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平成１８年度第３回石狩市浜益区地域協議会議事録 

 
日 時：平成１８年 ６月２８日（水） １８：００～２０：００ 
場 所：浜益支所 ２階庁議室 
資 料：第４期石狩市総合計画基本構想【基本構想答申】 
    第４期石狩市総合計画基本構想【基本構想資料編】 

浜益区地域協議会広報「浜地協だより」第３号 
提案シートＮｏ．１＜テーマ＞ごみ減量化と資源化 
１人当たり一般ごみ排出（処理）量 
いしかり・ごみへらし隊団体概要 

    
＝会議次第＝ 
 １．開  会 
 ２．あいさつ 
 ３．報  告 

１）第４期石狩市総合計画基本構想＜石狩市総合計画策定審議会答申＞について 
２）地域協議会だより＜Ｖｏｌ．３＞の編集発行について 

４．議  事 
１）グループテーマについて 

＜テーマ１＞ごみ減量化と資源化【生活・文化グループ】（全体討議） 
２）その他 

５．その他 
６．閉  会 

 
出席者：次のとおり 

委    員 職            員 
役 職 氏   名 出欠 所                 属 氏   名 
会 長 石橋 千春  （支所）区長 大原 嘉弘 
副会長 北嶋 富作 ○ （支所）地域振興課長 宮田 勉 
委 員 佐々木友治  （支所）地域振興課地域振興･広報広聴担当主査 尾崎 巧 
委 員 後藤  崇  （支所）地域振興課地域振興･広報広聴担当主任 佐藤 政喜 
委 員 田中 一房 ○ （支所）地域振興課市民生活・環境衛生担当主査 笹  富雄 
委 員 須藤 勝雄 ○   
委 員 岸本 教範 ○   
委 員 田端眞佐美 ○   
委 員 佐藤 文諺    
委 員 岸本 アイ    
委 員 石橋ミツ子 ○   
委 員 田中 照子 ○   
委 員 立浪ゆかり ○   
委 員 木村 武彦 ○   
委 員 寺山 広司    
傍聴人：０人 
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１．開 会 

【支所：宮田課長】 

 お晩でございます。大変ご苦労様です。只今から平成１８年度第３回目の石狩市浜益区地域協議会を

開催いたしたいと思います。はじめに北嶋副会長からご挨拶をいただきたいと思います。 
 
２．副会長挨拶 

【北嶋副会長】 

 お疲れのところ、大変ご苦労様です。去る２３日の日に石狩市の連合町内会の連絡協議会の総会があ

りまして、市役所の傍の「りんくる」で行われ、その時、田岡市長のご挨拶の中で、幾つか話しはあっ

たんですけども、最後に現時点では非常に厳しい情報しか入っていないという事でありました。ご存知

のとおり、テレビとか新聞報道等、照合いたしましても、なるほどという感じがいたします。本協議会

としても皆さんの英知を集めまして、これならという計画をまとめたいと思っておりますので、よろし

くお願いします。ご挨拶に代えさせていただきます。 
【支所：宮田課長】 

 有り難うございます。続きまして大原区長からご挨拶とそれから報告がございますのでお願いしたい

と思います。 

【支所：大原区長】 

皆さん今晩は。やっと雨続きに晴れ間が出まして、お忙しいところお集まりいただきまして有り難う

ございます。先般、長沼の方に行かれまして色々と視察されました。本当に有り難うございました。何

かしらのヒントがあったのではと考えていますが、その辺は直ぐに成果として出すのは中々大変な事と

思いますけども、又皆さんの議論の中のヒントになれば良いなと期待しているところであります。 
それでは、幾つか報告させていただきますが、全然メモしなくても気楽に聞いていただければと思い

ます。特に資料としては実は用意していませんでした。今日、実は石狩審議会の第２回定例会が終了い

たしました。本議会で出た事で幾つかご報告いたしたいと思いますが、まず一つ目は「浜高の存続問題」

でございます。これは、先月３０日に「浜高の存続を求める連絡会」というのがＰＴＡを中心に出来ま

して、存続に向けた活動がスタートした訳なんですが、本会議では、市議会の「浜高の存続を求める連

絡会」から出された意見書が、採択になりました。それは皆様方もご署名いただいたと思いますけども、

同じような内容の意見書が採択されまして、北海道議会議長、それから知事、それから北海道教育委員

会教育長宛で来週にも市議会、それから田岡市長、それから四宮教育長、それから地元の浜益クラブの

会派の会長、幹事長、それから今行動しております連絡会の会長さんという皆さんで札幌まで出向いて

要請活動をという運びになっております。いずれにしても非常に存続については厳しいという状況は変

わりませんけど、何とかこの地域から高校を無くさないという様な事で、実は署名も約２，５００人分

集まっており区内の方で約６割ちょっと、それから厚田も短期間でございましたけれども、４００名程

の署名をしていただきまして、あと管内の教育関係者の方々含めて署名が約２５０に近い数字があがっ

ておりました。それを来週にもそれぞれの所に出向いて要請になるという運びになっております。浜高

の件についてはそういう事で。 
それから、この地域協議会でも議論されております「交通システムの検討」の件でございますが、従

来、村の段階ではデマンド交通システムという事で、地域の高齢者の為の足の確保をどうするか、或い

は生徒達の通学の為の足の確保についてどうするかという事でやって参りましたけども、合併後の新市

におきまして、これまでのデマンド交通システムを一部取り入れるような形で、名称は「コミュニティ
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バスの運行」という形にちょっと変わっておりますが、今までの村内路線のバスを小型バスのような形

で何とか予約の地域も含めて、恒久的な運用を図れないかという事で、検討が大体終わりに近づいてお

り、近いうちに皆さんに地元にフィードバックして、金額面も含めていろんな運用面でご意見をいただ

きたいというところになっております。ここでの一つの問題は滝浜線の存続をどうするかという事が非

常に問題になっておりまして、これを村内バスとは別の形に切り離して、今ハローワークも滝川にあり

ますし、滝川の病院に通っている方もいらっしゃいますので、そういう人達の為にも、滝浜線の運行の

手法について色々まだ検討しているところであります。これは浜益会派の議員の方からこのシステムの

検討についての一般質問もありまして、市長は何とか滝浜線については今の段階では無くす訳にいかな

いと。何とかバスの存続に向けて、どういう手法が良いのかという事を是非皆さんと一緒に考えていき

たいという力強い答弁もありました。「交通システムの検討」については、今後事業者をどうするかと

いうのも含めて、地域の中で又ご協議いただければというふうに思っております。それが二つ目でござ

います。 
それから新市総合計画については、この地域からは立浪さんが計画の審議会の委員となっております

が、先日、総合計画の基本構想、今日お配りしていますが、答申されたところであります。今後は戦略

計画というか、それのもっとより具体的な計画作りに、今後事業の見直しも含めて議論するという様な

状況になってきております。各課を含めた事業の見直し等も先程、副会長からもありましたけれど、財

政厳しい中で、どういう事業を優先的に、優先順つけてですね、その中に盛り込んでいくかという事を

地域協議会の意見も含めて何とかまとめていきたいなと思ってますし、今後の区の１０年間の総合計画

という様な位置付けで区としての戦略計画、或いは目標を皆さんとそういう意見を交わしながら、共有

していく様な議論にしていきたいと思います。 
それからお金の話ばかり何ですが、斎場建設については今年度予算もつきました。非常に財政状況厳

しい中、もう既に設計段階の議論になっておりますが、非常に厳しい事情にありまして、全体の事業を

再度見直してという状況であります。この辺につきましては今後とも自治会にもお諮りしてですね、皆

さんの意見を聞きながら、何とか内容は以前の村の段階で検討委員会ございましたけれども、その中で

検討された機能的なものだけは何とか残していただくという様な事で、これも皆さんと一緒に自治会の

方にお集まりいただくことになろうかと思いますが、取りまとめていきたいと思っております。議会関

係含めて、これだけではありませんけども、浜益の関連としては以上でございます。 
もう一つ、今日お配りいたしました市町村合併後の地域社会経済の展望という、この竹田先生ご存知

の方もいらっしゃると思いますが、今、北海道学園大学の教授をされてございますが、北大の名誉教授

の竹田先生が昨年合併前にまとめたもの、全部じゃなくて一部を抜粋したものですが、これはこれから

の浜益について、いろんな意味でのヒントになるような事も沢山書かれております。その中でもちょっ

と拍手をしたかったのは、合併しても浜益は石狩の人口から見ると４％にも満たないけど、対等合併で

はないけれども、その面積というのは新石狩市の約半数、４３％に近い面積をもって合併したんで、こ

れからも環境問題も含めた色んな重要な場面で出番が沢山あるんじゃないか、というような事が書かれ

ております。細かいことについては省きますが、これは合併協議会で作った資料を一つのベースとして

持論を展開してますけれど、浜益にとってはこれからも大いに頑張れるし、そういう期待をされている

地域だという事等が書かれております。是非時間ある時にはお読みいただきたいと思いますし、機会が

あれば、出来れば竹田教授も来ていただくような形で何かお話しいただければなと思ったりもしていま

す。ちょっと長くなりましたけれども、今議会での色んな議論等、或いは先日、札幌浜益クラブに行っ

た時にいただいた、協議会でいただいた資料含めて、若干ですがご説明させていただきました。 
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本日も本当、お仕事大変お忙しい中お集まりいただきまして有り難うございました。我々が持ってい

