
第３回

室蘭市ごみ処理・リサイクル事業あり方検討委員会

会議録

開催日時 令和元年 12月 19日(木)14:00～
開催場所 室蘭市役所 3階議会第 1会議室
出 席 者 委員：亀田委員、吉田委員、菊地委員、森川委員、菊池委員、

安部委員、齊藤委員、西畑委員、山内委員、塩越委員

市側：杉本部長、北川課長、櫻井係長、谷口主任、菊地、古道、髙津

議 題 室蘭市ごみ処理・リサイクル事業の現状について

ごみ処理・リサイクル事業の見直し案について

傍 聴 者 市民 2名、報道関係者 1名
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1. 開会・報告

（省略）

2. 議題

（1）室蘭市ごみ処理・リサイクル事業の現状について

①プラスチック製容器包装の資源化について

事務局より 資料 1「プラスチック製容器包装の資源化について」を説明

＜吉田委員長＞

ありがとうございました。それでは今ご説明していただいた資料について、プラスチック製

容器包装の収集には非常にコストがかかっているという話から始まりまして、実際に収集をや

めた場合にどうなるかという内容でした。ご質問がありましたらお願いします。

＜西畑委員＞

資料の中でも検証しており、はじめからプラスチック製容器包装リサイクルをやめるという

前提で進めているわけですが、失うものがあるのではないでしょうか。コストとしてはたしか

に資料のとおり削減できるかもしれませんが、そもそも容器包装リサイクル法ができた背景と

しましては、循環型社会を作ろうとする世の中の潮流からこの法律ができました。捨てるとご

み、活かせば資源という考え方を活かして事業を行っています。資料 1の説明とも被りますが、
私自身でも調べてみましたところ、室蘭市の再商品事業者は日本製鉄です。落札価格は 1トン
あたり 5.5万円と決して高くはありません。また、ベールを作成する分別収集場所から工場ま
でわずか 1キロメートルと近距離にあります。全国では、500キロメートル近く運搬するとこ
ろもあるため、室蘭市はきわめて安価な上に、地の利にも恵まれている環境で実施できていま

す。そういう環境であるにもかかわらず、事業をやめる前提で進めるのはいかがなものでしょ

うか。道内に 179の自治体数があり、その中で 132の自治体がプラスチック製容器包装リサイ
クルを実施しています。実施率は約 74%くらいであり、人口比ではおよそ 86%の道民がプラス
チック製容器包装リサイクルに参加しています。周辺の自治体で事業を実施していないのは白

老町、登別市、伊達市となっており、理由は定かではありませんが噴火湾沿いに集中していま

す。もし、室蘭も事業を廃止するとなると、室蘭もかという批判が出てしまうのではないでし

ょうか。

もうひとつは、プラスチックを燃やすことで CO2排出量を増やすことになってしまいます。
CO2を減らそうという世界の潮流の中にあっては、もう少し検討が必要であると感じています。
また、分別収集工場の見学もさせていただきましたが、もっと改善でき、コスト削減が可能な

要素が多々あると感じました。1個 240キログラム程度のベールを 1日 4個くらい作成してい
ますが、資料にもありますとおり異物の混入が 3割ほどあります。市民への異物をなくすよう
周知徹底や、様々な啓蒙活動により、コスト削減に反映できるのではないかと考えています。
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＜吉田委員長＞

私の方でご指摘いただいた部分を整理したいのですが、もしやめた場合のデメリットについ

ては資料 1の③で説明があります。もうひとつは、現状でのコスト削減ができる余地があるの
ではないか、胆振管内はともかく全道的に実施してるというところです。

先にデメリットというところで、CO2排出量などについて具体的に数字が出ている部分があ
れば教えてください。

＜事務局＞

前回のアンケート結果を踏まえ、環境への影響ということで今回の資料を作成しました。デ

メリットの部分でいきますと、たしかに西畑委員のおっしゃるとおり循環型社会への貢献とい

うことで、数字に表れにくい部分であると認識しております。

また、事業の廃止を前提として話をしているのではないかというご質問や、市として収集を

やめたらどうかというご意見が出ていますが、議会の中でもそういったご意見ご質問いただい

ておりまして、これらについては周りで実施されている自治体の状況を見ながら検討をしてい

きたいと考えております。

＜吉田委員長＞

西畑委員がおっしゃったとおり、最後の資料 3にあります全体の表を見ていただいてから、
各項目について十分判断できる資料を見て、皆さんで判断していただきたいと思います。問題

点はご指摘いただいたとおり、まず循環型社会を形成するためにプラスチック容器収集が始ま

りましたが、非常にコストが高くなってしまっています。本来的には、焼却施設でサーマルリ

サイクルできれば一番良かったのですが、今の施設では 100%サーマルリサイクルすることが
できません。そのため、プラスチック製容器包装の分別収集を行っていますが、資料に記載の

