
第９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 3年 7月 14 日(水)14:00～

開催場所 室蘭市役所 議会第 1会議室

出 席 者 委員 ：吉田委員長、森川副委員長、菊地委員、菊池委員、安部委員、

齊藤委員、西畑委員、山内委員、塩越委員

事務局：田所主幹、櫻井係長、谷口主任、田中主任、

菊地主事、古道主事、髙津会計年度任用職員

議 題 ごみ処理手数料の適正化（案）に関する市民説明会の結果報告等について

傍 聴 者 市民 2名、報道関係者 3名
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1. 報告事項

人事異動等に伴う委員の人員変更について

旧：石橋 委員 ⇒ 新：鶴田 委員（室蘭工業大学生活協同組合）

次回の開催日について

令和 3年 11 月の開催を予定している

2. 資料、参考資料の概要

資料 1「ごみ処理手数料の適正化（案）に関する市民説明等について」

市民説明会の開催結果及び今後のごみ処理手数料の適正化の方向性について報告した。

①市民説明について

・本検討委員会までに実施した市民説明について掲載した。

・6月 16 日には YouTube に動画を掲載し、意見を受け付けた。

・6月 28 日～7月 2日にかけて 5箇所で市民説明会を実施し、延 69名が参加した。

②意見等について

・市民説明会等により寄せられた意見等について項目別にまとめた。

・現指定ごみ袋の交換検討、ごみステーションの集約方針への意見が多く寄せられた。

③市民意見を踏まえた適正化（案）について

・単価は令和 4年 4月より 3円/リットルに改定する。

・新たに 5リットルの指定ごみ袋の作成を検討する。

・燃やせるごみ、燃やせないごみで共通のごみ袋とする。

・余った現指定ごみ袋に差額を支払うことで、新しいごみ袋と交換する。

資料 2「プラスチック製容器包装分別収集事業の見直し」

プラスチック製容器包装分別収集事業の考え方について説明した。

・持続可能な収集体制構築のため、コスト削減及び収集作業員の負担軽減を目標とする

・収集事業見直しの一つとしてプラスチック製容器包装の分別収集を廃止し、収集コスト

削減及び、収集作業員の負担軽減を達成したい。

－廃止に伴う CO2 排出量増加について－

・プラスチック製容器包装廃止の課題として CO2 排出量 166 トンの増加が見込まれる。

・課題の解決策として、新焼却施設稼働による削減（エネルギー回収により差引 3,991

トン削減）のほか、食品ロス削減などによるごみ量全体の削減、紙やバイオマスプラス

チック等の使用促進などが考えられる。

－廃止による費用効果について－

・プラスチック製容器包装廃止による費用効果として 2,660 万円の削減が見込まれる。

・以上から、プラスチック製容器包装分別収集事業の廃止が望ましいと考える。

資料 3「室蘭市食品ロス削減推進計画 骨子（案）」

食品ロス削減推進計画の策定について、現時点での骨子案を示し説明した。

・食品ロス削減を推進するため、室蘭市一般廃棄物処理基本計画への組み込みを検討。

・内容については、今後庁内推進連絡会議により目標値等を設定していく。

資料 4「ごみステーションの集約方針と新設抑制について」

ごみステーションの集約方針及び設置要綱の策定について説明した。

－ごみステーションの集約方針について－

・室蘭市のごみステーションについて、道内他市や市内町別で現状について掲載した。
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・収集運搬業務の効率化及び収集作業員の負担軽減のため、ごみステーションの集約を進

めたいが懸念事項が何点かあるため、事前にアンケート調査や検討を実施する。

－ごみステーション設置要綱について－

・第 5回検討委員会にて意見のあった新設の抑制も必要との意見、他市でも設置基準の要

綱を策定し計画的な設置をしていることから、本市においても要綱を策定する。

・要綱の主な内容としては、届出書の提出、1箇所当たり 10 世帯程度での利用、設置場所

等の安全性を考慮、共同住宅に対しても基準を定めることを検討している。

・既存のごみステーションに対しても、新たな基準に準じた移動や共同利用を求めていく。

参考資料 1「ごみ処理手数料の適正化（案）への意見」

室蘭市ホームページの専用フォームに寄せられた意見についてまとめた。

・現行のごみ袋交換に関する意見が多く寄せられた。

資料訂正 第 6回参考資料 5「中間処理施設における二酸化炭素排出量等について」

資料中の数値について、計算方法に過誤があったため訂正を行った。

・CO2 の総排出量について、エネルギー起源 CO2 排出量が二重で計算されていた。
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3. 提案された意見・方向性

ごみ処理手数料の適正化について

・適正化とセットでごみ減量施策を進めてもらいたい

・適正化については資料にある方向性で進める

指定ごみ袋について

・新しいごみ袋の交換とあるがどこで実施するのか

⇒市役所での実施を想定、他に市内各地での臨時開設も検討

・少量のごみ袋のみ料金を安価にして販売できないか

⇒従量制としているため、一部容量のみ安価は不可能

・5リットルのごみ袋は収集側としては大変になる

・5リットルのごみ袋は不要ではないか

・5リットルを作るのであれば 40 リットル廃止の検討を

・生分解性プラを使用することでプラの発生抑制に繋がる

プラスチック製容器包装について

・新施設は設計どおりに機能するのか

・生ごみ減量などやれることをやった上で廃止ではないか

・新施設稼働までの 2年間の CO2 削減の取組が重要

・浮いた 2,000 万円で食品ロス削減などを進めるべき

・プラスチック製容器包装の分別収集廃止予定時期は

⇒令和 4年 3月末での廃止を予定

・残渣量の増加について市民に周知徹底するべき

・事務局から説明のあった形で進めていく

ごみ減量について

・生ごみ処理機等の助成範囲はどこまでを想定しているのか

⇒購入に対する助成のみを想定している

・減量目標に対する具体策が必要

・減量だけでなくプラスチック製品をなるべく使わない、

作らないという啓蒙活動も必要

・生ごみ減量により年間 90 トン程度は減量できると考える

・ごみ減量により施設規模を縮小し経費削減が期待できる

食品ロス削減について

・5月に消費者協会でフードドライブを実施した

・今後は市として継続して削減を推進してもらいたい

・市ホームページに他団体の活動内容のリンクがあると良い

・LINE を活用した食品ロス削減も効果的だと考える

・食品ロス削減推進計画はいつ頃策定予定か

⇒令和 4年 3月に策定を予定している

・ごみ量などとの比較があるとわかりやすい

・事業系に対しての取組は

⇒今後アンケートを実施し、その結果から対策を検討する
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ごみステーション集約について

・新設だけでなく既存も合わせて集約が必要

・資料に中島町が掲載されていないのはなぜ

⇒資料の空きスペースの関係で省略した

・高齢者は軒先収集に慣れきって生活している

・町会でごみステーション（以下、ごみ ST とする）を管理し

ているところはそこまで多くない

・町会に丸投げするのではなく、市が率先してもらいたい

・軒先の原因として、置く場所がないというのも考えられる

・軒先の割合が多く、収集作業は大変だと思う

・ごみ ST の管理情報の把握が必要

・美観についても力を入れてもらいたい

⇒現状では統一性がないと感じた。デザインの良いごみ ST

を助成と絡めて推進することで集約にも繋がるのでは

・人口が減る一方でごみ ST が増える原因は

⇒宅地造成や近隣の状況が原因と考えている

・要綱策定後の軒先はどういった取扱いになるのか

⇒可能な限り近隣との共同利用を推進していく

・高齢化が進んでいるため弱者対策の検討は必要

・ごみ ST 間の距離 10メートルでは狭いのでは

・地区毎のごみ ST 配置図をもらう事は可能か

⇒現在精査中ではあるが可能

・要綱の策定、施行時期は

⇒今年度中に策定し、来年度より施行を予定している

・新設抑制については現状のまま進めてもらいたい
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3. 議事録

