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第３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１０月１３日(水) １０時００分～１２時００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) 
・ 有田 英之 委員(市民生活部環境室長) 
・ 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 
 
■ 関係説明員 
  ・ 市民生活部 環境室 ごみ対策課長                 廣長 秀和 
 
■ 傍聴者 
  ・ 無し 
 
■ 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 
 (２) その他（①第２回議事録の承認・署名、②次回開催日の決定） 
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【古市会長】 

 おはようございます。 

この北石狩衛生センター運営検討会議も今回で３回目となりましたが、予定では全４回

で取りまとめる事となりますので、今回は前回の会議で議論していた、リスク分担・責任

分担等について重点的に議論して頂きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

その前に、前回の議事録の訂正等は終わっていますか。 

 

【事務局】 

 各委員からご指摘があった箇所については既に訂正し、委員の皆様にお送りしています。 

 

【古市会長】 

それでは、事務局より資料に沿って説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 

 まず、資料の確認をさせて頂きます。 

資料－１には、平成 18年から平成 22年度までの職員体制の実績図と、24年度以降も

市直営で運営した場合の職員体制の予想図。 

資料－２には、江別市と十勝環境複合事務組合における、事業実施までの各種書類及び、

手続等のスケジュールを表に纏めたの。 

資料－３から資料－９は、平成19年10月から、既に長期包括委託を実施している、江

別市の「実施方針」、「募集要項」、「要求水準書」、「様式集」、「優先交渉権者決定基準」、

「基本協定書（覚書・案）」、及び、固定費契約分と変動費契約分の「委託事業契約書」等

を参考に添付していますので、ご一読頂きたいと思います。 

また、長期包括委託を行なっている先進各都市のリスク分担の項目・内容等を一覧表に

纏めたものを、追加資料－１として添付しております。 

 

【古市会長】 

 資料－３から資料－９の江別市の資料については、この検討会議で「長期包括委託が妥

当である」との検討結果が出された場合、次のステップで必要となる各種書類である事を

念頭に置きながら議論を頂きたいと思います。それでは、続けて説明をお願いします。 

 

【事務局】 

前回の会議では、『市職員８名と、現場の運転管理業務を委託している公務サービス職

員23名を配置し、平成24年度から施設の耐用年数と想定している平成34年度末までの

11年間、公共で運営管理を行なった場合、修繕補修費等を含め約54億9,600万円のライ

フサイクルコスト（運営管理費）が見込まれるが、それに対して、民間委託（長期包括的

委託）を実施した場合は、まず、修繕補修費は、公共の積算基準・契約基準にとらわれる

ことなく、独自の発注が可能であることから、約８％の削減が可能であること。 
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また、民間委託の場合、現在のような行政と公務サービス等の業務範囲の垣根が無くな