あるとおり残渣がおよそ 30%ほど発生してしまいます。室蘭市は比較的残渣が出にくいものだ
けを集めており、例えばカップメン容器などの汚れたものを除いています。他の自治体では収

集対象にしているケースもあります。そういった物のみを収集しても残渣が約 30%になってい
ます。どこまで理想に近づければいいのかというのは非常に難しいのですが、歩留まり 30%と
いうのは工業的にはまずありえない数字になっています。今までの収集分別の効率からいいま

すと、ペットボトルや缶に比べると、プラスチックという物自体の性質から残渣が多くなって

しまいます。確認したいのですが、この 150トンというのは残渣を含めてですか。

＜事務局＞

残渣を含まずに 150トン、残渣を含めた場合は約 200トンとなります。

＜吉田委員長＞

約 200トン収集して 50トンがそのまま捨てられるといいますか、再利用できないプラスチ
ックなので、容器包装リサイクル協会へ引き渡せないものとなります。それが周知徹底などに

よりこの%がどこまで推移できるのか、見直しできるのかというあたりが皆さんにご判断頂く
ところとなります。

もう一つ、処理費用が 2,600万円となっていまして、普通のごみ処理は 1トンあたり約 2万
円かかりますが、プラスチック製容器包装は 1トンあたり約 20万円と処理費用が高くなってい



- 3 -

ます。議論するのであれば、プラスチック容器包装リサイクルを廃止して経費を浮かせ、他の

事業へ回すことができるのかというところや、他に分別収集に代わるものが何かできないのか

というところがあるかと思います。例えばですが、前回の資料の中でごみ処理の排出計画より

1人当たり 1日約 60グラム多くなっています。計画どおりに減量できれば、燃やすごみ量も減
るため、CO2で計算すると約 1,000トンくらいとなります。もし、プラスチック製容器包装リ
サイクルの事業を廃止した場合、CO2の排出量が約 400トン増えるのですが、その分全体のご
みや食品ロスから 2,500トンくらい減量できれば、それに見合うだけの CO2の削減が可能にな
ると思います。一つの考え方として、代替として他のところへ力を入れるということもあるの

ではないかと考えています。皆さんはプラスチック製容器包装の収集に慣れているので、収集

がなくなるのはどうかという意見もあるとは思いますが。

＜菊池委員＞

私はこのことに係わってから、今までの自分のごみの出し方とどう違うかを考えてみました

が、今は生ごみは畑に埋めているので、生ごみはほとんど出ていません。一方で、どうしても

プラスチックのごみは出てしまいます。買い物に行っても今はほとんどがプラスチック包装に

なっています。中には紙の包装でいいと思うものありますが、全てプラスチックで包装されて

おり、我々消費者側だけでは減らそうと努力してもどうしようもないことがあります。消費者

側だけではなく、販売する側も含めて、多少手間がかかっても紙でいいものは紙で包装しても

らい、売りにくい買いにくいかもしれませんが、何か運動をやっていく方法はないかなと考え

ています。消費者側だけではなく、販売する側の努力もあれば、余計なものを増やすことをス

トップできるのではないかと考えています。

＜吉田委員長＞

私も海外の方とお話する機会があるのですが、ヨーロッパでは使い捨てプラスチックは使用

禁止になっています。日本での有料というレベルではありません。2020年 1月からフランスな
どではプラスチック容器の製造禁止になり、世界的に発生抑制に動きつつあります。また、日

本で実施している燃やして燃料としてリサイクルする、サーマルリサイクルは認められていま

せん。SDGsについてみなさん気になっていると思いますが、日本人はリサイクル意識も高く、
リサイクルしていると思っているが、実際には違います。ごみを焼却して CO2を出すというこ
とは認められておらず、海外から比べると日本のリサイクル率は約 57%と低くなっています。
これからは熱にするということ自体がもしかすると批判を受けることになるかもしれません。

ケミカルリサイクルという溶かして油の状態、石油に戻してリサイクルすることが本当のリサ

イクルという世界の潮流から言いますと、今の容器包装リサイクル法でその他プラとして回収

して熱にすること自体が認められないケースになるかと思います。西畑委員が言うように CO2
にしない、そもそも使わない出さないのが一番いいことであり、それが第一になります。そし

て、その次としてどのような方法を選択していくのかが大切になります。

＜森川委員＞

ただいまの件につきまして、私も素人なのでお聞きしたいことがあるのですが、吉田委員長

より SDGsの話がありましたが、まさにこれは日本も国際的に批判されているところです。い
かに資源を有効活用するか、CO2の排出を防ぐかが大事なところとなっています。資料 1の中
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で、先程西畑委員からお話もありましたが、よくわからないのが資料 1の③の環境への影響と
いうところで、年間 394トンの CO2が増加するという数字がありますが、中国、東南アジア
への廃プラ受け入れができないということになると、処理を国内でやらなければならなくなり