開会

（省略）

議題

（１）ごみ処理・リサイクル事業の見直しについて

①ごみの減量推進・既存事務事業

事務局より説明

資料 1 「ごみ処理手数料の適正化（案）に関する市民説明等について」

参考資料 1 「ごみ処理手数料の適正化（案）への意見」

＜吉田委員長＞

ありがとうございました。

市民の方から色々な意見が出てまして、市としてこれから回答していく必要があると考

えていますが、この委員会としても市民の皆さんが持っている疑問に対してどのように答

えたらいいかということも含めてぜひご意見をいただきたいと思います。特に 3番の市民

意見を踏まえた適正化（案）についてですね。現時点で市としての方向性は示されていま

すが、これで十分かどうかというところも含めてぜひご意見ください。

＜菊池委員＞

説明にもありましたが、差額分を支払うことで新しいごみ袋と交換するということです

が、どこで交換を予定しているんでしょうか。

＜事務局＞

現時点での考えにはなりますが、基本的には市役所本庁舎 4階の環境課までお持ち込み

いただきたいと考えております。一方で、なかなか来られないという方もいると思います

ので、そういった場合については市内臨時出張所のような形で対応することを検討してい

ます。

＜吉田委員長＞

ありがとうございます。

今回、私も市民説明会の内の 1回に参加しましたが、買い溜めがあるので交換してもら

いたいという意見が強くありました。

交換についても、確かに本庁舎までわざわざ来るというのは難しいので、数ヶ月程度の

一定期間の間に、中島とかいくつかの場所での交換を検討していただいて、ここまで来な

くてもできるようになると良いと考えます。ただし、期限を切って、ずっとやるわけにい

かないと思いますので、その辺りもぜひ検討していただければと思います。

ほかにご意見のある方はいますか。

＜西畑委員＞

電動生ごみ処理機等の購入助成制度の検討とありますが、私は取り扱ったこともないし、

よく見たこともないのですが、どのようなものをイメージしているのでしょうか。また、
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機械であれば、故障した際の補償や、その修理体制とか、ほかにも機器の寿命とか、冬季

間も問題なく使えるのかといったことについて回答をいただければと思います。

＜事務局＞

電動生ごみ処理機については乾燥タイプを想定しています。これは電源を入れて運転す

ると風量は弱いのですがドライヤーのように温かい空気を送り、数時間かけて生ごみを乾

燥させていくというタイプになります。これは、これまで齊藤委員からご紹介いただいた

ものと同じタイプになります。

資料の中で、生ごみ処理機等と記載していますのは、電動生ごみ処理機以外にも、コン

ポスト等の堆肥化容器についてもその助成制度の対象にしようと考えているためです。

最後に、電動生ごみ処理機について、機械ですのである程度使用すると、故障なり、交

換が必要になると思いますが、現時点では購入に対する助成のみを考えており、故障した

場合の補償等は考えておりません。

＜吉田委員長＞

ありがとうございます。

実際に齊藤委員が使われていますので、もしよければ価格やどのぐらいの大きさなのか

ご紹介いただければと思います。

＜齊藤委員＞

去年の 4月から使用していますが、価格は 27,000 円ぐらいだったと思います。一般的に

は 2万円程度から高いもので 5,6 万円程度になると思います。札幌市では、その半分くら

いが補助されますが、その辺りは市の考え方によるものと思います。

使用感については、1回に乾燥 6時間と 9 時間のコースがあります。使用中にそんなに

音もしないですし、臭いもそんなにしませんが、電気代が 6時間で 18 円、9時間で 27 円

かかったと思います。使用後は、乾燥してかなり小さくなりますので、肥料にも使うこと

もできますし、お年寄りの方が持って歩くのもかなり楽になると思います。また、2週間

分くらいのごみであってもそんなに量になりません。今まで週に 2回くらい出していたの

が 1回とか 2週間に 1回で済むようになるかもしれません。

実際におよそ 1年使用してみて、やはり 65%くらいは重量が削減されますので、かなり

減ると思います。

人によっても異なりますが、コンポストは自宅に庭やベランダが必要になります。一方

で電動生ごみ処理機であれば、部屋の中の小さなスペースでそんなに気にすることもなく

使用できると思います。

＜吉田委員長＞

ありがとうございます。

具体的な大きさがわかればお願いします。

＜齊藤委員＞

幅 10 センチ、高さ 25 センチくらいになります。

＜菊池委員＞

その機械は、野菜や魚の頭も処理できるのでしょうか。
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＜齊藤委員＞

そういったものも処理できます。事前にボウルなどで水分を抜いておくとさらにスムー

ズに処理できます。キャベツなんかも乾燥させることでカラカラにでき、かなり小さくな

ります。

＜吉田委員長＞

ありがとうございました。

齊藤委員には実際に検討委員会でも資料を作成してご報告いただいてますが、2人家族

で大体 1ヶ月 10キログラムぐらいの生ごみが出ていまして、これを乾燥させて大体 3キロ

グラムぐらいに削減されています。1人当たりにすると大体 5キログラムが 1.5 キログラ

ムぐらいに削減されていることになり、減量の幅も非常に大きくなっています。市の方向

性として助成を検討しているということなので、できる可能性が高いと思います。

手数料の適正化になりますが、市の財政が非常に厳しいという話は多分、市民全員にほ

ぼ伝わっていたように感じました。実際に、それに対する理解は多くみられますが、やは

り何人か反対のご意見を出されている方もいますので、その辺の対応や考え方をどのよう

に回答していくのかというところが重要になります。ごみ処理の現状として、やはり徴収

しないと厳しいということですかね。

あと、容量の小さいごみ袋だけ安くできないかという意見もありましたが、事務局とし

ては、もしそういう検討をすると、どういう難しさがあるとか、可能かどうかという点に

ついて回答いただけますか。容量の小さいごみ袋だけを安くすると、もしかしたら皆さん

それに切替えるという可能性があると思います。

＜事務局＞

5リットルのごみ袋として、こちらにサンプルとして苫小牧市で使用しているごみ袋が

あるのですが、これくらいのサイズになります。

道内で有料化しているのが 33 市あり、そのうち 17 市で 10 リットル未満の小さいごみ袋

を作成しています。また、このうちの 2市が、6 リットルと 8リットルという 5リットル

ではありませんが 10 リットル未満のごみ袋を作成しています。

それで質問の件になりますが、本市のごみ処理手数料はごみを捨てる分だけ負担してい

ただく、いわゆる従量制ということになってます。ごみの出す量を少なくしていただけれ

ばそれだけ小さいごみ袋で済みますので、例えば 5リットルだけ値上げ幅を抑えるといっ

た考えは全くございません。

＜吉田委員長＞

ありがとうございます。

収集の面で 5リットルのごみ袋について何かあればお願いしたいと思いますが、いかが

でしょうか。

＜齊藤委員＞

収集する側の意見で言いますと、主なごみ箱の形態として横からは開けることはできず、

上から開く形が一般的ですが、5リットルのような小さなごみ袋ですと、奥に行ってしま

い手が届かなくなってしまいます。ほかにもコロコロと下の方に転がってしまい大変だと

いう意見も聞いたことがあります。

今後、5リットルのごみ袋を作成するのであれば、40 リットルを廃止してみてはどうか

と思います。40 リットルとなるとかなり重くなります。それをごみ箱の底から持ち上げる
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作業もかなり大変ですので、40 リットルも 10 リットルと 30 リットルを一緒に使用するこ

とで 40 リットル相当になりますので、もしできるのであればこのことについても検討して

いただきたいと思います。

＜吉田委員長＞

ありがとうございます。

皆さんも普段ごみステーションを見ていると思いますが、40 リットルが多く入っている

印象があります。実際に、私のところでは 40 リットルが多いのですが、もしあれが 10 リ

ットルや 5リットルに全て入れ替わったとすると、ごみの量は変わりませんが数が増えま

すので、収集車を降りてから中に手を入れて出すという回数が増え、全体的な収集作業の

負担軽減という意味では若干難しいかもしれません。ごみ量が減ってくれれば問題は無い

のですが、こういったメリットとデメリットがあるので更に検討が必要だと思います。

先程ごみ袋をちょっと見て、いわゆるコンビニで１番小さいサイズのごみ袋を見て思っ

たのですが、風が吹くと飛散しやすいといいますか、よく道端に落ちているごみが大体そ

のぐらいの大きさだと感じました。こういった点もあるのでよく検討が必要だと思います。

この 5リットルを作成するということ自体はもう、例えば 9月の議会で正式に決定とす

るのであれば、その規定に 5リットルについて記載する必要がありますので、それまでに

作成するのかどうかについて決める必要があります。

＜森川副委員長＞

私としては、最初からその 5リットルの小さなごみ袋ははたして必要なのかと考えてい

ました。以前にも 1度発言したことがあったような気もしますが、まずこの 5リットルと

いうのが実態に合ってるのかなという疑問があります。私たちの利用しているごみステー

ションが近隣に 8個ほどありますが、大体 20 リットルを中心として排出されています。一

方で、若い 4人家族だと思いますが、この家庭からは 40 リットルで排出されています。試

しに私がその 40リットルのごみ袋を持ってみましたが、かなり重かったです。これなら、

やはり業者の方も大変だろうと思いました。

普段、30リットルのごみ袋を使用していますが、最近、結構重く感じるようになってき

てしまい、なるべく 20リットルのごみ袋を使うようにしています。ただ 5リットルを使う

ようになるかはわかりません。

それから、ごみ袋の容量が少ないものだけ安くした方がいいのではという話もありまし

たが、若い人であれば 4人とか 5 人の世帯になるので、いくら減量を頑張ってもやはり 5

名分のごみが出ているので減量には限界があります。そういった面も考慮して、ごみ量が

少ないから料金を下げ、そうでないものは適正化として料金を上げるというのは、ちょっ

とどうかなと感じてしまいます。ですので、5リットルでも、10 リットルでも、20 リット

ルでも、同一に計算しますよという方がわかりやすくて良いのではないかと私は思います。

＜吉田委員長＞

ありがとうございます。

先程、事務局より道内他市の有料化している自治体について説明がありましたが、5リ

ットルのごみ袋を使用している率みたいなものがもしわかればいいかもしれません。これ

は、その市では他の容量と比較して 5リットルのごみ袋がどのくらいの割合で使用されて

いるのか確認していただいて、他と比較して少ないようであれば、本当にそこまで 5リッ

トルと 10 リットルをわざわざ分けるメリットがあるのかどうか検討できると思います。

また、もし 5リットルを増やすのであれば、40 リットルが本当に必要なのかと言う部分
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についても議論が必要になると思います。もっとも、様々な意見があると思いますし、大

