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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 

○事務局（新津企画課長） それでは、皆様おそろいになりましたので、ただいまから第

５回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、そして、お暑い中をご出席いただきまして、誠にありがとうござ

います。 

 また、本日の会議には１４名の委員にご出席をいただいております。札幌市廃棄物減量

及び処理に関する施行規則第５条第１項の規定により、この会議が成立していることをま

ずご報告いたします。 

 次に、会議の開催に先立ちまして、事務局の紹介をさせていただきます。 

○事務局（三井環境事業部長） この４月から前任の谷江にかわりまして環境事業部長の

職についております三井と申します。 

 本日は、お忙しい中をご出席いただきまして、大変ありがとうございます。本日も、活

発なご議論をどうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） 清掃事業担当部長の浅野でございます。 

 どうかよろしくお願いいたします。 

○事務局（長瀬施設担当部長） 施設担当部長の長瀬でございます。どうぞよろしくお願

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。どうぞよろしくお願いします。 

○事務局（森谷ごみ減量推進課長） ごみ減量推進課長の森谷でございます。よろしくお

願いします。 

○事務局（善徳事業廃棄物課長） 事業廃棄物課長の善徳と申します。よろしくお願いい

たします。 

○事務局（佐藤不法投棄対策担当課長） 不法投棄対策担当課長の佐藤と申します。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） 施設管理課長の小林と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○事務局（村田調整担当課長） 調整担当課長の村田と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○事務局（及川施設整備課長） 施設整備課長の及川と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○事務局（新津企画課長） 最後に、私は、環境事業部企画課長の新津でございます。 

 今日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 引き続き、座って説明をさせていただきます。 

 まず、配付資料の確認をさせていただきます。 

 お手元の方に、本日の次第、座席表、次に、委員名簿を添えてございます。その次に、

資料編としまして、「家庭ごみ収集方法等に関する調査研究報告書」が１部、「新ごみル
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ール開始後２年の状況について」が１部の２種類の資料がございます。いずれかの資料に

ついて、お手元にない方はいらっしゃいますでしょうか。 

 なお、本日の審議会についてでございますけれども、１５時、午後３時を目途に進めさ

せていただきたいと思っておりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 開催に当たりまして、事務局からは以上でございます。 

 それでは、松田会長、よろしくお願いいたします。 

 

  ２．あいさつ 

○松田会長 ただいまご紹介にあずかりました会長の松田です。 

 前回、吉田会長がやめられまして、その後を引き継ぎまして会長になりました。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 初めに、新しく就任されました副会長をご紹介いたします。 

 福士新副会長におかれましては、前回の第４回審議会において選出を受けておりますが、

都合により欠席されておりましたので、ここで、就任に当たり、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。 

○福士副会長 福士でございます。 

 大学では行政法という法律を教えておりまして、専門分野としては政策法務論という分

野を扱っております。政策法務論というのは、政策を法制度化したり、法制度化された政

策を評価したりということを扱っている分野です。そのような見地から、この会議にも寄

与できたらと考えております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○松田会長 どうもありがとうございました。 

 次に、推薦団体の役員の改選などに伴いまして、今年度より新たに就任された委員をご

紹介いたします。 

 お名前を呼ばれた委員は、恐れ入りますが、ご起立いただき、一言ごあいさつをお願い

いたします。 

 まず、地球に優しいまちづくりを進める西区民会議会長の上田一男委員です。 

○上田委員 上田です。よろしくお願いいたします。 

○松田会長 どうもありがとうございました。 

 次に、クリーンさっぽろ衛生推進連絡協議会会長の山田政雄委員です。 

○山田委員 山田です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○松田会長 ありがとうございました。 

 なお、新委員の中には、本日欠席されておりますけれども、札幌青年会議所まちづくり

ネットワーク構築委員会の斉藤真理委員にも委員をお引き受けいただいております。 
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  ３．報告事項 

○松田会長 それでは、次第に則りまして、事務局から報告願いたいと思います。 

 まず最初に、当審議会の委員のうち何名かも参加されておりますが、昨年６月に設置さ

れました「家庭ごみ収集方法等に関する調査研究委員会」の事務局から報告がありますの

で、よろしくお願いいたします。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 環境局業務課調査担当係長の本谷内と申します。 

 私の方から説明させていただきたいと思います。 

 恐れ入りますが、座って説明させていただきます。 

 「家庭ごみ収集方法等に関する調査研究報告書（概要）」という資料があると思います

が、これに沿って説明させていただきたいと思います。 

 まず、資料の１ページの「Ⅰ 調査研究の趣旨」の「１ 調査研究の背景と目的」につ

いてであります。 

 札幌市では、現在、おおむね２０から３０世帯ごとに設けられましたごみステーション

から家庭ごみの収集を行っておりますが、排出者責任が不明確になりやすく、ルールが守

られないなどの問題点が挙げられております。一方、戸別収集や小規模ステーションでの

収集方式を採用すれば、ごみの排出者はより明確にはなるものの、経費増などのデメリッ

トも想定されます。これらのことを踏まえまして、今後のごみ収集のあり方についての判

断材料を得るために、本件の調査研究を実施しております。 

 次に、「２ 調査研究の方法」についてでありますが、ごみ収集の現状の問題点を明ら

かにするための市民意識調査、ごみ収集方式やごみステーションの管理方法などについて

の他都市調査、札幌市で戸別収集や小規模ステーション方式を実施した場合の経費を試算

するためのシミュレーション調査、以上の三つに分けて調査を実施しております。 

 それぞれの調査結果について説明させていただきます。 

 まず、資料１ページの「Ⅱ 市民意識調査」の結果についてでありますが、調査は、２

０歳以上の男女４，０００名の方を対象に行いまして、１，７３６名の方から回答があり、

回収率は４３．４％となっております。 

 次に、「２ 主な調査結果」ですが、資料の３ページをご覧ください。 

 ウの市民が現在のごみステーションについて感じていることにつきましては、カラスや

猫に荒らされて不衛生である、排出日時が余り守られていない、正しく分別されていない

ごみがある、冬期間の除雪が大変であるなどの意見の割合が高くなっております。 

 次に、資料の４ページをご覧ください。 

 下半分のところですが、「（３）現行のごみステーションの設置基準に対する評価」で

す。 

 ごみステーションをもっと増やすべきか、減らすべきか、現状のままとすべきかから選

んで回答していただいたところ、一番上の帯グラフの左端ですが、６７．３％と市民のお

おむね７割が「現状のままでよい」と回答しており、左から二つ目の「増やすべき」が１
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２．４％、三つ目の「減らすべき」が１．４％となっております。 

 次に、資料の５ページをご覧ください。 

 「（４）小規模ステーション方式と戸別収集のメリット・デメリット」についてでござ

います。 

 小規模ステーション方式、戸別収集方式について説明した上で、これらの収集方法をど

のように考えるかを回答していただいております。 

 その結果、どちらの方式につきましても、利用者の意識の醸成や不適正排出の防止など

の適正排出、利便性や、高齢者・障がい者対応といった市民サービスの向上に対する期待

がある反面、収集コスト、収集効率や、冬場の道路渋滞といった経済性、環境衛生や美観

といった住環境の悪化に対する懸念が強いことがわかりました。 

 小規模ステーション方式と戸別収集方式の比較では、戸別収集方式は小規模ステーショ

ン方式に比べて寄せられた期待の声が約２倍の水準である反面、懸念を示す声も約３倍の

水準であることがわかりました。 

 次に、資料の６ページをご覧ください。 

 「（５）ごみ収集に関する高齢者・障がい者への対応」についてです。 

 「ア 政令指定都市における実施状況」につきましては、札幌市を含めて九つの都市で

排出支援を実施しており、全世帯に占める支援世帯の割合を比較してみますと、札幌市は、

０．０２％と岡山市と並んで最も低いことがわかりました。 

 次に、札幌市の制度である「イ さわやか収集の認知状況」についてであります。 

 同じく６ページの真ん中の帯グラフのところですが、グラフの左端の「さわやか収集を

知っている」と回答した人の割合は５％で、左から２番目の「聞いたことはある」の９．

４％を加えましても、認知度は１４．４％にとどまっておりまして、左から３番目ですが、

８０．８％の人が「知らない」と答えております。 

 次に、資料の７ページをご覧ください。 

 「Ⅲ 他都市等事例調査」についてでありますが、政令指定都市で戸別収集を採用して

いるのは、表にある５都市であり、名古屋市、京都市は一部のごみを、大阪市、堺市、福

岡市はすべてのごみを対象として戸別収集を実施しております。 

 次に、「２ 現地調査」ですが、戸別収集を実施している石狩市、名古屋市、小規模ス

テーション収集を実施している広島市について現地調査をいたしました。 

 最後に、資料８ページの「Ⅳ シミュレーション調査」ですが、北海道大学大学院の廃

棄物処分工学研究室に委託して、札幌市で小規模ステーション収集や戸別収集を採用した

場合の費用を算出いたしました。ごみの収集作業は、収集車で収集区域まで移動し、ごみ

ステーションからごみを収集し、収集車が満杯となりましたら、ごみの種類に応じまして

清掃工場や埋め立て処分地などへ運び、また、収集現場に戻って収集という動作を繰り返

します。戸別収集などの実施により、現在のステーション方式に比べて収集地点が増加す

ることで、これらの動作のうち、収集車への積み込み時間と収集区域内の移動時間が大き
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く変わることになります。 