ます。その時に、国内でもしこれらの資源全てが焼却となった場合、CO2はどの程度プラスさ
れるのでしょうか。数字などで出ているものがあるのでしょうか。

＜吉田委員長＞

プラスチックのリサイクルについて、市の意見とは違うかと思いますが、環境省で出してい

るプラスチックを有効利用した場合と有効利用しない場合の比較では、原料から最後の処理ま

での全行程でトータルの出る CO2排出量を求めています。私たちがプラスチック製容器包装を
可燃ごみで出すとすると、リサイクルするために施設へ運搬していましたが、その運搬で発生

していた CO2が減ります。焼却では、もともと石炭で燃焼していましたが、廃棄物で代替する
のでその分 CO2が減ります。そのようにして求めていますが、市で計算したものはプラスチッ
ク製容器包装を廃止した時の様々なルートを全て含めて、排出している CO2を計算しているの
でしょうか。

＜森川委員＞

誤解を招くかもしれませんが、それであれば、室蘭市の焼却炉で焼却した時に最終的に 394
トンの CO2が出ますという意味ではないということですか。

＜事務局＞

そのとおりです。プラスチック製容器包装 150トンを焼却した場合に CO2は約 414トン出
るのですが、今現在の方法でリサイクルした場合も約 20トンは CO2を排出しているので、そ
の差し引きで年間 394トンとしています。

＜森川委員＞

プラスチック製容器包装を施設などに運搬し製品化や、燃焼といった再利用する時にも CO2
が発生すると思いますが、室蘭市だけの話ではなく、中国や東南アジアに運搬せずに国内で処

分や処理しても、日本全体として増えるのでしょうか。

＜事務局＞

おっしゃるとおり、その後の過程でも CO2の排出は想定されますが、試算できなかったので、
ここでは単純に焼却する場合と、リサイクルのために圧縮梱包してベール化するまでの行程で

発生する CO2の発生量を比較しております。

＜森川委員＞

もう少しわかりやすい資料にしないと市民には伝わらないかと思います。本当の意味で国内

で処理した場合に、どれだけ CO2が排出されますというのが大きな問題だと考えています。室
蘭ではこうなります、この段階ではこうなりますという比較は本来の意味では違うのではない

でしょうか。
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＜事務局＞

説明しましたとおり、比較の部分ではコンパクトな資料を作成しましたが、例えばこれをそ

のまま使用して市民の方々へ広報することは考えておらず、その場合は注意書きやそのような

要素がありますと付け加えた上で周知したいと考えています。

＜吉田委員長＞

私の方でも少し調べてみたのですが、様々なルートを付け加えたとしても、大台としては大

きく変わらないと思われます。ただ、途中でどうした場合はこうと、様々な場合を付け加える

必要はあると思います。他にご質問などはありますか。

＜亀田副委員長＞

軽油のことを特に書き出してありますが、この CO2の排出量は軽油を燃やした時に出る量だ
けを計算したものなのでしょうか。

＜事務局＞

圧縮梱包機でベール化する作業と、フォークリフトでベールを運ぶ作業に軽油を使用してお

りますので、環境省の公表している軽油 1リットルあたりの CO2排出量約 2.58キログラムを
利用して算出してあります。

＜亀田副委員長＞

先程の議論と結論は同じになりますが、もしこのように比較するのであれば、収集運搬の排

出量も必要になると思います。費用の方では見込まれていますが、CO2の排出量では見込まれ
ておらず、これでは比較しにくいと思います。リサイクルそのものに係わる CO2排出量が計算
されていませんので、計算範囲を広くした方が良いと思います。

＜吉田委員長＞

今ご指摘いただいたところについては訂正してもらいたいと思います。いくつかの意見をい

ただきましたが、メリットとデメリットがありまして、メリットという言い方も変なのですが、

この 1トンあたり約 20万円の費用をかけてごみ総量の 1%にすぎないプラスチック製容器包装
を処理していることをどう考えるかです。ひとつは CO2を削減しているということ、もうひと
つは 150トン程度を普通に焼却するよりは減量しているところです。当然、循環型社会にも貢
献しています。問題点としましては、収集したものの約 30%がごみとなっており、事業を継続
するとしてもこの点について一所懸命やらなければ、70%しかリサイクルできないものを収集
していることになります。この問題だけでなく、全体のバランスの中でどう考えるかが大切に

なります。

＜亀田副委員長＞

CO2の排出量と経費がどのくらい変わるかという 2つの試算が提示されましたが、室蘭市だ
けではなく、日本全体で収集したプラスチックが何に変えられているのかということで、日本

容器包装リサイクル協会の資料を見ましたが、いわゆるプラスチックの製品にリサイクルされ

ているのは全体の約 20%であり、残りは燃料となっていました。きちんと集められたもののう
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ち 7割くらいが燃料になっており、結局燃やして CO2が出るようにしかなっていません。そう
いうふうに考えると、リサイクルと言葉では大事なことですが、実態としては残念なことにな