きいごみ袋はそのまま残して欲しいという話もありましたので、とりあえずは 5リットル

を本当に増やすべきなのかが問題になると考えています。もちろん、実際に使用してみな

いことにはわからない部分も多くありますが、先程までのお話を聞く限りでは、ごみ収集

側としても 5リットルの袋で大量に排出されてしまうとそれだけ負担になってしまうとい

うことでしたので、そういった点も考慮しながら検討してもらいたいと思います。

そして、料金についてですが容量が小さくてもやはり料金は一律にしなければいけない

ということで、この点は仕方がないと思います。

ちょっと気になっていることがあるのですが、西胆振として現在の処理施設を利用して

いるのは 2市 3町あります。その中で室蘭だけが値上げするという選択になりますが、他

の自治体は何かこういった件について検討されてるかどうかという情報がもしあればお聞

きしたいと思います。

＜事務局＞

他市町に対しては、西いぶり広域連合の廃棄物担当課長職会議という場において、これ

まで室蘭市から料金値上げについて情報提供をさせていただいております。

おそらく、内部ではそれぞれの市町でも検討を進めておられるかなと思います。実際、

検討を進めているということを聞いている市町もございます。

＜吉田委員長＞

ありがとうございました。

有料化の際は全国的に大体同じ時期に進んだので、おそらく西胆振においても隣の町で

料金が上がったとなると周りも自然と上がっていくのかなというように感じます。

ほかに今回の見直しに関連して何かご質問やご意見などがあればお願いします。

＜菊池委員＞

以前、新聞に室蘭市の人口 8万に対してごみステーションが 7,000 箇所くらいあると掲

載されていて、他市よりも多い方だというように書かれていましたが、これは箱形のごみ

容器だけの数なのか、それともお年寄りの方によくあるような玄関の前にごみを置いて回

収されているものも含めて 7,000 箇所なのでしょうか。

＜事務局＞

おそらくは先日のパナソニック ITS との共同事業に関する記事にあった 7,000 という数

字だと思います。これの内訳としましては、ごみステーションが約 6,000 箇所、残りは資

源ステーションで 1,000 箇所程度となります。後ほど資料 4でも同様の話を予定していま

すが、ごみステーション 6,000 箇所のうち、軒先収集というのが 2,250 箇所程度あります。

こういったところが本市のごみステーションが多い要因になっていると考えています。

＜吉田委員長＞

このことについては、後ほどデータが示されるようですので、その時に再度話題に上げ

たいと思います。

今回の値上げに対する必要性については、繰り返し説明をする必要があると思います。

先程、ごみ減量施策も一緒にやるということでしたので、様々な減量策を展開していいた

だき、値上げ分には少し足りないかもしれませんが、ごみ減量により値上げ分を相殺する

といったようなことが望ましいと思います。ですので、適正化とセットで減量化政策も積
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極的に進めていただきたいと思います。

現状として、これまで説明があるように財政的に厳しい状況なので値上げはやむを得な

いということで、現時点では 1リットル当たり 3円とし、将来的には 5年で見直すという

方向性は以前、検討していただいたとおりになります。それでは、資料 1の裏面にある適

正化の方向で進めるということで、本検討委員会としてもよろしいでしょうか。

はい、ありがとうございました。それでは、資料 1についてはこれで終了いたします。

それでは、次にこれまでも多くのご意見があった議題の 2番に移ります。プラスチック

製容器包装分別収集事業の見直しについて、事務局より説明をお願いいたします。

②プラスチック製容器包装分別収集事業の見直し

事務局より説明

資料 2 「プラスチック製容器包装分別収集事業の見直し」

＜吉田委員長＞

ありがとうございました。ご説明いただいたとおりで、前回までの検討委員会で一応、

方針としては廃プラ収集を取りやめる方向で検討していただくということで結論を出して

いましたが、今回改めて廃止とする理由や経過についてまとめていただきました。

特に西畑委員からは様々なご意見いただいていましたが、今回の資料の方向性としては

いかがでしょうか。

＜西畑委員＞

3ページの課題の解消として、令和 6年から新施設が稼働して CO2 排出量が減ると踏ん

でますね。しかし、振り返ってみると、今のメルトタワーについても建設当時には完成す

れば CO2 も減るし、全部機能して上手くいくと考えていたと思います。全部先送りにして

進めていますが、本当にこれが計画どおりにいくのか疑問があります。実際に、設備メー

カーには甚だ失礼ではありますが、裁判にまで至った例もあります。もっと慎重にリサイ

クルするものはリサイクルすべきではないかと思います。先程市民からのご意見の中にも、

プラスチックを燃やすのはおかしいんじゃないかといった意見もありました。やはり、そ

ういった視点に立つべきではないかと考えます。生ごみを減らしたりと、今やれることを

きちんとやって、CO2 の削減をするべきであったと思います。こういったことにもう少し

早く着手すべきであり、全体として取組が遅かったと思います。

＜吉田委員長＞

ありがとうございました。

こういう形で市民に説明すると理解していただきやすいとか、本検討委員会としてこう

いう形で私どもは考えているといったような、皆さん自身が感じている意見があればそち

らもお願いします。

＜安部委員＞

前回、色々と検討を行いましたが、その上で今回の資料が示されたというのは、どのよ

うな説明のためなのか気になります。

もう一つ、新施設ができるまでの移行期間が 2年間ありますが、その間はこの資料にも

あるとおり CO2 の排出量が増えると思います。今、CO2 を増やさない社会にしようと言っ
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ているのに、2年の間 CO2 が増えることに対して、どのように対応するのかが大切だと思

います。ごみ対策だけではなく、こちらへの対策も検討してもらいたいと思います。

3ページ目に食品ロスの削減でごみ量全体の削減とありましたが、これも徹底して進め

る必要があると思います。こういったことはなかなか数値や想定どおりにはいきません。

先程、コンポストや電動生ごみ処理機を助成するといったお話がありましたが、この浮い

た 2,000 万円で、全家庭が希望するところは全部どうぞっていうぐらいの思い切った施策

をしないと、食品ロス削減を単純に呼びかけるだけでは、それに応えてくれる形が残るか

どうかっていうのは甚だ疑問となります。

また、それぞれの項目はすばらしいのですが、それを実現できるかどうかということも

重要だと思います。名目が上がるのは確かに素晴らしいのですが、それを実行するために

何が必要なのかっていうのが書かれていないように感じますので、その点については議論

が必要だと考えています。

＜森川副委員長＞

私の認識不足なのかもしれませんが、説明のあったプラスチック製容器包装については、

前回の検討委員会で議論を行い、結論というのが出たと思っていました。先程の資料 1の

適正化案の中にもいろいろと項目がありましたが、今回、またこのプラスチックについて

再度、論議をするということなのでしょうか。私としては、前回である程度の結論が出た

ものと思っていました。その結果として、この適正化のいくつかある検討事項の中にこれ

が収まっていると思っていました。

しかし、今回この資料 2が説明され、最後にこれが望ましいという形で記載されていま

す。これは、今回もまた議論をして結論を出し、了解しましたという形になるのでしょう

か。そのあたりがよくわかりませんでした。ここで完全に決めてしまうのか、それともま

だ決めずにもう少し時間かけて、市民の皆さんにこういったことを投げかけますといった

ようになるのでしょうか。その辺りの道筋について示してもらいたいと思います。

前回も今回も、西畑委員や安倍委員から様々な発言や意見をいただいており、相当時間

をかけてきました。そして今、この結論みたいなのが示されていますが、これが今後もま

た長引くものなのか、この辺できちんとした見解を出していくのか、そこが見えてきませ

んので、何と申し上げたらいいのかわからなくなっています。事務局か委員長から、この

資料 2をどのように進めていくのか示してもらいたいと思います。

＜吉田委員長＞

これまで様々な議論がありましたが、先程、西畑委員や安部委員からいただいたご意見

については、おそらく市民の方も同じような疑問を持たれると考えており、現状のままで

は同じような説明しかできませんので、この疑問の解消ができません。また、前回の説明

では、量的なところについてなかなか上手く説明出来なかったところもありました。私と

しては前回の委員会では、方向性について確認できたと考えておりましたので、今回の資

料では、結論として廃止が望ましいとさせていただきました。

今の時点でこの委員会に対して、どうしてプラスチックを燃やしたら CO2 が出るのに廃

止したのかを尋ねられた際に、この資料のように回答することで、委員会としてはこうい

う考えであり、新施設が稼働するまでは CO2 排出量は増加してしまいますが、その点につ

いては、積極的にごみ減量を推進していくことで抑えるといった形で進めていくと回答で

きます。

先程も言いましたが、委員の皆さんにご確認をいただいて、これでは市民にはわかって

もらえないんじゃないかというような意見があれば、ぜひ出していただきたいと思います。
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先程の意見のとおりではありますが、1番重要なところは施設の完成する 2024 年までに