 これらの増加する業務量を割り出すために、調査は大きく分けて二つの方法で実施して

おりまして、一つは、「（１）稼働中の収集車両の調査」であります。市域が広い札幌市

の特性を反映した正確な推計を行うために、２週間にわたりまして、直営、委託の全車両

の延べ２，１８６台の行動記録をとりまして、収集区域内の移動、収集現場と清掃工場な

どの処理施設への移動について時間や距離を調査しております。また、東区の一部の地域

では、ごみ収集車を追跡調査し、ごみの種類ごとに１袋当たりの積み込み時間や移動時間

を計測しております。 

 もう一つは、「（２）仮想的な戸別収集調査」であります。 

 実際に収集車を走らせて、各家の前からごみを積み込む動作を行ってみるという仮想的

な戸別収集を行い、作業時間を調査し、石狩市での戸別収集の観察結果とあわせまして作

業効率の低下度合いなどを推定しております。 

 「２ 調査結果」ですが、「（１） 収集作業時間」は、戸別収集を実施した場合、ご

みの種類に応じて現状の３．３倍から３．５倍程度になることがわかりました。これらの

結果をもとに必要経費を試算しておりますが、表の左端ですが、戸別収集を行った場合、

収集地点が共同住宅を含めて各住宅となりますので、現行ステーション収集の３万８，０

００カ所から１０倍の３８万カ所になりました。その結果、表の２列目になりますけれど

も、１日当たりの必要車両台数も現在の２２１台から約２．５倍の５５４台となり、表の

右端に書いておりますが、業務委託経費だけでも現行の２９億６，５００万円から約６２

億円の増加となり、９２億円程度となることがわかりました。 

 次に、小規模ステーション方式を採用した場合ですが、単純に現行の共用ステーション

の利用者を３分の１、つまり、ステーション数が３倍になるとして収集地点を算出し、機

械的に経費を算出いたしますと、約１４億円から２５億円の増加という結果となっており

ます。 

 調査結果について以上のとおりでございますが、今後は、先月設置されました学識経験

者や関係団体等、札幌市以外の第三者で構成される検討委員会、名称は「家庭ごみ収集方

法等に関するあり方検討委員会」というものでございますが、そちらで調査の結果、明ら

かとなりましたごみステーションやごみ収集方法等に関する現状の問題点の対策について

議論していただく予定となっておりまして、実は、その１回目の会議は今週の８月１日に

実施されたところであります。 

 札幌市といたしましては、そこでの審議結果を尊重いたしまして、今後のごみ収集等の

あり方につきまして、今年度中には方針を決定したいと考えております。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

○松田会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまご説明いただきましたけれども、この調査研究報告に対しまして、何かご質問、

ご意見などはございませんでしょうか。 
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 大沼委員、どうぞ。 

○大沼委員 すごく初歩的な質問で恐縮ですが、戸別収集の定義というか、何をもって戸

別収集と呼ぶかについてもう少し教えていただきたいのです。 

 というのは、恐らく、一軒一軒を回って収集するということだと思うのですが、一戸建

ての住宅の場合はよくわかるのですけれども、集合住宅の場合、中ぐらいから大き目の集

合住宅であれば２０世帯、やや大き目のマンションであれば１００世帯くらいあると思い

ます。それは、小規模ステーションとも関係してくると思うのですが、普通は、共同住宅

専用のステーションを設けるという形で、現状も大体それに近づけようというふうに動き

つつあると思いますけれども、集合住宅にとってはそれと何が違うのかということをもう

少しはっきり教えていただけますでしょうか。 

○松田会長 お願いいたします。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 戸別収集の定義を説明させていただきます。 

 まず、一軒家、戸建て住宅については、その棟ごとに収集していくことになります。集

合住宅、共同住宅につきましては、その共同住宅の棟数といいますか、１棟単位での収集

ということになっておりますので、今現在、共同住宅に専用ステーションというふうに一

つ設けているところは変わらない形になります。建物の数ごとというイメージでお願いし

たいと思います。 

○大沼委員 そうすると、現状の方式であれ、小規模であれ、戸別であれ、一定規模、少

なくとも十数世帯以上の集合住宅で戸別に専用のステーションをつくっていくということ

については、どの方式でも結果的には当該の住民にとっては同じであるという理解でよろ

しいでしょうか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 同じと考えてよろしいです。 

○大沼委員 ありがとうございました。 

○松田会長 そのほか、いかがでしょうか。 

 湧井委員、お願いいたします。 

○湧井委員 私は、家庭ごみ収集方法等に関するあり方検討委員会の委員もやらせていた

だいております。その中で一つ議論になった話を、審議会とも関係するので、この場で確

認させていただきたいと思います。 

 ４ページです。これは、私も思ったし、ほかの委員も何人か思われたのですが、（３）

の現行のごみステーションの設置基準に対する評価で、市民のおおむね７割が現状のまま

でいいという評価をしています。それに対して、今、小規模とか戸別という収集方法を検

討しています。８ページの一番右下に増加費用が出ております。例えば、現在では１ステ

ーション当たり２０戸から３０戸の世帯の面倒を見ているステーションを大体１０戸から

１５戸ぐらいのステーションにしようというのが小規模ステーションですが、そうすると、

約１４億円から２４億円の増加費用が発生します。そして、戸別収集にすると６０億円に

なるということです。一般市民の７割が今のままでいいと言っているにもかかわらず、２
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０億円、６０億円のお金を使うようなことは、もう少しちゃんと検討して決めていかなけ

ればいけないのではないだろうかという話が出ています。 

 実は、私は、第６期の審議会の最初の段階で、経済評価をやらないのだろうかという質

問をしました。たしか、審議会の答えだったと思いますけれども、経済評価はしないとい

うことで、前回のまとめも経済評価は一切していないはずです。 

 そこで、今の問題ですが、７割の市民が現状のままでいいと言ったものに対して、２０

億円、場合によっては６０億円というお金を使うというのは、やはり、経済評価をして、

市民に対して情報を提供しないと、現状のままでいいのか、２０億円をかけて小規模ステ

ーションにするのか、戸別収集にするのか、わからないと思うのです。 

 先ほど言いましたように、これは審議会で１回質問したので、だれに聞いていいのか、

事務局に聞いていいのかわからないのですが、とにかく経済評価はしないという答えだっ

たので、その辺についてお答え願いたいと思います。 

○松田会長 事務局の方はいかがでしょうか。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） 清掃事業担当部長の浅野でございます。 

 経済評価をしないのかというご質問でございますけれども、当然のことながら、去年の

調査の結果からは、ステーションの管理について、市民の皆さんに負担感が非常にあると

か、マナーが守られないがためにいろいろな問題が起きているとか、高齢者や障がいのあ

る方への排出支援が不十分であるということがありまして、それにどう対応していくかと

いうことを、湧井委員も加わっていただいた第三者検討委員会の中で、改善策について検

討していただくことになります。そこでの審議の中でもそうですし、そこでの結論を受け

て我々の考える段に当たってもそうですが、経済的にどういう負担をお願いしなくてはい

けないのかということは考えないわけにはいかないテーマですから、そういった意味では、

経済的に、その施策を打つためにどのぐらいかかるのか、それに対してどういう効果があ

るのかを見きわめて、どういう対策を講ずるかを我々は決定したいと考えております。 

 以上でございます。 

○松田会長 湧井委員、よろしいですか。 

○湧井委員 経済評価という意味合いですが、例えば、６０億円をかければ６０億円をか

けたなりの評価があると思いますし、２０億円なら２０億円なりの評価があると思うので

す。ただ単にコストの比較ではなくて、私は経済の専門ではないのでうまく説明できませ

んが、例えば、ＧＤＰとか、ＧＲＰとか、ああいうような一般的な経済の数値であらわさ

ないと、私も一市民ですから、小規模ステーション収集をすると言われても、２０億円も

使うなら、毎年２０億円もかかるならやめた方がいいと思いますし、そこをうまく説明し

ていただきたいというのが本心です。 

○松田会長 わかりました。 

 では、上田委員、お願いします。 

○上田委員 私は、初めてこの会に出たわけですけれども、前任者から何も引き継ぎは受
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けておりません。しかし、第６期札幌市廃棄物減量等推進審議会という資料を送っていた

だきまして、全部読ませていただきました。それで、私の地区の代表者が、戸別収集につ

いては西区で意図的にやってもらえないだろうかということで話をしているけれども、そ

れはどのように考えているかというご質問をしておりますが、それに対して、この部会で

はその議題については取り扱わないという結論を出しております。しかし、事務局の方か

ら、今、三つに分けて出ているわけですが、私は、先日１日に湧井委員と同じように委員

会に出まして、概要の話を聞いて、最後はこれに行くのだなということを薄々感じており

ますが、その辺を事務局としてどのように対応していらっしゃるのかお伺いしたいわけで

す。 

 例えば、６２億円をかけて全部の戸別収集をやるという経済性の問題を消化していくの

か、それとも、全体的に７０％が現状のままでいいということを言っているので、今のま

までいくのか、その辺を十分に検討していただきたいと思います。 

 もう一つは、東区の方で小型の（仮想的な）戸別収集をやっております。そして、この

資料にも出ているわけです。それから、さわやか収集ですね。こういうこともやっている

となれば、多様になっていきます。現在のさわやか収集、戸別に行くのか、そうではない

のかというふうに多様になっていくときに、現状のままでいいのかどうかということが問

題になってくると考えますが、その辺をもう少し話していただきたいと思います。 

○松田会長 事務局の方はいかがでしょうか。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） 清掃事業担当部長の浅野でございます。 