っています。そういうところも考えて評価しなければいけないと思います。

＜吉田委員長＞

お渡ししていないのですが、収集したプラスチックを循環的にどう利活用しているのか日本

容器包装リサイクル協会の資料もあります。ただ、最初の議論に戻ってしまいますが、基本的

に CO2を出していることに間違いはありませんので、発生源抑制を目指す事が第 1の目標とな
ります。次のステップとして、室蘭独自で分別収集して削減することにお金をかけて取り組む

のか、それとも他のところにお金をかけるのかということを決める必要があります。ここで一

旦プラスチックの話は終わりにします。

②西いぶり広域連合負担金について

事務局より 資料 2「西いぶり広域連合負担金について」を説明

＜吉田委員長＞

ありがとうございました。今の説明について、裏面を見ていただくと室蘭市の負担割合の金

額が掲載してありまして平成 30年度で約 7.7億円となっています。内訳としましては、ごみ処
理施設が約 6億円と非常に大きく、最終処分場が約 2,300万円、リサイクルプラザが約 750万
円、余熱利用で約 3,200万円とそれぞれの割合について具体的に提示して頂きました。
これまでの推移から平成 31年度以降の見通しとしましては、地方債の償還分は新しい施設が
できるまで増える見込みはありません。ごみ量も年々減少しているので、経費の増加は考えに

くいです。最終処分場等の施設の経費が工事などの関係により急に変動する可能性はあります

が、新施設が完成するまでは大きく変わることはないのかなと思われます。

＜亀田副委員長＞

今、資料を確認したばかりで細かいところまではきちんと考えられていないのですが、まず

は新しく建設する施設は、ちゃんとした会社、ちゃんとした設備と契約をして頂く必要がある

と感じています。後になってから訴訟などで、考えてもいない費用が発生してしまうといった

ことが起きないようにしてもらいたいと思います。私たちの税金が使われており、一生懸命ご

みを減量しても、そういうのがむなしくなるような経費がかかってしまうのはやりきれません

ので、これをどなたに言ったらいいのかはわかりませんが、今後はきちんとやっていただきた

いと思います。

＜西畑委員＞

環境省の年次の報告などを見ていてもわかりますが、リサイクル率を高めれば、それだけ資

源物を運搬するため運搬費用は大きくなってしまいます。しかしながら、それはごみの減量に

繋がり、大きな施設ではなく小さな施設で処理することができるようになります。そうすると、

中間処理施設の維持管理費用、建設コスト、最終処分場などの管理費用などの固定費を削減す

ることができます。リサイクル率を上げる必要があるとこの資料を見て考えています。
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吉田委員長より先ほど説明がありましたが、平成 25年度から見るとごみの総量は 2,500トン
も減っています。室蘭のごみはかなり減ってきていますが、そもそもメルトタワーは現在より

も多いごみ量を前提として建造されているので、現状ではオーバースペックになっているので

はないかと思います。例えばですが、建設費用が 100億円であれば、20億円は過大な設備費用
であり本来は必要なかったのではないでしょうか。最終処分場等の他の施設も規模が大きくな

ると相応に経費がかかってしまいます。そういった費用は収集運搬費用の比ではないのではな

いかと考えております。

＜亀田副委員長＞

小さなことですが 1点だけ、最終処分場の残容量はあと何年分なのでしょうか。

＜吉田委員長＞

50年くらいだったかと記憶しています。正確な数字はすぐには出ませんが、10年ではなく、
20年でもありません。30～50年くらいであったかと思います。現在の焼却灰は非常に少ない
ので、焼却炉の焼却方法などが変更になると変化する可能性はありますが、20年以上 50年未
満くらいの余裕はあるものと思われます。もし正確な数字があれば事務局よりお願いします。

＜事務局＞

最終処分場の埋立残容量が平成 30年 3月末時点で、976,180立方メートルです。処分場全体
の容積は 1,300万立方メートルとなっています。

＜吉田委員長＞

参考資料で出していた写真を見ますと、家庭から排出されたものではなく、事業系で排出さ

れているものだと思われます。この検討委員会では家庭系の話を主にしていますが、事業系一

般廃棄物の分別収集についても課題があると思われます。

これで、西いぶり広域連合負担金関係の話は終わりにしたいと思います。

（2）ごみ処理・リサイクル事業の見直し案について

事務局より 資料 3「ごみ処理・リサイクル事業の見直し案」を説明

＜吉田委員長＞

この委員会では様々なテーマで議論してきましたが、気になるところをまとめてもらいまし

た。必ずしもこの見直し案のとおりに進むわけではなく、先程西畑委員からありましたように

プラスチック製容器包装を見直しするかどうかを含めてこの委員会で検討するものです。この

表の中でもしかしたら情報がもう少し欲しいなどといったことがあれば付け加えてもらい、メ

リットとデメリットを確認した上で、委員会として市に助言し、やって頂くという事ができれ

ばと考えています。資料 3を見て何かありましたらお願いします。

＜亀田副委員長＞

使用済み小型家電のリサイクル率が下がっていますが、これはどういった理由でこのように
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なっているのでしょうか。