何をするのかが大切になります。ごみ処理手数料の適正化とセットでごみ減量をどう進め

ていくのかです。大体 1人 1日 50 グラム減量という目標もありますが、阿部委員から意見

がありましたように、どうやって実現させるのか、何をしなければいけないのかという具

体策が必要になります。市民への説明の際にもそうですが、プラスチックを燃やすことに

よる CO2 も減らせません。ですので、具体策が伴っていなければご指摘いただいたように

絵に書いた餅になってしまいます。ですので、来年適正化した際には、それに見合うごみ

減量施策がセットでやっていけるかどうかが本当に大きな課題だと思います。

プラスチックの話には実はちょっと注意事項がありまして、国の政策が固まってきてお

り、洗面器などの今まで収集していなかったプラスチック製品も含めた収集体制に変える

ことになりそうです。そして、それを自治体に対しても何らかの施策を実施してもらうと

いったアクションが来年度末までに突然起こる可能性があります。

現状の問題としては、2,700 万円近いお金をかけて一生懸命収集していますが残渣が多

くなっていますので、新施設で燃やした方が費用対効果が高くなっています。一方で、収

集に対して、もしくは各自治体に対して何か助成があるのであれば、見直す可能性もあり

ます。

＜森川副委員長＞

ちょっとお聞きしたいのが、4月に料金改正しますよというときに、あくまでもプラス

チックのごみは現状のまま継続するのか、それとも、今後様々なことを進めていく中で 4

月の料金改正時点で廃止しますという考え方なのか、いまいちわかりませんので、教えて

もらいたいと思います。特に、この検討委員会である程度の結論が出たらなのか、9月の

議会で提案して決まるのか、そういった基本的な考え方を教えてもらいたいと思います。

＜事務局＞

今回、この方向性について皆さんの了解をいただいた上で、来年 4月からプラスチック

製容器包装については収集を廃止したいと、市議会の民生常任委員会で報告をさせていた

だきたいと考えております。

＜吉田委員長＞

来年の 4月から廃止の方向で今検討を進めているということですね。

少し質問したいのですが、国から本当に全く予期してないようなプラスチック収集に関

する政策が、議会で廃止が決定した後に出された場合、対応は可能なのですか。

＜事務局＞

現時点で国から示されているのは、例えば新たなごみ処理施設を建てるときには、循環

交付金が給付されていますが、今後はプラスチックの分別収集を考慮したものにしなけれ

ば、その交付金を出さないといった話が出てきていると伺っています。

この件について現在確認中ではありますが、西いぶり広域連合については既に計画もで

きており、プラスチックの分別収集は前提にしない形ではありますが事業者も選定されて、

事業としても進んでいますので、交付金は通常どおり交付されると考えておりますが、一

応、そのような話がありましたので、現在確認中になっています。

また、プラスチックの分別収集を実施するとなった場合に、現在の御崎町の施設では処

理能力が 200 トン程度ありますが、それでは全然間に合わないような量が収集されること

になりますので、室蘭市単独で実施するのか、ほかの市町と広域化したほうがいいのかも
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含めて改めて考えていく必要があります。また、収集量も全然違いますので、現在のもの

とは全く違う規模の建屋も含めた設備が必要になり、金額もかなりかかることが想定され

ます。

＜吉田委員長＞

決定的なことをお話しするのは難しいのですが、この検討委員会で前回もお話ししたの

ですが、やはり費用体効果について考える必要があり、分別収集を増やしてほしいという

意見もありますが、その費用対効果を考えて分別するもの、難しいものという整理をした

上でこういった方向性が出たということはご理解ください。

ただ、ごみ減量の見通しについては少し足りないと感じています。この検討委員会でも

ありましたが、町内会の活動が小さくなってきており、古紙の回収拠点が減ってきていま

す。さらに、雑紙なんかは特にリサイクルできるという事が知られておらず、ごみとして

捨てられているというケースもあるようですので、ぜひ今度市の方でごみの組成調査を実

施していただき、何がどのぐらい出ているのか調査をしていただき、具体的にこういうも

のが多く出ているので、こういう方法で減量しますといったように施策をわかりやすいよ

うに示していただけたらと思います。

これまで何度も議論をしてきまして、これが最終的なこの検討委員会としての方向性と

いうことで進めさせていただくということになります。ほかにご意見はよろしいでしょう

か。

＜齊藤委員＞

プラスチック製容器包装については、費用対効果を考えるとかなりお金がかかるので、

廃止するというのは分かりますが、先程安部委員から意見があったように、どういう目標

でどういう減量をしていくから廃止しますということが大切になります。食品ロス削減も

そうですし、生ごみ乾燥機もそうです。3ページにも書いてありますが、1人 1日 530 グラ

ムを、480 グラムまで減らしますとありますが、そのための 50 グラムはどういうことをし

て減らすのでしょうか。今、委員長から話がありましたように雑紙を分別収集して減らす

となると、森川副委員長が先程お話ししていましたように、町会に入ってもらい古紙回収

を積極的に進めてもらうことが必要になります。他にも新聞、段ボール、雑紙も集めても

らえれば目に見えてごみ減量が進むと思います。

欧州では、もうプラスチックは使わないというように決めています。このような方針が

国から示されておらず、廃プラについても、ハンガーなどの新たに収集するものを処理す

る工場を建設するための費用は出すけれども、収集に対する補助金もないというのであれ

ば、日本のやり方というのは遅れているような気がします。

これからは、今皆さんが言われてるように新しい焼却施設ができるまでの間にどうやっ

てプラスチックを使わないようするのか、もっと市の方からも啓蒙したりしていくことを

考えていく必要があると思います。

＜吉田委員長＞

貴重なご意見ありがとうございました。

今ご紹介いただいたとおり、報道などで皆さんは既にご存じかもしれませんが 6月にヨ

ーロッパで使い捨てプラスチック製品の流通禁止という指針が出されました。これまでの

大量に生産して大量にリサイクルするという方式ではどこかで自治体にしわ寄せが来てし

まいますので、やはりこういったプラスチック製品をいかに使わないで済むようにするの

かという施策を室蘭市として出していき、発生のところに積極的に手をつけていく必要が
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あると思います。

先程、生分解性プラスチックをごみ袋に使用するという話がありましたが、こういった

形で発生抑制のところにもう少し力を入れていき、これから社会もどんどん変わって行く

と思われますので、それに合わせてこのような取組を重視していく方向で、今後検討をし

ていただければと思います。

この検討委員会ではかなり議論を重ねてきましたが、それでもそれぞれの意見が一致す

るのは難しかったので、恐らく、一般市民の方に説明していくとなれば更に難しいと思い

ますので、こういう形の資料を出して、最後の結論としてどうしたいのか、どうやってご

みを出さないようにするのかという積極的な施策を掲載してもらいたいと思います。

＜西畑委員＞

コストを下げる手段としていろいろな方法があると思います。以前から、このプラスチ

ック製容器包装の継続について意見してきましたし、現場も見させていただきました。

1番の原因として、残渣量が年々増えてきてしまっていることが考えられます。この問

題に対して、市の方から速やかに市民に対して、現状はこうなっているので、もう少しプ

ラスチック製容器包装の出し方について、きちんとルールを守ってもらいたいということ

を、辻説法でも出前講座でもいいので、もう繰り返し繰り返ししていかなければ、問題の

解消には向かわないと思います。ですので、まずはやれることから始めて、コストを下げ

るようにする必要があると思います。財政的に苦しく、費用対効果を考えると言われても、

多くの市民はやはり納得出来ないのではないかと思います。

先程の繰り返しになりますが、市民からの意見の中にも、燃やすのはまずいと考えてい

る意見や、他市町村に比べてごみ袋の価格が高いといった意見があります。

ですので、やれることをスピード感を持ってやっていかないと、この問題は解決出来な

いと思います。後ほど少し説明させてもらいますが、生ごみについてもやれば幾らでも減

らすことはできます。市の目標値になっている内の 50 グラムぐらいであれば、そこまで難

しいことではないと思います。このことについては、我々もいろんな形で意見を述べ、ま

た協力をする用意はあります。

＜吉田委員長＞

ありがとうございました。

今ご意見いただいたとおりでして、来年の 4月に適正化が行われますので、そのタイミ

ングで様々な施策を出していただくと、市民の方も今までと環境が変わりますので、恐ら

くご協力いただける可能性が高くなると思いますので、ぜひスピード感を持って、具体的

な施策を検討していただきたいと思います。

それでは、プラスチック製容器包装の見直しについては、現状の形で進めていただくと

いうことにしたいと思います。

それでは次に室蘭市食品ロス削減推進計画骨子案について事務局から説明をお願いいた

します。
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③室蘭市食品ロス削減推進計画骨子（案）について