 先ほど説明させていただきましたけれども、現在、家庭ごみについては、おおむね３０

世帯に一つのステーションから我々の方で収集させていただいております。それをどうす

るかという議論の場は、この場ではなくて、湧井委員と上田委員がこの間出席していただ

きました家庭ごみの収集に関する第三者検討委員会の方で議論をさせていただくことにな

ります。当然、そこでの議論の結果を尊重して、最終的に札幌市として判断をさせていた

だきたい、このような議論をしていきたいと思っています。 

○松田会長 そういうことですけれども、よろしいですか。 

○上田委員 わかりました。 

○松田会長 どうもありがとうございました。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

○大沼委員 何度もすみません。 

 説明の中で、なぜ小規模化ないしは戸別化が議論されなければいけないのかという説明

がちょっと不十分だった気がしました。最初の方にちょっとだけ言及されているのですけ

れども、そもそも問題の所在は、不適正な排出が多い、これをどうすべきかということが

初めにあって、その解決の一つとして小規模化なり戸別化なりという問題が出てきました。

恐らく、そう考えるべきであって、初めに小規模化すべきか、戸別化すべきかということ

があったわけではなかったのです。多分、そこの問題の取り違いが大きいのだと思います。
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その上で、現状はどうなっているかというと、例えば、クリーンさっぽろ衛生推進員の方

や町内会の方に負担が著しく偏っていたり、それ以外にも、ごみステーションを非常に苦

労してきれいにされている方とそうではない方の日ごろの負担の差が余りにも大き過ぎる、

ここに問題の所在があって、戸別化をしたり小規模化したら、完全に等しくなるとは言え

ないけれども、今よりはましになるかもしれないねと。先ほど湧井委員が費用対効果の話

をおっしゃられたのは、恐らく、効果というのは、負担のあり方が今よりは少しでもまし

になったかどうかという形で、費用対効果は基準としてちゃんと考慮すべきだろうという

ことは明確に説明できなければならないと思います。 

 それから、私は、札幌中のごみステーションを日々見て回っていまして、５万件あるう

ちの１，０００件ぐらいしか見ていないので、まだまだ道のりは遠いのですが、西区はお

もしろいです。西区の実態としては、既に、専用ステーションと呼ばれていて、正式名称

は忘れましたが、実質、戸別化に近いようなことが一部の地域でかなりなされております。

恐らく、そこのデータをきちんととって、そこでもう一回シミュレーションをやってみる

ということも一つの検討材料になると思います。 

 以上です。 

○松田会長 どうもありがとうございました。 

 非常に貴重な意見だと思います。確かに、この概要だけでは何のためにやったのか非常

にわかりづらいので、その辺も報告書としてはもうちょっときっちりしていただきたいと

思います。 

 それでは、草野委員、お願いします。 

○草野委員 私は、個人的には戸別収集は余り賛成したくないというのが正直なところで

す。今、これをどう言いたいかという話ではなくて、これからの社会を考えたときに、や

はり、地域の課題は地域の人たちがもっと主体的に参加しながら解決していくという動き

をつくっていきたいと私は思っております。仙台の方でも、地域のごみの問題を地域の人

たちで考えて、どういうアプローチをしたら皆さんが参加しながら解決できるかという事

例があるようなのです。できるだけ、現行ステーションの３０世帯ぐらいの方々でここの

ごみ問題はどうやったらいいのかという仕組みづくりの方がこれからは大事ではないかと

思っています。それは、まちづくりに参加するというと、非常にハードルが高く見えてし

まうのですけれども、ここのごみステーションの問題を何とかしましょうというのは、非

常にわかりやすい参加の仕方の一つではないかと思うのです。 

 僕は、環境のことを１０年ぐらいやっていますが、温暖化のことを何とかアプローチし

ましょうと言うと、皆さんに見えないのでわからないと言われるのですけれども、ここの

ごみをきれいにしましょうというのは、皆さんが非常に主体的に参加できて、やった達成

感も得られるようなわかりやすい問題だと思うのです。それを戸別収集にしてしまうと、

一緒に解決しましょうではなくて、自分のことは自分でという今の分断された社会の象徴

的な形になってしまうと思います。 
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 そういう意味では、ある程度の固まりで見て、そこに住んでいる人たちがどうやったら

きれいになっていくのかという仕掛けづくりにもう少しフォーカスした解決の仕方に持っ

ていけたらいいと思います。そのために、コストをかけて解決するのではなくて、できる

だけ少ない予算で地域の人たちが主体的に参加できるような仕掛けづくりに力を注いでい

けたらいいかなと僕は思っています。 

○松田会長 これも非常に重要な意見だと思いますので、今後の委員会では今の意見も参

考にして議論していただければと思います。 

 伊藤委員、どうぞ。 

○伊藤委員 現行のごみステーションの設置基準に対する評価で、市民のおおむね７割が

現状のままでよいという評価でした。この詳しい調査方法は承知しておりませんが、例え

ば、現状のままでよい理由もお聞きになっているのでしょうか。例えば、戸建てが多い地

域の方からはこんな意見があったとか、そんなことがわかるようであれば教えていただき

たいと思います。 

○松田会長 事務局の方はいかがでしょうか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） 質問項目は、ここに載っているものだけです。現状の

ステーションの設置基準についてどう思いますかということで、現状のままでよい、もっ

とごみステーションの数を減らすべき、増やすべき、わからない、この限られた項目の中

で丸をつけていただいて回答をしていただいております。 

○伊藤委員 そうしますと、特に意見をお聞きするような欄があるわけではなく、どうし

して現状のままでいいのかとか、その辺まで詳しく聞くような質問ではないということで

すね。 

○事務局（本谷内調査担当係長） はい、違います。 

○伊藤委員 わかりました。 

○松田会長 では、上田委員、どうぞ。 

○上田委員 恐れ入りますが、この報告書のどこを見ても、町内会、自治会という名前が

一言も出ていないのですが、町内会、自治会とごみステーションとのかかわりをどのよう

に押さえていらっしゃるのか、その点をお聞きしたいと思います。 

○松田会長 いかがでしょうか。 

 アンケートの方には尋ねるような項目はなかったのでしょうか。 

○事務局（本谷内調査担当係長） アンケート調査自体は、町内会の方やクリーンさっぽ

ろの方などの人たちを対象にしたアンケート調査も実施しております。この概要版にはそ

この部分は載せておりませんで、市民を対象にした部分だけの結果を載せております。 

○上田委員 それでは、ごみ収集に当たって、町内会や自治会は具体的にどんなかかわり

をしているのか、押さえていらっしゃいますか。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） ごみ収集における我々と町内会の皆さんとクリーン

さっぽろの皆さんとの役割分担ということかと思います。特に、ステーションについて言
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わせていただきますと、どの位置にステーションを設けていただくかというのは、現状は、

町内会の皆さんが中心になってこの場所というふうに決めていただいています。我々は、

そこに対しまして、今度はステーションを管理するためのサークルやネットなどの用具購

入費の一部を支援するという形、あるいは、不適正排出があるということになりますと、

我々、清掃事務所のごみパト隊の職員、あるいは、地域におられますクリーンさっぽろ衛

生推進員の皆様、そして、町内会の皆様と一体になって排出調査、指導をする、そういう

役割分担でやらせていただいております。 

○上田委員 町内会、自治会が最初から最後までどのようにかかわっているのかというこ

とがちょっと不明確のような感じがいたします。実際には町内会や自治会がかかわってい

るけれども、具体的には共通にそこを利用する者が責任を持って行うという形をとってお

ります。しかし、この調査では、町内会、自治会という言葉が一言も出ていないという点

に私はちょっと疑問を感じたわけです。 

○大沼委員 恐らく、伊藤委員と上田委員に対しては、もう少し補足が必要かと思うので

すけれども、まず、この調査は、ちらっと説明されたとおり、札幌市民全体から無作為抽

出したものと、クリーンさっぽろの方でしたか、町内会の方でしたか、二つのサンプルセ

ットがあったと思います。大事なのは、その比較で、意識の差の問題だと思うのです。伊

藤委員は、現状のままでよいという人が３分の２以上いるというご指摘でしたけれども、

これは、あくまで札幌市全体の母集団の意見を反映したものです。一方で、数字は忘れま

したけれども、別途、クリーンさっぽろの方に行ったアンケートでは、かなり差があった

と記憶しております。大事なのは、その認識の差であると思います。多くの方々はあまり

問題だと思っていないというのが現実であり、それは一つ、ちゃんと押さえなければいけ

ません。しかし一方で、町内会や自治会を始め、クリーンさっぽろ衛生推進員の方々は多

大な負担を負っているという現実もあります。これには、非常に頭の下がる思いで感謝し

ていますが、そのように頑張ってくださっている方が報われない現実をどうしたらいいの

かということと、無関心とは言わないけれども、そんなに問題だと思っていない方々にど

うアプローチするのかということをセットで議論しなければいけなくて、戸別収集なり小

規模収集だけを議論しても意味はないだろうということをはっきりと押さえた上で議論を

進めていただきたいということだと思います。 

○松田会長 どうもありがとうございました。 

 では、湧井委員、どうぞ。 

○湧井委員 今のアンケート調査の話は、もともとは市民だけを対象としてやる予定だっ

たのですが、委員会で意見がありまして、市民と町内会の関係者、そして、行政側の収集

を担当する方に対して、各々意見が違うのではないかということで、この３者を選んで比

べています。ですから、３者に対してどういう関係にあるか、全部同じような意識を持っ

ているのか、ずれているのかということを解析しています。ですから、まずはその３者の

意見があるということが一つです。 
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 それから、先ほどの町内会の話ですが、実は、この間のごみの委員会でも出たのですが、