＜事務局＞

引き取り業者に再生品重量が下がっている件について尋ねたところ、最近はスピーカーのよ

うな周りが木でできており、基盤も小さいような物も多く出されており、それが原因であると

いう回答を得ています。使用済み小型家電の詳細な内訳については、把握していないため、確

認できるようでしたらご報告いたしたいと考えております。

＜亀田副委員長＞

わかりました。ありがとうございます。

＜森川委員＞

見直し案が出ておりますが、第 1回検討委員会の初めに行財政改革の一環として取り組むと
いう話がありましたが、負債の金額はいくらだったでしょうか。その金額を財政再建のために、

なにかしらの市民サービスの低下というのはやむを得ないとは思いますが、どこまでであれば

市民の皆さんにお願いしますと言えるのかが大切になってくると思います。

表の一番下には、受益者負担を 50%にすると 4.5円というちょっと驚いてしまうような金額
が示されていますが、ここまでしなくては行財政改革の目的を達成できないのかどうなのか教

えてもらいたいです。

もうひとつ、食品ロスを減らしましょう、ごみの減量をしましょうという努力目標がありま

すが、収集方法について、現状では燃やせるごみが週 2回とありますが、もしごみ処理手数料
が上がればごみの減量がなされ、週 1回の収集で足りるようになるかもしれませんので、そう
いうバランスを考えていかなければならないのかなと思いました。また、そうしたときには歳

入の減も表れてくるのかもしれないとも思いました。とりあえず、行財政改革の目標金額を教

えてください。

＜事務局＞

第 1回検討委員会で示しました平成 29年 3月に策定した行政改革プラン 2016では、平成 29
年から平成 33年までの 5ヶ年の累積で市全体で約 18億円が見込まれるため、あらゆる分野で
削減し解消を目指すということとなっております。

＜安部委員＞

ちょっとよろしいでしょうか。1番最後に財源の確保とありますが、第 1回目の検討委員会
の翌日に新聞でごみ処理手数料の値上げ検討というタイトルで 1面に掲載されていました。そ
のときの議論では値上げを主とはしておらず、議論も大半はそういったものではないのにもか

かわらず、そのように掲載されていたことから違和感を覚えてしまいました。これはごみの減

量とごみ処理手数料の値上げを並列で考えてしまっていることの弊害ではないかなと感じてい

ます。あまり多くは調べられてはいませんが、京都では 12年間でごみ量が半減した、名古屋で
は 2年間でおよそ 3割の削減ができたという成功例を見たり聞いたりしましたが、やはり食品
ロスについては 2年間でここまでしたい、ごみの減量は 5年でここまで目指したいという目標
があって、その上で判断するという事が一般的ではないかなと考えており、現在の両方を兼ね
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合わせながらどっち行っても意味ないな、ゆくゆくは値上げしますというやり方はどうなのか

なと考えています。本来であれば、ここまで努力をした上で検討をしたいというように考える

のが重要なのではないかと考えています。

＜吉田委員長＞

この委員会として、ご指摘のとおりの方向で進めていきたいと考えています。私も亀田副委

員長も、有料化の際にも検討を行っていましたが、0円が 80円になるという事で市民の反対も
多かったのですが、一番多かった意見としては、現状でごみの減量やリサイクルを行っている

のか、行った上で有料化としているのかというものでして、この意見については非常に注目が

ありました。そのため、当時の議論では有料化で得られた手数料について、基本的にはリサイ

クルに使うというものになったかと思います。

＜亀田副委員長＞

ごみの減量やリサイクルを行っているのかという意見も確かに多くありましたが、私たちの

議論では、むしろ有料化することでごみとして排出せず、リサイクルに回してもらうことでご

みの減量とリサイクルを推進したい、その道具として有料化が使えないかという議論になった

かという記憶です。今回につきましては、以前ほどの衝撃がないため、もっとリサイクルしよ

うと思えるような仕組みやきっかけを仕掛けてから値上げとする。もしくは、リサイクルを多

くする人は手数料を下げるというようなことで進めていかないと、ただお金が必要なので値上

げしますというだけでは、マイナス面だけが強調されてしまうと思います。

＜森川委員＞

先程の話の続きとなりますが、登別市では令和 3年度より現状の 5割増しである 3円に値上
げしたいということで、12月 17日から 3日間で住民説明会を開いています。私も関心があっ
たので登別市の連合町会の方に聞いてみたところ、2年前にごみ処理施設をクリンクルセンタ
ーにするか西いぶりの広域連合に入るのかということで議論を行ったところ、圧倒的多数の市

