
第 2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 10月 15日（火）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、遠藤委員、西畑委員、山内委員、鈴木委員、塩越委員

市側：杉本部長、北川課長、鈴木主幹、櫻井係長、谷口主任、菊地、古道

議 題 市民アンケート調査結果報告

室蘭市のごみ処理・リサイクル事業の課題解決に向けた検討

傍 聴 者 市民 5名、報道関係者 2名
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1. 開会・報告

（省略）

2. 議題

（1）市民アンケートの調査結果について

事務局より資料 1「ごみ処理・リサイクルに関する市民アンケート調査結果」を説明

＜吉田委員長＞

ありがとうございました。全部で 25ページもの報告書で、全てはご紹介頂けませんで
したが、かいつまんで大事なところだけご説明頂きました。前回の委員会でも市よりご

説明頂いていましたが、なかなかごみが減らないこと、ある程度でリサイクル率も止ま

って動かないこと、それから収集作業員の負担がだんだん上がってきて、なかなか人員

を確保することが難しいという話がありました。ごみの処理費用についても、行政改革

の一環として見直しが必要ということで、その 3点に沿った沢山の項目をご説明頂きま
した。

ご説明頂いた内容でご質問、ご意見があればご発言頂きたいと思います。何かござい

ませんでしょうか。

＜菊池委員＞

6ページのプラスチック製容器包装の排出回数について、排出してないという回答が
25.8％ありますが、この排出してないというのはどういう意味でしょうか。買い物をした
ら必ず出ると思いますが、排出してないということは他の物に紛れて排出しているとい

うことでしょうか。

＜事務局＞

たしかに買い物をした際にプラスチック製容器包装として分別して排出できるものは

出てきますが、そのようなものを分別せずに燃やせるごみとして出している場合を想定

しこの回答項目を設けました。そして、この質問で排出していないと回答された場合は

燃やせるごみとして排出しているものと判断しています。

＜菊池委員＞

ありがとうございます。
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＜吉田委員長＞

他にご質問ある方はいますか。調査結果を見た感想としては、燃やせるごみを大体ど

こも週 2回出しているとか、月曜日にたくさん出す場合が多いなど、質問の内容は他の
調査と似ていますが、理由までお聞きすることはなかなかありませんので、何か全体的

に気になる調査結果があれば。

質問がないようですので、私から 1点。13ページの問 10と 11についてです。先程の
質問にもありましたが、出し方が分からないという回答について、市に問い合わせをす

れば分別方法は分かると思いますが、市へ分別の方法に関するお問い合わせというのは

普段どのくらいあるのでしょうか。

＜事務局＞

普段のお問い合わせでは、分別の仕方が分からないといったお問い合わせはほとんど

聞いた覚えがありません。

＜吉田委員長＞

そうすると、この分別が分からないという人は市へのお問い合わせをせず、先ほどの

プラスチック製容器包装のように燃やせるごみとして排出しているとか、あるいは分か

らないものについては自分の判断でごみとして排出してリサイクルには向かっていない

というケースが多いと考えてよろしいですかね。

なぜこのような話をしたかと言いますと、ごみ減量の可能性として目標を設定するた

めでして、私が調査結果を見た限りでは広報も見ていない、パンフレットも見ていない

ように感じます。町内会に入っておらずアパートに住んでいる学生の場合だと、パンフ

レットやごみ収集カレンダーが配布されていないところもたまにあるようで、市では積

極的に配布していますが、そういう情報が全く無い方がいちばんのごみ減量のターゲッ

トと言えると考えています。そのような方にやって頂くことは、非常にごみ減量がしや

すいため、広報やそのあたりの課題について質問してみても良かったのかなと思います。

何か他に、ご説明の中で分からない事があればお願いします。

＜森川委員＞

町内会の森川です。委員長から、広報むろらんが行き渡ってないのではないだろうか、

それが原因でごみの分別方法が分からないのではないだろうかという話がありましたが、

広報むろらんが全世帯に行き渡ってないという問題もあります。聞くところでは、5,000
世帯ほどが行き渡っていないという話もありますし、その場合は広報むろらんに折り込

まれている分別パンフレットや収集カレンダーが届いていないと考えられます。そうす

ると、ごみについて分からないという市民が多くなります。

他にも、今回のこのアンケートについても回答率が思ったより低いと感じました。70％
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くらいの回答率かなと思ってましたがこのような数字なものですからね。市民に関心が

無いのか、それともこのアンケートが難しくて回答できなかったのかもしれません。我々

は知っているので今回のアンケートに対して答えは書けますが、答えすら書けなかった

人もいたと思います。

もうひとつ関連がありますが、委員長が言われましたようにこの委員会のひとつの大

きな目標として行財政改革があるということです。そうすると、如何にごみの減量を進

めていくのかとか、場合によってはごみ袋を値上げして負担する税金を少なくするとい

った方法を採っていく中で、弱者にも目を向けていかなければならないと思います。

例えばこのアンケートの問 24ですが、この収集回数を減らしたことにより何か影響が
ありましたかという質問についてですが、回答では「家の中がごみで溢れた」という回

答が多くありました。これは狭い家だとか、ごみを物置に置けないというお宅の人もお

りまして、我々の町内会で訪ねますと、ごみの臭いがする家もあるんですよね。そうい

う人達への解決策も考えないと、収集回数を減らすとか、ごみのステーションを集約す

るという時に問題が出てくるのかなと思います。こういった問題もこれから掘り下げて

いかないとならないと感じています。

＜吉田委員長＞

広報の未配布率について、1割なのか 5％くらいなのか市で調査したことはあるんでし
ょうか。先程 5,000世帯くらいという話もありましたが、市では公式にそういうデータ
は無いのでしょうか。