根底にあるのは、市から町内会にかなりの依頼が来るのですが、それを義務としますと、

町内会には権限が何もないと。そこが、これを進めるに当たってのネックになっているの

ではないかという話が出ました。これも大きな問題なので、今のようなぼやっとした、市

の組織であるような、ないような、ボランティア組織であるようなこういう組織から、も

う少し明確に権利と義務をはっきりする必要があるのではないかという意見も出ました。 

 もう一つ、先ほど伊藤委員が言われた７割の市民が現状のままでいいという話ですが、

これも委員会で分析をしてほしいと。要するに、例えばの話ですが、おれはもう面倒くさ

いから今のままでいいというような現状維持と、うちの町内会は既に１ステーション５世

帯になっているから、現実にもうそういう対応をとっているのでいいとか、あるいは、２

０世帯でもうちはきれいになっているからいいとか、いろいろな意見があると思うのです。

消極的な意見や積極的な意見があると思うので、７割の中をもう少し分析してほしいとい

う依頼が委員会で出ました。私の知っていることはそれだけです。 

○松田会長 どうもありがとうございました。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 市の方としては、今の意見も含めて最終報告書をまとめられるのでしょうか。この意見

がかなり反映されるわけですね。 

○事務局（浅野清掃事業担当部長） 第三者検討委員会の中でいろいろな問題点に対する

方策をさまざま検討していただきまして、そこで一旦の結論をいただきまして、それを受

けて、今度は札幌市側で施策としてどう変更していくかということを決定していくことに

なります。 

○松田会長 わかりました。 

 では、これが土台になって、さらに第三者検討委員会で検討されて、市がそれを利用す

るということですね。ですから、このご意見も基礎のデータとして使われるということで

ございます。 

 どうもありがとうございました。 

 

  ４．審  議 

○松田会長 それでは、報告を終わりまして、審議に入りたいと思います。 

 新ごみルールが開始されまして２年が経ちましたけれども、その状況につきまして、事

務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局（新津企画課長） 今年度は、第６期札幌市廃棄物減量等推進審議会の最終年度

に当たります。スリムシティさっぽろ計画の進捗状況について、新ごみルール開始後２年

の状況を踏まえ、最終的な点検、評価をいただきたいと考えてございます。 

 この最終評価をいただくに当たり、ご参考としていただきたく、新ごみルール開始後の

２年の状況についてお手元に資料をお配りしております。お手元の資料についてご説明を
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させていただきます。 

 まず、表紙をご覧ください。 

 議題とは直接関係ありませんけれども、埋立地で栽培した菜の花の写真を載せてござい

ます。平成２０年度から、埋立地の景観向上や資源の有効活用などを目的に、埋立地で菜

の花の試験栽培を実施しております。今年度初めて、一般開放を行いました。６月１２日

日曜日、１日限りの開放でございましたが、約４００名の市民の方々にお越しいただき、

大変盛況のうちに終わることができました。来年度以降も、ぜひこのように開放していき

たいと考えてございます。 

 それでは、ページをめくりまして、目次をご覧いただきたいと思います。 

 本題に入らせていただきたいと思います。 

 この資料の大きなつくりですが、１番目として、新ごみルール開始後２年のごみ量の推

移を載せてございます。大きな２番目として、スリムシティさっぽろ計画に定めましたご

み管理目標とその達成状況について載せております。大きな３番目として、新ごみルール

開始後の成果と今後の取組について載せてございます。大きな４番目としまして、関連す

る資料を参考として載せてございます。 

 １ページ目をご覧ください。 

 新ごみルール開始後２年のごみ量の推移について掲載してございます。 

 平成２１年７月から、新ごみルールの導入によりまして、「燃やせるごみ」、「燃やせ

ないごみ」については１リットル当たり２円の有料化を実施しております。併せまして、

「雑がみ」、「枝・葉・草」の収集も開始しております。この表では、今回、初めて年度

でのデータがとれましたので、平成２０年度と平成２２年度の対比を行っております。 

 まず最初に、廃棄ごみのうちの小計の欄をご覧ください。 

 平成２０年度は４１万６，０００トン、２１年度は３４万１，０００トン、２２年度は

２８万２，０００トンとなっております。２０年度と２２年度を比較しますと、３２％の

減、量にしますと１３万トンの廃棄ごみの減となっております。「燃やせるごみ」が３５

万４，０００トンから２４万６，０００トンへと３１％落ちたこと、「燃やせないごみ」

につきましては、４万８，０００トンから２万トンへと５８％落ちたことが主なものにな

っております。 

 次に、資源物の欄の小計をごらんください。 

 平成２０年度は５万トン、２１年度が９万８，０００トン、２２年度が１２万トンとな

ってございます。２０年度と２２年度を比較しますと、１４０％の増、量にしまして７万

トンの増となっております。内訳としましては、「びん・缶・ペットボトル」が２万８，

０００トンから３万４，０００トンへと２３％の増、「容器包装プラスチック」につきま

しては２万１，０００トンから２万９，０００トンへと３７％の増、「雑がみ」について

は３万４，０００トン、「枝・葉・草」につきましては２万１，０００トンの収集量とな

っております。 
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 表の一番下には合計欄が書いてございます。平成２０年度が４６万７，０００トン、平

成２２年度は４０万３，０００トン、１４％の減、量にしますと６万トンの減となってお

ります。 

 この表から見ます有料化に伴う家庭ごみの動きについてでございますけれども、廃棄ご

みは１３万トン減っております。一方、資源物については７万トン増えております。７万

トン、こちらの方に動いたというふうにいえると思います。差し引き６万トンが減となっ

ておりますが、要因は主に二つあると考えております。一つには、市民の意識が向上した

ということが挙げられると思います。ごみになるものは買わない、あるいは持ち込まない、

家からごみは出さないといったような発生抑制、排出抑制が一つの効果として出ているも

のと考えております。もう一つにつきましては、集団資源回収、あるいは拠点回収など民

間の回収ルートをより利用するようになってきたことが原因かと考えてございます。 

 ちなみに、有料化直後の２１年１１月から１２月にかけて市民アンケートを実施してお

ります。「ごみ減量・リサイクルに対する意識が高まりましたか」という質問でございま

したけれども、「そう思う」と答えた方が４７．７％、「どちらかといえばそう思う」と

答えた方が３９．２％、合わせますと、８７％の方が意識が高まったと感じているという

データも一つございます。 

 続きまして、２ページ目をご覧ください。 

 スリムシティさっぽろ計画に掲げる４つのごみ管理目標の達成状況についてでございま

す。 

 一つ目の目標ですけれども、事業系を含めた廃棄ごみ全体の量でございます。 

 平成１６年度実績に比べ、２９年度、最終年度までに３０％の減量を目標としておりま

す。（２）の表を見ていただきたいのですが、平成１６年度には総量で８２万４，０００

トンございましたが、平成２１年度につきましては３１．６％減の５６万３，０００トン、

平成２２年度におきましては４０％減の４９万５，０００トンと、最終目標を達成してお

ります。 

 上に戻りまして、家庭からの廃棄ごみ量についてでございます。 

 １人１日当たりの排出量については、平成１６年の６４５グラムに対しまして、２９年

度までに４００グラム以下にすることを目標にしてございます。また、下の表を見ていた

だきたいのですが、棒グラフの下の方になります。平成１６年が６４５グラム、平成２２

年が４０４グラム、最終目標の達成も近いといった状況になってございます。 

 一方、事業系のごみですけれども、（２）の表の上の方の棒グラフになります。平成１

６年は３８万４，０００トン、これが、平成２２年度につきましては２１万２，０００ト

ン、１７万２，０００トンの減となっております。この事業系のごみが減少した理由です

けれども、経済状況の悪化ということももちろんございますけれども、清掃工場及び破砕

工場に搬入指導員を配置したことも効果として出ていると考えてございます。 

 次に、３ページをご覧ください。 
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 二つ目の目標のリサイクル率でございます。 