事務局より説明

資料 3 「室蘭市食品ロス削減推進計画骨子（案）について」

＜吉田委員長＞

ありがとうございました。

食品ロス削減計画の骨子案ということで説明していただきました。具体的に検討する前

に、安部委員から消費者協会の資料や情報提供をいただいておりますので、具体例という

ことで、ぜひご説明いただいてよろしいでしょうか。

＜安部委員＞

資料の中にフードドライブに御協力くださいというチラシを入れていただきました。

今年の 5月に今年度の消費者協会の活動の大きな柱としてフードドライブを行いたいと

決めました。食品ロスについて、発生を少なくしながら、必要な方には届けるという形に

したいと、チラシの左側に大きめに書いてあるように、「もったいないをありがとうに」こ

れをぜひ皆さん、消費者一人一人の心に届けたいと思っています。

私は年金生活ですので、なかなか若い世代の方に会うことも少ないですが、なかなか経

済的に大変な状況だとテレビや新聞で報道されていることが多くあります。伺ったところ

によると、室蘭市では生活困窮でいろいろ相談されている方の数は、今年の 1ヶ月に来た

数が普段の 1年分に相当する数だったようです。つまり、普段の 12 倍ぐらいの方が生活に

困窮してしまい相談に来ているようです。私のところでも、結構気がついたら消費期限が

切れていたとかのような残念なことが結構ありますが、それをただ捨ててしまうのであれ

ば、活用してもらおうという形をとれないかということで、2年ほど前から考えていたこ

とになります。2年前に食品ロス削減法案が出来たときに、消費者協会として友人や知人

にアンケートを取り、食品ロスのことやフードドライブのことということで質問しました。

皆さん色々と挑戦をされていますが、2年前ということもありフードドライブという言葉

は知っているけれども実態がわからないという方や、フードドライブが身近なところであ

れば協力したいといったような、皆さん誰かの役に立ちたい、支えが必要な人がいるので

あれば支えたいという気持ちを持っていることに驚きがあるとともに、これはぜひそうい

う場をつくるべきだと感じました。ちょっと準備がなかなか進まず、今年にはなってしま

いましたが、フードドライブを始めさせていただきました。反響としては、特に新聞報道

が効果的で、新聞に掲載されてすぐに登別や市内の方からフードドライブを応援しますと

いうことで品物を届けてくれました。

先日の 7月 9日に社会福祉協議会へ、集まったものを届けることが出来ました。集まっ

たものとしては、どちらかというと食品よりは日用消耗品の方が多く届けてもらえました。

今後の課題としては、食品を皆さんから多くお届けいただくことを目指したいと思ってい

ます。まだ始まったばかりですので、より多くの方に知っていただきたいと考えています。

消費者協会は文化センターの 3階になりますが、当初はここでやっても誰も届けてくれな

いだろうと思っていましたが、意外と新聞報道などを通して知って届けてくださるんだな

というように感じました。また、お付き合いの長い企業さんからは、自分の社内にこうい

ったものがありますよとか、機会を見つけて集めますといったようにご協力いただける方

もいますので、やはり周知して知っていただくことが大事なことだと思いました。今後も

またイベントを開催しながら、皆さんのご協力を集めたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。
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＜吉田委員長＞

ご紹介ありがとうございました。

すばらしい活動をありがとうございました。今、市の方で食品ロス削減推進計画を作成

していますが、やはりこういった活動と共に進められるべきだと思います。

先程、安部委員に少し質問したのですが、まず食品の期限がどうしてもぎりぎりになっ

て、ごみになるのかどうかという判断はどのようになるのでしょうか。消費期限まで 1ヶ

月前だとまだ食べると思いますが、その先のぎりぎりのところ廃棄物になるまでのプロセ

スになりますが、皆さんはどの時点で捨てる判断をしていますか。

＜安部委員＞

消費期限が切れる前から廃棄物としては考えず、切れてしまったら考え始めます。

＜吉田委員長＞

そうですね。まず期限前に必ず気がついていただくことや、他人からもらった食品が増

えて、自分の家だけでは食べ切れないようなものを上手くフードドライブに流すことがで

きれば期限が切れるまでずっと置いておかれることもなくなりますね。

＜森川副委員長＞

これは大変重要で大きな話になります。

以前にもお話ししましたが、室蘭市でも 5年前に食べきろう運動という運動があり、先

の安部委員ではないですけども、報道で全国に倣って室蘭市でも取り組みましたとありま

したので、私たち連合町会でもこれやりましょうということで、特に食事会では前半 30

分と後半 10 分は自分の席について食べましょうということで実践し、新聞でも少し掲載し

てもらいました。市でも一度啓発していましたが、それ以降はどこの課も対応していない

ようであり、今もその当時のパンフレットとかチラシを持っていますが、室蘭市や各団体、

環境省が作成したパンフレットなどをあちこちで配布していましたが、それ以降、止まっ

てしまいました。

今回、市役所の中で各課が連携する連絡会がつくられたということで、今後、持続して

いくと思っています。その中で、特に安部委員の話も追加できると良いと思います。

今、あちこちで子供食堂ができています。蘭西地区でも 17日から、子供食堂をやります。

これには私も関わっていますので、食べ残しや消費期限の迫ってきたものを、消費者協会

さんや社会福祉協議会さんから提供してもらうような形になります。こういった地道な活

動が大事だと思っていますので、我々、市町連としても消費者協会さんとタイアップしな

がら、こういった運動を進めていきたいと思っていますので、市の方もよろしくお願いし

たいと考えております。

＜吉田委員長＞

ありがとうございました。様々な活動をご紹介いただきました。

さて、お願いになりますが、食品ロス削減のホームページを拝見しているのですが、こ

こにフードドライブとかの活動についてリンクを載せていただくのもいいと思います。

私も食品ロスのホームページを見ることがあるのですが、電話番号だけしか載っておらず

電話していいものなのか困ったりしてましたので、他の方法で情報や連絡先をうまく知ら

せることができれば、もう少し広く周知できるようになると思います。

室蘭工業大学でも学生向けに食品の配布をいただいていますが、どこかの段階で大学と

しても食品ロス削減に関する行動をやってみたいと思っています。学生に限らずなかなか
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新聞を見ない世代も結構いますので、そういった方々には市の LINE とかも活用することを

検討してもらえればと思います。

現状では、いつ頃食品ロス削減推進計画の最終案ができるのでしょうか。未定でしたら

スケジュールだけでも教えてもらいたいと思います。

＜事務局＞

令和 4年の 3月に策定、4月から施行というスケジュールで現在進めています。

＜吉田委員長＞

ありがとうございます。

室蘭市で食品ロスが 2,430 トンとありますが、全体のごみ量に対する割合とか、室蘭市

全体で年間何トンあって何に匹敵するとかといった比較の話もあればよりわかりやすいと

思います。

事業系の食品ロスに対する対策や活動は何かあるのでしょうか。

＜事務局＞

事業系については、実態をまだ把握できておりません。ですので、近日中に事業者に対

してアンケートを実施したいと考えています。その後、事業者の中ではどのように食品ロ

スが発生しているのか把握した上で対策などを検討していきたいと考えています。

＜吉田委員長＞

ありがとうございました。

ちょっと全体的なごみ減量ということにはなりますが、様々な団体の活動とリンクして、

進めていく必要がありますので、ごみとはちょっと違う分野の社会福祉活動とかとも連携

して進めていただきたいと思います。また、ホームページも少し拡充していただきたいと

も思います。こういう活動を今後も進めていただいて、私たちも協力していきたいと思い

ます。

それでは、これで議題の 3番目を終了いたしまして、最後の議題 4ごみステーションの

集約方針と新設抑制について事務局から説明をお願いいたします。

④ごみステーションの集約方針と新設抑制について

事務局より説明

資料 4 「ごみステーションの集約方針と新設抑制について」

＜吉田委員長＞

ありがとうございました。

ごみステーションに関する新設のルールづくりも含めて説明いただきましたが、まずは

齊藤委員から収集事業者として、全般的なことで構いませんので今の見直しについてご意

見をいただいてもいいでしょうか。

＜齊藤委員＞

前回も、輪西のことで少し話しましたが、実際にごみステーションの基準がないので、

輪西の場合だと 204 箇所のごみステーションがあるが、このうちごみステーションの看板
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があるのが 7箇所しかありません。資料の表に書かれているように、ほとんどが家の前で