る情報はこの場で一つ一つ新たな物を提供していきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。以上です。 
３．議  事 

【支所：宮田課長】 

 有り難うございました。後は北嶋副会長の方に進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 
【北嶋副会長】 

 それではレジュメにあります３の報告の１）、第４期石狩市総合計画基本構想、これについて説明し

ていただきます。出来るだけ簡単に。 
【支所：尾崎主査】 

 はい。では私の方から簡単に。冒頭ですね、区長の挨拶の方でもお話しありました総合計画について

答申されたものです。これは６月７日に立浪委員が一緒に参加しております計画策定審議会の方から答

申があったもので、その最終的にまとめられたものを資料として付けております。これは構想素案の段

階で皆さんに資料としてお示ししたもの、これの最終答申という事で、今後はこれが案として議会に提

案されていくという様な形になります。この中で大きく変わった所と言いますか、８ページ開いていた

だきたいんですが、この中の将来像という事で「あい風と人間
ひ と

が輝く活力のまち・石狩」と。ここの将

来像については「人間力都市・いしかり」という形で、ちょっと固いような、理解しずらいと市民の方

から、審議会の方からも意見が出てこういう形にもっと分かりやすく変えましょうという事で、この辺

変わっております。それとパブリックコメント以外でもかなり多くの意見寄せられていました。それら

も全部検討して最終的にまとめられたものが、この答申と基本構想の資料編という事になっております

ので、後程またゆっくりご覧いただきたいと思います。この部分については基本構想と。今後につきま

しては先程区長も申しました通りですね、じゃ実際具体的にどういう事をしていくんだという事はです

ね、今後、戦略計画という形の中で具体的な事業も含めて又まとめていく予定となっております。現段

階では本庁、それと支所の職員含めて、その作成のための作業行っております。まとまり次第住民の方

にも意見聴取という形でパブリックコメントも実施します。それで地域協議会の委員の皆さん方にも資

料が整い次第、お話しして協議していきたいと思います。この部分につきましても協議会として意見を

まとめていきたいなというふうに考えておりますので、取り合えず基本構想の部分については以上の通

りです。 
【北嶋副会長】 

 はい。引き続きまして、２）の「地域協議会だより」の編集発行について、ご説明をお願いします。 
【支所：尾崎主査】 

はい。第３号になりますね。「地域協議会だより」です。皆様のお手元にありますＡ３で１枚の表裏、

住民の皆さんに配るときはＡ４で２枚、表裏の４ページとなります。第６回と７回ですので、今回で１

７年度分に開催された分、全体の報告が完了しました。この内容については大体大まかに、６回目、７

回目の報告と編集後記という事で、身近な話題を載せて、これを７月広報と一緒にお配りしたいと思い

まして、今、印刷作業を順次進めているところです。以上です。 
【北嶋副会長】 

それでは、議事に入っていきたいと思います。４の１）グループテーマについて、これについて全体

討議になってますけれど説明願います。 
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【支所：宮田課長】 

今副会長の方からお話しありましたけれど、今日ご案内の通りテーマが「ごみ減量化と資源化」とい

う事で全体討議いただく予定となっております。そこで市民生活担当の笹主査にも出席いただいており

ます。よろしくお願いします。それではテーマにつきまして、生活･文化グループの立浪座長の方から

提案お願いします。 
【立浪委員】 

 はい。では昨日、一昨日担当の方と午前中に２時間程協議しまして、私の考えも申しましてまとめて

いただきました。この提案シート、ここにごみ減量とありますが、一般ごみは皆さんご存知の通り生ご

み処理機だとか電動の物だとか補助金出ますよね。それで一般ごみは皆さんご存知の通りなんですけど、

事業系のごみを今度減らしてはどうかと提案させていただきました。事業系のごみはここに書いてある

通りなんですけど大型のコンポストを利用して集団回収というのかな、やってみてはどうかという事な

んですよね。とにかく浜益全体のごみをまず、どこから減らすかという事を考えた時に、切り口を飲食

店関係、事業所の生ごみに焦点を絞ってみました。これから有料化になるという事で重さに対するとな

るとかなりの負担、飲食店関係で強いられる訳なんですね。その事も含めまして、色々検討して参りま

した。すみません。あまり上手く説明できないんですが、足りない部分補足お願いします。 

【支所：尾崎主査】 

 はい。立浪さんと担当の方で色々調整した中で作ったものですから、私の方から補足で説明いたしま

す。先ず大きな部分でごみ減量化と。提案は一般ごみと事業系ごみに分けて整理させていただきました。

先ず一般ごみ、この部分については１０月から有料化が控えております。それぞれ皆さんに降りかかっ

てくる重要な部分となっておりますけれど、その有料化対策としてごみの減量化を目指していく事を検

討してはどうかという事です。 

その方法といたしましては、今まで一般から出る生ごみ、資源物だとか生ごみだとか、そういう事あ

まり気にしないで、ごみはごみという事で、燃える、燃やせない、燃えない、それと粗大ごみという形

で分けて出していたかと思います。当然ごみについては有料の袋を購入してそれに入れていくという事

になると、どうしても無駄な出し方と言いますか、料金が嵩んでくると。皆さんの生活にも支障をきた

すという事で、何とかごみを減らしていけないかという事です。それらに関する資料も色々付けてます

けど、雑ぱくに説明してから細かい部分とっていきたいと思いますけれども、そういう形で資源物のご

みを資源物として出すと。これが資源物として出す事によってごみを出しても無料と言いますか、毎週

土曜日集めてますので、これは出しても有料ではありませんので、こういう形で出せば料金がかからな

いと。それと生ごみについては今までは燃えるごみという形で出していると思うんですけども、市の助

成制度でですね、生ごみ処理機、又はコンポストという形、この違いはですね、コンポストというのは

単なる容器なんですけども、生ごみ処理機というのは電気で電動で臭いを抑えながら堆肥化させていく

物なんですけど、２パターンの助成制度あります。これらを利用しながら生ごみも一般ごみとして出す

んじゃなくて、それぞれが処理していってはどうかという事です。それとミックスペーパーといって、

色んな紙、例えば古新聞なんか古紙回収で出せますけど、それ以外の紙屑関係、要するにごみとして出

される紙、それと古紙回収に当たらない物がミックスペーパーという事で試験的に今石狩市の方で導入

されているようですが、浜益地区も試験的に導入していけば、それも一般ごみで出すんじゃなくて、ミ

ックスペーパーとして出せば有料以外の回収になるという事で、そういう形で減らしていく事を考えて

はどうかと。これらについては広報と回覧等で徹底して又周知していって、一般家庭にもこういう事を

するとごみがどんどん減らされて、有料化に対応出来るのかなという事で、啓蒙活動を重点的に一般家
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庭については行っていきたいと。これらの事をすることによって、まず、一般ごみ、家庭から出るごみ

