
 

 - 1 - 

第４回 北石狩衛生センター運営検討会議 議事録 

 
 
■ 開催日時 
  平成２２年１１月２６日(金)  １３時３０分～１５時２０分 
 
■ 開催場所 
  石狩市議会(石狩市役所５階) 第２委員会室 
 
■ 出席委員 

・ 古  市  徹  委員(有識者委員) 
・ 住  谷  浩  委員(有識者委員) 
・ 斯 波 悦 久   委員(有識者委員) 
・ 若林 厚一郎   委員(公募委員) 
・ 唐 澤 治 夫   委員(市民生活部長) 
・ 青 木 陽 二  委員(市民生活部環境室北石狩衛生センター所長) 

 
■ 事務局 
  ・ 市民生活部 環境室 参事（低炭素社会推進担当）  藤岡 修一 
 
■ 傍聴者 
  ・ ３人 
 
■ 議 事 
 (１) 北石狩衛生センターの今後の運営管理のあり方について 
     （検討結果報告書（案）についての協議） 
 (２) その他（第３回議事録の承認・署名） 
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【事務局】 

 本日は、何かとお忙しい中、お集まり頂き誠に有り難うございます。 

会議を始める前に、有田環境室長が出張中のため欠席しておりますことと、唐沢部長が

３時から別の会議があり、途中退席させて頂きますことを、事前にお断りさせて頂きます。 

 

【古市会長】 

 これより第４回北石狩衛生センター検討会議を開催させて頂きます。 

北石狩衛生センターの長期包括的な民間委託については、これまで３回に渡り慎重に議

論・検討を重ねてきた結果、長期包括的委託は「妥当」であると、委員の皆様の合意を得

たところです。 

これまでの検討の経緯、検討内容を踏まえ、本検討会議の答申的な「検討結果報告書

（案）」の原案を事務局で作成して頂いたので、今回はその内容等について検討して頂き

たいと思います。 

それでは、事務局より「検討結果報告書（案）」について説明をお願いします。 

 

【事務局】 

説明を行なう前に、前回の会議で４点ほどご質問があった件について、回答させて頂き

ます。 
 

１点目の、生駒市はリスク分担表に記載されているリスク項目が極端に少ないが、理由

は契約書等に記載している為か？ とのご質問の件ですが、生駒市に確認してところ、長

期包括的委託に至った経緯は、運営管理コストの削減と、設備の故障や、補修に伴う財源

確保などのリスクを、行政から業者に移転することを目的に、長期包括委託を実施するこ

とにした。 

従って運営管理上のリスクは、全て受託業者が負うことを基本にしているため、リスク

分担表の記載項目が少ない。しかし、「法令変更」、「許認可関係」、「物価変動」、「不可抗

力」など、責任分担の判別が難しいものに限って、リスク分担表及び、契約書に詳細を記

載している。とのことでありました。 
 

２点目の、先進都市では、ごみ量・ごみ質がどの程度増減したら、協議するのか？ ま

た、数値等はあるのか？ とのご質問ですが、江別市と十勝に確認したところ、特に数値

などは設けていない。 季節的にごみ量・ごみ質が多少変動するが、変動分については、

事業者の責任の範囲で処理する事を基本としている。 

また、市の施策の変更などにより、ごみ量・ごみ質が変動し、事業の実施に支障が出る

ような事態に陥った場合には、「現場にいるモニタリング職員の意見を聞き、本当に事業

に支障が出ているのかを確認した上で、業者と協議する。」とのこと。 

ちなみに、生駒市は、±10％で、かつ、事業に支障が出るような場合には、契約書に双

方協議を行う事を記載しているとのことでありました。 
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３点目の、江別市では既に長期包括的委託を実施しているが、市の計画どおりの運営管

理がされているか？ とのご質問ですが、 

江別市に確認したところ、江別市では５名のモニタリング職員を配置し、監視・チェッ

クを行っており、チェック体制は機能しており、概ね、市の想定通りの運営管理がなされ

ている。とのこと。 
 

４点目の、江別市では、財政面でどの程度の削減がされたか？ とのご質問ですが、 

財政的な削減額は、固定費契約分は、予定額 137億 9,700万円に対し、契約額は 124億

4,500万円で、9.8％の13億5,200万円の削減がなされている。 

変動費契約分は、トン当たりの予定額 2,732円に対し、契約額は 2,602円で、4.8％の削

減となっている。との回答でした。 

  