＜事務局＞

広報の担当ではないのですが、森川会長もご存じのように町内会の加入率が現在 6割
ぐらいとなっておりまして、町内会に入ってない方に対しては町内会にお願いして広報

を配布して頂いておりますが、配布してない所もありますので、そういった部分では普

段目にしないというお宅もそれなりにいらっしゃるかと思います。ただ、戸別配布はし

なくても市の施設などに広報紙は置いてありますので、自由に持ち帰りすることも出来

ますので、そういった部分では知る手段は広報紙なりホームページ含めてあると捉えて

いますが、いずれにしても啓発については引き続き検討が必要であると考えています。

＜吉田委員長＞

ありがとうございます。次にアンケートの回答率が 35％についてですが、私や亀田先
生もよくアンケート調査を行いますが、回答率は 30％～40％ほどでして、戸別訪問でお
聞きするとかするとかなり回答率は上がりますが、やはりパンフレットや封筒の見た目

とかでかなり影響されるので、なかなか 30％～40％を 50％に上げるのはちょっと難しい
と思います。私は回答率は比較的高かったと考えており、回答結果も人口分布とかなり
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変わってると調査結果は違う物になってしまいますが、今回はほとんど合っていたとい

うことで、良い調査結果が得られたと思います。

ごみの減量の話だけしてましたが弱者対策というところで、町内会でごみを排出しに

くい、例えば一人暮らしとかのご家庭について、町内会でもご覧になることはあるんで

すか。

＜森川委員＞

前回もお話ししましたが、やはり今高齢化率が上がっており、室蘭では 38％という高
齢化率の中では調査結果の中にも書いてありましたが、ごみステーションまでの距離が

離れてくるとごみが排出しづらいということと、室蘭特有の山坂が多いという地理的条

件から、うちの町内会でもそうですが、階段を降りて排出する際にあのお年で大丈夫な

のか、本当に排出できているのかということについて、私達ももう少し町内会を調査し

てみようと思います。ごみステーションまでごみを持って行くというと、やっぱり今 70
代、80代の人、特に蘭西方面では 50％ぐらいが 65歳以上という様な状態になっている
ものですから、やはりそういうところは委員長が言いました弱者という形になるのかな

と思います。

ごみを周りの 1軒、2軒で排出しているとか、ちゃんとごみステーションまで排出でき
ているとか、色々な方法を採ってると思いますが、この中で調査結果にあるように、鉄

製のカゴが多いとか、収集回数を減らしたところごみステーションから溢れたという回

答があると、このごみステーションをある程度改善すると、また別な方向で良くなるの

ではないかなと思います。例えばですが、街路灯をつける時に市から補助金が支給され

るといった、他にも様々な形で補助制度がありますが、ごみステーションの場合は補助

制度がありません。補助をつけて、ある程度容量があり長持ちするごみステーションの

設置を補助するという様な形で、町内会などに働きかけると改善できると考えています。

また、弱者で 10mも 5mも歩けない様なお年寄りの対策をどうするかということも検
討する必要があると考えています。先程のことと合わせて検討する必要があるのかなと

思います。これから先も人口に対する高齢者の割合は、現在よりもまだ 5％とか 6％とか
増えていくと思われるので、その辺も検討してもらいたいと思います。

＜吉田委員長＞

ありがとうございます。事務局よりお答えを頂くと言うよりは、課題を分かりやすく

ご説明頂けました。ごみステーションが多いというのは前回の委員会でもありましたが、

ごみステーションの整理と同時に弱者対策も行う必要があるということ、新しく設置す

る際に市から補助を行い、整理することも出来るということですね。他に何かあればお

願いします。
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＜西畑委員＞

プラスチックのリサイクルについてですが、約 8割の方が月 1回排出という調査結果
になっています。近所の方々に聞いたところでは、分別する時にパックを洗う必要もあ

り、同じ可燃物ということで燃やせるごみとして排出してるという方も結構いました。

指定ごみ袋の値段を安くしてインセンティブを働かせてリサイクルを進めるという観点

での意見は無かったのかなと思います。

現在も変わりないこと、室蘭市のリサイクル率が年々下がってきてるという観点から、

こういう所ではインセンティブ効果を狙って、差をつけても良いと考えています。また、

調査結果の自由記入に寄せられたご意見の中には、リサイクルについては無料に、とい

う意見もあります。ここまで出来るのが理想ですが、そうもいかないと思いますので、

とりあえずそういう意味でのインセンティブを働かせるという観点の意見は全くなかっ

たのだろうかということと、この辺どうするかということについて現時点で分かってい

る事があれば教えて頂きたいと思います。

＜吉田委員長＞

ご質問のあったプラスチック製容器包装について、リサイクルというカテゴリーでは

例えば他の容器包装リサイクルと同様に無料にするという考え方もありますが、他都市

では、特に札幌では確か透明な袋で排出できて値段も無料ですが、室蘭市の考え方とし

てはどうなんですかね。現状では室蘭市は他のごみと同様に 40リットルで 1袋 80円と
していますが、その見直しというのは今まで検討されたことがあるのか教えて下さい。

＜事務局＞

ピンク色のプラスチック製容器包装の料金につきましては、燃やせるごみと燃やせな

いごみと同じ値段となっております。プラスチック製容器包装のみを値下げすることで

現在よりプラスチック製容器包装の排出がより多くなるということは、結果としてあり

得ると思います。ただ、今回のテーマにもなっているとおり、元々行革ということで見

直しがスタートしておりますので、この後の資料で説明予定ですが、ごみ処理手数料に

いきなり手をつけるのではなく、まずは歳出の削減を目指すという意味で、市民の方に

はまずはごみをなるべく出さないようにして頂く。そのために、どうすれば良いかとい

うところを、各分野から来て頂いております委員の皆様に様々なご意見を頂ければと考

えております。

＜吉田委員長＞

私も様々な自治体でのプラスチックのリサイクルについて話を聞きますが、費用対効

果ではペットボトルもそうなんですけど空気を運んでる様なものなので、収集費用がす

ごく高くなります。室蘭市の場合は現在ごみ収集車で回収しているため、リサイクルに
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回すということになると、実は収集費用の所がネックになってまして、リサイクルは全