は極力抑えられると。特に生ごみというのが統計的にいうと、大体一般家庭ごみの４割ぐらいを占める

という事ですので、こういう形で取組んでいけば有料化にもある程度対応していけるのかなという事で

考えてみました。 

それと事業系のごみ何ですけど、生ごみ処理機、コンポストの助成制度というのはあくまでも個人、

一般家庭が対象です。事業者の方々についてはそういう助成制度、特に用意されていません。それとこ

ういう飲食店だとどうしても食べ物を扱うので、残飯等も多く出るのかなと。既に事業系ごみとして有

料で回収されておりますが、その料金についてもかなりのものになるのではという事で、それらの料金

を抑えて、安定的な経営を図れれば良いんじゃないかという事で、そういう飲食店組合等、そういう組

合を働きかけて共用の大型コンポストを用意して、生ごみの集団回収をやっていく事を考えてはどうか

という事で考えてみました。これらについては中々取り組みも無いものですから、他の市町村も色々調

べてみたんですが、大体、町内会単位、職場単位での取り組みというのはあるんですが、あまり、この

コンポストという形ではなくて、俗にいう電動ごみ処理機、電気使うやつなんですけど、今日の道新何

ですけど、北広島市でマンションですか、集団でごみ処理機を設置したというのが出ていました。そう

いう形の取り組みはあるんですが、浜益区としては先ずこの夏場、海水浴客入ってきて飲食店でもごみ

が多数出るんじゃないかという事を考えた中で、そういう飲食店の人達を中心にしてそういう生ごみ処

理の集団回収をしてはどうかという事です。課題としてはここに掲載している通り、色々まだ解決しな

きゃいけない部分あるんですけども、これをモデル地区として浜益区の方から発信していって、厚田区、

若しくは石狩の方にもこういう形で広げていってはどうかと。それで２の部分については初期の設備投

資といいますか、そういう設備の初期投資については地域振興事業として取り扱っていくのも一つの手

段なのかなという事で、検討してみました。更にですね、コンポストで処理された堆肥ですね、これら

を例えば地元の農家の人とか、それぞれ飲食店等で例えばフラワーポット、花作りですね、こういう物

に再利用していって、循環型を目指すという事で、クリーンなイメージを植え付けていって、観光客を

もてなしてはどうかという事で。そうすることによって事業系のごみもかなりの金額になりますので、

こういったごみの減量をしていく事が経営安定にも繋がっていくのではないかという事で考えてみま

した。 

それと後、ごみの資源化という事で、実は皆さんの机に上がっているかと思いますけども、この間研

修行った時にリサイクルプラザの方で固形の石鹸を作っていたかと思いますが、廃油ですね、天ぷら油

だとか、そういう物を利用した石鹸作りですね、これはＪＡ婦人部の方でもやった事があると聞いてい

ますが、これも試験的にですね、飲食店等、一般家庭ですと、油って出るのは極めて少ないと思うもの

ですから、モデルケースとして飲食店を対象に回収してそれらを利用して石鹸を作ると。作った石鹸に

ついては、区で行われるイベント等で配ったりという事も可能になって来るかなと思います。又それぞ

れの飲食店で、例えばお土産として一つずつ付けてあげるとか、そういう事をするのも店のイメージア

ップ、ごみの減量にも繋がってイメージアップにも繋がると。そういう取り組みをしてはどうかという

提案です。 

それでごみのこの関係資料ですけども、Ａ４表裏で２枚物、一人当たりのごみ排出量とか、その次に

石狩市ごみ量減量等検討委員会、いしかり・ごみへらし隊設置要綱、それと「かいけつごみ太くん」、

これがですね、ごみリサイクルの情報誌という事で、これは７月の広報に挟まって各戸に配られると。   

それと先程申した、今日の道新に掲載されておりました、北広島市で導入されましたマンションに設

置されました、共同の大型ごみの処理機ですね。これは電動タイプなんですけども、これがこれらの資
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料何ですけども、その中にですね、一番最初の一人当たりのごみ排出量というところ見ていただきたい

んですけども、それぞれ可燃ごみ、不燃ごみ、燃やせないごみ、粗大ごみと分かれてるんですけども、

平成１３年から平成１７年ですけども、こう見ていただくとあきらかに浜益村から出されているごみが

多いのと、特に合計、一番右の合計の部分の、直近でいくと平成１７年なんですけども、これでいくと

旧石狩市が２５５.82kg に対して厚田が２９５.05kg、浜益がそれに対して４２５.77kg ですから、一人

当たり出すごみの量が非常に多くなっているという事になっておりますので、この辺、有料化という形

に移行した時に、これが出し方次第で、工夫次第でどんどん減らせる物ですから、こういう事を各家庭

に普及させていって、事業者の皆さんにも意識をしていただいて、浜益区そのものから出るごみを減ら

していくという事によって、市全体のごみにかかる経費も節減されていくのかなという事で、こういう

部分を提案させていただきました。それで１枚めくってですね、実は石狩市の方では、「ごみへらし隊」

というのがあります。これは石狩市内の各団体、ご婦人の方が多いんでしょうかね？ 

【立浪委員】 

 いえ、男性の方もおります。 

【支所：尾崎主査】 

 男性もいるんですね。実は立浪さんも何回か参加して色々お話しを聞いているよう何ですけども、こ

ういう方々がごみを減らす為に色々活動しております。その作戦会議だとか活動の内容を記したものを

ここに記載してますけども、平成１３年から活動を始めたようです。そういう事を踏まえて提案させて

いただきました。以上です。 

【北嶋副会長】 

はい。それで先程、声ありました須藤さんから何か。 

【須藤委員】 

 いや、もう良い。もう分からなくなった。ずっと最初から挨拶とか説明聞いてると分かんなくなるん

だわ。どこで聞こうと思ってたかも分からなくなった。 

【支所:宮田課長】 

 思い出したら聞いてください。 

【北嶋副会長】 

 では私の方から少し、２、３点。あの浜益全体がこういうふうに多いというのは何か特別な理由があ

るんですか。実際その辺検討された事ありますか。何故浜益だけが４００幾らという、その辺検討した

事ありますか。 

【立浪委員】 

 私が思うに加工品なんかあまり買わないからじゃないかと思うんですよね。例えばイモの皮だとかホ

タテの殻だとか。そういったものが非常に多いと思うんですよね。何せ、重さでいきますから。ホタテ

の殻一枚入れるだけでもかなり違いますよね。重さが。 

【田中照子委員】 

あの自家製の作物で調理すると出ますよね。生ごみが。 

【須藤委員】 

 都会と田舎は全然違うんですよね、石狩市とは。厚田、浜益が多いというのは、そういう事もあるし、

その他にもあるんだろうけども、とにかく石狩市は都会の中と厚田区、浜益区と物事を一緒にしようと

比べすぎる。合併してまだ１年も経ってないのに。先ずそれが一つ。確かに新石狩市というのは分かる

んだけども、まだ１年も経たないうち、あまりにもあれもこれも全部石狩市に合わせようとして、ギャ
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ップがありすぎると。これ、誰にでも言える事だけど、皆さんそういう話しで石狩市になったんだから、

厚田区、浜益区になったんだから何とかするためにそれは努力も学校の存続問題もやるけども、あまり

にもこの何ヶ月かの間にせっかちすぎて、行政の財政が切迫であろうが何であろうが皆それをつけに回

すのはとんでもない事だと思う、私は。これ総合計画だって皆そうだよ、はっきり言って。上からずっ

と言われて来てね、我々そうやってやってだよ、行くしかないでしょ。この協議会の中だって始まれば。

でもそんな事言っても一つも始まらないからしょうがないけど。このごみ問題から、何故、北嶋さん副

会長だけども、浜益そんなに（ごみが）出るんだろう。自然の物が、ホタテの殻、それだけで。じゃ石

狩無いのかと言ったら、石狩さけだけかと言って、そういう話じゃないでしょう。都会と比べるところ

に既に間違いがあるんじゃないかと私は思うんですよ。はっきり言って。何でも石狩だって言うんだ。

石狩都会なんですよ。ぱっとその辺から物買って来てね、リサイクルに出せるかも知れないけど、やっ

ぱり厚田だって浜益だって、浜益一番多いかも知れないけども、じゃ浜益は自給自足の物多いから、田

舎だから、だからごみが出るのかい？必ずしも違うとは言わないけども、そこからもっていかないと話

の一つも進まないんじゃないかと思うんですよ。ただ浜益が多い多いって、誰も出したくて出してる訳

じゃないんで、比べる事がおかしいんであって、数字が出てるからどういうもんだっての。そこは違う

んじゃないかなって本当に思うのさ。数字の出たものに、こうだったっていう話じゃないと思うんだよ

ね。そこから行かなければ、こういう物の一つもならないと思うし、それからついでだけども、飲食店

組合等の設立、ここに、事業系のごみね。ごみのために飲食店組合なんて浜益無いですよ。過去からず

っと。これ、ごみのために飲食店組合なんて作ると思う?不可能な事だよこれ。ここに書いてあるけど

も、設立を働きかける？今まで自分たちの中に無いものがね、意外とごみのために設立なるかも知れな

いけど、本当にお金かかる、Ｋｇ幾らというのがね漠然としすぎる。その数字がね。昨日もうちら（浜

益自治会）でごみの説明会あったんだけど、何ｋｇでこの袋の中と分かってる事なんだよね。出したく

ないけど、有料だからね。出るもんだから仕方なく、出るものは金かけてでも出さなきゃならないしょ。

飲食店の処理機だとかあるけども、この細長い中で、例えばマンションでやる、北広島のこんな物全く

の対象外なんだ。こういう所は出来るからやるの。だから石狩でも、その戸別のとこだって、ああいう

平坦な所はやれるの。今度戸別で冬になったらとんでもない事だよ。浜益の冬なんか中に入って行けな

くなる。誰が行くの、それ戸別で。車なんか入って行けないから、浜益の中の中なんていう所は。だか

ら石狩と合わせたものの考え方したら最初からおかしいんだって。地域の事分からないで、何故この収

集場所が悪いんだって。だから今聞きたかったんだけど、撤去するんでしょ？一応。でもちらっと聞い

たんだけど、飲食店やってる人方だけが今設置してるごみステーション、これを個人なり、又は２、３

人の人が事業系のごみとして、浜益の聖太産業さんですか、そこと話してやれば必ずしも撤去しなくて

言いという話し本当かね？ 

【支所：笹主査】 

あのですね、先ず事業系のごみの収集方法について。収集業者と各々の事業者と直接契約を結んで、

その事業所に直接回収に行くんですよね。だから例えばですね、ごみステーションを設置しなくてもあ

る程度、その時間帯等でカラスとかに悪戯されないとかそういう方法で、要するに飛散とか被害にあわ

ない方法、それが確立されてるんであれば、立派なごみステーションは必要無いと思います。 

【立浪委員】 

 あのね、お金かけて撤去するんでしょ。 

【支所：笹主査】 

 それはですね、先ずお金かけて撤去云々というのは、今ある一般のごみステーションですね。それの
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撤去については市で負担いたしますという事です。中にはせっかく沢山経費かけて作った物を壊したく