【斯波委員】 

 江別市では、契約ベースで137億円が124億円に削減されたとのことですが、民間委託

になってから３年程経過した現時点では、どの程度、財政的に有利になっているか判りま

すか。 

 

【事務局】 

 この契約金額は、平成 19年 10月から平成 34年３月までに掛かる総額（124億 4,500

万円）を、事業期間（14年６ヶ月）で割り、毎年均等に支払う契約のため３年経過した

現在でも、毎年の支払金額が変わる事はありません。 

（※ 支払額 ＝ 固定費分：8億5,800万円/年 ＋ 変動費分：2,602×ごみ処理量） 

 

【斯波委員】 

現在でも、当初の削減ベースは維持されている、と言う事ですね。 

 

【青木委員】 

 江別市では、モニタリング職員５名を配置しているが、当初予定額の137億円には、モ

ニタリング職員の人件費は含まれているのか？  

 また、石狩市で民間委託を実施した場合、モニタリング職員を２名配置する予定でいる

が、市の積算にもモニタリング職員の人件費が入っているのか。 

 

【事務局】 

 江別市の予定金額、契約金額は、受託業者との契約に関するもので、市職員（モニタリ

ング職員）の人件費は含まれておりません。 

 また、本市が民間委託を実施した場合のライフサイクルコストには、モニタリング職員

２名分を含めて積算していますが、委託契約ではモニタリング職員の人件費は含まない契

約となります。（モニタリング職員は市の職員で、給与は市から支給される。） 
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なお、市直営の場合は、モニタリング職員は必要ありませんで、ライフサイクルコスト

の算定には、モニタリングの人件費はありません。 

 

【古市会長】 

 その他に、ご質問等ございますか。  

それでは、前回の説明に関しては皆さん了解したことで宜しいですね。 

本日の議題である、本検討会議の「検討結果報告書（案）」の説明をお願いします。 

 

【事務局】 

改めて「検討結果報告書（案）」のご説明を致します。 

まず、最初の「北石狩衛生センター運営検討会議 検討結果について」の文章は、「検討

結果報告書」を、市長に提出するに当たっての「鏡」の文章になります。 

内容としては、『本検討会議に付託された、北石狩衛生センターの今後の運営管理のあ

り方について、計４回の検討会議を開催し、専門的立場及び、市民の立場から、慎重に検

討・審議を重ねた結果、長期包括的な民間委託の導入については、妥当であるとの結論に

達しましたので報告いたします。』 

『なお、検討の経緯及び結果を「検討結果報告書」として取りまとめましたので、長期

包括的委託の導入にあたりましては、本検討結果に留意され、今後も、市民サービス水準

を維持し、市民の理解と信頼が得られる、安心・安全かつ効率的なごみ処理施設の運営が

図られるよう求めます。』となっています。 

 

【古市会長】 

 はい、判りました。 

それでは、「検討結果報告書（案）」の本文についても、ご説明して頂けますか。 

 

【事務局】 

全体の構成としては、検討結果の「本編」と「検討資料集」と「議事録集」の３部構成

となっています。 

まず、「本編」として、これまでの検討の経緯、検討結果などを取りまとめ、１～７頁

に記載しています。 

次に、「検討資料集」として、検討会議で使用した「資料本文の抜粋」を１～16頁に、

次に「参考資料」として、リスク分担表、市職員体制表、運営経費の実績と予測額などを

17～32頁に添付しています。 

最後に、この資料には未だ付けていませんが、検討会議の「議事録」を添付する予定と

なっています。 

なお、現在は、普通紙で作成していますが、報告書の表紙、及び、本編、検討資料集、

議事録集の区切りの表題については、体裁を考え、色付の用紙を使用する予定です。 

全体の構成としては、ご説明した通りでございますが、報告書の構成について、何かご
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意見、ご質問などございますか。 

 

【古市会長】 

只今、１頁の「はじめに」の下から３行目の箇所ですが、先程ご説明頂いた鏡の文章と

表現が若干違っていますが、何か意図して変えているのですか。 

 