体的なコストが高いこともあり、無料にすると市の持ち出しとなりプラスチック製容器

包装が売れればいいんですけども、なかなか良い値段で売るのは難しいというのが昨今

の状況です。ご存じの方もいらっしゃると思いますが、産業系の廃プラスチックの処分

が中国に行けなくなり、廃プラスチックの引き取り価格がどんどん下落している状況で

す。もしかしたらリサイクルするよりは普通の焼却炉で燃やして熱を回収する、つまり

燃やせるごみに入れるということになりますが、そのように踏ん切るところもあるかも

しれません。廃プラもその他プラも全部リサイクルすべきかどうかと言ったら議論があ

るところですが、これは後ほど資料もありますので皆さんにはこの委員会の中で、是非

ポイントとして検討して頂きたいと考えています。

調査結果はなかなか全て見きれていないかとは思いますが、もう一度後で見て頂いて、

もし委員会の最後までに疑問等があれば引き続きご質問、ご意見等頂きたいと思います。

それでは議題(1)の質疑応答はこれで終了し、次の議題に移ります。
次に議題(2)の室蘭のごみ処理・リサイクルの現状と課題について、まずは室蘭市のご

み処理・リサイクル事業一覧という資料があります。それから道内の他都市との比較と

いうことで室蘭市の現状を比較した資料があります。それでは事務局よりご説明をお願

します。

（2）室蘭市ごみ処理・リサイクル事業の現状と課題について

事務局より資料 2「室蘭市ごみ処理・リサイクル事業一覧」
資料 3「道内他都市との比較」 を説明

＜吉田委員長＞

ご説明頂いた資料 2について、これがこの委員会で特に焦点を合わせて検討するとこ
ろになります。金額の話で言えば、例えば 2番のプラスチック製容器包装の回収と収集
単価が右側の欄にあるとおり事業費ベースで 1トンあたり 19万円。12番の右側の欄に
ある事業費ベースでは 1トンあたり 2万円であり、ほぼ 10倍ぐらい差があります。これ
は、普通の収集で燃やせるごみとして廃プラスチックを出した場合と、リサイクルのた

めに別収集した場合ではこれだけの差が出てしまうということを表しています。リサイ

クル自体は非常に良い事なんですが、行き先が同じような熱回収だとするならば、もし

かしたらこれは整理した方が良いのかなという考えも出てきます。自治体によって様々

な検討はされますが、数字で示されたということですね。

次に 1,2,3番がこの委員会で重要視されているところになっておりまして、大体どの費
用も 1千万円以上がかかっており、全て合算すると手数料を抜いたとしても 2億 6千万
円くらいとなります。下の 4番から 12番まで合算すると 6億 7千万円くらいとなり、両
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方足すと大体 9億円となり、先程のアンケートの中で室蘭市のごみ処理費用が 9億円と
いう数字ありましたが、それに近い数字となります。

資料 3についても併せてご説明頂きましたが、ポイントは室蘭市の場合はごみステー
ションの使用人数が非常に少ないという点です。つまり、1ヶ所のごみステーションを何
人で共有するかというところでは、室蘭市は 14.5となっていますが、登別市だと 27.8と
室蘭市の倍ぐらいの人数で 1ヶ所のごみステーションを共有してるということですね。
苫小牧市も 19なので室蘭市より多い人数で使っていることがわかります。
次に 1番右側の枠で、１リットルあたりのごみ処理手数料について。先程アンケート

の中で値上げの話もありましたが、室蘭市の場合は 40リットルで 80円、1リットルあ
たりで 2円になりますが、高いところでは 7番の帯広市が 1リットルあたり 3円となっ
ており、40リットルで 120円になります。網走市や士別市も同様ですね。室蘭市の 2円
というのは平均的な金額ですが、他にもっと高いところもあります。

ここまで数字の話が多くありましたが、ご質問、ご意見があればどうぞ。

＜森川委員＞

資料 2の 2番についてですが、確かにこのプラスチック製容器包装の経費への対応は
これから検討することになると思いますが、20年ほど前にこのプラスチック製容器包装
をリサイクルするのでピンクの袋で分別して収集しますという時に、リサイクルや環境

問題というものが大きく取り上げられておりまして、地域ではそれに協力しましょうと

いうことでプラスチック製容器包装を分別するようになりましたが、10年近く前からこ
れは本当にリサイクルになるんだろうかとか、役所の方はこれはならないと言っている

よと言われるようになりました。もしくは、今の焼却炉は非常に良いもので、プラスチ

ックなんかを燃やした際の高熱が出ても問題ないというようにも。

この場合、分別しなくてもほとんど問題が無いばかりか、逆にこのプラスチック製容

器包装が燃料になるからその方が良いのではないかということで、私も妻にプラスチッ

ク製容器包装の分別をやめて燃やせるごみに入れないかと相談しましたが、市が分別す

るように記載しているということで分別しています。軽いので運搬は楽なのですが、袋

に詰めづらく、洗う必要もあって結構ストレスがかかります。

資料 2の 2番の検討内容案に、事業の廃止というのも入っており、廃止できるなら廃
止した方が良いのかなとは思います。廃止する事によるデメリットや、本当に環境に貢

献しているものなのか、中国の受入れ中止や運搬費用といったことから、いっそのこと

廃止して燃やせるごみに統合できないものかと考えていますが、事務局側の姿勢といい

ますか、考えてる事を率直にお聞かせ願いたいと思います。

＜事務局＞

貴重なご意見ありがとうございます。今後その事業の存廃について検討をしていく訳
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ですが、まずは前回委員より収集作業員の負担が増大してるということを受けまして、