個人用のステーションになってますので、本当にきちんとやるのであれば、新設だけでは

なく、既存をきちんとしなければなりません。5,800 箇所からまだ増えてしまうようでは

どうにもならないと思います。

先程、森川副委員長と少し話しましたが、150 近い町会があると聞いたのですが、実際

に町会に入ってる方にはほとんど若い人がいません。町会に入るのに入会金が必要なとこ

ろもあるようですので、これでは自分の町会に入れないとなり、どんどんごみステーショ

ンが増えていってしまうことになります。市もよく言っていますが、どんどんなくなって

いくということはあまりなくて、逆に増えていく状態になっていますので、まずは軒先を

減らしていくようにしていかないと、実際にはいくらでも増えてしまうと思います。

自分の家の前には置きたくないが、他人の家の前なら問題ないと考える人は多いと思い

ますが、昔から言われてるように道道にはごみステーションを置いてはいけないという北

海道の規制がありますので、置く場所を決めるのも大変になっています。このあたりの基

準をしっかりと決めてから、市でごみステーションを作成したりする形で、既存のごみス

テーションを廃止や共同利用にしていかなければ難しいと思います。やはり、まずは町会

に皆さんが入ってもらうことを考えていかなければ、ごみステーションだけでなく町会も

大変になっていくのではないかなと思います。

資料にも掲載されているとおり、蘭西方面の祝津、輪西、母恋などは多くなっています。

一方で、蘭東方面は少ないんですね。ですから、昔ながらのところは結構多くなっている

のが実態になります。

登別市は人口が 3万人程度しかいませんが、ごみステーションは 1,400 箇所程度で軒先

は 1つもありません。そういう意味では、やはりきちんとした管理をしていく必要がある

と思います。

＜吉田委員長＞

ありがとうございました。山内委員お願いします。

＜山内委員＞

資料 4にごみステーションの数が町別に掲載されていますが、私の住んでいる中島町が

載っていません。他にも石川町なども載っていないと思いながら数字を見ていますが、先

程、齊藤委員が輪西の軒先が多いという話をしていましたが、私の住んでいる中島町は数

字がないので比較できません。どうして載っていないのでしょうか。

＜事務局＞

中島町が載っていないということですが、市内には 52の町があり、これを全て載せるこ

とはこの表では難しかったため、中間の町については省略させていただきました。

中島町のごみステーションについてですが、資料の表と同じように左から、世帯数が

2,493 世帯、ごみステーション数が合計で 312 箇所あり、内訳としては箱型が 204 箇所、

ネットが 14 箇所、軒先が 94 箇所となっています。また、最後の世帯/ごみステーション数

につきましては 8.0 となっています。

＜山内委員＞

私が中島町に引っ越してきた際に、隣のおじさんが軒先で出していいよと教えてくれま

した。以前は白鳥台に住んでいてごみステーションを使用していたので疑問に思っていま

したが、結局、何年か後には楽なのでその生活に慣れてしまい今も続いています。
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輪西町が多いというのを先程も聞いていますので、やはり他の町でもやっているんだな

と思うと共に、これは止めなくてはならないとも考えますが、高齢者が多い町なので、ど

うしてもそういうふうになってしまうのかなと思います。

ごみ収集作業員の方と朝、直接話すことがありますが、皆さん優しく接してくれます。

さらに、ごみを出すまで待ってくれたりもしますので、ちょっと甘えさせてもらってもい

ますが、何とか改善したいと思っています。

＜吉田委員長＞

もし仮に山内委員が今お住まいのところで、10 世帯に 1箇所という原則で見直してくれ

と言われた場合に、周辺の方とお話し合いされてできる見込みはありそうですか。

＜山内委員＞

高齢者が多く住んでおり、皆さん今の生活に慣れきって生活していますのでどうなるか

わかりません。

＜吉田委員長＞

山内さんのエリアをモデルとして様々なご意見をいただきたいのですが、町会によって

状況が全く違いますので、一律にその平均値で良い悪いというものを決めるのは難しいと

思います。要するに、住宅地が非常に離れているところもあれば、密集しているところも

あるので、個別の話が多くなってしまい共通ルールが作りにくいというのは今のお話を聞

いていてもわかりますね。

＜森川副委員長＞

私は最初からこの検討委員会で弱者対策についてお話しさせていただいてきましたが、

山内委員が自分の家の前にごみを出しているということで、まさに山内委員はその弱者の

方に入ってくるのではないかなと思います。こういう方々の対策をまずはしていかなけれ

ばならないと思います。

それから、町会という言葉が良く出てきていますが、私も様々な町会の方に聞いて回り

ましたが、町会でごみステーションを管理しているところは余り多くありませんでした。

むしろ少なく感じました。これはなぜかと考えてみますと、このごみステーションという

ものは町会で設置すると言うよりも、各地域やブロック毎にごみステーションを設置しよ

うとか、良さそうな設置場所があったとしても土木課や管財課から使用できないとか、先

程もありましたように道道で設置できないといったことがあり、上手く折り合いが付かな

いところも多々あったと思います。中には、役所がいいと言わないから、玄関前に置いて

いるという人もいますし、いろいろと千差万別になっています。

こうした中で、町会として対応していくとしてもどう向かい合っていくべきなのかと、

市民説明会でもそのような発言をされた方もおりました。町会に投げかけられても、町会

としても困っているというところもあると思います。ですので、資料にあるとおり進めて

いくためには、市が率先して規則的なものを策定し、町会や様々な団体に投げかけていた

だいて、皆で手を取り合って進めていかなければいけない話だと思います。

また、資料 4の表の右側にあるとおり、蘭西地区の方が軒先が多くなっています。特に、

私の地区連合町会だと 3箇所も載っています。この辺を町会長に話せばいいのか、それと

も別の形でやったらいいのか困ってしまいます。この蘭西は古い町になるので、高齢者も

多くなっています。そういったことも軒先が多い原因だとも考えています。逆に少ないと

ころだと、白鳥台や日の出町は比較的新しい町でアパートやマンションが多いところで地
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域のごみステーションの数が少なくなっていると思いました。