【事務局】 

 申し訳ありません、鏡の文章を見直し急遽修正した結果、先に皆さまにお送りした本文

と整合性が取れていないためです。 

 

【住谷委員】 

鏡の文章の「今後も、市民サービス水準を維持し、市民の理解と信頼が得られる、安心・

安全かつ効率的なごみ処理施設の運営が図られるよう求めます。」に統一した方が良いと

思います。 

 

【事務局】 

了解しました、１頁の「はじめに」の下から３行目の文章については、整合性を図るた

め、ご指摘のとおり訂正させて頂きます。 
 

【事務局】 

説明に戻ります。まず、１頁目の、「１ はじめに」ですが、 

上段では、近年の地球温暖化など環境問題に対応した、今後の廃棄物行政のあり方と、

同センターは一般廃棄物の処理が可能な、市内唯一の重要な施設であることを説明してい

ます。 

中断では、同センターが抱えている、いくつかの課題と、これらの課題を解決するため

に、本検討会議を設立した主旨を説明しています。 ここまでは、本市の状況等を記載し

ています。 

下段の６行は、本検討会議では、市の付託を受け、専門的知見、市民の立場から、４回

に渡り検討を行なった結果、「長期包括的民間委託」の導入は、「妥当」である。との結論

に達した事と、検討結果を取りまとめた、報告書を提出するので、報告内容を検討・精査

し、今後も、市民サービス水準を維持し、市民の理解と信頼が得られる、安心・安全かつ

効率的なごみ処理施設の運営が図られるよう、行政に求める事を記載しています。 
 

次に、２頁目の「２ 検討の経緯について」ですが、 

全国の６割を超える廃棄物処理施設では民間委託を行なっており、民間委託を実施して

いる自治体の多くは、プラントメーカー系列の業者と単年度随意契約しているケースが多

く、競争原理が働きにくい構造と成っている。 

これらの課題を解決するため、近年、新設工事や施設更新時に、運営管理業務と合わせ

て、ＰＦＩ方式で発注する事例が増えていること。 
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しかし、同センターは、公設・公営で既に運営していることと、施設更新や大規模改修

工事が伴わないことから、類似方式である、「指定管理者制度」と「長期包括的委託」の

検討を行なったこと。 

まず、「指定管理者制度」は、「公の施設に該当しない」と解釈されており、一般廃棄物

処理施設での導入事例がないことから、今回は検討を行なわないこと。 

次に、「長期包括的委託」は、民間事業者のノウハウを活かした効率的運営管理が可能

で、運営管理コストの削減や財政負担の平準化、民間雇用の拡大などを図る目的で、近年、

全国の一般廃棄物処理施設で導入されている事から、同センターの運営管理手法として、

長期包括的委託を検討する事になった経緯を記載しています。 

ここまでは、行政の対場から記載しています。 
 

３頁目の「３ 検討会議の設置について」ですが、同センターは、供用開始以来16年が

経過し、今後、更なる修繕補修費の増加が見込まれるが、市の財政状況を勘案すると、財

政負担を抑制した、計画的な修繕補修を実施しながら、現有施設を耐用年数まで維持しな

ければならないこと、また、職員の定年退職により、施設運営にも支障をきたす恐れがあ

ること。 

 これらの課題を解決するために、民間の専門性、ノウハウを活かした運営管理の導入に

ついて、有識者・学識経験者、市民公募委員、市職員で構成する、「北石狩衛生センター

運営検討会議」を設置し、専門的立場、市民の立場から検討を行なう。という、本検討会

議の主旨・目的を記載しています。 

１． には、「検討会議の構成員」と、 

２． には、１回～４回までの会議の「開催日」と「検討内容等」を記載しています。 

 

【古市会長】 

 ここまでは、本検討会議の設立の経緯、設立の主旨・目的等を記載しておりますが、皆

様、何かご質問ご意見等ありますでしょうか。 

 

【事務局】 

 構成員のカッコ内に元の経歴を記載していますが、委員の皆様いかがでしょうか。 

 

【斯波委員】 

 私のカッコ内の経歴の部分は削除して頂きたいのですが。 

 