る事から、少ない人員でも横断的に業務に取組む事が可能であり、運営管理費総額は約

49億 3,900万円となり、約５億円を超える運営経費の削減が可能である』との説明を行

なったところです。 

その説明の中で、公共直営で行なった場合のライフサイクルコストの算定で、市職員数

を「８人としている根拠」と、長期包括委託になった場合、ごみ量・ごみ質の変動及び、

事故・故障に伴うリスク分担・責任分担など、行政としてどの様に考え整理するかについ

て、資料を求められましたので、資料を添付させて頂いています。 
 

それでは、公共直営で行なった場合の職員数８人の根拠からご説明させて頂きます。 

資料－１の組織図は、衛生センターのし尿処理施設を含んだ、職員体制図ですが、平成

18年度は、所長以下、３課、４施設・１担当の、全 15名（ごみ処理部門 11.5名、し尿

処理部門3.5名）で運営管理を行なっておりましたが、平成19年度には、下図のとおり、

ごみ処理と管理担当職員が定年退職し、２名減の13名（ごみ処理部門 9.5名、し尿処理

部門3.5名）となっています。（※ 職員数に端数が生じているのは、し尿処理と兼務して

いる職員がいることから按分している。） 

平成 20年度は、し尿処理施設職員がごみ処理施設に異動となっている外、第２業務課

長が定年退職となり暫定的に所長が兼務しており、１名減の12名（ごみ処理部門9.5名、

し尿処理部門2.5名）となった事から、ごみ処理施設に再任用職員を１名配置しています。 

平成 21年度は、不在だった第２業務課長に、ごみ処理施設担当主査が昇格しています

が、職員数の増減はありません。 

平成 22年度は、管理課長と、最終処分場担当主査が定年退職したため、第２業務課長

が管理課長を兼務し、ごみ処理施設担当主査が最終処分場の主査を兼務しており、職員数

は２名減の10名（ごみ処理部門7.5名、し尿処理部門2.5名）となった事から、再任用

職員３名を配置しています。 
 

当ごみ処理施設部門を、適切に管理運営を継続していく上で必要な市職員の配置につい

てですが、行政の場合は、職務・職階制があり、課・係ごとに業務分担・事務分担など、

所掌事務が明確に決まっており、３課、４施設、１担当があることから、市直営で本施設

を適正に管理するためには、３頁の下図のとおり、12名（ごみ処理部門は 8.5名、し尿

処理部門は3.5名）の職員配置が適正であると考えています。 

しかしながら、現状は職員定数の削減を進めていることと、経験を有する専門職を確保

出来ないこと、また、民間委託を検討していたなどから、職員の補充は極力行なわず、兼

務と再任用職員の配置で何とか乗り切っている状況となっています。 
 

本検討では、委託範囲をし尿処理を除く「ごみ処理部門」としている事から、ライフサ

イクルコストの算定では、ごみ処理部門の職員数を８名（プラス 再任用４名）として人

件費の積算を行なっています。 
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【古市会長】 

３頁の下図では、し尿とごみ処理を含め12名の体制図になっているが、先程から10名

とか８名と、事務局で説明しているが、皆さん数字の関係は判りますか。 

 

【住谷委員】 

 数字的には理解できます。基本的な考え方は、公共直営の場合と、民間委託の場合のラ

イフサイクルコストを比較するために、今後も公共直営で運営管理を行った場合、ごみ処

理で何人の職員が必要かという説明と理解しました。 

 

【事務局】 

 下の表は、仮に今後も市直営で運営管理を行なった場合、適正な管理を行なうために、

何人の職員が必要であるかを表わしたもので、し尿処理が3.5人、ごみ処理で8.5人が必

要と考えています。 

 

【住谷委員】 

 8.5人とか3.5人という数値は、どの図表に示しているかもう一度説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 し尿処理と浸出水処理を兼務している職員が居ることから端数がついています。ごみ処

理部門の職員数は、下図の点線の枠内で囲まれた部分が該当し8.5人となっています。 

 

【古市会長】 

平成22年度と比較し、下の表ではし尿処理の主任が１名増えている理由は何ですか。 

 

【事務局】 

今現在、し尿処理は2.5人、浸出水は2.5人の職員配置となっていますが、実際の業務

の比重はし尿処理が占めています。これは一体的な管理で兼務が可能な事からです。 

しかし、民間委託になった場合は、し尿処理部門を別けて算出しなければならないこと

から、下図のように、し尿処理職員を１名増員し、浸出水職員を１名減員しています。 

 

【住谷委員】 

市直営で行なった場合は54億9,600万円、民間に委託した場合は約49億3,900万円と

なっていますが、この 54億 9,600万円を算定するための根拠となる職員数だと思います

が、実際の積算には下の表の職員数（8.5人）で算定しているのですか。 

 

【事務局】 

 ３頁の下の表では、し尿処理で3.5人、ごみ処理で8.5人となっていますが、民間委託

の場合は、し尿処理部門と別けて職員数を積算しなければなりませんが、端数が付けられ
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ませんので、ごみ処理部門の職員数は、８人で積算しています。 

 

【古市会長】 

平成 22年度では、ごみ処理施設の職員２名だったが、下の図では３名に増えているが

その理由は何ですか。 

 