分別収集をやめることでその分負担が軽減されるということから、頂いたご意見を参考

にして事業廃止というように記載させて頂きました。

市から一方的にやめますと言うことは難しく、その場合は今まで何の為にやってたん

だと言うようなご意見も頂くものと思います。そこで、市から一方的に決められません

ので、事業の存廃に関わる様々なご意見をこの委員会で頂きたいと考えています。

＜吉田委員長＞

なかなかダイレクトな答えは難しいのですが、そもそも私達は分別したプラスチック

製容器包装がどこに行ってどういう役に立つのか、それが焼却炉で燃やすのとどういう

違いが有るのかということを知った上で判断するべきだと思います。そのために皆さん

が判断できるような資料を準備する必要があると考えます。

世界的な流れとしては、プラスチック排出抑制といいますか、使用しない方向になっ

ています。私はこの間学会でドイツの方とお話ししましたが、日本ではレジ袋の禁止に

取り組んでいますが、ドイツではそもそも容器やパッケージを渡す時は紙製以外は基本

的にダメということになってまして、私はよく千歳空港でお土産を買ってビニール袋に

いれたまま渡してますが、ドイツでは有り得ないことなので、非常に珍しいと言われま

した。世界的な流れとしてはもう排出抑制と使用抑制となってるので、日本全体として

どうするかという話もあるとは思いますが、そういうことも含めてプラスチックをどう

したら良いのかということを議論できるような資料を一度事務局と調べてご案内したい

と考えています。

廃プラスチックのリサイクルということで、亀田先生も色々ご意見があると思います

が、まず実際に収集を行っている道南公益清掃さんにお聞きしたいと思います。先ほど

連休中に収集を 1日分やめたとありましたが、収集が 2回から 1回になった代わりにそ
の 1回でごみが大量に排出されるため、収集作業員の負担も非常に多くなってしまった
のではないかと思いますが、実際の収集作業員への負担軽減になったのかご意見頂けま

すか。

＜齊藤委員＞

前回も皆様にお話しいたしましたが、10日間の連休のうち 2日間、収集作業員を休ま
せまして、作業員からはかなり好評でした。ごみ量については多少増えてはいますが、

連休中はやはり皆さんお出かけになってるのか、ごみの量は少なくなっています。なの

で、収集回数が 2回から 1回になったとしても、量は倍にまではなりませんでした。
作業員達の考えとしては、残業まではいきませんが、多少仕事量が多くなったとして

も、その分休みになるので子供と遊べるし、そういう休日が出来ることはすごく良いと

好評は得られています。
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ごみは皆さん多分自分でお金を支払っているという感覚がないものですから、毎日来

ても良いかなと考えているところがあると思います。ですから、多少市民の方にご迷惑

をかける形にはなってしまいますが、収集作業員のことを考えて収集について検討した

いと考えています。

もう一つプラスチック製容器包装についてですが、事務局の説明で経費が 3千万円と
ありましたが、、収集運搬料に 3千万円かかってるわけではないですので念のため。収集
運搬経費は 900万円くらいです。残りは圧縮して日本容器包装リサイクル協会に運搬す
るのにもお金がかかるものですので、決して収集運搬料が高いというわけではありませ

んので、よろしくお願いします。

もう一つ良いですか。新聞でも掲載されていましたが、スプレー缶についてです。現

実には燃やせないごみで中のガスを抜いてから排出してもらうようになっていますが、

年に 4回か 5回は火事になってますし、前回西いぶり広域連合でも大変な火事になりま
した。前回の委員会で、西いぶり広域連合では令和 4年の 10月ぐらいには分別収集を開
始したいとありましたが、可能であれば来年の春からでもそうして頂ければなというこ

とで検討をお願いしたいと考えておりますのでよろしくお願いします。

＜吉田委員長＞

ありがとうございます。すみません、私の空気を運んでると言うのはちょっと誤解を

招く表現でした。容器包装リサイクル法というのは、収集から運搬まで自治体の責任で

全て行いますが、先ほどお話ししたように収集、それから圧縮の課程、施設の管理も全

部自治体が行いますので、西いぶり広域連合ではリサイクルプラザに手作業で分別され

る方がいらっしゃって、そこで分別されています。そういうのを全て含めて 3千万円と
いうことですので、仰るとおり収集だけが全てではなく、それ以外の費用が多いという

ことですね。

ご意見についてですが、スプレー缶の火災の問題については、私達が協力すれば市の

ほうでスプレー缶の収集の前倒しの実施等、検討は可能なんでしょうか。

＜事務局＞

西いぶり広域連合ではスプレー缶を危険ごみに指定して、別に処理することを検討し

ておりまして、前回の委員会でも齊藤委員からあったように令和 4年の 10月には全市町
で実施するということを協議中とは言いながらも、大体その方向で検討しているところ

です。本市議会で報告したところ早急に実施が出来ないかというようなご意見も頂いて

いるところでございますので、令和 4年度よりも前倒しで実施についても、実施できる
ところは実施していくというような検討をしたいと思います。
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＜吉田委員長＞

ありがとうございました。リサイクルの関係でお話しさせて頂いたので遠藤委員よろ

しいですか。リサイクル事業協同組合のお立場では、燃やせるごみの中に結構リサイク

ルできる物が捨てられているとかですね、分別があまり良くないという話がありました

が、リサイクルされた物に異物が混ざるとか、ちゃんと分別して出して欲しいとかそう

いう大変さって事業されていて何かありませんか。

＜遠藤委員＞

リサイクルと言いましても私共は、新聞、雑誌、段ボール、この 3つに分けてますが、
3種類とも値段が違うので、それを混ぜたりされると困ります。他にも段ボールの中に色
んな物入っています。リサイクルできる物なら何でも良いと考えて入れているんだろう