【若林委員】 

 私のカッコ内の元銀行員については、そのまま記載して宜しいです。 

 

【事務局】 

 斯波委員のカッコ内の経歴は削除、若林委員のカッコ内はそのまま記載させて頂きます。 
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【事務局】 

それでは、説明を続けさせて頂きます。 ４頁目の「４ 検討結果について」ですが、 

大まかに別けて、「１ 財政的な検討」、「２ 施設の運営管理体制の検討」、「３ 市民対応

の検討」、「４ 事業期間終了後の対応」など、４項目から構成しています。 
 

まず、「１ 財政的な検討」として、１）の、「財政負担の削減について」は、市直営で

のライフサイクルコストと、長期包括委託でのライフサイクルコストを比較した場合、５

億5,000万円程度の削減が可能であると判断したこと。 

但し、これはライフサイクルコストの単純比較で、委託業者が実際に提案する価格を見

ないと判断が出来ないことを記載しています。 
 

２）の、「財政負担の平準化について」は、長期包括的民間委託は、事業期間の施設運

営経費を事業期間（11年）で割って、毎年度均等額で支払うことにより、予算の増減を

抑制し、財政負担の平準化が図れることを記載しています。 
 

次に、「２ 施設の運営管理体制の検討」ですが、１）の、職員体制についてですが、現

在、同センターでは、市職員８人と公務サービス職員23人の計31人で運営管理を行なっ

ているが、公務サービス職員については、委託契約により業務範囲、業務内容が限定され

ていることから、横断的、効率的な組織運営が出来ないシステムとなっている。 

それに対し長期包括的委託の場合は、市職員と公務サービス職員の垣根が無くなること

から、横断的、柔軟な組織運営が可能で、少ない人数でも運営が可能で、人件費等の削減

が可能と判断したことを記載しています。 
 

２）の、公務サービス職員の雇用の継続についてですが、同センターは、市職員と公務

サービス職員とで運営管理を行なっているが、長期包括的委託を実施した場合、市職員に

ついては、本庁やし尿処理施設への人事異動又は、モニタリング職員として同センターに

配置する事も可能ですが、公務サービス職員については、雇用の継続・確保が課題となっ

ており、民間事業者の募集を行なう際には、公務サービス職員の雇用の継続を、公募要件

として付加するなどの処置を講じる必要がある。事を記載しています。 
 

３）の、施設の適正管理についてですが、各関係法令を遵守するのは基本であるが、技

術的に可能な限り、二酸化炭素の排出を抑制した焼却管理など環境負荷の低減や、施設周

辺の生活環境の維持・保全に努めた運営管理を目指すよう、要求水準書、契約書等に明記

するなど、適切な対応を行うこと。 
 

４）の、リスク分担・責任分担の明確化についてですが、市直営であれば全てのリスク

責任は行政であるが、長期包括的委託の場合は、原則的には事業者が責任を負うこととな

るが、これにより難いリスクについては、公共が責任を負うのか、民間事業者が責任を負

うのかを明確化すると共に、その対応・対処方法についても十分検討・整理すること。 
 

(１) ごみ量・ごみ質の変動時の対応についてですが、今後も、生ごみのリサイクルや

容器包装リサイクル等の各種リサイクルと、ごみ排出量の削減など、様々な施策を展開す



 