ないと、再利用したいという、そういう所もあるんですよ。その再利用が例えば個人、ある程度大きな

物になると一般家庭の部分で維持管理だけじゃなくて、それが事業系なりで例えば事業所でもそれは可

能です。だけどもですよ、１つの事業所だけ何です。それから例えば２つとか３つとかの事業所で使う

とか言ったらそれは駄目何です。 

【須藤委員】 

 事業者同士でも駄目なの？ 

【支所:笹主査】 

事業者同士云々というのは確認します。最初、私駄目と言ったんですけど、そういう認識してたんで

すけど、それは確認して明日にでも報告します。 

【後藤委員】 

 例えばさ、どうしても事業系のごみは多いんだよね。お金もかかるだろうし。それをね、今の生ごみ

処理機だとかコンポストでも良いんだけど、そういう物よりもさ、ごみを有料化したっていうのは袋を

使って買ってくれと、買った袋だけ持っていくと。そこからが有料化の構想なんでしょ、始まりは。そ

うなればごみも無駄に出さないようにして、リサイクルに回す物は回せばごみが少なくなる、そういう

発想で有料化になったんでしょ。そうすれば事業系のごみはいっぱい出るんだからお金かかってもこれ

は仕方ない事だと思って、じゃ今まで設置した物を、例えば班だとかお金かけて勝手に石狩市が撤去す

るのに費用持つのは当り前の話しでしょ、そんなもの。それを生かした中で例えば何軒か飲食店集まれ

ばそこに持ち込んで、それを、自分達の物じゃないんだよね。撤去しないで今笹君調べると言うけども、

それをそのステーションを金かけて買った方が良いのか、撤去するから非常に難しい問題何だよね。皆

さんで作った物だから。そのままであれば撤去されるでしょ。でもそこに施設あるんだから飲食店だけ

３件か４件かがそこを責任持って管理して鍵かけて、そういう方法も駄目なのかい。４件５件あったら

喧嘩になるでしょ。１軒だけしか駄目だとしたら。 

【支所:笹主査】 

先ず、間違いなく駄目なのは一般家庭ごみと事業系ごみを一緒には出来ないという事です。それは間

違いなく駄目です。色んな自治会の説明会でも、良くごみ対策課の方でも説明しているのはステーショ

ンある事によって、本当に誠心誠意管理はきちっとされている所多いんですけど、浜益の場合はね、石

狩もそう何ですけど。ただそれだけでは駄目なんです。要するにある事によって投げられちゃうんです

よ。ステーションある事が捨てられる、ごみの溜まり場になる。要するに１つ２つあるとどんどん増え

ていく。それでですね。 
【須藤委員】 

撤去とか何とかであれば話し合いで、全部石狩流にしなくても良いんじゃないかという事を何回も言

ってるんだよ。何故、この良い者をね。特別浜益のステーションが駄目だって言うならそれは仕方ない

でしょうと。今、そうだからって、有料化も分かったけど、そういう事で全部撤去してね、石狩流に合

わせなきゃならないのか。あんた方の中でも言われた通りの事言うだけで何も反応出来ないのかい、合

併してしまえば。良い物は残しておかなきゃならないしょ。 
【支所:宮田課長】 

今、笹主査が言った一般家庭ごみと事業系ごみを一緒に出せないというのは良いですか。後、事業者

が集まってごみステーションを使いたいけど、良いのかという事だけ確認して報告します。 
【須藤委員】 
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いやね、それは分かったと。後で確認するというけども、ただね、どうして戸別の収集するのにお金

が例えば１００万もし有料化して（利益）あがったと。６０％は人件費かかるんでしょ。そして冬は通

って行けない所もあるでしょ、戸別で。そういう事もさておいて、こういう事決まったって言うけども、

どうしてその今までやって来た良い物をね、石狩に何で合わせてやって撤去した方が良いと思うのかい。

時代の流れかもしれないけども。 
【北嶋副委員長】 

今言った、全部一回に合わせるという事じゃないんだけど、この間毘砂別地区で笹さんも来てステー

ションが良いのか、戸別の方が良いかと言った時に、海水浴の時期が短いけどあるものですから、他の

人がごみステーションに入れるから、全部で集まった人３０何人いたんですけど、全部が戸別で良いと

いう結論に達した訳です。毘砂別の場合ですよ。それだったらごみステーション幾つか設置してたんで

すけど皆が戸別の方が良いというのであればそういうふうにしましょうかと。 
【須藤委員】 

それは駄目だって言うんじゃなくて、それは良いんだけど、今言われた通り例えば何処か、川下の方

から出たんだけど、例えばごみステーション撤去しないで飲食店が事業系のごみとして出すから、それ

を利用出来ないかなと言ったら、良いと言ったんだよな。ただ２軒が駄目とか 1 軒なら良いとかは。 
【支所:笹主査】 

いや、良いです。それで良いというのは要するに今まで一緒に使ってたんだけど今度一般家庭ごみは

戸別収集でそれぞれ設置するんで、せっかくあるやつを再利用したいと。それはさっき言った様な形で

再利用は良いですよと。事業所で使って良いですよと。 
【北嶋副会長】 

私事も申し上げて申し訳ないけど、僕はほとんど生ごみというのは、コンポスト３つ買ってありまし

て、旧浜益村で補助もらって２つ買って自分で 1 つ買って、リサイクルで畑に使ってるんだけどね、ホ

タテもらったとか、貝もらったとか殻が若干出るんですけど、生ごみを早く腐らせる材料なんかあるん

ですかね。 
【立浪委員】 

ありますね。促進剤入れたりとか、糠入れたりとか。 
【支所:宮田課長】 

須藤さん、ちょっと良いですか。さっきの中で今あるごみステーションを全部、全て撤去するという

事ではないですから、その地域によって昨日も出たんだけど、除雪はしてるけども収集者は入れない所

なんですよ。坂の上に登って行かないとならない家庭もあるんですよ。そういう所も全部戸別なのかと

いうと、現実的に入って行けないですよね収集する人がね。それであれば今まではどうだったかという

と収集車が入れる村道の縁に皆で共同して建ててるごみステーションがあるので、共同して今まで通り

使いたいという事であれば、それは協議に応じますよという事ですから。 
【須藤委員】 

そういう事なんでしょ。分かった。全てが廃止されるという訳ではないんでしょ。 
【支所：宮田課長】 

そうです。それは最初から昨日までの説明でしてます。 
【田中委員】 

昨日の話し何ですけどね、私主人から聞いたんですけどね、適沢の場合は一週間ぐらい猶予をもって

収集について相談してどうするかという事を考えて報告すれば、市の方から説明するという話しだった
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んです。 
【支所：宮田課長】 

そう何です。ごみステーションもね、班なら班で作ったと思うんですよね。最初皆で話し合って。そ

のごみステーションを今、有料化、戸別収集する時に合わせてどういうふうにするか。もう一回作った

人たちで集まってもらって撤去するのか残しておいてもらうのか話ししてもらいたいんです。 
【須藤委員】 

撤去は撤去でその自治会で決まれば良いし、何としても残しておきたいという時は絶対駄目という事

ではないんでしょ。 
【田中照子委員】 

条件あると思いますよね。やっぱりね。 
【須藤委員】 
今までと同じだという訳じゃないよね。 

【支所:宮田課長】 

やっぱりごみステーションを何故撤去するか、戸別収集する事にしたかの説明を聞くとね、やっぱり

その管理に凄い労力かかる。高齢化になって来てる。冬なんか雪投げもしなきゃない事もあるだろうし、 
粗大ごみを運んでごみステーションの場所まで持って行くという労力もいる。それが戸別収集になれば

省けるだろうと。そういうの希望する所は戸別収集でも良いだろうし、特殊な事情あるところは今迄通

りごみステーションで良いだろうし、ちゃんと責任持って管理してくれればという事です。 
【須藤委員】 
そういうふうにね、分別も曜日毎にはっきりして来る。今迄もやってるけどももっと厳しくなるかも