とは思いますけど、中には本当のごみが入ってる場合もあります。段ボールですからふ

たがしっかり閉められており、その場に広げるわけにいかないので、持ち帰って選別し

ないといけないという手間も掛かっています。なので、町会の人には都度改善をお願い

してはいますが、現状としてはあまり変わりは無いです。

＜吉田委員長＞

リサイクル可能な物だと、その他の紙、雑誌とか段ボールは分かりやすいですが、そ

れ以外の家庭では普段ごみとして出されているお菓子の箱などのその他の紙はどの程度

回収できると考えていますか。異物が含まれる可能性もあると思われますが。

＜遠藤委員＞

一応、大体は段ボールとして見なしていますが、中には質の悪い、いわゆる菓子袋と

か靴の箱といった私共は木ボールと呼んでいる物があります。そういった物はほとんど

古紙で出来てるもので、パルプはほとんどゼロに近くなっています。単価も低く、本来

困るんですが、メーカーさんにも大目に見てもらって段ボールか何かに混入させて、い

わゆるリサイクルは行っています。その他の資源、紙は 1%ぐらいは出ていると思います。

＜吉田委員長＞

私は普段リサイクルとかごみ減量について考えていますが、プラスチックでコーティ

ングされた紙などもあり、実は先程の分別が分からないという話も結構高度な話で、リ

サイクルする現場ではねてる物も実はたくさんあります。リサイクルの現場にお邪魔す

ると分かりやすいのですが、例えばビールのパッケージの厚紙もロウでコーティングし

てあって実はそのままだとリサイクル出来ないといった、現場に行かないとなかなか分

からないことがあり、そういうお話を聞く機会が無ければ分からないのですが、実際に

リサイクルできる物も結構限られており、紙だから何でもリサイクルできるというわけ
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ではないということです。

＜遠藤委員＞

そこまで細かく言ってしまうと、そういう物はリサイクルから除外されて回収する人

の意欲もなくなってしまうため、大目に見てもらうって言うのは語弊がありますが、そ

のような感じで私共業者はやっています。

＜吉田委員長＞

ありがとうございました。

＜安部委員＞

雑紙といいますか室蘭市は紙類の回収をやってませんよね。一般のごみ削減を行って

いる所の情報見ると回収品目がすごく多くなっています。私も自分の家で一番困るのは

今仰ってた、お菓子とかの立派な包装、箱をどう処分するのかです。これは紙類で回収

してくれたらリサイクルできるのではないのかなと思いますが、現実として回収してい

ないのでちぎって燃やせるごみとしています。リサイクルの種類を多くするというのは

考える余地は無いのかなと思います。

＜遠藤委員＞

リサイクルの品目は新聞、雑誌、段ボールと一応それだけになっています。その他と

して菓子袋だとかそういう物が混入していた場合は段ボールとして工場には納めていま

すが、以前その中にセロハン紙が貼り付けてあり、非常に困ったのでそれは分別しても

らいたいです。

＜安部委員＞

雑紙として取り扱っている市町村では、様々な情報提供をして、これは排除して下さ

いとかこういう形で出して下さいと丁寧な啓発が有るということでしょうか。

＜吉田委員長＞

雑紙のリサイクルをすごく一生懸命にやっている所はいくつかあると思います。遠藤

委員からお話しがあったように、収集を増やしたから効率が良いかと言いますと段ボー

ルみたいに均一な物はその中に一部入ってても全然大丈夫なんですけど、他の物では収

集した物の内リサイクルできる物が少なくなり、細かい物も集め出すと何を集めている

のか分からなくなり、その手間をかける価値があるのかどうかとなってしまいます。そ

ういったことをそれぞれの自治体で考えて実施しており、室蘭市ではプラスチック製容

器包装を収集していますが、同じ西いぶり広域連合でも伊達市では収集していません。
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これは恐らく、室蘭市ではコストが掛かってでも収集するという方針でやっていますが、

自治体によって掛けられる費用、ここで掛けても良いかどうかということで違うのかも

しれません。

＜森川委員＞

遠藤委員、小原容器さんのお話についてなんですが、我々町内会も結構色んな団体さ

ん、業者さんにお願いして回収協力しています。そして資料 2の 5番ですね、奨励金と
いうものを我々は市から 1キログラムあたり 1.8円頂いており、それで業者さんに資源物
を渡していますが、今お話しがありましたようにきちんとした分別方法について町内会

や他の団体さんでは把握してないように感じています。新聞や雑誌、段ボールは良くて、

その他の立派な包装に使った厚紙みたいなのは収集していないとか、そういうのが分か

らないので、できれば市でそういう手引きみたいなのを作成していただければ業者さん

も困らないで回収できると思います。分別について結構悩んでる方も居るようですので、

その辺も含めましてよろしくお願いしたいと思います。

＜吉田委員長＞

ありがとうございました。資料 2,3を離れて次の議題に近い所をちょっと話しましたが、
資料 2,3についてご覧頂いた内容ではこれぐらいかと。他に資料 2,3について何かご意見
がありましたら。

＜亀田副委員長＞

小型家電というのはどこに属する話になるんでしょうか。資料 2では 2番のところに
含まれているのでしょうか。

＜事務局＞

すみません、小型家電は歳出の事業ではなく歳入として計上されるため、こちらには

掲載しておりません。

＜亀田副委員長＞

歳入にということは売れているということでしょうか。

＜事務局＞

はい、集まった物を回収業者に売却しています。

＜亀田副委員長＞

先ほどのアンケートの中で私には、小型家電を出そうと思ってもどこに持って行った
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ら良いか分からないとか、場所が少ない、そういった理由であまり小型家電をリサイク