 - 8 - 

ることにより、同施設で処理するごみ量・ごみ質が変動する可能性があることから、対応

方法として、ごみ量・ごみ質に関わらない「固定費契約」と、ごみ量・ごみ質によって変

動する「変動費契約」の２本立てを採用する予定としているが、どの程度の変動幅で事業

者と協議するかを明確にする必要があること。 
 

(２) 事業者の倒産、事業継続の中止等の対応についてですが、例えば、募集要項、契

約書等には、 

①「事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合」 

②「石狩市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合」 

③「事業者の倒産、若しくは財政的事由から事業の継続が困難となった場合」 

④「不可抗力等で事業の継続が困難となった場合」 

等々については、委託契約を解除できると記載する予定としているが、委託契約を解除

した場合、収集したごみの行き場が無くなってしまい、一番困るのは市民であること。 

また、一般廃棄物の処理は市町村の責務であることから、不測の事態が発生した場合、

問題が解決するまで、どの様にごみを一時保管するか、又は、緊急避難的に処理するか等

の対応策を検討する必要があること。 

また、倒産等のリスクを回避する手段として、受託事業者は特別目的会社（SPC：Special･

Purpose･Company）を設立することを応募条件に付加する必要があること。 
 

(３) 事故・故障時の対応についてですが、稼動後16年が経過していることから、運転

データ、修繕履歴等も蓄積されており、設備機器が抱えているプラントリスクも正確に把

握していると考えるが、自然災害及び予期せぬ事故・故障により、施設の稼動が出来なく

なった場合、収集したごみ処理に支障をきたす恐れがあるため、その対応策を講じる必要

があることを記載しています。 
 

５）の、監視・チェック体制についてですが、 

要求水準書・契約書等に求める適正な運営管理がなされているか、日常的な監視や、定

期的な財務状況のチェックを行うことを目的に、市職員２名をモニタリングのため配置す

る予定となっているが、モニタリング職員には、施設に関する技術的情報を把握している

職員を配置することで、日常の運転管理をスムーズに監視することが可能と考える。 

なお、より質の高い運営管理を行うためには、要求水準書、契約書等に定める形式的な

業務報告等の域を超えた、担当者レベルでの日常的なコミュニケーションを通じ、同セン

ターの本来の目的を共有し、公共サービスの維持・向上を目指すこと。 
 

６頁目の、「３ 市民対応の検討」ですが、 

１）市民サービス水準の維持については、同センターは、施設に搬入されたごみの処理

を行っており、民間委託に移行しても、ごみの分別区分、収集・運搬方法及び、処理料金

等に変更はなく、市民サービス水準の低下は招かないが、民間事業者の倒産など事業の継

続が困難となった場合、収集したごみの行き場所が無くなる恐れが懸念されること。 

従って、倒産等のリスクを回避する方法も合せて検討すべきであり、例えば、特別目的
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会社を設立することを公募及び契約の条件とし付加する必要があること。 
 

２）市民周知については、長期包括的な民間委託の導入は「妥当である」との結論に達

しているが、今後、民間委託を導入するにあたり、市民の理解と信頼が得られるよう、市

としての方針を広報誌・ホームページ等を通じ、広く市民に周知を図ること。 
 

７頁目の、「４の、民間委託の事業期間終了後の対応」ですが、民間委託終了後の対応

として、 

① 新たな施設の建設又は、プラント機器の設備更新を行ない、処理施設を存続させる。 

② 施設を廃止又は休止し、他自治体と広域連携処理を行う。 

③ 稼動可能なプラント施設は維持しつつ、現有施設での処理が難しい一部のごみについ

ては、処理可能な民間事業者にアウトソーシングを行なう。 

など、いくつか考えられるが、早い段階で施設の老朽化調査・診断を行い、市の方針が

明確になった時点で、ごみ処理基本計画に反映させる必要がある。旨を記載しています。 
  

以上、ご説明させて頂きましたが、全体の構成及び記載内容については、ご意見、ご指

摘などございますか。 

 

【古市会長】 

 はい有り難うございます。 

只今、４～７頁まで説明頂きましたが、検討結果報告書の本文と、資料集の番号は対応

していますか。 

 また、検討資料集の内「検討資料（抜粋）」について、続けて説明しますか。 

 

【事務局】 

 参考資料集の本文と添付資料の番号は対応させていますが、只今説明した検討結果につ

いては、資料番号の記載はありませんので、問題はないと思います。 

 また、検討資料集の「検討資料（抜粋）」については、いままでの会議に提出し、説明

させて頂いた資料のため、今回は説明を省略させて頂きます。 

 

【古市会長】 

 この検討結果報告書は、市長に提案する文章と考えてよろしいですね。 

 

【事務局】 

 はい、この検討結果報告書は、本検討会議で慎重に議論された、長期包括的民間委託導

入の妥当性について、答申的な形で市長に報告することとなります。 

 

【古市会長】 

報告の要旨は大きく別け「財政的な検討」、「施設の運営管理上の検討」、「市民対応の検
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討」、「事業期間終了後の対応」の４つで構成していますが、何かご意見などありますでし