知らんけども、必ずしも撤去するんじゃなくて要望があれば協議に応じる余裕があるって事なんでしょ。 
【支所：宮田課長】 

そこで何人も使ってる訳だから、色んな燃えないごみも、燃えるごみもね、滅茶苦茶に入れてる所は

持っていかない訳だから、そういうのはちゃんと自分達で責任持ってやってくださいと。そして例えば

海水浴のお客さん達も投げていく場合もあるかも知れない。それでもやはりね、自分達の責任でごみス

テーションを設置してもらった自分たちの責任でやって欲しいという事何ですよ。 
【須藤委員】 

そういう事何でしょ。だって管理等きちんとすればという事は地区でこれ話し合わなきゃならないな。 
【支所:宮田課長】 

そうです。私の方の班もね、事業者の人も一般の人も沢山いるしこれから話し合わなきゃならないん

です。 
【須藤委員】 

１０月からだね。いずれにしても分かりました。 
【北嶋副会長】 

後、他にありませんか。 
【須藤委員】 

この（生ごみ処理機・コンポスト容器）利用を促進するなんて言ってるけどね、料金がどうのこうの

言ってるけども。補助金、高い物なの？ 
【支所:尾崎主査】 

コンポストというのは基本的に堆肥化していくやつ。生ごみ処理機というのは電気を通して使用する
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やつ。そんな感じです。 
【支所：笹主査】 

あの電気は４万円台とか。それで市の助成制度がコンポストについては２千円、電動の物については

２万円を限度に助成があります。 
【北嶋副委員長】 

須藤さんね、事業系のごみで２３日の新聞では北電が石狩湾新港でバイオマスでそういう取り組み、

かなり大掛かりなもの計画してる。石狩湾新港で。 
【須藤委員】 

そんなものどうでも良いんですよ。どうやって集めて、高いでしょう結構、事業系のごみは。 
【支所：尾崎主査】 

ここで、生活文化グループと私達考えたのは、例えば一般の人は数字は多いか少ないかじゃなくて、

これだけあるから、これが有料化になればまともにかかって来ますよと。だからごみ減らすという事を

今から考えてやっていきましょうと。それとこっちのコンポストの方は事業系ごみというのは既に有料  

なんですよ。例えば飲食店で月５万かかってるのか、１０万かかってるのか分かりませんけども、その

うちの半分なら半分、それぞれ持ち出しして経費もし残ったやつで組合みたいなもの作って、その経費

に充てる事もし出来れば、経費の削減になるんじゃないかと。ただこれも事前準備とかあって、本当に

この飲食店に聞き取り調査して、実際どのくらいかかって、どのくらいで運用していけるかをもっと調

査しなけりゃならないんです。そこの部分は課題として残ってるんですけども、これも一つ、今後研究

していく材料の一つとしての提供という事で。 
【須藤委員】 

飲食店飲食店って、飲食店と個人が別だと何処で区分けして、こっちは飲食店でこっちは個人だとか、

こんな区分け出来っこない。 
【支所:尾崎主査】 

ただ実際には事業系のごみでちゃんと袋に入れてもらってるんですよ。有料なんです。既に事業系は。

だけどそれをきちんと分けてるかどうかというのは分かりませんけれども。形は一応そういう形で。 
【須藤委員】 

一般の袋と事業系の袋とどっちが高いの。袋一緒なんでしょう。違うの？２００円ぐらい高くなる

の？ 
【支所：笹主査】 

事業系のごみは高い。明らかに高いです。そして事業系のごみの取り扱いについては５ｋｇ未満とい

う事で。一般については、４０ℓ、３０ℓ、２０ℓ、１０ℓ４段階あるんですけど、めい一杯入れてくださ

いと言ってます。全部入れると破れるとかそういう事は別ですけど。 
【須藤委員】 

一般は袋に入るだけ入れて良いんだ。目方じゃないんだ。事業系は目方なんだ。 
【支所:笹主査】 

容量があるんですけど目方５ｋｇ未満で、これは行政がどうのこうの言えないものですから、あくま

でも収集業者と事業所の間でですね、契約を結んでいただいて、その中でやっていただくものですから。

それとこの積算云々になると、ごみの処理、市で持ってる厚田区にあるセンターの処理料プラスそこま

で持っていく運賃を換算してますので。 
【須藤委員】 
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ちなみにね、浜益の飲食店でも何でも事業系ごみとすればさ、業者が聖太産業さんなら、その人と料

金のあれは話せって事？例えば５ｋｇ未満のごみ袋出したとすると、その人は一般の人じゃないから

個々の指定業者と話しして持って行ってもらうんでしょ。 
【支所：笹主査】 

そうです。 
【須藤委員】 
その料金は５ｋｇ未満の物であれば、それで良いんでしょ。それ以上にプラスか何か取られるの？例

えば聖太産業さんと話す時は相手の言いなりで金額だとか。そういう事はないの？ 
【支所：大原区長】 

もうちょっと仕組みちゃんと教えてあげた方が良いよ。事業系ごみはどういうので、幾らかかってと。 
【須藤委員】 

いやいや、事業系ごみでも要するにさ、目方でしょ。それでもって例えば５ｋｇの袋２つ出したとす

る。それはね、ただ出すんじゃなくて、聖太産業さんなりと此処に置くとか、話ししなきゃならないん

でしょ。それだけで良いのかな、そうすれば持って行ってくれるのかな？ 
【支所：笹主査】 

そうです。 
【須藤委員】 

それなら良いんだけど、又話しして値段どうのこうのって、まだ別に取られるのかと思って。 
【支所:笹主査】 

だから契約の段階で、要するに１袋今であれば２５０円の消費税で２６２円です。 
【須藤委員】 

それ決まってるんだ。でも業者とは関係ないんでしょ直接。その袋を買えば良いという事なんでしょ

事業系のごみ袋を。そして目方量って、そこで多かったら料金加算されるの？ 
【支所：宮田課長】 

それは業者の考え方ですから、もう。 
【支所：尾崎主査】 

多かったら量減らすか、ごみ袋もう１枚もらうとか。 
【須藤委員】 

ひどいな。 
【田中一房委員】 

ちなみに我々が今ホタテの残渣処理するのにｋｇ１５円か、㌧１５，０００円。これは持って行って

くれてね。これは今、盤渓リサイクルセンターで頼めば取りに来て持って行ってくれてｋｇ１５円、そ

れを再生しているらしいからそういう単価だけども、今言う５ｋｇで２６２円だとかはかなり高い。 
【立浪委員】 

それで良いですか。これ提案したのは私なんですけど、さっき上手く説明出来なかったんですけども、

こういったお金もかかるし、投げる所というのは最終処理施設というのは限りがありますよね。ですか

ら少しでも少なくしたいと。尚且つ資源化出来れば良いという事です。それで個人に対しては色々厚い

保護ありますけども飲食店関係、事業系は全く無いですから、そこを地域協議会の中で話し合って。浜

益というのは他に比べてやりやすいかと思うんですよ。土地もありますし、農家の方も再利用するため

に協力してくれる方いらっしゃると思うんですよ。それでイメージとしてはコンポストと言ってるんで
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すけども、例えばドラム缶の様な物に入れてね、集める時どうするかとか、集めた後のケアをどういう

人がやるんだとか、そういうのはこれからやっていかなきゃないんだけども、とにかくごみを減らす、

そして事業者の人達の負担も減らすと。 
【田中一房委員】 

金かかる事だから。減らす事によって経費がかからなくなる訳だし、それは常識だよね。 
【立浪委員】 

そうですよね。そして最終的に資源化された、最終的に土になると思うんですけどもね、それは協力

してくれた農家の方に差し上げるなり何なり、それを売るという話しも出たりしたんですけども。後や

っぱり庭先にそういった堆肥を使ったプランター何かも設置したりとか、最終的にはこれで循環型にな

るっていう話しをこの前したんですよ。だから何か対策するっていうのは凄く大変なんだけども、浜益

で上手くやったら、これ良いねって厚田でもやるかも知れない、石狩でもね。今バイオマスの話しあり

ましたけれどもね、生ごみを堆肥化して使用という話しになっている。モデルとして先ず一発目、出来

るだけ成功させたいなと。 
【須藤委員】 

是非やってもらいたいな。 
【立浪委員】 

良いですか。 
【田中一房委員】 

簡単に出来る事じゃないからね。難しい所だよね。 
【須藤委員】 

だから協力しながらお互いの中で、そういうふうに回していかなければ、この循環型というのは。本

当、出来れば他がまねしようと何しようとこれは素晴らしい事なんだと。そうすべきじゃないかと思う

んだよね。 
【支所：宮田課長】 

かなり前にも漁業者と農業者と、出す方と使える方と集まって話した事あるんです。 
【田中一房委員】 

ヒトデの問題ね。あれを再利用化に持っていく話し。 
【支所:宮田課長】 

だけども中々実現出来なかった。 
【須藤委員】 

言うのは簡単だけど実現するのは難しいよね。何とか出来る様な方法を。 
【田中照子委員】 

でも、ごみがこんな状態にね、有料化になるという事であれば、今まで動かない人も心を動かす事が

出来ると思うのね。こういう良い方法をやってみるのも一つの方法。 
【支所：宮田課長】 

やはりいきなり実行に移すんでなく、事前の準備というのが一番大事なんです。どういうニーズを持

ってるかどうか先ず調査してね。本当に乗ってくれるかどうか確認しなくては。時間かけても良いと思

うんですよね。 
 

【立浪委員】 
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ですからね、先ず聴き取り調査と言うんですか。 