 平成１６年度の１６％に対し、平成２２年までには２５％以上、最終年の２９年度まで

には３０％以上の目標を掲げてございます。（２）の表ですけれども、平成１６年は１６％、

平成２２年、直近の数字ですけれども、２７．６％となっております。最終年度の目標の

３０％に今は近づきつつあるという状況でございます。この理由ですけれども、「雑がみ」、

「枝・葉・草」の分別収集を開始したことに加えまして、資源物の分別協力率が向上した

効果によるものと分析してございます。下に分別の協力率の表を載せさせていただきまし

た。平成２０年度と２１年度を比較していただきたいのですけれども、例えば、ペットボ

トルについては、平成２０年度には８４％の分別の協力度であったものが、２１年度には

９８％まで上がっているという表でございます。缶につきましては７８％から９７％へ、

びんにつきましては７３％から９６％へ、容器包装プラスチックにつきましては、ここは

上昇の度合いが一番大きいのですけれども、４６％から７１％へと協力度が２５％上がっ

ているという状況になってございます。 

 続きまして、４ページをご覧ください。 

 三つ目の目標であります焼却ごみ量の推移でございます。 

 平成１６年度実績に比べ、２９年度までに２４万トンの減量を目標としてございます。 

 表の中では、平成１６年度が７０万２，０００トン、平成２２年度は２６万５，０００

トン減の４３万７，０００トンとなり、最終目標を既に達成している状況となってござい

ます。 

 ５ページ目をご覧ください。 

 四つ目の減量目標であります埋立処分量の目標でございます。 

 平成１６年度実績に比べ、平成２９年度までに３０％以上の減量を目標としてございま

す。 

 平成１６年度につきましては２２万２，０００トン、平成２１年度については３８.５％

減の１３万６，０００トンと、既にここで目標を達成してございます。さらに、平成２２

年度は５２．４％減の１０万５，０００トンとなってございます。この理由でございます

けれども、家庭ごみの有料化のほかに、製品プラスチック、革類・ゴム類を「燃やせない

ごみ」から「燃やせるごみ」へと分別区分を変更した効果も出ていると思います。併せて、

自己搬入ごみの検査体制の強化、埋立処分量の受入れ品目の制限などの効果により、大幅

な減量になっているというふうに考えてございます。 

 平成２９年度までに達成を計画していました四つの管理目標のうち、廃棄ごみ量、焼却

ごみ量、埋立処分量の三つにつきましては、既に最終目標を達成、リサイクル率につきま

しては中間目標を達成し、最終目標に近づいている状況という四つの目標の現状でござい

ます。 

 続きまして、６ページをご覧ください。 

 新ごみルール開始後の成果と今後の取組についてでございます。 
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 一つ目として、清掃工場１か所の廃止を載せてございます。 

 新ごみルール開始後、市民の協力により、家庭から出される廃棄ごみの減量が順調に進

んでいることを受け、２２年４月から篠路工場を休止しております。その後、焼却ごみ量

が計画で掲げたごみ減量目標を下回る見込みとなったことから、市内４か所の清掃工場の

うち１か所を廃止しても処理が可能であるという判断に至りまして、平成２３年３月末を

もって篠路清掃工場の廃止を決定してございます。後ほど、参考資料の方でも出てきます

けれども、３７０億円の施設更新費に加え、年間約１３億円を要していました維持管理費

が節約できることとなっております。 

 ２番目として、新聞・雑誌・ダンボールの排出ルールの変更でございます。 

 新ごみルール開始後、新聞・雑誌・ダンボールにつきましては、集団資源回収や拠点回

収に出すようお願いしておりました。しかしながら、「雑がみ」への混入が非常に多く、

選別工場では時間を延長して処理をしなければならない状況が続いていました。このため、

集団資源回収や回収拠点などの回収ルートの拡充に取り組むとともに、平成２２年１２月

からは、「紙も分けてる街って、いいよね。」ということをキャッチコピーに、新聞・雑

誌・ダンボールを回収ルートに出すよう呼びかけを強化、さらに、２３年４月からは、新

聞・雑誌・ダンボールを「雑がみ」には出せないルールへと変更してございます。この結

果、新聞・雑誌・ダンボールの混入はほとんどなくなり、選別効率は著しく向上してござ

います。 

 下の表につきましては、「雑がみ」のルール変更後３か月間の出荷量の状況をまとめた

表でございます。合計の欄の新聞・雑誌・ダンボールを見ていただきたいのですが、昨年

は３か月間で１，８９５トン、今年に入りまして、同じく６５１トンと大幅に減ってござ

います。一方、「雑がみ」については選別量が増え、その他、ＲＤＦの原料となっている

ものにつきましては選別量が減っているという状況が出ております。 

 次に、７ページの上段には月別のごみの量を載せてございます。 

 「燃やせるごみ」につきましては、現状のところですけれども、ほぼ横ばいの状況にな

っております。一方、「雑がみ」につきましては、毎月約３，０００トン近くあったもの

が、約２，０００トン強と減少傾向を示してございます。 

 ３番目としまして、生ごみ減量・リサイクルに向けた取組でございます。 

 本市の生ごみ資源化施策ですけれども、ダンボール箱、あるいはコンポスターなどを活

用した家庭における堆肥化、家庭における電動生ごみ処理機などによる減量といった自家

処理を中心に啓発活動をこれまで行ってきております。 

 下の四角の囲みをご覧ください。 

 左の方には、水切り宣言の状況を載せてございます。水切りをしていただける方を募り、

宣言していただいた方には水切りネットを配付してございます。２２年度実績で１万２，

１８２世帯、３万２，８５４名の方に宣言していただきました。右側の四角い囲みですけ

れども、生ごみ堆肥化の普及、促進状況としましてセミナーの開催状況を載せてございま
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す。平成２２年は４２回実施しまして、参加が２，１５７名となっております。生ごみの

潜在量は大体１１万トンぐらいと推定してございます。本市の生ごみの更なる減量・リサ

イクルの推進に向けましては、自家処理以外の多様な資源化手法の活用について検討して

いく必要もあるというふうに考えてございます。 

 一番下の四角い囲みでございますけれども、今後の取組としまして、ごみの分別収集、

資源化の可能性について検証していきたいと思っております。今年度は、秋から冬にかけ

ての３か月間、集合住宅を対象に１，０００世帯程度の規模で収集実験を実施したいと考

えております。収集した生ごみですけれども、南区定山渓で今年４月から稼働しておりま

す民間の堆肥化施設に搬入を予定しております。この実験によりまして、市民の分別協力

度、収集あるいは資源化における問題点、課題を整理したいと考えてございます。 

 なお、来年度につきましては、春から夏にかけて同じように３か月ほど実施しまして、

通年のデータも取得したいというふうに考えてございます。 

 続きまして、８ページ以降をご覧ください。 

 こちらの方からは参考資料となりますので、簡単に説明をさせていただきます。 

 資料１につきましては、集団資源回収の状況でございます。 

 集団資源回収につきましては、ここ数年ほぼ横ばいでございましたが、平成２１年から

２２年にかけて５．９％の増となっております。この間、施策としましては、２１年７月

に実施団体の奨励金を２円から３円に引き上げております。また、２２年７月には、業者

への奨励金をダンボールにつきましては１円から４円へ、一方、新聞については１円から

０円へと変更してございます。ごみ種別の表でもわかるように、ダンボールの増加が大き

くなってございます。 

 資料２につきましては、「雑がみ」の資源化状況でございます。 

 収集した「雑がみ」のうち、７３．４％が製紙原料として活用されております。残る２

６．６％は、ＲＤＦ、固形燃料として活用を図っているところでございます。 

 資料３から資料６までが、ごみステーション関係の数値となっております。 

 ９ページの上になりますけれども、ごみステーションにつきましては、平成１６年が３

万１，３０８ステーション、直近の２３年６月ですけれども、３万９，７０１ステーショ

ンと、この間、８，３９３か所、２７％の増となっております。特に、アパート、マンシ

ョン等の専用ごみステーションの増が大きくなっております。 

 箱型ごみステーションの助成状況は資料４になります。２１年１２月から始めておりま

して、通年で初めて実施しました２２年度におきましては、１，２８５件の助成となって

おります。上限が１万２，０００円、半額までの助成となっております。 

 ごみネットとカラスよけサークルにつきましては、２０年８月から助成を始めておりま

す。これまでの累計としまして、ごみネットは１万６，０００枚、カラスよけサークルは

約１万３，０００基の助成を行っております。 

 続いて、１０ページをご覧ください。 



 - 18 -

 ごみパト隊の活動状況でございます。 

 年間の合計として、１９６万か所のステーションのパトロールを実施しております。ご

みステーションの数の３万９，０００で割りますと、１ステーション当たり年間５０回程

度パトロールを行ったという計算になります。 

 ７番目に、有料化指定袋の納品枚数について記載してございます。 

 ４種類のごみ袋があるのですけれども、１０リットルと２０リットルで全体の約７割が

使われている状況になっております。１世帯当たりの枚数ですけれども、年間１０２枚、

月に直しますと約８枚ほど使われている計算になります。 

 次に、１１ページをご覧ください。 

 ごみ処理費用の推移でございます。 

 長期的には減少傾向にございます。平成２１年からの新ごみルール導入に伴いまして、

新たな収集処理経費、あるいはごみ袋の製造経費等の経費が新たにかかっておりますこと

から、平成２１年度にかけては増額になっております。２２年度は、若干下がってきてい

ます。今後、篠路清掃工場の廃止の効果が出てくることなどを考えますと、徐々に右下が

り、減ってくる傾向になるのかなというふうに考えております。 

 続きまして、資料９ ごみ収集経費の効果額でございます。 

 合計の欄で説明をさせていただきます。 

 平成２０年度は、直営と委託が５０％ずつでございました。平成２２年度の決算（見込

み）の欄を見ますと、直営で３３％、委託で６７％となっております。右から二つ目の効

果額でございますけれども、平成２２年度と比較しますと約６億４，６００万円の効果額、

平成２１年度と比較しますと４億６，９００万円の効果額となっており、委託の増、ある

いはごみ量の減による効果額と考えてございます。 

 続いて、１２ページをご覧ください。 

 篠路清掃工場廃止の効果額でございます。 

 この表は、棒グラフが単年度の効果額、折れ線が累積の効果額になってございます。 

 清掃工場の更新経費約３７０億円プラス運営経費１３億、こういったものを効果額とし

て算定してございます。 

 続きまして、１３ページをご覧ください。 

 有料化に伴う手数料が約３０億円ほどございます。この使い道でございます。 

 一つには、新たな分別の開始と市民の取り組みへの支援ということで、約２３億円を使

ってございます。「雑がみ」、「枝・葉・草」の分別収集と資源化、あるいは、集団資源

回収の奨励金、生ごみ処理機等の助成などが主なものでございます。次に、ごみパト隊の

監視パトロール、ごみステーション増加に伴う収集経費の増加等に１億円を充ててござい

ます。次に、普及啓発、環境教育のために１億円を充ててございます。最後に、ごみ袋の

製造経費、販売店への委託料等で約５億円を充ててございます。 

 続きまして、最後のページになりますが、１４ページをご覧ください。 
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 ごみの焼却に伴うＣＯ₂排出量の削減効果でございます。 