ょうか。 

 

【斯波委員】 

 ４頁の１）の「財政負担の削減について」の記載の中で、『民間委託を導入することに

より、運営管理費の削減が可能であると判断した。』は、このとおりでよろしいですが、

その下の※印の但し書きで『上記金額は、市直営と長期包括的民間委託のライフサイクル

コストを単純比較したものであり、委託業者が実際に提案する価格と差異が生じる可能性

がある。』との記載については、但し書きでは無く、本文として記載した方が良いと思い

ます。 

  

【住谷委員】 

 私も斯波委員の意見に賛成です。 

実際の削減額は想定の金額ではなく、業者からの提案価格で決まるわけですから、本文

とした方が良いと思います。 

 

【古市会長】 

市直営と民間委託のライフサイクルコストを比較した場合、約５億5,000万円程度の削

減が可能であると本検討委員会で判断したことと、実際の削減額は提案価格を見ないと判

断が出来ないこと、この二つの事実がありますので、一つの文章にまとまるように、文章

を校正して記載してください。 

 

【事務局】 

 文章を精査し、本文として記載します。 

 

【古市会長】 

財政的な検討は、これでよろしいですか。 次に、施設運営管理上の検討について、何

かご意見等ありますか。 

 

【住谷委員】 

４頁の、２）職員体制についての文章ですが、よく読むと判るのですが、判りづらい文

章となっています。特に、『それに対して、・・・・・職員数（人件費）の削減が期待でき

ると判断する。』の文章が判りづらいと思います。 

 

【斯波委員】 

 それと『現在、同センターでは、市職員と公務サービス職員23人の・・・・・横断的、

効率的な組織運営が出来ないシステムとなっている。』は、断定的・否定的な表現となっ

ており、誤解を招く恐れがあるので、『横断的、効率的な組織運営は難しい。』など、柔ら
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かい表現にした方が良いと思います。 

 

【古市会長】 

 見る人によっては、市直営の場合は、非効率的な運営管理をしていたのではないかと、

誤解を与える可能性もあるので、もう少し判り易く簡潔な文章にした方が良いと思います。 

  

【事務局】 

判りました、例えば、『現在、市職員（８人）と、公務サービス職員（23人）の計 31

人で施設運営を行っているが、それぞれの所掌業務範囲が異なることから、横断的、効率

的な組織運営が難しい。それに対し、長期包括的委託を実施した場合は、効率的な組織運

営が可能なことから、職員数（人件費）の削減が期待できる。』のような文章に変更しま

す。 

 

【古市会長】 

 ５頁の（２）の事業者の倒産、事業継続の中止等の対応についてで、①と③の違いはど

こにあるのか、「③事業者の倒産、財政的事由から事業の継続が困難となった場合」も「①

事業者の責めに帰すべき事由」に包含されるのではないですか。 

 斯波委員は、どの様に思いますか。 

 

【斯波委員】 

 例えば、出資元の親会社と子会社の関係もあるので、このような記載になっているので

はないかと考えます。 

 

【事務局】 

 先進地の契約書等を見る限り、どこの都市でもこのような記載になっています。 

例えば、①の事業者の責めに帰すべき事由とは、要求水準書、契約書に基づく業務を事業

者が履行しなかった場合及び契約違反があった場合などは、行政側からの申し出で契約を

解除することが出来ることを規定しています。また、その逆も考えられます。 

 どちらの場合でも、契約の解除に伴い、施設の運営が出来なくなり、収集したごみの処

理が出来ず、一番困るのは市民であることから、もし万が一、このような不測の事態に陥

った場合を想定し、ごみの一時保管場所、緊急避難的なごみ処理方法等の対応策を考えて

おく必要があることを記載しています。 

 また、連鎖倒産等を避けるため、受託者には特別目的会社の設立を、要求水準書、契約

書等に付加することを記載しています。 

 

【古市会長】 

 この点については、私と事務局でもう少し整理したいと思いますので、会長預かりで宜

しいでしょうか。 
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【古市会長】 

 ６頁の５）監視・チェック体制の関係ですが、委員の皆様何かありますでしょうか。 

 