ルに出せていない人が結構居るような、そういう結果になってるんじゃないかなという

ように思いました。そこで、もう少しきめ細かくやれば、コストは増えないけど歳入は

増えるということで良いのではないかなと。また、小型家電として出したくても出せな

い方は恐らく燃やせないごみとして排出しているので、その分ごみ量が減ることに繋が

り、ごみの減量にもなるんじゃないかなと思いました。

もう一つ、法律的な点がよく分からないのですが、2番の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に、法律的にどうなるのかということについて、教えてい

ただきたいと思います。

最後に 1,2,3番について、ごみの量やリサイクルの量も減っていますが、それに伴って
費用も同じぐらいか少し減っているような傾向に見えます。ごみ 1トンあたりだとどう
なるのかと言うと、それはそんなに減ってない、あるいは少し増えてるのかも知れませ

んが、全体の額としてはこの 4年間の間に費用は抑えられていたんじゃないかと思いま
す。むしろ費用がすごく増えてるなという印象を持ったのが 12番です。西いぶり広域連
合負担金っていうのがすごく増えていて、4年間で 1億 1千万円ぐらい増えてます。これ
はこの市や委員会の中で議論して安くすることが出来る性質のものではないと思います

が、この広域連合負担金でこんなに事業費が増えている中で、一生懸命 1,2,3番で数十万
円とか数百万円削減しましても、なかなか財政的な改革というようにはならないのでは

ないかと考えます。そこで質問になりますが、12番はどういう事情があってこのように
高くなっているのか、それを少しでも削減できるような可能性は無いのかどうか、お聞

きしたいです。

＜事務局＞

まず小型家電についてですが、私も市民の方からお問い合わせ頂いた際に、高砂水元

地区では回収ボックス置いてませんので、そういった旨をお伝えしますと、「燃やせない

ごみで捨てます。」と言うような返答となってしまうのが現状です。ですのでそういった

所に小型家電の回収ボックスを設置するというのもリサイクルの推進に役立つと考えて

おります。

次に、プラスチック製容器包装を廃止した場合についてですが、すみませんが法律の

縛りというのは私のほうでも勉強不足であり確認はしてはいませんが、西いぶり広域連

合で実施しているのは室蘭市だけでして、国からも積極的にそのようなリサイクルを推

進するために取り組みなさいといった通知は出ておりますが、やってない町もあるとい

うところでございます。

次に 12番で費用が増大しているということですが、西いぶり広域連合による運営であ
り、私共は請求に従ってお金を支払っているため、何がどう増えて現状のようになって

いるところについて、詳細な部分までお伝えできない部分がありますが、近年の燃料単
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価の高騰や、人件費の高騰といった理由で増加しているという様に伺っております。

＜吉田委員長＞

一番最後は、負担金の中身ですね。それは一度詳細を見せていただいて、令和元年度

予算で言うと 7億 2千万円近くですか。その中身がどういう形で西いぶり広域連合で使
用されているのかといった情報も頂きたいと思います。

プラスチック製容器包装の収集については、施設が国からの助成を受けて建設された

ものであり、それをある年度までの途中でやめてしまうと助成金の返還があるので、そ

ういった条件に当てはまる場合は非常に問題になりますが、恐らくプラスチック製容器

包装についてはそういったことは無いのではないかと思います。一応国の助成金もらっ

て作ってる施設も一部ありますが、それが何年で返さなくて良くなるのかというところ

が今は分からないので、そういうものがあった場合には罰則といいますか、お金を返さ

ないといけないというのがあるかもしれません。

（3）ごみ処理・リサイクル事業の課題解決に向けた検討

＜吉田委員長＞

それでは資料 2,3についてご説明いただいて、もう既に何件かそういうお話をさせてい
ただいていますが、議題(3)ということでこれまで市からご説明いただいた内容から、ご
み処理・リサイクル事業の課題の解決ということで、皆さんからのご意見をいただきた

いと思います。ここから先はご自由に発言していただきたいと考えています。

まず、事業所の話がありましたので、最近売り側の方でごみの減量ということでレジ

袋や包装の簡素化を行っていると思いますが、取り組まれている内容について教えてい

ただきたかったのですが、あいにく今回コープさっぽろの伊藤委員と工大生協の石橋委

員がご欠席されているため、今回は聞けませんでした。ユーザー側では消費者協会の安

部委員や山内委員、鈴木委員、塩越委員といった市民の立場で出す側として分別やこう

して欲しいという意見があればお願いしたいと思います。

＜鈴木委員＞

先程から話を聞いていましたが、事務局の話はなんだか煮え切らずはっきりとしない

ものが多く、単純にプラスチック製容器包装をやめて一般の燃やせるごみに切り替える

ということはできないのですか。それとも国の許可が無いとできないのですか。

＜事務局＞

先程もありましたが、プラスチック製容器包装をやめるということは実際できるとは

考えておりますが、市から一方的にやめるとするのではなく、他の様々な方からいろい
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ろなご意見をいただいた上で判断していきたいと考えています。