 平成１６年度と平成２２年度を対象としております。 

 平成１６年度は、ごみの焼却量につきましては７１万３，０００トンから４４万９，０

００トンへと落ちております。一方、ＣＯ₂の排出量ですけれども、平成１６年度は２４

万２，０００トン、平成２２年度は１３万５，０００トンと約４４％の減になっておりま

す。 

 最後に、資料１３ですけれども、清掃工場での重油・灯油の使用量でございます。 

 燃焼状態維持のための助燃に要した使用量だけを抜き出して、この表に載せてございま

す。新ごみルール導入後、「雑がみ」が抜け、総体的に生ごみが増えております。有料化

直後の平成２１年７月におきましては、重油等の使用量が増加となっております。２年目

に入りまして、ごみ質に合わせた運転が可能となってきたことから、使用量は徐々に減っ

てきており、３万９，９５１リットルが最新の数字でございます。なお、３万９，９５１

リットルは、工場全体で使用している重油等の７．６％に当たるものでございます。 

 以上で、資料の説明を終わらせていただきます。 

○松田会長 どうもありがとうございました。 

 ただいま、新ごみルール開始後２年の状況についてご説明をいただきました。 

 これにつきまして、皆さんから、率直なご意見や、これが非常によかったなどの感想を

いただきたいと思います。どうぞお願いいたします。 

 大沼委員、どうぞ。 

○大沼委員 個別の点で質問が二つとコメントが二つあるのですけれども、そのうち、最

初のコメントを一つと質問を一つさせてください。 

 最初に、１ページのご説明で、全部で約６万トンの削減効果があって、その要因が二つ

あるという説明をされていたと思います。これは、意識が高まったからだというご説明を

されましたけれども、意識はどんなに高まってもそれだけでは行動は変わらないというの

が環境配慮行動の研究者である私の一貫した研究結果ですので、恐らく、それは過大な説

明かと思っています。これはコメントです。 

 要因の二つ目として、集団回収、拠点回収の量が増えたというご説明をされていました。

集団回収の数字は確かに増えていますが、約３，０００トンぐらいです。６万トンのうち

の何％かしか説明していないと思います。それ以外の拠点回収、あるいは協力店による回

収等の数字はおありでしょうか。論拠となる数字はおありでしょうか。あれば、ぜひ教え

てください。 

○松田会長 それでは、お願いいたします。 

○事務局（新津企画課長） まず、集団資源回収の回収量でございます。 

 平成２２年度実績につきましては、先ほどありましたように、増えております。今後、

恐らく大きく増えるのは、平成23年４月に新聞・雑誌・ダンボールを排出禁止にしたこと

から、集団資源回収に出すようにお願いしておりましたので、その実績が今後はかなり増
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えてくると思っております。ただ、この収集の実績の取り方ですけれども、１月から１２

月までの実績を翌年の１月に出していただくことになっておりますので、最新の実績につ

いては来年に入ってからということで、今のところは直近の効果が見えないところでござ

います。 

 拠点回収の状況でございますが、民間の拠点回収を含め、さまざまなところにあります

けれども、札幌市の方で把握できるのが３か所あります。地区リサイクルセンターでござ

います。この地区リサイクルセンターにつきましては、３か月の状況を見ますと、新聞に

ついてはほぼ横ばい、雑誌については４割増、ダンボールについては２割増になっている

ということで、地区リサイクルセンターでは大幅に増えている状況になっております。 

 そのほか、回収ボックス等が多々ありますので、本来であればそのへんの数字が見える

と一番いいのですけれども、そこまでは把握できていないのが現状でございます。 

 以上でございます。 

○大沼委員 地区リサイクルセンターの数字もせいぜい何千トンの単位だったと思います。

その数字は把握していただきたいと思いますが、いずれにせよ、それらを合わせても６万

トンという数字の１割かそこらしか説明できないと思うので、残りを説明できるのは何な

のかを知りたいという質問です。 

○事務局（新津企画課長） 実は、私どもも本当のところを知りたいというのが素直な気

持ちでございます。ただ、私どもは収集したごみ量のデータを持っておりますが、ごみが

減量した要因についての詳細なデータは実際に持ってございません。そういったことから、

市民の行動、あるいはアンケート調査等々で推定しているところでございます。６万トン

の正式な内訳が本当に正しいのかと言われると、絶対に正しいということまで断言できま

せんけれども、市民の行動の変化なり、民間ルートの利用といったことが要因の一つと考

えられるものと思います。 

○松田会長 なかなか難しいですね。 

 大沼委員、よろしいですか。 

○大沼委員 要するに、要因というのは、あくまでも数字の根拠はないけれども、こう考

えられるという程度にすぎない説明だということですね。 

 ありがとうございました。 

○松田会長 そのほか、いかがでしょうか。 

 松永委員、どうぞ。 

○松永委員 減ったということはよくわかったのですが、ちょっと聞きたいのですけれど

も、まず、１ページ目で、不法投棄はどうなんだろうと。減ったもので不法投棄に回った

ものがあるのではないかなと思うのです。特に、「燃やせないごみ」は半分以上減ってい

ますけれども、気軽に捨てやすいものですから、そういうデータはあるのでしょうかとい

うことが一つです。 

 あと、教えてほしいのですが、２ページ目で搬入指導員を置いたらごみが減ったと言う
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のですが、それはどういう意味なのか教えていただきたいのと、もう１点、５ページ目で