【斯波委員】 

 監視・チェック体制についてですが、下から３行目の『なお、より質の高い・・・・を

目指すこと。』の記載は必要でしょうか。 

 

【事務局】 

 特に重要な文章ではありませんので、削除してもかまいません。 

 

【古市会長】 

 監視・チェックのため、モニタリング職員を２名配置することとなっているが、この２

名は技術的な専門知識も財務状況にも詳しい職員を配置する予定ですか、それとも、１名

は専門技術職、１名は財務状況に明るい職員を配置する予定ですか。 

 

【事務局】 

 同センターを運営するには、施設の維持・管理が最重要であることから、日常の監視・

チェックには、専門的知識と経験を有する技術職員を配置する予定ですが、財務状況のチ

ェックは、定期的に行うので、財務状況が詳しい職員の配置は考えておりません。 

 

【斯波委員】 

 この文章では、『日常的な監視や定期的な財務状況のチェックを行うことを目的に・・・』

となっており、日常監視や財務状況の両方見る職員を配置するように受取られるため、日

常監視と、財務状況のチェックと分けて記載した方が良いと思います。 

 

【若林委員】 

 運転管理と財務状況の両方出来る職員が望ましいですが、そのような人材はいませんか。 

 

【事務局】 

 運転管理と財務状況の両方をチェックできる職員の確保は困難ですので、記載文につい

ては、例えば、『日常的な監視とチェックを行うため、モニタリング職員には、技術的な

専門知識と経験を有する職員を配置するなど、適正な監視・チェック体制とすること。ま

た、財務状況についても、定期的に決算報告書等の提出を求め、適正な運営がなされてい

るか把握すること。』などの表現に変更したいと考えています。 

 

【古市会長】 

 それでは、６頁の、３市民対応の検討についてですが、『・・・・・民間委託に移行し

ても、ごみの分別区分、収集運搬方法、処理料金に変更はなく、市民サービス水準の低下
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は招くものではない。』と記載されているが、将来、ごみの分別区分や料金などは変わる

可能性が十分あると思いますがいかがですか。 

 

【事務局】 

 会長のご指摘とおり、将来的には変更する可能性は十分ありますが、この検討結果報告

書を提出する時点では、「民間委託を行なった事により変更するものではない。」ことを表

わしています。 

 

【古市会長】 

 それであれば、「現時点では」等の記述が必要ではないかと思います。 

 

【唐澤委員】 

 市民とすれば、民間委託になり経費が削減されれば、「削減分を市民サービスの向上に

使ってほしい」との期待感を持っているのではないかと考えています。 

 

【住谷委員】 

 経費削減分は、例えば、ごみの収集回数や料金、リサイクルの推進など、市民サービス

の向上に努めてほしいと考えていますので、本検討会議の要望としては「市民サービス水

準の向上を図るよう求める」との記述にして頂きたい。 

 

【古市会長】 

 この市民対応の部分については、正にその通りで、民間委託にすることにより「今以上

の市民サービスの向上に努めてほしい」と願っていますので、そのような記述にして頂き

たいと思います。 

 

【斯波委員】 

 ２）の市民周知についてですが、『市としての方針を広報誌、ホームページ等を通じ、

広く市民に周知すること。』とありますが、市としては市民説明会等を開く予定がありま

すか。 

 

【事務局】 

 北石狩衛生センターの民間委託に関しては、市民説明会等を開く予定は現時点では考え

ておりません。 

 

【古市会長】 

 民間委託の導入については、今後、市議会、委員会、環境審議会等で論議し、その結果

を広報誌、ホームページ等を通じ、市民に逐一報告すると言うことですね。 
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【事務局】 

 はい、その通りです。 

 

【古市会長】 

 次に、４．事業期間終了後の対応の『③民間事業者にアウトソーシングを行なう。』に

ついてですが、民間業者に全てのごみを持って行くと言うことですか。 

 

【事務局】 

 全てのごみを民間業者に持って行く訳ではありません。 現在も廃食用油などは民間事

業者に引き渡し処理をお願いしているので、そのような考えに基づいて記載しています。 

 従って、処理施設は全て又は一部を継続使用していることが条件となります。 

 