民がクリンクルセンターを支持したとのことです。そして今回、受益者負担が 20%を下回るこ
とから値上げがやむを得ないとして、今回の住民説明会を開催したところ、条件付きでという

意見もありましたが、反対する者はほとんどいなかったようです。このように、行財政改革も

大事なことではありますが、市民が納得するような方法をもって、食品ロスの問題やプラスチ

ック製容器包装の問題、ごみステーションの問題を総合的に判断して、受益者負担を上げたと

きに何で上がったのかを説明して納得してもらえるようなことができるようにしてもらいたい。

ごみステーションについても登別市ではだいたい 20世帯で 1箇所を使用しているようです。
室蘭市は資料にあるとおり 7.9世帯で 1箇所を使用しているので、登別市のステーション数は
室蘭に比べかなり少なくなっています。登別市は室蘭に比べ坂が少ないことが要因であり、市

民からも特に意見は出ていないようです。その辺も含め、ごみステーションのあり方について

も市民に説明して理解してもらい、それから手数料の適正化が初めて検討できると思います。

＜西畑委員＞

先程、菊池委員から生ごみの話が出ていましたが、私もこの検討委員会に出席するにあたり、

自分の排出するごみの量を計測するようにしています。その結果、生ごみは各家庭から月 10
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キログラムは排出されているのではないかなと思います。生ごみは当然水分を含んでおり、水

切りをしてから排出するようにと市の啓発活動もありますが、これの処理方法から始めるべき

なのではないかなと考えています。室蘭市には約 4.5万世帯ありますが、全てが戸建てで庭が
ありコンポストなどで処理できるとは考えておりませんが、1,000世帯でも 2,000世帯でも協
力してもらうことで相当な量になると思います。こういったところについて、市民に説明した

りコンポストやより機能の良いものを安価で提供したりするなどの方法で、市民と一体となっ

てごみを減らすために、市はこういうことを考えている、市民はこういった取り組みをしてい

るというような関係を続けていかなくてはいけないと思います。持続可能な社会を作るために

ごみを減らそうとしているが、長期的な目標を立てて様々なアプローチから実績を立てていき、

それを後世の時代に残すのかというところまで考えていかなければいけないのではないかと考

えております。その一つのとっかかりとして、生ごみの減量があり、排出量を減らすことで先

程もありました新施設の規模を小さくでき、施設の固定費も少額で済ませることができるので

はないかと思います。

＜吉田委員長＞

ありがとうございます。全般的な話で構いませんので、山内委員から何かありますか。

＜山内委員＞

気になることがあるのですが、リサイクルの量は年々減ってきていますよね。これは、我々

のようなリサイクルに取り組んでいる方々は関心があるから協力をしていますが、他の一般の

市民は協力をしていないように感じています。資源ステーションを見ていると、ふたが付いた

ままのビンや他の種類のものが混ざったまま排出されているのを見かけることもあり、一般の

市民はあまりリサイクルに意識が向いていないのかなと感じてしまいます。今回の事業見直し

案をみて、現在よりもっと啓発活動をしなければ一般の市民の意識は向いてくれないのではな

いかなと思います。

＜吉田委員長＞

ありがとうございます。塩越委員は何かありますか。

＜塩越委員＞

森川委員がおっしゃっていたように様々な問題について総合的に判断した上で、この見直し

案を基にして、市民や事業者への周知・啓発といった取り組みについて、この検討委員会の場

で意見を出し合い、確認しながら進める必要があると思います。プラスチック製容器包装の収

集を開始した時に市民の中に入って周知していたのを見ていますので、手数料の値上げについ

ても同様に説明・周知していただけるものと考えております。

＜吉田委員長＞

ありがとうございます。家庭系とは見方が変わってくるとは思いますが、菊地委員から何か

ありますか。
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＜菊地委員＞

時代の流れと言いますか昔と今を比べると、市の財政が厳しい、人口も減少しているという

中で何らかの見直しをしなければならないと思います。財源確保というところで、このような

検討内容になっていますが、全体として改善していく必要があり、その中の一つがこれである

という捉え方が必要になってくると考えています。理想論になりますが、まずは市と市民がこ

ういうことに取り組まないと変わらないということが見直し案にありますのでまずは取り組む。

そして取り組んだけどもダメだったときに、段階的に手数料に移っていくことができないかな

と考えています。資料では一覧になっていますが、優先順位をつけて取り組んでいきたいと考

えています。

事業系では食品ロスについて話がありましたが、それよりも排出量が多いと感じているのが

紙です。以前からペーパーレスという話題は出ていましたが、なかなか行われていないのが現

状です。国からもデジタル化を推進するよう話がきており、申込書ひとつとっても紙が 1枚必
要であるところを、パソコンやスマートフォンを使用することで紙を使用せずに済ますことが