【支所：尾崎主査】 

可能性の調査ですね。 
【立浪委員】 

最終的には事業系のごみからはじめて、逆の発想何ですけれども、一般ごみもやっぱり出来るんじゃ

ないか、となると思うんです。 
【須藤委員】 

当然そういうふうになれば良い事であって。 
【立浪委員】 

出来ればそういう所までもっていきたい。最終的には。 
【田中照子委員】 

個人では色々やってるけども、やっぱり土地が無いと出来ない事だから良いんじゃないですか。 
【北嶋副委員長】 

 いや、だから最近の新聞に出ていたけれど、鰊粕ね。昔農業に、米にかなり使った。そういう事で鰊

の頭とか粕にして利用するというふうな働きで米の質もかなり上がるんだという事が新聞出てました

けど。やっぱりそういう様な事で、色んなごみの問題については、今検討されて対応されてるんだけど

も、いずれにしましてもお金のかかる事だから、やっぱり減らせる物があったらお互いに協力して減ら

していくという方向だけはしていかなければいけないんじゃないかと。 

【立浪委員】 

そしてですね、前段としてこの廃油を使った石鹸、お手元にあると思うんですけど、固形になっていな

い、液体の物ですけどもね。先ずこういった物を、これはちょっと生ごみを収集するよりもやりやすい

し、これもモデル的にやってみてはどうかなと。 

【須藤委員】 

 結構、出てると思うよ。処分どうしようかと思って。都会であれば行政がさっと来て、引取りに来て

もらってね。浜益ならそういうとこ無いでしょう。こういうのであれば飲食店の油使うとか助かると思

うよ。無償でどうぞ持っていきますとなると助かると思うよ、きっと。大変助かるというか、それがそ

っくりこういうので利用してもらえるのであれば。これも大変だと思うけど、これやってもらえば助か

るさ。 

【支所：尾崎主査】 

それではですね、そのままで、今協議していただいた内容で基本的な部分確認出来ました。それで一

番の問題はですね、事業化として可能性があるかどうかという部分、やっぱり調査しなければならない

と思います。それでこの部分については商工会の方にはまだ話しを通していませんので、商工会の方に

もある程度の内容を説明しながら調査も含めてですね、お願いしながら、先ず調査をしなければならな

い事。それと例えば何処かの段階でその団体に対して補助なり助成したりという時に地域振興事業とし

て取り組んでいけるかどうかという事も含めて本庁の方と協議しながら、少し時間いただいてですね、

また材料というか、資料出来次第、協議会の方に提案していきたいと思います。今日はその方向性の確

認という事で留めたいと思いますがどうでしょうか。 
【北嶋副会長】 

それとね、もうちょっとお願いしたいのは、これからどう啓蒙していくかという事が、一つ大きな課

題になってくる訳ですけど、それと資源ごみとか何だとか、この資料もらってもね、どの辺が…。浜益
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地区なら浜益地区のもっと具体的な物があれば区分けしやすいんですけどね。これは資源になります、

これは燃えないごみで出せますという形の物があれば。僕自身も家内も含めて、ごみの色刷りになった

やつ見ては、これはどうだとかああだとか議論してるところ何だけども。 
【支所：尾崎主査】 

ごみも色んな種類ありますからね、いっぱい載せると多分凄い量になってしまって、あれもこれもっ

てやっぱり見ずらいんで、何回かに分けて回覧だとか全戸配付とかいう形にするのが良いのかなと。 
【立浪委員】 

やっぱりそういうふうな物があると、直ぐ処分と言うか分けて出来ると。 
【支所：尾崎主査】 

基本的な部分は区民カレンダーに載ってるんですけども。 
【支所：笹主査】 

今、尾崎主査言ったように、本当にチラシとか色んな物結構出てるんですけど、先ず一番基本的にな

るのが、ごみ対策課から出てます黄色いカラーの印刷、ごみ収集日も明記になったカレンダーが一応基

本何ですけども、浜益区では区民カレンダーに３ページ程使ったコーナーを設けてまして、それにです

ね、今言った分別とかごみ減らしの３Ｒと言って、ごみそのものを減らす、再利用する、リサイクルす

るとか出ています。そういう事を先ず見ていただいて、分別は大まかに出ています。それをさっき言っ

た家庭ごみの分別事典、あれには本当に細かく載ってるんで、具体的にこれはどの分別に入るかという

のは、その事典を見ていただければ理解しやすいと。 
【須藤委員】 

笹君、今さ事業系でも一般ごみでも良いんだけど、燃えるごみというのは生ごみだけという解釈では

ないよね。 
【支所：笹主査】 

違います。 
【須藤委員】 

そうだよね。そうするとこのリサイクルの方法の中においても、燃えるごみ、すなわち割箸だとか他

の燃えるごみはその中に一緒に入れられない。処理のやつはあくまでも残飯だけ、生ごみだけ何でしょ。 
そこが非常に、私に言わせると一般の飲食店はこんな物分別やるとなったらほとんど不可能だと。燃

えるごみの区分ですら大変なのに。から分けて、残飯分けて、こんな物不可能な事だよ絶対に。だから

この場合の燃えるごみというその部分を聞いたんですよ。燃えるごみは燃えるごみと言うのかな。これ

今生ごみだけの処理だよね。全部入れたら生ごみにならないでしょ。おそらく飲食店不可能だと思うよ。 
【支所：笹主査】 

割箸、それからおしぼりもそうだ。あれも分けなきゃいけませんね。 
【須藤委員】 

そうやって分けてやって、先ずほとんど無理というか暇な時ならやれるけども。恐らくそれは不可能

だと思うよ。聞き取り調査しても絶対不可能だと思うよ、これ。 
【支所：尾崎主査】 

その辺も含めて聞き取り調査と。 
【須藤委員】 

それだけを分けてやるようにお願いしていかなければね。やれないの本当にそんな事。だから量が凄

い。生ごみだけの量はそれ程じゃないんだ。だからこういうふうになって袋４つも５つもになって。生
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ごみだけの残飯はそれ程一杯出るものじゃないんだ。全部一緒に燃えるごみでやるから沢山になるんで

あってね。その意味でもある程度把握していながら、それをやっていくのは良い事だけど、それだって

なるべく協力してもらってそうやっていかなければ中々難しいと思うけどね。この７月８月の土日の忙

しい時だけだと思うけどね。きっとそれはかなり飲食店の人方は抵抗相当あると思うよ。一般の人は自

分の家庭の分は分けれるでしょ。それでも一応目方であればやっぱり燃えるごみであればまとめてやっ

ちゃうじゃない。だから今度リサイクルになって袋買うようになればなるべく入れる物はかたまれば袋

入らなくなるから、今度はリサイクルに、生ごみとか新聞紙とか一緒に入れないで、ダンボールとか潰

して、まとめてやるようにはかなりなるんじゃないかと思う。 
【支所：笹主査】 

それでですね、資源物回収は今やっています。それから１０月以降も同じ何ですけども、あくまでも

ペットボトル、ペットの１と記載なった物ですね。それと空缶、空瓶、それも一応去年の内一覧表配付

してるんですけども、あくまでもそれだけ何です、資源物は。１０月以降もそれだけ何です。例えば紙

とか婦人会で集団回収しているのなんかは資源物の収集の中には入ってませんので。 
【須藤委員】 

入らないのかい。 
【支所：笹主査】 

それと何か混同してる感じがしたんですけども。 
【須藤委員】 

それは入らないのかい、土曜日の回収には。 
【立浪委員】 

それは違います。あくまでも資源物と言うか、要するに紙ですけども。 
【北嶋副委員長】 

雑誌類になるんだけども、別に浜婦連さんで、僕らも協力しているつもりだけども古紙回収年に２回

ですか、あれ。 
【須藤委員】 

年に２回でしょ。それは分かるんだけど出しちゃうのさ。７万幾らとか出てましたね、古紙回収の。

ただ土曜日のは違うんだ。 
【支所：笹主査】 

あくまでもペットボトル、空瓶、空缶なんです。 
【支所：尾崎主査】 

古紙は別なんです。 
【須藤委員】 

古紙、すなわち雑誌とかそういう物は、じゃ資源でやろうと思ったら一年に２回だよ。どうやって取

っておくのそれ。 
【支所：宮田課長】 

だからそうなれば殆どごみで出てくる。 
【立浪委員】 

ですからそれを後々話そうと思ったんですけど、やっぱりそれは今後自治会とか何処を拠点にするか

分からないけども、今は婦人会でしかやっていない。以前は幌の少年団でもやっていましたけども、子

どもがいなくなったという事で。これは自治会単位になるか分かりませんけれども、こまめに資源物、
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紙に関して絶対やっていかなければいけないと思っています。それは今回ごっちゃになるんで提案しな

