その場合はどこに連絡したらいいかということをカレンダーに入れた方がいいと思い

ます。 

 もう一つは、このカレンダーは、高齢者の方とか、視覚障がい者でも昔で言うと色弱と

か色盲の方を対象として、先ほど説明がありましたように字を大きくしたり、絵記号を使

ったり、そういう方でもわかりやすい色使いをしたりして表現方法を変えたことによって

かなり改善しています。さらに、例えば、このカレンダーの凡例のところで英語による補

助表示をしていますけれども、点字も入れてもいいと思います。ただし、一々、実際の点

字を全部に入れるわけにいきませんから、印刷をして、お配りするときに必要な方にだけ

シールを張りつければいいだけの話です。そういう形で、市民全員が見るようなものによ

って認知を高めていく、それとともに身体障がい者福祉という面から、市民に対して動機

づけを行っていく、モチベーションを与えるということをしたらどうかと思うのですが、

皆さんはいかがお考えでしょうか。 

○吉田会長 今のお話は、この報告書に関するご意見ということでしょうか。 

○湧井委員 身体障がい者福祉という切り口がないと思うのです。私は、多分、委員の中

にそういう団体が入っていないからかなという見方をしています。 

○吉田会長 わかりました。 

 そういう視点が必要ではないかというご指摘だと思います。おっしゃるように、障がい

者だけではなくて、全体としての少子高齢化という人口構造の変化があって、先ほど大沼

委員からご紹介もありましたけれども、集合住宅の問題は、札幌だけではなくて、どこで

も抱えているわけです。ですから、今後の課題としては、今おっしゃったような支援事業

や少子高齢化社会を迎えた中でのごみ対策事業の留意事項というか、そういう視点がさら

に必要ではないかということです。それから、集合住宅問題については、引き続き検討が

必要だということについては、指摘事項として受けとめておく必要があると私も思います。 

 そのほか、時間も余りないのですが、この機会ですので、中間報告書（案）そのものに

ついて、この後、皆さんの了承を得て、報告書そのものを一般公開して、これは中間報告

なので、また来年にかけて最終報告書に向けてさらに直していくものだと思いますけれど

も、特に公表するに当たって、これは困るとか、これはおかしいということがありました
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ら、ぜひこの機会にご指摘いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 今、松藤委員からもありましたように、今日配っていただいた参考資料はぜひ添付して

いただいて、特に最初の１ページのデータが出ていますので、全体の補足資料でもいいの

ですが、ここに出ているような今日お配りいただいた追加資料は非常に重要な資料ですの

で、この目標がどのように、どういう費用をかけて、どういう効果があったのかというこ

とに関する資料ですので、これで松藤委員がおっしゃっていることにすべて答えているわ

けではないのですけれども、現段階で集めていただいた資料ですので、これはぜひ一緒に

出していただくのがよろしいのではないかと私は考えています。 

 それでは、今日、ご意見は二つ出たわけですけれども、特に報告書そのものを修正する

とか変えるということではなかったと思いますが、そういう理解でよろしいでしょうか。 

 ただ、ご指摘いただいた点は非常に重要ですので、今後の審議会の議論においても留意

して、中間報告書からさらに最終報告書に向かう際に、さらに詰めてご検討いただくとい

うことでご了解いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○吉田会長 それでは、この内容で中間評価報告書とさせていただいて、先ほどの参考資

料とあわせて公表いただいた後、また市民の皆様からご意見を受けとめて、さらに最終報

告書につなげさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○吉田会長 それでは、本日の議題は以上ですけれども、ほかに何かありますでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

 

  ５．その他 

○吉田会長 特になければ、私から一つお願いがあります。 

 これまで２００５年以降、物減量等推進審議会の会長を務めさせていただいたのですが、

私も長くやり過ぎたということもありまして、第６期の途中ですけれども、会長を辞めさ

せていただきたいというお願いです。今後も、第６期については委員の一人として審議会

に参画していきたいと思いますけれども、会長職は退任させていただきたいというお願い

です。 

 今後の審議会の体制ですけれども、審議会の規約では、会長、副会長は委員の互選とい

うことになっております。そこで、提案でありますが、この第６期の後任の会長について

は、現副会長であります松田副会長がこれまでのご経験、ご経歴からも適任かと考えてお

ります。 

 それから、新副会長についてですが、「スリムシティさっぽろ計画」は「環境」「経済」

「社会」の視点を考慮した３つの基本方針を掲げていることから、松田副会長は農業循環

工学がご専門ですので、副会長には文系の学識経験者がよろしいのではないか考えます。

そこで、本日はご欠席ですけれども、法律のご専門家であり環境省のアドバイサーもお務
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めになっておられます北海学園大学法学部教授の福士委員にお願いしたいと考えておりま

す。 

 本日、福士委員はご欠席ではございますけれども、次回以降、第６期につきましては、

松田会長、福士副会長という形で審議会を運営していただくことでよろしいのではないか

と考えておりますが、いかがでございましょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○吉田会長 私の勝手で大変恐縮ですが、松田副会長、よろしいですか。 

○松田副会長 はい。 

○吉田会長 それでは、新会長には松田副会長にご就任していただいて、事務局で福士委

員のご意思を確認の上、ご承諾いただければ、新副会長には福士委員にご就任をしていた

だきたいと思います。 

 早速ではございますけれども、ここで松田新会長から一言ごあいさつをいただきたいと

思います。 

○松田副会長 今回、本当に図らずも、吉田会長が急に会長職をおりられるということで、

続いて私に会長をということでございます。 

 私は、前回の審議会からもずっと吉田会長と一緒にやってまいりましたけれども、私自

身はごみの専門家でも何もありません。本当にバイオマス系の廃棄物の技術的なことをず

っと研究してきた人間でございますので、ごみ行政は実はよくわかっておりません。ただ、

こういうふうにして、今までこの審議会に参画させていただきまして、いろいろ勉強もさ

せていただきました。今後、皆さんのお力添えによって、この審議会をさらに進めていけ

ればと思います。次回から、頑張って職責を果たしたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○吉田会長 松田新会長、どうもありがとうございました。 

 それでは、最後に今後の審議会の予定について、事務局の方からよろしくお願いします。 

○事務局（富田企画課長） ありがとうございました。 

 今年度についてですけれども、本日の審議会をもって終了となります。 

 本日ご審議いただきました中間評価報告書については、後日、公表させていただきたい

と思います。 

 また、来年度の予定でございますけれども、第６期の審議会の任期は来年１１月までと

なってございまして、来年度が最終年度になります。引き続き、「スリムシティさっぽろ

計画」の点検・評価を行っていただくことになります。次回、第５回目は、来年７月ころ

の開催を予定しておりますので、また詳細につきましては改めて調整させていただきたい

と考えております。 

 以上でございます。 

 

  ６．閉  会 
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○吉田会長 それでは、第６期第４回札幌市廃棄物減量等推進審議会を終了させていただ

きます。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

以  上 