先程、山内委員の話にもありましたが、年配の人が大変だということで玄関前に置いて

いる場合もよくありますが、若い人でも玄関前に置いている場合があります。ですので、

これはごみステーションを置く場所がなくて、やむを得ず玄関前に置いてるのかもしれま

せんが、その辺も含めてこれからの新しい基準に沿って、現在のごみステーションもパス

することもなく、齊藤委員からお話しにもありましたとおり、既存のものも含めて検討を

していくような、思い切った施策をしていかなければ、いつまでも大変な状態が続いてし

まうのではないかと思います。市民説明会の中でも、ごみ収集作業員が一生懸命走り回っ

ていて、非常に苦労しているのではないかという意見もありましたように、みんながやっ

ぱり楽しく楽に生活できるような方法を、市と町内会や様々な団体、市民が一体となって、

進めていただきたいなと思います。市町連もできる限りの町内会と協力いたしますのでよ

ろしくお願いします。

＜塩越委員＞

様々なご意見が出ていましたが、まずこの資料 4を見て 1番最初に感じたのが、軒先が

全体の半数以上となっていますので、収集作業員の負担もかなりあると思いました。これ

の課題解決が必要だと思います。その中には、弱者対策も含める必要もありますが。

そして、そのためにまずはごみステーションの管理情報の把握が必要になると思います。

森川副委員長とも少し被りますが、実際に私の町会でも何箇所か設置していますが、それ

ぞれの区画毎に皆さんで手作りしたものや、新たに購入したものになります。その中で、

皆さんどこの場所に置くとかということを地域の方同士でいろいろとお話しして決めてい

ます。ゴールデンウィーク中などごみ収集がお休みの日がありますよね。その時は町会長

なり地域の方が、5月何日は休みだよというものを印刷して、各ごみステーションに貼っ

て注意するということを町会で行っています。ただそれ以外のことについては、ごみステ

ーションを使用している 10 世帯ぐらいの人達で管理していますので、市による管理という

のはかなり大変なのではないかと感じ、どのように進めるのかなという疑問がありました。

また、一般住宅と共同住宅について、共同住宅は管理者が決まっていますが、一般住宅

だと必ずいるわけではないので、そこの集約方法というのはかなり仕組みづくりが大変に

なるのかなと思いました。

＜吉田委員長＞

ありがとうございました。

少し質問させていただきたいのですが、今お話しのあった 10 世帯というのは町会で決め

たものになるのですか。それとも、全く別の決め方があったのでしょうか。

＜塩越委員＞

町会の中で班に分かれていまして、その班の世帯数がおおよそ 10 世帯程度になっていま

す。

＜吉田委員長＞

先程、森川副委員長からお話のあった町会による管理というのが比較的上手くいってい

るところになるのでしょうか。

＜森川副委員長＞

八丁平は新しい町なので上手くいっているのだと思います。



- 21 -

＜塩越委員＞

やはり地域によって異なると思います。

＜吉田委員長＞

ありがとうございます。西畑委員からお願いします。

＜西畑委員＞

ごみステーションの設置基準をつくるということは非常に良いことだと思います。

要綱のタイトルに清潔の保持等と文言が入っていますので、これも要綱に含まれると思

うのですが、室蘭市の観光といいますか、そういう特徴を考えればこの美観についてもど

こかに盛り込んでいただければと思います。

＜吉田委員長＞

ありがとうございます。

菊地委員から、ご自身で使われているごみステーションのことでも構いませんので何か

ご意見があればお願いします。

＜菊地委員＞

資料 4の左上のグラフについて、人口とごみステーション数の推移が掲載されています

が、これが世帯数だった場合のグラフを見てみたいと思いました。

また、このグラフを見ていると 4年間で 200 箇所程度ごみステーションが増えています

が、通常ですと人口が減っている中で増えるというのは考えづらいのですが、これは新し

く造成された宅地が多くあるので増えているといったような理由があるのでしょうか。

＜事務局＞

今まさに菊地委員からありましたように、新しく造成された宅地に設置されるほか、室

蘭市に転居してきた方が環境課にごみステーションを設置したいとご相談いただくことが

あるのですが、こちらとしてもまずはお近くのごみステーションを一緒に使用できません

かと尋ねてみるのですが、その地区によっては他の方も全員軒先で出しているので、その

方も軒先にせざるを得ない、といった理由により増えてしまっています。

＜菊地委員＞

わかりました。人口がどんどん減っているというのはこのグラフからわかります。世帯

数も同じだけ減っているのかまではわからないのですが、こういった状況でごみステーシ

ョンだけが増えている理由がわからなかったので質問させていただきました。

＜吉田委員長＞

菊地委員の使用しているごみステーションはどのような管理になっていますか。

＜菊地委員＞

私も今のところには数年前に引っ越してきたばかりではありますが、ここの区画はここ

のごみステーションを使用していると教えていただいたので、おそらく町会で管理されて

いると思いますが実際に誰が管理しているのかはっきりしていません。4週間に 1回程度

でごみステーションの掃除担当が回ってきますので、数世帯毎に 1箇所で設置されている

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。

皆さんから様々なご意見をいただきました。なかなか一律に方向性を出せる問題ではあ

りませんので、今回は新設の抑制ということで、菊地委員からお話しいただいたように今

までと同様に増やしてしまわないようにしないといけません。先程の質問に関連して、も

しこの要綱が策定された場合には、今後は軒先は駄目ですということで市は設置を許可し

ないということでよろしいですか。

＜事務局＞

そうですね。要綱を策定した際には可能な限り軒先にはせず、周りの方と共同で使用し

てくださいということで推進していきたいと考えています。

＜吉田委員長＞

問題は周りの出し方になりますね。全員が軒先収集でやっていてごみステーションがな

いとなると、事実上難しいことになります。なので、やはり既存の見直しと合わせて一緒

に進めていかなくては、堂々巡りとなってしまい新設の抑制もなかなか難しくなってしま

うと思います。

＜齊藤委員＞

皆さん弱者対策と言っていますが、だんだん歩けなくなるとは思いますが、一方で全く

歩かなくなってしまうと人間はほんとに駄目になってしまうと思います。できれば、福祉

と絡めて、本当に歩けない人に対しては福祉の方やケアマネージャーが来てごみを出して

もらうという仕組みが必要だと思います。昔、200 件くらいの本当に困ってる人に対して

個別に収集を始めた時期がありました。その時はとても良かったのですが、その困ってい

た人が亡くなって若い人だけが残った際に、そのまま利用されてしまうようになってしま

い、あまりモラルが良くないと感じました。昔からやっている町会だと新しく人が入って

くることに対して、すごく気にするようなところがあるのかもしれませんが、その辺も考

えていく必要があると思います。

苫小牧市の人が考えたことではありますが、いっそのこと全部軒先で収集という形にす

ると、ごみ代は 3倍くらいに増えるという話がありました。これから段々とそういった形

に近づいていくかもしれません。

＜森川副委員長＞

先程、申しましたように 20リットルや 30 リットルのごみ袋をごみステーションまで運

ぶとなると結構大変な作業になります。室蘭市の人口の 25％以上が 75 歳以上となってし

まっており高齢化の最たる例になっています。そういう中で 80になった 90 になったとい

う人がごみステーションまで持っていくというのはかなり大変な作業になります。以前、

福祉課に聞いたことがあるのですが、福祉課で対応するというのは 20件とか 50 件程度に

なっていて、残りはもうわかりませんという感じでした。そうなってくるとやはりごみス

テーションがどうあるべきかというのと合わせて、弱者対策をどうするのかということが

大事になってくると思います。

この資料の中に案の案だと思いますが、ごみステーションの間隔が 10 メートルとありま

すが、10メートルだとほんと近いと思います。実際に私の家からごみステーションまで 40

メートル近くあります。少しだけ坂道にもなっていますが、そこであっても近所の方は皆

さん運んでいます。ですので、10 メートルくらいであれば高齢者でも楽に運べるかもしれ
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ませんが、10 メートル間隔でごみステーションが設置されると結構な数になってしまうと

思います。そういう面を考えながら、ごみステーションの在り方というのはどのぐらいが

いいのか、山道とか坂道のところはどうしたらいいのかとか、そういうものを考えながら

決める必要があると思います。

それから先程も言いましたが、幸町とか本町とか栄町はこのワースト 10 の中に入ってい

ますが、あの辺りの町は土地は平らになっていますが、ごみステーションを置く場所がな

いのではないかなという気がしています。1軒 1 軒がくっついていることや、道路用地も

土木課の許可が必要である事も原因だと思います。一方で、特に理由も無く玄関前に出し

ている場合もあると思いますし、かなり難しい問題だと思います。こういったことを掘り

下げて、簡単なものではありませんが、町会や地域に投げかけて、みんなで検討していく

というような方法を取る必要があると思います。

様々な問題があってまた様々な人の意見もあるので、これをまとめるとなると 2年 3年

ぐらいかかるかもしれませんけども、なるべく速やかにきれいな室蘭市を目指して、住み

やすい、地域町内会になっていくような方法を市役所の方にもいろいろ考えていただきた

いと思いますし、我々地域住民も考えていきますので大変だとは思いますが、よろしくお

願いします。

＜吉田委員長＞

ありがとうございました。

大体、皆さんの意見が出たと思いますが、様々な指摘がありましたので、簡単にこうい

うルールでいいよとはならないことはよくわかっていただけたかと思います。ただ、新し

い設置要綱が策定されることで少なくとも新しい住宅の場合は見直しがしやすくなります。

数件の新しい宅地ができる際にその中で集約していくということで、仲介は市でされると

思いますが、そういう形での改善がありますので、まずはこれで進めていただきたいと思

います。一方で、個別の問題もいくつかあり、10 メートル以上は離さなければいけないな

ど、簡単には決め切れないところもあると思いますが、まずはちょっとこのまま運用して

いただく形で進めていただきたいと思います。

私は事前に市から打合せや資料の確認をしているのですが、私自身の考えとしましては、

実際に今皆さんのお話を聞いてもやはり地域毎の状況が違いますので、まずは今あるごみ

ステーションがどこにあるかということについて、パナソニック ITS さんと道南公益清掃

事業協同組合さんの方でパソコン上で位置を確認できるよう作業を進めており、少なくと

もごみステーションがどこにあるのかというのがはっきり分かるようになりました。

追加で、そのごみステーションをどこの誰が管理していて、実際にどのくらいのごみが

排出されているのかが分かると、もしかしたら見直しの際に、個々の町会になぜうちの町

会が選ばれたんだと聞かれた際に、こういうところを見るとこういう形での管理ができま

すといったような回答ができると思います。他にも、八丁平ではこういった形で管理され

ていますというケースがあれば、それも紹介することでより理解を得やすくなると思いま

す。ただ、町会ではなく本当に新しい住宅に住む有志でつくられた組合などでごみステー

ションを管理しているという方も以前の市民説明会にいましたので、その辺りについても

検討の必要があると思います。

こういったこともありますので、まずはごみステーションの排出量を含めた情報を調べ

る必要があると思います。先程お話しいただいたような、高齢の方でごみステーションに

行くことも難しい世帯に対して社会福祉の担当に繋げるにしても、まずは全体の情報がな

いと発見も難しいと思いますので、ごみステーションの位置測定の次の段階として、管理

情報の拡充をお願いしたいと思います。特に新設に関しては少なくとも管理者が分かるよ
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うにして、既存のところであれば可能な限り管理団体を調査した上で、実際にそのごみス