かったんですよ。 
【須藤委員】 

あのね、私も勘違いしてたのさ。資源物なら土曜日に出せば良いと。これは良い事だから。違うんだ。 
【支所:宮田課長】 

収集する資源物は今言ったように３種類しかないんです。紙なんかは資源物に分かれるんだけど収集

しないんですよね。 
【須藤委員】 

何でそういう事するんだ。そういう良い事を何故石狩市でやらないんだ。 
【立浪委員】 

旧石狩市の方はこまめに子ども会だとか町内会単位で結構やってるんですよ。それに対して一番最初

の協議会の時話しましたけれど、補助金がかなりあるんですよね。１ｋｇに対して幾らかだったかな。

だからそういった補助金、今後もあるそうなので。 
【須藤委員】 

補助金無くても資源だもの、持っていけば良いんでないか、土曜日にね。そういうふうにあなた方、

言えないのかい、そういう中で。こういう良い事だもの。ごみがどんどん減るんだから。確かに婦人会

で年２回やってるから良いけども、年に２回だよ。半年に１回だよ。それまで土曜日の中で何回ごみ出

せると思ってるの。それは本当に資源になるちゃんとした古紙だとかそういうダンボールだとか回収す

れば。何故それを、補助金なんか要らないから持っていってリサイクルすれば良いじゃないか。そうい

う事あんた達言えないのかい。そういう提案あるんだって事。何でも石狩がこうでこうでこうだからっ

て始まるけど、それならおかしいでしょって言うの。浜益でそうやって言ったよって事、言ってやって、

そういう事この協議会の中で話し合わなければ。いや、本当の話しだと思うんだよ。だってそれは良い

事だからさ。確かにその時期やってる婦人会だとかは量が少なくなるかも知れないけどさ。それでもそ

んな半年もね、婦人会に出すんだってじっくりじっくりためてさ。 
【支所:笹主査】 

すいません、この有料化と合わせてごみの減量化という事で、その減量化にはリサイクル品目の拡大

というのも謳ってるんです。それで自治会の説明でやってるんですけど、今言った生ごみの部分もある

んです。まだ計画として将来１９年度以降となってますけども、それとかプラスチック関係結構ありま

すよね。今法律でいうリサイクルというのはペットボトルしかないんです。ただ、その他のプラスチッ

クというごみが凄く多いんですよね。トレイ関係でも結構あるんですけど、それは今お店に、大型店で

拠点回収という形で収集してるとこあるんですけど、それらでも回収しきれない、廃プラというか、そ

の他のプラスチックというのが非常に多いと。これらを将来、リサイクルという方向で出来ないだろう

かというところでは、ある程度の種類はリサイクルするには制限というか、自治体の責任でやるには非

常にお金がかかると。だけども将来的にはそれらの品目もリサイクルする方向でという事で。 
【須藤委員】 

そんな事よりも確実なリサイクルをさ、範囲を拡げるというよりも。それだって土曜日に来るのがペ

ットボトルとか空瓶とか決められた物だけじゃなくてね。一杯リサイクルになる物、古紙でも雑誌でも

あるんだから、そういうの考えて持っていってもらえる様に提案するなりやるのが本当じゃないかと思

うんだよ。行政の方でもね。それを言うんだよ。通るか通らないかあっちで決めるんだか上で決めるん

だかしらないけどさ。そのぐらいやってもおかしくないんじゃないかなと。 
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【立浪委員】 

それを行政でやるんじゃなくて、自治会単位でやろうと思ったら出来るんですよ、本当は。何でもあ

んた達（行政）でやんなさいと言ったら…。 
【須藤委員】 

いや、補助金なんて要らないから、石狩だって１円も出したくないの本当なんだから、そんなものは

っきりしてるんだから。そうやって言っても、でも婦人会の中でも助かるし、これは中々だけど…。持

って出すのは良いけど収集をどうやって、やっても週１回とかどうやって誰に頼んでやるかという事だ

な。良い事だしね、婦人会の為にも。でも婦人会が全部車チャーターしてやって、採算合うか合わない

かそこまで、それも大変だし。でもそこまでやるのが本当なんだよな。だから行政の中で土曜日。リサ

イクル資源を検討する国の話しなんて立派になるんだから何も、その間有余して門戸拡げれば、瓶、空

缶、ペットボトルだけでなくてさ。こういう物（紙書類を持って）も一杯あるしょ。行政のこういうの

だって一杯あるしょ。１年経ったらこんなになるしょ。みんなリサイクルになるしょ、出せば。そうい

うふうにやっても何もおかしくないんじゃないかなと。何も例えば子ども達がやる事横取りする訳じゃ

ないけども、そうやってやるのも一つの減らす方法。やっぱり毎週土曜日資源出せばね、燃えるごみで

投げないで、金もかかるようにしないで、何でもかんでも一緒にしないで、程々そういうふうにして出

してもらえれば。そういう良い事全然目つぶって知らんふりだもんな。 
【支所:笹主査】 

いや、そういう訳でもないですけども、要するに市がそういう形で支出するとなると経費がかかるん

ですけども、資源物といわれる物は要するに集団回収とか業者とかやってますので、経費かけなくても

そういうハードが確立してるんで、今あるそういうものを使っていこうというのが趣旨だと思います。

ただ、今言ったように浜益とか遠隔の場合はそういうシステムが恵まれていないので、その手立てはど

うなのかという事でやはり今後良い方法、例えば石狩市内の業者に声かけして、それがもし必要だとい

う事であればそういう方法も考えられますし。ただ婦人会とか各団体が要するにやられてますから、そ

ういう団体の活動を鈍らせるような事はどうなのかなという事もあるんでね。 
【須藤委員】 

でも年に２回だから。２回は待てないんだ普通の一般の人は。現実として。そんな格好の問題じゃな

いんだから。だから婦人会の活動はこれは良い事だしね、月に一回でもさ、毎週でなくても良いから月

一回でもあれば結構な物になるからさ、それをどうにかするでしょう。そこでやらせれば業者の中でも

やってやらなきゃ。そんな縦割りだとか横だけで物やっただけじゃ駄目なんだ。全然良くならないよ。 
【支所:宮田課長】 

考え方は分かりました。市の方もごみの減量を基本にしますのでそういう方法を取り入れてやっぱり

進めていくと思います。ただ、さっき言ったように一辺に出来ないものもありますので。 
【須藤委員】 

そうだそうだ。誰でも資源のリサイクル出来る物であれば、１０月の一般の有料化になる前の間に先

送りでなく、なるべく良いもの早く決めて頂戴という事。ただただ此処に来てやってるだけじゃなくて

さ、たまにこっちの言う事も一つぐらい聞いて、行政がやったっておかしくないんじゃないか。会議開

くたびに馬鹿な事ばっかり並べてさ。 
【支所:宮田課長】 

決してそういう事ではありませんから。 
【須藤委員】 
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そういう事でしょ。 
【北嶋副会長】 

ごみの関係で一つだけ私の方から。先程会議に諮る前にちょっと笹主査に話しましたけれど、２３日

の田岡市長の挨拶の中でですね、個人用のごみ箱については見本みたいな物を市役所に展示するとか言

ったと僕は記憶してるんですけど、僕の聞き間違いかどうかは分かりませんけれど。その辺個人のごみ

箱どんなものが考えられていますでしょうか。その見本が本当に良い物か、半年間浜益の場合ほとんど

冬ですから雪が入らないように、そういう様な事、それから荒らされない事考えてるのか。 
【支所:笹主査】 

それはですね、「かいけつごみ太くん」、この開いた所の右側に９月からのごみの出し方という事で、

ちょっと分かりずらいと思いますけど、左側ですね、これが通常のごみバケツ。ごみの説明会では今年

の２月に花川地区で試験的に戸別収集をやったんですけど、その時に一番多かったタイプがこのタイプ

だと。それでこれはですね、今後もし使うとすれば風とかある日もあるんで重石とか乗せてもらって、

後蓋についてはですね、周囲と蓋の部分、穴を開けてもらって紐で結んで飛ばないようにしてもらうと。 
【北嶋副会長】 

 僕自身はね、ホーマックか何処かへ行けばちゃんとしたのあるしょ。ちゃんと蓋付いて。あれがどう

かなという感じしてるんですよ。 
【須藤委員】 

 ようするに個々の蓋が止まって飛ばないようにしてれば良いんでしょう。容器関係ないんでしょ。指

定された容器じゃないと持って行かないっていう話しじゃないんでしょう。 
【支所:宮田課長】 

担当課通してどういうふうに言ったのか確認しますね。 
【北嶋副会長】 

いや、僕の聞き間違いであればそれはそれで。何かそういうふうに言ったような気がしたので。それ

と大型ごみは大変な量だったと聞きましたけど。 
【支所：宮田課長】 

ステーションに持って行くのが高齢者な者だから、結局家の中に溜め込んで溜め込んで、今回みたい

な収集日になればもうステーションの何倍も出てしまうと。 
【須藤委員】 

今有料化になるって言うから、一時的なものだよ。ある物今がチャンスだって、出さなきゃお金かか

るっていう、ただそれだけだ。このままいけばそんな物徐々に出ないようになるんだよ。 
【立浪委員】 

それと良いですか。ごみ減量もう一つ、この事だけは説明させてもらいたいんですけど、これがミッ

クスペーパー回収モデル事業といって、この紙（ミックスペーパー回収袋を手に持って）が無料で配ら

れます。これ誰でもかっていうと、この石狩市で出してるモデル世帯といって、この申込み用紙を出す

事によってこの袋をもらう事が出来ますから。それで今石狩市の場合はこの中に入れるべきごみはこの

袋に書いています。それでぎゅうぎゅう詰めてガムテープで止めて出す。それで出す場所は浜益区の場

合はこの支所に持ってくる。回収はしませんという事なんです。石狩市の場合は 5 箇所ぐらいステーシ

ョンがあって、そこに持っていくという事になるんです。だけどもこの名刺だとか今までも燃えるごみ

として出していた物がほとんど網羅されますから、大変良いと思うんですよ。それで期限が３月の１９

日でお仕舞いなのかな。それまでに出してくださいという事なんですよ。それでどんどん応募してくだ
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さいという事です。 
【須藤委員】 