埋め立て処分場の受け入れ制限をしたからごみが減ったと言っているのですが、これは単

にどこかほかへ回っていったということでしょうか。制限されてしまうと、今までごみを

入れていた人は困るだけだと思うのですが、その辺の説明をお願いしたいと思います。 

○松田会長 では、事務局からお願いいたします。 

○事務局（佐藤不法投棄対策担当課長） まず最初に、不法投棄のご説明をさせていただ

きたいと思います。 

 不法投棄につきましては、２１年７月以降、件数的に見ますと、有料化によって不法投

棄の件数が増えたという事実はデータから読み取ることはできないだろうと思っておりま

す。これは、微妙な数字だということもありまして、月別の数字は手元に持ってきており

ませんけれども、２１年度から２２年度にかけまして、２１年度は４月、５月、６月が無

料の期間で、７月以降が有料となっております。不法投棄自体は、平成１８年に１，８５

５件という過去最高の件数を記録したわけですが、平成２１年度は１，０４９件、平成２

２年度は１，１６２件ということで、２２年度は数が少し増えているのですが、月別に推

移を見ますと、２１年７月以降とほかの年、例えば、２０年度、１９年度の７月以降の数

字を比べますと、有料化によって不法投棄が明らかに増えたというデータとしては存在し

ておりません。 

 以上でございます。 

○事務局（小林施設管理課長） 施設管理課の小林でございます。 

 搬入指導員とはどういったものかということにお答えいたします。 

 清掃工場、それと埋立地もそうなのですが、受け入れているごみの中には、市民、事業

者が自ら持ち込む自己搬入ごみというものが入っていまして、これが結構なボリュームを

占めておりました。その要因としては、本来は受け入れ対象となっていない受け入れ基準

外のごみも相当混入していたということがございます。それは、幾らルールを周知しても

実際に入ってしまうということがありまして、これを排除するために、自己搬入ごみを一

つ一つ全数チェックする体制としまして、搬入指導員を配置したということです。それで、

１台１台の搬入状況をつぶさに見まして、これは受け入れできませんというものを排除し

たものですから、それは、減ったということではなくて、市に入ってこなくなったという

のが正しい状況だと思います。 

 それから、受け入れ品目の縮小ということですが、これも同じように、ごみ埋立地で受

け入れたものとしまして、以前は、事業系の産業廃棄物、建設廃材なども大量に入ってい

ました。これらは、民間での処理体制も整ってきたということで、市のごみ埋立地では受

け入れをしなくしたということです。ですから、これも、発生量が減ったということでは

なくて、市での処理量が減った、民間処理に回ったということです。民間処理というのは、

民間の処分場もあるでしょうし、リサイクルということもあるでしょうし、そういった要

因で減ったということです。 
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 以上です。 

○松田会長 どうもありがとうございました。 

 松永委員、よろしいですか。 

○松永委員 はい。 

○松田会長 そのほか、いかがでしょうか。 

 湧井委員、どうぞ。 

○湧井委員 私は、単位町内会の衛生部長を１０年ぐらいやっています。そして、ごみス

テーションもずっと見ていますし、資源回収もやっております。実感として、ごみステー

ションはきれいになりました。そして、ごみもかなり減っています。最近は、ダンボール

が資源回収になりましたので、かなり増えています。実感としては大体３割ぐらい増えた

と思います。私は、そういうことを実感として感じていますので、ここに出てきている数

字も実感と合っているのだろうと思っています。数字で見る限り、目標も前倒しで達成さ

れているということで、非常にいいことだと思います。 

 しかし、なぜそうなったかというと、市民が理解する前に、それよりもっと大事なこと

は、動機づけとしてごみの有料化をしたことです。そこで、このように前倒しで目標が達

成されてきていますので、１３ページにある３０億円の使い道ということではなくて、今

はリットル２円でしたか、そろそろごみの有料化に対しての料金の見直しをして、市民に

対して、２円を１．５円にするというような形で、今までの市民全員の協力に対して感謝

の意味で、お金を安くしなければいけないのではないかと私は思っております。その辺を

事務局はどう考えていらっしゃるか、伺いたいのです。 

○松田会長 いかがでしょうか。 

○事務局（新津企画課長） 現在、１リットル当たり２円を取っているというのが有料化

でございます。市民に協力していただいたので、それに報いるためにも料金を少し安くし

たらいいのではないかというご質問かと思います。 

 お気持ちとしては非常にわかるのですけれども、実は、「びん・缶・ペットボトル」、

「容器包装プラスチック」を始めとしまして、資源化による経費というのは、「燃やせる

ごみ」、あるいは「燃やせないごみ」よりお金がかかっているという状況でございます。

本当は逆なのですが、資源物が集まれば集まるほど、市の方は処理費用がかかっていると

いうこともございます。 

 ご存じのように、札幌市も財政的には非常に逼迫しているものがございますので、料金

を下げるということは、今のところは考えておりません。 

○湧井委員 ３０億円の使い道を見ていただきたいのですが、例えば、２３億円の中で電

動生ごみ処理機などの購入費助成とありますね。これは、優先順位の問題だと思うのです。

市民がごみに対してみんな協力している、市民に対して広くお礼をするのと、この電動生

ごみ処理機だと、ごく限られた人にしか行かないわけです。私が申しているのは、この３

０億円の使い道の優先順位をもっと変えたらどうかということです。なるべく個人個人に、
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要するに、一人一人に還元するような形の使い道がいいのではないだろうかということで

す。 

 もう一つは、多分、これは事務局でデータをお持ちだと思うのですが、日本全体のいろ

いろなところのごみ有料化のリッター幾らかというデータを持っていらっしゃいますね。

札幌は決して安くはないですね。そことの横並びの話もありますし、札幌自体、これだけ

大きな２００万都市ですから、効率はかなりいいはずです。ですから、ほかの都市に比べ

たら安くできるはずです。そこは、もっと積極的にそういう姿勢を示していただきたい、

そして、市民がさらに協力するための動機付けにしていただきたいということが今の趣旨

です。いかがでしょうか。 

○事務局（三井環境事業部長） 貴重な意見として、まずは事務局の方で受け取りたいと

思います。 

 先ほど来、手数料３０億円の使い道ということで、資料も用意させていただいておりま

すけれども、この３０億円は、新たに発生している経費や、新しいごみルールによってル

ールが変わって、資源物の回収に非常にかかっているとか、そういった経費に充てて、今

のところはやっと収支が合っているけれども、さらに、今後、資源物の収集等をより進め

ていくと、厳しい状況であることは間違いないという中で、今の２円、そして、資源物に

ついては０円と。これは、全国的に見れば、大都市比較で言えば、湧井委員がおっしゃる

とおり、一番高いと言ってもいいのですが、北海道内、そして、特に近郊の市町村と比べ

ると全く同じで、北海道スタンダードの料金体系ということになっております。ですから、

ごみの有料化に当たっても、まさにその辺のバランスを考慮した２円、０円でありました。

これは、札幌市だけの事情ということではなく、広く、特に近郊の市町村の状況も見なが

ら今後も検討していくべきであると考えているところであります。 

 以上です。 

○湧井委員 今、検討というお話をされましたけれども、今もデータはあるので、できる

のか、できないのか、もっとはっきり答えられるのではないですか。はっきり言って、こ

れは有料化をしたからここまで減量が成功しているのです。いろいろな理由がありますよ。

さっきのおのおのの意識が高いということもありますけれども、やっぱり、有料化が一番

きいているのです。私は、一番最初の審議会でも言いましたけれども、出すのを見ている

と、老人家族でも１０リットルぐらいでしょうか。ということは、リッター２円ですから、

２０円ですね。ただし、年金生活者というのは一般所得者の大体１０分の１の所得です。

ということは、年金所得者は１回出すと２００円になるのです。高いです。ですから、こ

ういうものを続けていこうと思えば、この使い道についても、市民目線に立って、１円で

も減らすような努力をして、市民に対して協力してくれたお礼をはっきり形であらわさな

ければいけないと思います。私は、検討ではなくて、結論を出してもいいのではないかと

思っています。それは中間結論ですよ。よろしくお願いします。 

○松田会長 そのほか、いかがでしょうか。 
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 中川委員、どうぞ。 

○中川委員 資料の７ページについて、気がついた点を申し上げたいと思います。 

 今まで２年間の評価を見ますと、それぞれの目標に対して概ね成果が上がっているとい

うことで、これは評価できると思いますが、その中で一つ、生ごみの問題については、中

間評価報告の中でも大体半分程度の評価で、あとの部分はこれから検討の必要性があるの

ではないかという評価であったように思います。 

 そこで、今後の取り組みとして、ここに生ごみ資源化システムの実証実験ということで

書いておりますが、この内容についてもう少し具体的にご説明をいただきたいと思います。 

 それから、生ごみ減量の水切り宣言をしておりますが、これをやっていただいている市

民あるいは団体の検証の実績が具体的にどの程度あらわれているのか、その辺のところも

お伺いしたいと思います。 

○松田会長 いかがでしょうか。 

○事務局（新津企画課長） まず、生ごみの収集実験についてお答えさせていただきたい

と思います。 

 ご存じのように、生ごみの行政収集は非常に難しいものといわれております。大都市で

やっているところは、実はございません。小規模のところでやっているところが幾つかあ

るということでございます。そして、潜在量が１１万トンございますので、この辺につい

ては、札幌市としても大都市ではありながら研究していきたいということが今回の発端で

ございます。 

 さらに詳しくということでございますが、先ほど言ったように、今年度につきましては

秋から冬にかけて、恐らく１１月から１２月ぐらいになると思っております。集合住宅に

ついては、今選定しておりますが、搬入するところが定山渓の環生舎という民間の堆肥化

施設なものですから、収集効率を考えれば、そういったところの近くの地域という選定に

なってくると思われます。収集効率を高めたいという目的もございますので、今回の対象

は集合住宅にしたいと考えております。やはり、何よりも大切なのは、どのぐらい協力し

ていただけるか、果たして定着するのだろうか、そういったことが非常にポイントになっ

てくると思いますので、そういったことを中心に、終わった後のアンケート調査を含め、

いろいろ検証していきたいと思っております。 

 収集実験については以上でございます。 

○事務局（森谷ごみ減量推進課長） 水切り宣言につきましては、昨年度の１年度だけの

事業として行いました。これにつきましては、協力してくれた方の全員ではないですが、

一部にアンケートをお送りして、まとめております。また、宣言は、マスコミ等にも発表

しましたので、新聞記事にもなりました。アンケートのまとめは、今は手元にございませ

んので、詳しい説明はできませんけれども、結構協力的だったということをご報告させて

いただきます。 

○中川委員 水切り宣言をやった方のご意見の聴取はしたことがあるのですか。 
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○事務局（森谷ごみ減量推進課長） 意見につきましても、その調査の中に入れておりま