テーションにどの程度ごみが出されているのかという調査にも繋げていただいて、データ

を積み上げていただくと、もしかしたら私たちもそれを見て意見を出すこともできると思

います。

＜森川副委員長＞

前回、齊藤委員から輪西のごみステーション配置図をいただきました。これは、各ごみ

ステーション毎に色分けしてありますが、これは齊藤委員のところで作ったものなのか、

市で作ったものなのか聞きたいと思います。

それから、今回の資料に各町毎のごみステーションの数が掲載されていますが、例えば

山手町のごみステーションの地図が欲しいと言った場合には、出してもらえるものなので

しょうか。

＜事務局＞

前回の輪西の地図については齊藤委員のところで作成したものになります。

また、こちらの方でも地図を作成してお渡しすることは可能ですが、現在全てを把握で

きているのか内部で精査しておりますので、その途中の状態でのお渡しになります。

＜吉田委員長＞

ありがとうございます。

私も室蘭市からデータをいただいていまして、次に可視化が必要になってくると思いま

す。これは、例えばホームページでごみステーションがどこにあるのかが簡単に見られる

ようになるものになります。他にも、資源ステーションはごみステーションに比べて数が

少ないので、例えばここで資源回収をしていますということをマップ上で見ることができ

るといったような活用が可能になります。

そういう形での活用を目指して、今、市にデータを取っていただいており、その後は情

報公開することで、市民の皆さんに現状を知ってもらい、お互いに問題意識の共有がされ

ることで、それぞれ現状のままで問題ないとか、うちは特別だったんだとかと考えていた

だけると思いますので、ぜひそういう形で活用してもらいたいと思います。

これまで様々な意見をいただきましたが、その中で 1点だけ私が気になったのがありま

して、西畑委員から美観の話をいただきましたが、ごみステーション方式というのは、道

内だとまあまあ多くなっていることもあり、私たち室蘭市民は道端にごみステーションが

あるのが当たり前だと考えていると思います。私も学生と一緒に水元、高砂とごみステー

ションを見て回ったことがあるのですが、様々なデザインがある一方で、ぼろぼろで全然

掃除がされていないステーションもあれば、手作りしたのだろうなというステーションも

あり、それから本当に小さいステーションもあったりと、本当に様々なデザインがありま

した。これを美観という観点で見ると統一性がないと感じました。これは、多分メーカー

さんもたくさんあるので、その分用途に合った様々なタイプのごみステーションを選べる

ということでもありますが、次の段階としてごみステーションの見直しがありますので、

本当に美観上ですごく良いデザインがあればそれを推進するのも良いと思います。例えば

この間のナラサキ造船所さんが自作でごみステーションを作成したという記事がありまし

たが、これも 1個だけ作製するとなるとコストが高くなりますが、ある程度ロットが多く

なればもう少し安くできると思います。もしかしたら、今のごみステーションより少し遠

くなってしまいますが、取替えて新しくしたり、そこに市がある程度助成するという仕組

みがあれば、進みやすいのではないかと思います。ごみステーションの見直しとなると、
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どうしても世知辛い話になってしまいますが、例えば 1個だけのごみステーションをある

程度抑止する、デザインの良いごみステーションにどんどん取替えていくといった既存の

見直しも検討できると思いますので、様々な方面から検討していただくことができるかな

と美観というキーワードを聞いて思いました。

今回の要綱というのは、議会を経ることなく施行という形になると思いますが、いつか

らこれが適用になる予定なのでしょうか。

＜事務局＞

今のところにはなりますが、今年度中に要綱を策定し来年度から新設については適用し

ていきたいと考えています。

既存の集約につきましては、この検討委員会での意見を踏まえて、まずは実態としてデ

ータの積み上げなどを踏まえて進めていく必要があると感じていますので一足飛びにとい

うことではなく、そういった部分の積み上げをしながら進めていきたいと考えています。

＜吉田委員長＞

わかりました。

先程のごみステーションの位置情報の話に興味のある方もいますので、もし次の検討委

員会とかでこういったことについて調べていますというデータや資料を準備したいと思い

ます。資料 4のごみステーションの話は以上でよろしかったでしょうか。

時間も押していますが、西畑委員から生ごみ堆肥化の資料をいただいていますので、説

明をお願いします。

その他

＜西畑委員＞

まず生ごみの資料になりますが、この検討委員会に参加するようになってから、まずは

自身がどの程度出しているのか、まず隗より始めよということで調べてみました。これま

で 2年強やりまして、結論から言うと年間 100 キロぐらいは生ごみが出ていることがわか

りました。私はこれを自分の畑に穴を掘って埋めて堆肥化しています。冬は土が固くなり

ますので、なかなか掘れないということもあり、少し対策を考える必要があると考えてい

ます。この結果を室蘭市の人口に合わせて考えると、年間 90 トンぐらいの生ごみはごみ処

理施設で燃やさなくて済むようになると結果がでました。実際に処理する人が増えれば更

に効果があると思います。生ごみの話については、以上になります。やろうと思えばすぐ

にできることだと考えていいます。

続けて、西いぶりの広域処理施設についてになります。国からは、2050 年までに CO2 の

排出量を 0にする脱炭素化という目標が立てられており、2030 年には 46%強の削減を中間

目標としています。各自治体においてもそれぞれの目標を立てて、これから様々な削減努

力を進めると思っていますが、実態としてどのぐらい排出されているのかということで環

境課の方々やメルトタワーの職員の方にデータを出していただきました。

まず 1番上の表になりますがごみ処理量を表しています。1番左側には計画値を載せて

おり 60,400 トンとなっています。右のグラフでは赤い棒グラフが計画値になります。これ

が年々下がっていますが、これは人口減少が原因と考えています。令和 2年と比較すると、

30%くらい下がっています。私が廃棄物についていろいろと聞いた中では、こういう施設を

建てる際には、まず分別収集をしてできるだけ燃やすものを少なくすることで、施設を小
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さく設計することができるようになり、ランニングコストも下げることができるようにな

ります。施設規模の決め方としては、様々な決め方があると思いますが、現状でどのぐら

いごみが排出されているので、これをクリアする基準を決めている例が多くあるようです。

ですので、そこを工夫して市民の皆さんにこういった理由があるので生ごみを何とか自分

のところで処理してもらいたいとか、こういうふうに減量してもらいたいといった要請を

することで、最初のごみ量を減らすことによって設備はもっと小さくすることができるだ

ろうと、このグラフを見ていて感じました。

次に CO2 の排出量ですが、これは 1トンのごみを焼却するとどのぐらいの CO2 が発生す

るのかということを算出しています。これは国の指針において、自治体はこういう施設は

きちんと定量的に評価しなさいというマニュアルを出しています。赤い棒グラフが当初の

計画だったのですが、なかなか上手くいっておらず、黒い棒グラフの方が非常に高い状況

になっています。これを全部足すと 40 万トン強になります。

苫小牧市にある CCS では CO2 を地中の貯留層に圧入するという設備があります。そこで

は 30 万トン分を地中に圧入して処理を終えたところだと聞いています。

このグラフを作成してみて様々なことが思い起こされました。例えば平成 18 年からプラ

スチック製容器包装が始まりました。室蘭市以外の市町村では実施していないわけですが、

このグラフを見ていると CO2 の排出量は減っているように見えますので、私は一貫として

プラスチックの分別収集リサイクルをするべきだと考え、主張してきました。小さい表に

なってしまい見にくいかとは思いますが、このような歴史があって現在のメルトタワーに

なっているということでご覧になっていただければと思います。

＜吉田委員長＞

ありがとうございました。

貴重なデータをまとめていただきありがとうございました。今後また、将来的なごみ推

移の話の際にはこれを見て考えていきたいと思います。

最後になりますが、その他ということで事務局からお願いいたします。

＜事務局＞

今回配布した資料に参考資料 5という資料がありますが、これは第 6回検討委員会で配

布したものになります。資料の計算に一部誤りがございました。内容としましては CO2 総

排出量が重複して計算されていたため、今回、差し替えさせていただければと思います。

次に、次回の開催日についてですが、11 月を予定しております。議題としましては、食

品ロスの計画、これは骨子案として今回示しましたが、次回は素案として示す予定になっ

ています。また、ごみステーション集約についても、再びご意見をいただきたいと考えて

います。最後に、来年度から収集地区の再編も予定しておりますので、その件についても

皆さんから案やご意見をいただきたいと考えています。

事務局からは以上になります。

＜吉田委員長＞

ありがとうございました。

ということはもう 9月に適正化に関しては議会に提出するということで、もう来年度の

ごみ処理手数料の適正化が決まった後に次回の検討委員会を開催するということになりま

す。そこでは、先程事務局から説明のあった内容について検討することになります。

それではこれで第 9回室蘭市あり方検討委員会を終了したいと思います。

どうもありがとうございました。お疲れ様でした。