＜吉田委員長＞

私から補足しますと、いきなりやめるやめないと決めるのではなく、まずは今あるコ

ストのデータや現在のプラスチック製容器包装がどのような形で利用されているのかと

いうデータが無くてはそのような判断はできません。なので、プラスチック製容器包装

の行き先といったデータを私たちが確認できる資料を準備してもらい、それを受けた上

で委員会としての判断をすることはできると考えています。

＜山内委員＞

鈴木委員とは同じ立場ですが、私の場合はプラスチック製容器包装を裁断し小さくし

た上で分別して排出しています。先程のアンケートでもあったようにプラスチック製容

器包装の袋代を下げて、今後も継続してもらいたいと考えています。

＜吉田委員長＞

継続するということは、燃やせるごみとするよりもリサイクルされるのであれば継続

したいという考えでお間違えないですか。

＜山内委員＞

そのとおりです。火力を強くするためにも必要であると考えています。

＜安部委員＞

今の話についてですが、コストがどうだという話が今回の委員会の議題となっていま

すが、燃やすことによって CO2が発生していますが、それをどう削減するのかというこ
とも、本委員会の直接の課題ではないのかもしれませんが、全体として見た場合に必要

となる議題だと考えています。プラスチック製容器包装をやめて燃やせるごみとした場

合に環境にどのような影響があるのかについてデータがあれば、吉田委員長が話してい

たとおり、検討委員会としての提案を作成できるのではないのかと考えています。

他に、日本では全体的に清潔にしているが故に、スーパーではひとつひとつがしっか

りと包装されており、包装のないものを直接買うという機会があまりないように感じま

す。流通や見栄えの問題もあるのかもしれませんが、もっと包装をシンプルにできない

のでしょうか。京都のごみ削減という報告では、数年間かけてますが、包装を減らす、

量り売りを奨める、業者も含め食ロスを減らすといった様々な工夫によって、ごみ量を

40%削減することができたと読んだことがあります。包装については市として相談し合う
ことで良い案が思い浮かぶのではないかと考えています。
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＜吉田委員長＞

塩越委員はこれまでの話について意見や感想などはありましたか。

＜塩越委員＞

プラスチック製容器包装について、私はここ何ヶ月か町内会の関係で取り組む機会が

多くあり、私の住むアパートには 12世帯住んでいますが、燃やせるごみは週一回出す方
が多いように感じました。一方で、プラスチック製容器包装は 5世帯しか排出していま
せんでした。このような現状を受け、プラスチック製容器包装の廃止についても考えま

したが、そもそも導入の理由として環境の問題を考慮して始めたのではないかと思い、

そういったところも詰めて考えていく必要があると感じています。

また、支出の削減という問題がありましたが、資料 3にある室蘭市の 1人あたりの委
託料は他市町村と比べ低くなっています。算定や財源の関係もあるとは思いますが、収

集作業員の勤めている日数や休日の日数といった細かいところも知りたいと感じました。

＜吉田委員長＞

ありがとうございました。プラスチック製容器包装をそもそもどうして始めたのかに

ついても、皆さんに一度知ってもらいたいと思います。先程、資料 3に室蘭市では 1人
あたり 1日に約 540gのごみを排出しているとありますが、それとは別に事業系の廃棄物
という、こういった公共施設や商店から排出されるごみも同じくらいの量が排出されて

います。業種によって違いがあるとは思いますが、商工会議所の菊地さんは事業所での

リサイクルに向けた取組などはありますか。

＜菊地委員＞

どこの事業所でどのような取り組みをしているかは押さえてはいませんが、環境問題

について 10年ほど前にはなりますが商工会議所として取り組んでいた時期はありました
が、最近は下火になってしまっています。容器リサイクル法についても、商工会議所が

委託を受け、事業者からの申告を受け付けていますが、フリーライダーという申告をし

ない事業者がいます。その対策を国が策定している時期もありましたが、最近は聞こえ

てこない状況となっています。本日の委員会を受け、そういったところも取り組んでい

かなくてはいけないと感じています。

＜吉田委員長＞

フリーライダーについて伺いたいのですが、事業所で集めた空き缶やペットボトルを

容器包装リサイクル協会に引き渡す際の仲立ちを商工会議所が行っているという認識で

よろしいでしょうか。
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＜菊地委員＞

そうです。事業所から年間これだけのプラスチック製容器を使用して販売していると

商工会議所に申告してもらい、その申告をまとめ容器包装リサイクル協会に報告してい

ます。

＜吉田委員長＞

ちょっと複雑な話ですが、容器包装リサイクル協会が販売業者から協賛金をもらって

事業を展開していますが、フリーライダーはその賦課金を支払わないということでよろ

しいですか。

＜菊地委員＞

そうです。賦課金を決定する際に年間のプラスチック製容器の使用量を報告してもら

っていますが、フリーライダーの場合は申告がないということです。

＜吉田委員長＞

数はどの程度なんでしょうか。

＜菊地委員＞

全事業者ではなく、業種にもよりますが従業員数などにより免除される事業者もあり

ます。

＜吉田委員長＞

本日はいらっしゃらないのですが、コープさっぽろや工大生協も含まれているのでし

ょうか。

＜菊地委員＞

工大生協は含まれていますが、本部で一括で申告していただいています。

＜吉田委員長＞

ありがとうございました。容器リサイクル法では、販売者だけでなく、製造者も含め

てお金を出し合い、容器包装リサイクル協会がリサイクルを行っています。こういった

物を持って行くのは私たち消費者となるわけですが、ヨーロッパでは収集までメーカー

の負担で行っており、スーパーに専用のボックスが設置されており、そこに対象物を入

れるとポイントになり買い物の際の値引きに使えるところもあります。私たちの場合は

個人は排出するまで、自治体が税金の負担でリサイクルをしていますが、そうでない仕

組みの国もあります。
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また、事業系のごみも比較的リサイクルがされておらず、室蘭工業大学でもリサイク