それをテープで止めてここに持ってくるの？ 
【立浪委員】 

そうです。そしてここに持ってきた場合、支所の人が向こうに運んでくれるという手はずになってる

って聞いたんですけど。違いますか？ 
【支所:笹主査】 

うん、まぁこれからくるでしょう。 
【立浪委員】 

それでこのミックスペーパーについて説明が非常に薄かったんですよね。これを使う事によって、本

当に生ごみとそれだけでかなりの物、タバコの箱も入りますから、この中に。ここに書いてありますか

ら。 
【北嶋副委員長】 

立浪さんね、僕一つ合併して凄く感じる事にね、何かそのごみ一つにしても書類書きなさいとか申込

みしなさいとか簡素化なってないんだよ。支所なら支所に置けば良いでしょう。そんなごみ袋も。だか

らさ、立浪さんに言うんじゃないけど、実際問題としてとにかく何でも、ちょっとした物でも必ず書類

書きなさいと。こないだも社会福祉協議会から２万円のあれで、毘砂別で役員会開いて止めましたけど

４枚から５枚計画書類を書かなきゃならない。２万円もらうのに。 
【須藤委員】 

無駄な書類一杯使ってるよ。簡素化じゃなくてだんだん複雑になってるよ。 
【北嶋副委員長】 

２万円もらうために２万円以上の手間かかる。書類書けないもんだから。そんな事が多いの。だから

ね、今申し込みしなさいとか何だとか言ったってね、もう少し簡素化しないとね。いくら人間減ったっ

てそれこそ仕事だけ増えていくばっかりですよ。 
【立浪委員】 

それでこのミックスペーパーに申し込む事によって、要するに皆に配りますよね。そうしたら単なる

ごみ袋として使われる場合が非常にあるらしいんです。 
【須藤委員】 

ほとんどそうでしょう 
【立浪委員】 

普通ね、一般的に考えても月１つか２つで済むんだけど、１０枚とか２０枚とか持っていく人も出て

くるんですって。それで一応目標っていうのがありまして、１千世帯とか２千世帯とかって、そういっ

た目標値があってやっている事なんですって。それで私は自分でも昨日もらってきたんです。そしてこ

の申込用紙１枚書いてこの袋もらってきて。取り合えず私は１枚、もう１枚は見本品としてここの支所

に置いておきたいなと思います。 
【支所：尾崎主査】 

こういう取り組みをしているのが、ごみへらし隊というところ何ですよ。 
【北嶋副委員長】 

ちょっと良いですか。この高齢化社会で何処そこ迄ごみ一つ持って来なさいなんて…。 
【須藤委員】 
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何くだらん事考えて、老人だから高齢化なるから戸別にやるなんて言っておいて、全く逆でしょそれ。 
これに入れて支所までもって来なさいなんて。くだらない事ばかりでやってられないよ。こんな事。 

【支所:笹主査】 

補足という訳ではないですけども、要は今減量化という事でやっている中で、一気に収集という事に

なりますと非常に莫大な経費かかりますね。それで拠点回収という方法とっているのが支所の下にあり

ます古布、古着入れのボックスありますよね。そしてその横に紙パックとか乾電池とか。ごみ何ですけ

どリサイクル可能だという事で、その品目を取り合えず増やしている段階なんです。それでこれのミッ

クスペーパーも将来的にそういった資源物としてですね、もっていければ良いなと進めている段階なん

です。それはご理解いただきたいと思います。 
【北嶋副委員長】 

いや、お話しするのは分かるんだけどさ。まあ良いです。 
【立浪委員】 

 一応申し込んでください。申し込んでからご利用下さい。３月１５日迄です。回収は。 
【北嶋副委員長】 

 ごみの問題については今日一日で結論出すというまでいきませんので、次回またお互いに意見交換し

ていきたいと思います。良いですか。 
【各委員】 

 はい。 
【北嶋副委員長】 

 ごみの問題は今日結論出しませんが、次回又お互いに意見交換しながら良い方法を編み出していきた

い、そういうふうに考えております。 
 それでは（２）その他に入ります。その他何か。 
【支所:尾崎主査】 

 はい。手短に１つだけ。この間視察行った時にバスの中でも地域活力推進室の松田参事という方お話

しされたと思うんですけど、この「コミュニティビジネスとは」というペーパー１枚物あると思うんで

すけども、ちょっとご覧になってください。コミュニティビジネスと書いてあるやつです。これ何です

けども、要するに最近良く聞きなれている様な聞きなれていないような何だこの言葉という様なイメー

ジが強いんですけども、要するに地域地域で地域にあった産業といいますか、ビジネスがどんどん今生

まれて来ています。例えば笹の葉っぱを収集してそれが何億産業になったとかそういう事例も世の中で

は聞かれていますけども、そういう事で、そういう地域に求められている様な産業を生んでいく。一つ

のそういう団体だとかを育成していきましょうというのを目的に道の事業で実施主体が手を上げて割

当てられた事業があります。そのコミュニティビジネスを創出するためのセミナーを開催するっていう

事業何ですけども、それを実は浜益区、厚田区を中心とした方々を対象にセミナーを開きたいという事

で、今石狩市の企画財政部の地域活力推進室という所があるんですけども、そちらの方で今事業展開を

しようとして準備しています。それで、そのセミナーを一番下の方に書いてるんですけども、１０月１

９日、１１月９日、１１月３０日、全部で３回ですね、そのセミナーを開催します。本当にちょっとし

たきっかけで、こんな事がビジネスになるのか、産業になるのかという様な事でも産業になったケース

とか色々事例あります。そういうのも含めてですね、講師の先生が来てセミナーを実施するという事で

すので、この後ですね、地域の方々にもＰＲしながら、また皆さんにも機会があれば是非これに参加し

ていただきたいなと思いまして、紹介方々更に詳しい部分で来ましたら、また紹介したいと思います。   
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それともう１点。次回の部分良いですか。第１回の時に年間のスケジュールでお示しした中でいくと、

次の会が８月３０日の水曜日、一応予定しています。取り合えず時間は今度は２時という事にしてたん

ですけど、時間どうですかね。 
【立浪委員】 

８月３０日は北海道女性大会があって、私と石橋さんは出なきゃいけないね。次は日中でしたよね。 
【支所:宮田課長】 

 夜は大丈夫ですか。 

【立浪委員】 

 夜もちょっと大変ですね。間に合うかも知れませんけど。 

【北嶋副会長】 

 何時頃お帰りになれますか。 

【立浪委員】 

５時、６時ぎりぎりぐらい。 
【支所:尾崎主査】 

取り合えず大まかに最終水曜日とかに決めておけば他の行事も組みやすいかなという事で、目安とし

て決めただけなので、必ず固執しなければならないという事でもないので。日程変えることは。 
【北嶋副会長】 

とにかくさ、１５人しかいないんだから、１５人で一生懸命それこそ議論して固めていかなきゃいけ

ないんで、その中からやっぱり実績が出てくるという事になると、中々皆の意見としてまとまっていか

ないんじゃないかという気がする訳ですけども。皆の集まれる時で。 
【立浪委員】 

よろしかったら２８日で。日中でもＯＫです。 
【北嶋副会長】 

２８日２時からでよろしいですか。 

【立浪委員】 

どうせやるなら１時半とかの方が良いんじゃないですか。 

【北嶋副会長】 

それでは次回は８月２８日の１時半という事でよろしくお願いします。 

 

５．そ の 他 

それでは次、大きい５のその他。事務局の方何かありますか。 

【支所:尾崎主査】 

事務局の方で用意しているのはありません。 

【北嶋副会長】 

何か委員の方でありますか。その他。 

【各委員】 

ありません。 

【北嶋副会長】 

それでは今日はこの辺でよろしいかな。 

【各委員】 
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はい。 

 

６．閉 会 

【北嶋副会長】 

長時間に亘りまして大変有り難うございました。次回は又ごみの問題についてお互い意見交換したい

と思います。よろしくお願いします。どうもご苦労様でした。 

 

平成１８年 ７月２５日議事録確定 
 

石狩市浜益区地域協議会 
副会長 北 嶋 富 作   

   
 

 

  
   