す。手元にないものですから、申し訳ありません。 

○中川委員 生ごみは、特に問題が多いと思いますので、今後、具体的に、積極的に取り

組んで進めていただきたいと思います。 

○松田会長 どうもありがとうございます。 

 女性の委員の方々はどうですか。実際に２年間やって、こういう成果が出たということ

ですけれども、それに対してご意見をいただければと思います。 

○桑原委員 達成年度を待たずに目標達成の数字が出ましたことは喜ばしいと思います。

これは、市民の意識向上、市民の力でもあると思いますし、札幌市廃棄物行政の新ごみル

ールの導入の理解を得、手数料で出た予算を使ってのごみパト隊、監視パトロールと現場

での取組みに努力をした成果と受け止めております。 

 このことから戸別収集のことでございますが現状収集でいいという市民が７０％との結

果と出ております、市民の力を信じて、いつでも、どこでも、だれでもをコンセプトに様々

な場所で市民、市民団体、事業者、大学等が環境、廃棄物減量関連の、ミニ講座、イベン

トを展開し、現状で満足せず、出さない、捨てない、リサイクルとより高い目標を達成す

るために予算をつけて活動してはと思います。 

○松田会長 佐藤委員、いかがでしょうか。 

○佐藤委員 佐藤でございます。 

 生ごみについては、女性が最前線でかかわる問題ですから、私たちの団体も繰り返し学

習しておりますが、この目標を達成したことは本当に喜ばしく、私どもが全国組織の会議

に行きましても、札幌市のごみの減量、有料化について大変高い評価をいただいておりま

して、私どもも鼻が高いという気分を過去に味わいました。 

 戸別収集については、桑原委員がおっしゃったように、大変お金がかかることでありま

す。７割の方が現状でいいと答えていて、２０歳から抽出してアンケート調査をなさった

とおっしゃいましたが、先ほど上田委員がおっしゃったように、町内会に関係している人

たちのアンケートではまた違った意見が出たのではないかと思います。というのは、私ど

もの町内でも、かかわっている人たちは大変苦労をしております。先ほどどなたかもおっ

しゃいましたように、権限がないということもありますので、不法投棄というか、現場を

見ても注意できないことがありますし、同じ人が同じ間違いを起こしていることが多いと

も聞いております。ほかの地区のことはちょっとわかりませんが、そういう自治会の人た

ちのご苦労も踏まえて、札幌の美しいまちを支える町内会の２０軒、３０軒の小さな単位

での取り組みを踏まえて、もう少し意識を高め合っていけば、８割、９割の人が現状でよ

くなるのではないかということが一つです。 

 それから、生ごみの堆肥化についても、そのためのダンボールも随分増やしていただき

ましたが、これも、皆さんが要求していなければ何にもならないことですが、やはり、生

ごみ問題について意識を持っている女性はすごく多いと思いますので、こういう助成をし
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ているということを広報などで繰り返し知らせていただきたいと思いますし、私どもも更

なる活動に取り組んでいきたいと思っているところです。 

 また、戸別収集にかかる経費は６０億円でしたか、これは市民の賛成を得るのが大変な

ことだと思っておりますので、現状で、もう少し頑張っていけたらいいなと思っておりま

す。 

○松田会長 どうもありがとうございました。 

 では、草野委員、どうぞ。 

○草野委員 今、佐藤委員からもお話があったと思うのですけれども、課題は地域ごとに

違うはずなのです。違うはずなのですが、この３０億円の使い道のメニューを逆にこちら

から提示してしまっているのはちょっと問題かなと僕は思っております。つまり、地域に

よって、例えば分別の仕方がわからないような若者の多い地域であれば、その地域に合っ

たアプローチの方法があると思うのですが、ある意味、今はもうメニューを決めてそれに

当てはめた助成をするというアプローチになってしまっていると思います。それだと、市

民が考える機会を奪われてしまっていると思います。 

 そこで、例えば、プロポーザルではないですが、５万円、１０万円の少額でいいので、

ここのごみステーションの問題を解決するための企画提案のような形で、そこに対して助

成を出していく、地域の取り組みに対して出していくという使い道にしていった方が、ち

ょっと時間はかかると思うのですけれども、そこで市民も考えて、自分たちでアプローチ

をしていくという動きができ上がってくると思うのです。 

 ですから、こちらから答えを出すのではなくて、皆さんで考えた答えを一緒にサポート

していきますというふうにお金の使い道をぜひ変えていただきたいと思います。これはお

願いです。 

○松田会長 どうもありがとうございます。 

 上田委員、手短にお願いいたします。 

○上田委員 このように、新ごみルール開始後２年の状況についてという非常に詳細な結

果が出され、私も初めてわかりました。これを地域に帰って皆さんによく話をして、理解

をして、いかにごみ問題を解決していくか、人生が続く間、ごみは出続けていくわけです

が、ごみにどう対応していくかということについては、地域によってそれぞれ違います。

それを考えながら、この資料をよく見つめて、今後どのようにごみ対策にかかっていくか

ということを検討したいと考えております。 

 本当にありがとうございました。 

○松田会長 どうもありがとうございました。 

 大沼委員、どうぞ。 

○大沼委員 本当は、今日いただいた資料についてもうちょっといろいろな質問やコメン

トがあったのですが、一つだけ、全体の総括として申し上げたいと思います。 

 もちろん、これまでの市の努力、市民の努力は非常に頭の下がる思いですし、努力はそ
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れなりに評価されるべきだということを踏まえた上で、今日の説明を聞いていて気になっ

たのは、要するに、市が所管するところでごみが消えてなくなればいいのだ、よそに行っ

たものはわかりませんと、悪意に聞けばそう受けとめられかねない説明が時々見られまし

た。本来、ごみプラン２１の思想は、適切なごみの流れをつくってあげれば、自然とリサ

イクル、自然と減量につながるだろう、何をどこに流すかということをきっちり押さえて

あげれば、ごみの減量につながるだろうということは有料化よりも重要な思想だったと私

は理解しています。ということは、それは札幌市の所管ではないので知りませんではなく

て、一体どこに行ったのかということは押さえなければならないと思います。意地悪な言

い方をすると、我が家からごみがなくなれば、スーパーにキャベツの皮を置いてくるとか、

トレーを外して置いてくるとか、それは有料化したら絶対に起こることですけれども、そ

れと同じように、市の所管から無くなったらいい、そう聞こえかねないところもあるので、

どこに行ったのかということについては、もうちょっと丁寧なフォローアップを、今後、

続けていただければというお願いです。 

○事務局（善徳事業廃棄物課長） 今の件について、誤解があったら困るので、一つだけ

説明させていただきます。 

 もちろん、市の施設から入らなければいいということではなくて、市の施設から出たも

のは産業廃棄物という形で排除されたものです。産業廃棄物につきましては、きちんと量

的なものを押さえ、適正な処理を指導し、リサイクルを指導しということで、量的なもの

はしっかり押さえておりますので、その辺は誤解のないようによろしくお願いしたいと思

います。 

○松田会長 どうもありがとうございました。 

 時間が大分過ぎてしまいました。 

 この審議会は第６期になりますが、第４期、第５期は、ごみの減量化はどうすれば進め

られるのか、その結論として有料化が効果があるということになりました。そして、有料

化のためにどういうことをやったらいいかということで我々は今まで審議をしてきまして、

第６期の審議会は、有料化による結果を検証する場となっております。確かに、今回の結

果を見ますと、目標もかなり前倒しで達成しておりますし、効果は非常に出てきた気がし

ております。 

 ただ、私も、今、大沼委員からお話が出てきたように、全体として減ったというのは確

かによかったことですけれども、その減った分がどこに行ったのかという問題があると思

います。今のお話にもありましたように、産廃の方に流れているものも当然あるでしょう

けれども、市としてトータルでどういったバランスになって、収支になっているかという

ことを、いつかは検証していただきたいと思うのです。これは、私のいる北広島市でも有

料化をして減ったのですが、どこに流れたのか、私も市当局に何回も言っているのですけ

れども、データが全然出てきません。個々として減ったのはいいのですが、やはり、市全

体としてどういう流れが出てきたかということは、ぜひ、今後もやっていただければと思
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います。 

 ただ、現実にこれだけ減ってきたということは、非常にプラスになったと思います。我々

も審議会で第４期、第５期、第６期とやってきまして、これだけの効果が出てきて、正直

に言って私は満足していますが、今後も、これに満足することなく、この第６期が終わっ

て、今回も最終目標はそれなりにあるわけですけれども、こういう形で終わるということ

になると、その先はどうすればいいのか、もうこれでおしまいなのかと思ってしまうので

す。ですから、今後、どういうものが理想的な廃棄物の処理なのかということを、市の方

でももっともっと議論していただきたいと思います。次の第７期の審議会もあるでしょう

から、そういった将来的なこともぜひ検討していただくようにお願いしたいと思います。 

 それでは、以上で新ごみルール開始後２年の状況については終わらせていただきます。 

 時間が大分過ぎてしまいました。私の議事の進め方が悪くて申しわけありませんでした。 

 最後に、最終評価につきまして、事務局からご説明をお願いしたいと思います。 

○事務局（新津企画課長） 当審議会のスケジュールですけれども、１１月に報告書とい

うことで最終評価をいただく予定となっております。この場だけでは審議の時間も限られ

ていることから、委員の皆様の意見を広く把握し、評価に反映させるため、事務局側で点

検評価シートを作成し、委員の皆様に事前に送付させていただきたいと思っております。 

 点検評価シートに記載いただいたご意見と審議会にてご議論いただいた内容をあわせま

して、報告書案としてまとめ、次回の審議会にご提示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。 

○松田会長 どうもありがとうございました。 

 ただいま、事務局から説明がありましたけれども、点検評価シートを用いまして、委員

の皆さんの新ごみルール開始後２年間の状況に対する評価を幅広くお聞きしたいと思いま

す。前回もこういった評価をいただきましたけれども、今回もさらに評価をいただいて、

それを印刷物にして、この審議会の最終評価にしていきたいと思いますので、ぜひ、今日

お話しできなかったことや、さらに重なっても結構ですから、率直なご意見をどんどん入

れていただければと思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

  ５．その他 

○松田会長 それでは、次回の開催日について、事務局からお願いいたします。 

○事務局（新津企画課長） 第６回の審議会につきましては、１１月上旬の開催を予定し

てございます。日程につきましては、改めてご連絡をしたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

 

  ６．閉  会 
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○松田会長 それでは、これで第５回札幌市廃棄物減量等推進審議会を終了いたします。 

 長い間、どうもありがとうございました。 

以  上 