ルボックスを見ても洗わずに排出されている物をよく見かけ、収集する業者さんも苦労

していると考えています。そういうこともあり、事業所でのリサイクルや運搬について

もこの検討委員会で検討していきたいと考えています。他に何かある方はいますか。

＜齊藤委員＞

前回の検討委員会でもお願いしましたが、ごみと資源の収集運搬事業者の代表として、

再度収集作業員の待遇について検討いただきたいと考えています。

まず、現状についてですが、景気等の影響から一部の産業に就労が偏っており、廃棄

物やリサイクル事業からの作業員の流出もあり、確保に苦慮しているところであります。

また、作業員からは、先程もお伝えしたとおり、給与面よりも休日等の待遇改善を求め

る作業員が多くおり、家庭系においては丁寧な説明の上で改善の余地はあるものと考え

ています。

また、ごみや資源収集についてですが、習慣的なものが強く、必要でも不必要であっ

ても来るものは来ると考えていることは認識していますが、現実としてごみ量の減少ほ

ど作業量が少なくなっていないのが実情となります。収集範囲は絵鞆町から崎守町まで

変わっておらず、収集に必要な設備、人員は下限に近くなっていると感じています。

全体としましては、このような状況を鑑み、検討委員会や市の方と作業員の離職の歯

止め、新規作業員の確保に向けて、事業者と一体となって考えていきたいと考えていま

す。このことは、事業を確保する上で最も重要なことであることの 1つであると考えて
いるため、改めて提案させていただきました。

＜吉田委員長＞

先程もご意見いただきましたが、ごみステーションの数が道内の中でも 1ヶ所を少な
い人数で使用されているため、その集約化が必要であり喫緊の課題であると考えていま

す。また、今回試行的に実施した連休中の休みにより、私たちとしてはできる限り収集

作業員の負担を減らしたいと考えていますが、問題はわからない方にどのように説明し

ていくのかということであり、突然収集車が来なくなると収集に来ないという苦情の原

因となると考えられます。そのようにならないように、いかに収集業務に休みがあるこ

とについて市民の方に説明して実施する必要があると考えています。資料 2の 3番にご
みステーションの集約、収集頻度の見直しと検討案があるため、このことについて検討

委員会として検討していく必要があると考えています。

一方で、先程もあったとおり弱者対策も考える必要があり、集約したときに距離が遠

くなる市民に対してどのような処置があるのかも含めて検討が必要です。

まとめますと、この検討委員会では収集頻度の見直し、ごみステーションの集約につ

いて残り 2回の検討委員会で具体的にしていきたいと考えています。事務局から何か発
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言や次回提案いただける内容はありますか。

＜事務局＞

ありがとうございます。次回の検討委員会では、今回いただいた様々な意見を参考に

させていただいて、今後市としてどのような見直しに取り組むのかについて細かくご提

案させていただいて、それに対する皆様の意見をいただきたいと考えています。今の話

の場合、ごみステーションの集約についてはどの程度減らせばどういった効果が得られ

るのか、集約することで遠くまでごみを運ぶ必要ができるため、負担の増える高齢者へ

の代替案の提示、広報むろらんやホームページ、報道機関への報道依頼といった手段を

講じているものの市民への周知が上手くいっていない現状から、効果的な周知方法につ

いてもご意見をいただけたらと考えています。

＜吉田委員長＞

ありがとうございます。具体的な検討についてですが、途中の議論でも出ていたよう

にプラスチック製容器包装の導入理由や活用の経緯について、次回までに資料を準備し

てもらいたいと考えています。また、西いぶり広域連合の突出したコストの中身につい

て、7億近いお金がどのように使用されているのか、どの程度削減できそうなのかについ
ても資料を準備してもらいたいと考えています。私の方でもごみ量の抑制について、燃

やせるごみに含まれている食ロスが 20%ということでしたが、これを何%まで減らすと
全体のごみ量がどの程度まで減るのかということについて、ごみ量削減の見通しができ

るようにしたいと考えています。

他に、次回の検討委員会までにこういった資料を用意してもらいたいという意見はあ

りますか。

＜安部委員＞

食品ロスは、私たち個々の家庭の取り組みも大切ですが、事業者側の取り組みも大切

なので、排出している量などのデータが欲しいと考えています。

＜吉田委員長＞

飲食店やコンビニではどの程度の食品ロスがあるのかについて、室蘭市ではなく全国

規模でのデータになるかとは思いますが、調査してみたいと考えています。皆さんに様々

な形でご意見をいただきましたが、前回からコストの削減、ごみの減量、収集業務の負

担軽減という大きな 3つで検討を行っていますが、単純にどれかを減らせばいいという
ものではなく、何かを減らすと何かが増えてしまうトレードオフの関係にあります。例

えば、ごみ処理手数料を増やすと排出量が減り、結果として収入が減ってしまうという、

現実はこんなに簡単なものではないですがそのような関係があります。様々な視点から
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見て、現時点でのベストな選択を皆さんと検討して探していきたいと考えています。

もし資料についてご質問やご意見などがあれば、事務局までご連絡いただきたいと思

います。それでは、事務局には次回までに見直し案についてご検討いただきたいと思い

ます。最後になりましたが、その他ということで事務局よりご説明お願いします。

＜事務局＞

本日は貴重なご意見を多数いただきありがとうございました。次回の開催日程につき

まして、12月の 20日前後ということで予定しております。また、今回と同様に、委員の
皆様にご都合のよろしい日程について伺いたいと考えておりますので、ご協力のほどよ

ろしくお願いいたします。

＜吉田委員長＞

次回の予定は年末の忙しい時期になると思われますが、委員の皆様におかれましても

ご都合のつく範囲について事務局までお知らせいただきたいと思います。

では、以上で第 2回検討委員会の全議事を終了します。非常に活発な意見をいただき
ありがとうございました。次回に向けてまた個々人で考えていただき、こんなアイデア

でやってみたら効果的ではないかといった意見をいただけたらと考えています。本日は

本当にありがとうございました。