できます。こういった取り組みを事業所で推進していく必要があると考えております。

＜吉田委員長＞

ありがとうございました。全般的な意見をいただけましたが、特にごみ処理手数料について

は順序や優先順位は後ろとなり、上のごみ減量・収集業務負担軽減に優先して取り組み、その

後に更に必要だという場合に取り組むことになるかと思います。先程もありましたとおり 5年
で 18億円もの赤字がありこれを減らす必要はあるのですが、値上げありきで進めるには時期尚
早であるということです。

資料 3に記載されている内容について各委員よりいくつか意見を頂きました。プラスチック
製容器包装の問題などいくつか課題や意見の違いもあったとは思いますが、次回の検討委員会

の場で委員会としての判断をするために、たとえばプラスチック製容器包装を有効利用したと

きの CO2の排出量の中身などがちょっとわからなかったことなど、判断材料として必要となる
データがあればお願いします。簡単に言いますと、プラスチック製容器包装についてのメリッ

ト・デメリットについてまとめてもらい、それを均等に見て現時点で見直しが必要かどうか判

断していきたいと考えていますので、まずはこれだけのデータがあれば判断できるというもの

があれば教えてください。

先程から、ごみ処理手数料の値上げやごみの減量、収集頻度の削減といったマイナス面に見

える話題ばかりが出ていますが、サービスの拡充についても検討が必要であると考えています。

たとえば、収集頻度の削減についても、削減した分を森川委員からありましたように排出弱者

への対応やサービスの拡充に充てる、プラスチック製容器包装の収集や集団回収の助成を廃止

したとしたら、その浮いた経費で他の事業を拡充したりコンポスト設置を助成するといったこ

とです。この委員会ではただサービスを縮小していくという方向だけではなく、ある程度それ

をサービスの拡充などのプラスに変えていくといったことを検討する。そのためにこの資料 3
の見直しを行う上での課題・役割分担に書き込み、次回の検討委員会で検討･見直しを行いたい

と考えています。

＜事務局＞

よろしいでしょうか。課題などを含めて優先順位をつけるということで了解しました。必要
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なデータがあれば遠慮なくお願いします。

さて 1点だけ、どれも見直しまでに時間を要するものですが、その中で収集頻度の見直しに
あります祝日のごみ収集休みについてですが、事務的な作業の話で申し訳ないのですが、翌年

度のごみ収集カレンダーを 3月の広報紙に挟んで各家庭に送付していますが、これの締め切り
が年明けすぐにあることから、収集頻度を削減して問題ないという方向性で検討委員会の皆さ

んの同意が得られるのであれば、事務局としても、祝日のごみ収集を休みとし、ハッピーマン

デーなどの課題を考慮した上で翌年度の収集カレンダーを作成したと考えておりますが、いか

がでしょうか。

＜吉田委員長＞

収集頻度の見直しということで、既に今年のゴールデンウィーク中に収集休みを頂いてまし

て、収集作業員の負担軽減にもなっていたと思いますが、齊藤委員からはどうでしょうか。

＜齊藤委員＞

先月、室蘭民報の記事にあったのですが、旭川市では LINEを利用してごみの捨て方につい
て教えてもらえるというサービスができたとありました。室蘭市でも同様にこのごみを捨てた

いと入力することで、捨てるごみの種類や頻度について答えてもらえるようなものを検討して

もらいたいと考えています。

そして、話にもありました収集の休日休みについてですが、今年のゴールデンウィーク中に

2日間だけお休みをさせていただいたわけですが、祝日全てを急に休みというわけにはいかな
いと思います。また、皆さんも言ってますようにまずはごみの減量をしてからでなくては、休

んで回収しなかった分が次回の収集時にきてしまいます。なので、収集日の休みについてはご

みの減量と一緒に進めていくということと、今後については次回以降にも議論をさせていただ

ければと考えています。私の考えとしましては、5月の 4日(月)と 5日(火)、9月の 21日(月)と
22日(火)を休みとしていただければ何よりと考えています。それ以上については、検討委員会
の皆さんと検討を重ね、ごみの減量ができてからと考えていますのでよろしくお願いします。

今、苫小牧では家庭の戸別収集を行っていますが、たしかに 30メートルも出せないという高
齢者の方も増えてきていると思いますので、福祉と共に考えながら検討していきたいと考えて

いますので、よろしくお願いします。

最後に、総務省より 11月の末に単身高齢者のごみ出し支援として自治体経費の半額交付とあ
りましたので、そのあたりも検討しながら高齢者に優しい街づくりを進めてもらえればと考え

ております。

＜吉田委員長＞

ありがとうございます。先程、事務局からありました収集カレンダーの決定についてですが、

どこまで決めたいと考えているのでしょうか。

＜事務局＞

今年度の祝日休みにつきましては、試行ということで去年の初め頃に協議し決定いたしまし

た。来年度につきましては齊藤委員からありましたように、皆様から問題がないようでしたら

年間で 4回の祝日休みを想定しています。
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＜齊藤委員＞

祝日の休みについては、ゴールデンウィーク中に 2回と秋の 2回をお願いします。また、休
みも月曜火曜と並んで祝日となっている日が望ましいです。今年度のゴールデンウィーク中の