【古市会長】 

 それであれば、「一部のごみ」と言う表現が必要ですし、処理施設も全部又は一部にな

るか判りませんが、施設の継続使用などの記述も必要になりますね。 

 

【事務局】 

 判りました、そのように修正いたします。 

 

【住谷委員】 

 ごみの広域連携処理などは、今後、重要になってきますか。 

 

【事務局】 

 管内他都市もそうですが、近年、人口減少とごみの有料化等により、ごみ処理量が減少

しています。従って、本来、環境負荷を軽減するためには、24時間運転が望ましい事で

すが、連続運転が出来ず、間欠運転を行なっているなど、非効率な運転をしなければなら

ない状況になっています。青木（センター長）委員、実態はいかがですか。 

 

【青木所長】 

 ダイオキシン類対策で、准連続から連続運転に変更しているので、処理能力は建設当初

よりアップしています。しかし、ごみ量は減少しており、能力の６割程度の処理量となっ

ています。 

 

【古市会長】 

 人口も減少傾向にありますし、ごみの処理量も減少しているので、自治体が単独で施設

を保有し、維持管理していくのは厳しい時代になっていると思います。 

 事業期間終了後の対応策についてですが、『早い段階で調査検討し、市の方針を明確に

しておく必要がある。』との記載ですが、市の方針を明確にするだけではなく、ごみ処理
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基本計画等に明確に規定する必要があると考えますがいかがですか。 

 

【事務局】 

事業期間終了前の早い段階で、プラント施設の老朽化調査・診断を実施し、設備更新を

行い、現有施設を存続させるのか、新たな施設を建設するのか、又は、施設を廃止・休止

し、広域連携処理をするのか等を調査・検討し、市の方向性が明確になった時点で、ごみ

処理基本計画に盛り込みたいと思います。 

 

【古市会長】 

 ごみ処理計画に反映するように願います。 

後ろの「検討資料集」の方については、まだ確認していませんが、全般を通して皆さん

何かありますか。 

 

【斯波委員】 

 この検討資料集の「検討資料（抜粋）」は、会議に使われたものと同じですか。 

 

【事務局】 

 同じ内容ですが、第１回、第２回の会議で使用した資料は、元は 24頁で構成されてい

ましたが、会議の中で議論されていない項目も含まれていたことから、この資料には会議

で議論された項目を抜粋し、16頁に構成し直して掲載しています。 

 また、17頁からは参考資料として、今までの会議に添付した「リスク分担表」「市職員

体制表」「修繕補修計画」「工事の積算基準」「運営経費の実績と予測額」などを17～32頁

に掲載しております。 

 最後に、この資料にはまだ付けておりませんが、第１回から第４回までの会議録を添付

する予定となっています。 

 なお、第３回目に参考資料として提出した、江別市の資料（要求水準書、契約書、契約

書等）については、他都市のものですので、この検討結果報告書には掲載いたしません。 

 

【古市会長】 

 先進地の事例については、参考としてお出し頂いたので、この報告書に添付する必要は

ないと思います。 

 その他に、皆さん何かご意見等ありますでしょうか。 

無いようですので、「検討結果報告書（案）」の議論はこれで終わらせて頂きます。 

事務局から何かありますか。 

 

 

【事務局】 

 それでは、第３回の検討会議の議事録の確認、署名をお願いいたします。 
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 これが最後の会議となり全員集まる機会がありませんので、「検討結果報告書」につい

ては、今回のご意見を基に会長と協議の上、一部修正させて頂きます。 

また、検討結果報告書を市長に提出する前に、事前に皆様にご確認頂きたいと思います。 

合わせて、議事録の署名についても、直接お伺い致しますので、よろしくお願いします。 

 

【古市会長】 

 それでは、以上をもちまして、検討会議を終了させて頂きます。 

長い間、ご議論いただき、誠に有り難うございます。 

 

 

 
 
 
 

第４回 北石狩衛生センター運営検討会議の議事録を確認したが、相

違ないことを署名する。 

 
 

平成２２年１２月１０日 
 

             会  長： 古市  徹     

 

             会長代理： 住谷  浩     

 

             委  員： 若林 厚一郎    

 

               委  員： 斯波 悦久     