祝日休みでは特に支障はなかったので、とりあえずは春と秋の 2回をお願いします。

＜吉田委員長＞

方向性としては、来年度は今年度よりももう少し拡充するという事でよろしいですかね。た

だ、カレンダー上減っていることについて市民への周知と休み明けに一気に排出しないように

呼びかけていくことは必要になると思います。

＜事務局＞

今年度の祝日収集休み中にも、収集がなくてもごみを出しているケースが見受けられたため、

しっかりと周知をはかっていきたいと考えています。

＜菊池委員＞

よろしいでしょうか。しょっちゅう燃やせるごみを排出する必要があるのは生ごみであると

考えています。といいますのも、私の場合は生ごみはコンポストで処理しているため、燃やせ

るごみは月に 1回しか排出しないで済んでいます。全ての家庭で実施することは難しいと思い
ますが、せめてお庭のある家庭向けにコンポストの補助金を用意して広めてもらいたいと考え

ています。

＜安部委員＞

コンポストについてなのですが、小型のものはあるのでしょうか。私の自宅の庭では一般的

なサイズでは大きすぎて設置が困難です。

＜西畑委員＞

何年か前に段ボール製のコンポストがありました。

＜安部委員＞

もしコンポストの助成をするのであれば、一般的なサイズだけでなく、小型のものも併せて

助成するよう検討していただきたいと思います。

＜吉田委員長＞

燃やせるごみの約 2割が食品ロスでその倍くらいが食品ロス含めた食品廃棄物となっていま
すので、ここを減らせると劇的に減量が目指せると思われますので、ターゲットとして設定し

減量を行う。この時にプラスチック製容器包装を廃止して、その分の経費を充てて助成すると

いうことも考えることができるかもしれません。先程、亀田副委員長よりありましたが、有料

化時には減量のインセンティブとなり、かなりコンポストを設置する家庭が多くなり、ごみを

出さないように気を使う方が多くなった印象があります。それから段々とごみ処理手数料に慣

れてくると手間がかかることから、お金を出すことのデメリットと手間がかかることのデメリ

ットの比率が変わり、ごみとして出すことのデメリットが低くなりコンポストを使用しなくな
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ってしまったと考えられます。そういったバランスであるので、有料化というのはリサイクル

やコンポストの利用に向けたインセンティブとしてはいいと思います。なので、そういった施

策と値上げのタイミングが合えば大きな値上げでなくとも大きな効果が見込めるのではないか

と考えます。

皆さんの意見を全ては拾いきれませんでしたが、それぞれがこうやった方がいい、優先順位

はこうだといった意見がありましたので、そういったところを資料 3を中心として見直しても
らい、次回の検討委員会ではこの資料 3とやるべきこと、結論のなんとなくわかる補足資料を
1枚付けてあればいいのかなと思います。また、第 2回目までの資料も使用する可能性があり
ますので、それらを見て見直し案を検討していけたらと考えています。

また、こういったデータが欲しいといったことがあれば、事務局までご意見いただければ、

次回の検討委員会で検討しやすいかと思います。

＜亀田副委員長＞

確認ですが、今日決めなければいけないのは祝日の収集休みについてですが、委員の皆さん

はよろしいということでお間違いないでしょうか。

(よろしいと呼ぶ者あり)

わかりました。では、単身の高齢者などの課題については今後も引き続き検討を行っていく

ということですね。

＜吉田委員長＞

そうですね。検討すべき課題ということでご提案いただければと思います。では、次回まで

に全体で資料を確認していただいて、次回の委員会で結論を出したいと考えています。事務局

より何かありましたらお願いします。

＜事務局＞

検討委員会の開催回数及び次回開催予定日を報告します。開催回数につきましては、第 1回
検討委員会内で検討委員会設置要綱をお渡ししており、その中で委員の任期につきまして、第

2条に掲げる事務が終了する日までとしており、第 2条では皆様にご検討頂いている見直しが
終了するまでとしています。現時点では、第 4回がどの程度まで進められるのか予想できない
のですが、第 5回、第 6回とお付き合い頂く可能性がありますので、その時には再度ご連絡さ
せて頂きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

また、次回の開催予定日につきましては、2月の中旬を予定しております。委員の皆様には
これまで同様にご出席頂ける日時について伺いたいと考えておりますので、そちらも併せてよ

ろしくお願いいたします。以上になります。

＜吉田委員長＞

この検討委員会については継続審議となって年度を越す可能性があるということですので、

ご了承ください。年末のお忙しい時期にもかかわらずお集まり頂きありがとうございました。