【事務局】 

 ごみ処理施設は、焼却施設と破砕施設担当があり、元々３名であったが退職により１名

不足しています。それを補うため再任用職員で対応しているが、適正管理を行うために、

１名増員しています。 

  

【住谷委員】 

本来は８人以上の職員数を確保したいが、定数削減や人事の問題及び、民間委託を検討

しているなどの理由から職員の補充は行なわず、現在の人数と再任用者の配置でしのいで

いるが、適正に運営管理を行うために最低限必要な人員体制は、下図のような人数になる

とのことですね。 

 

【事務局】 

本来は早くから不足分の職員の補充をすべきところですが、専門職員の確保の問題と、

民間委託を検討してきた経緯もあり、補充を控えてきたところです。 

 

【若林委員】 

 近年は、金銭的な理由もあるでしょうが、そのような事情があり少ない人数でやってき

たということですね。 

 

【古市会長】 

 公共直営の場合は市職員８名、公務サービス職員 23名で運営管理を行う想定で、ライ

フサイクルコストの算定を行なっているが、民間委託を行なった場合は、全て民間職員と

なり、今までのような市と公務サービスとのヒエラルキー（職務・職階等）が無くなるの

で、横断的な管理運営が可能なことから民間委託の場合、今より少ない計 28人で可能で

あるとの算定を行なっていますが、これは妥当な数値だと思います。 

 またこれにより、民間委託を実施した場合は、今後の 11年間で人件費など５億円程度

削減できるということですね。 

 

【事務局】 

削減額の内訳としては、修繕工事費で約１億円、人件費などで約４億円の削減が可能と

考えています。 
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【若林委員】 

 前回、事業者のノウハウを活かした独自の運営管理が可能であるとの説明がありました

が、もっと削減・圧縮が可能であるということですか。 

 

【住谷委員】 

この金額は最大値と考えてよろしいですか。 

 

【事務局】 

人件費については、ご説明した通りで積算していますが、修繕工事費については、受託

する業者によっては自社で部品等を製作する場合もありますし、自社で工事を行なう場合

もありますので、さらなる削減も可能ではないかと考えていますが、最終的には、提案価

格の結果を見ないと断定は出来ません。 

 

【古市会長】 

 そのようなことを踏まえ、サービス水準を落とさず、運営費が削減できるのであれば、

十分メリットがあると考えます。 

 

【住谷委員】 

民間委託になった場合、先程ご説明された職員体制はなくなってしまうと思いますが、

その場合、現在の市職員及び、公務サービス職員の雇用の問題が心配ですが、どのように

考えていますか。 

 

【事務局】 

民間委託を行なった場合、し尿処理の職員以外は居なくなりますが、今年度末で３名の

職員が定年退職を迎えますので、残された数名（４人）の内、２人をモニタリング職員と

して配置し、２人は異動（配置転換）となる予定です。 

また、公務サービス職員（23人）については、雇用の継続が条件となりますので、受

託事業者に身分移行するなど、雇用の継続などの対応を図っていかなければなりませんの

で、受託の条件として付加する予定です。 

 

【古市会長】 

 今回の会議で議論を尽くし、４回目の会議までに事務局で報告書の原案を作成して頂き、

それを検討した上で、諮問的機関としての位置付けから答申的な報告書を出す事になりま

す。 

 従って、民間委託した場合の課題、問題点が何であるか、また課題に対し行政としてど

の様に対応するのかなどを議論したいと思いますが、事務局としてはそれで良いですか。 
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【事務局】 

 よろしいです。民間委託になっても、ごみの分別区分、収集・運搬体制が変わるわけで

はありませんが、大元の処理施設に不測の事態が発生した場合、収集したごみの行き場所

が無くなりますので、将来に渡って安定的に施設運営が出来るのかが、市民として気にな

る点だと思います。 

 

【古市会長】 

 民間委託になっても施設自体は存続するが、管理体制が変わることにより、サービス水

準が変わる事が無いか、と言う事ですね。 

 

【事務局】 

 例えば、大気・地下水・土壌汚染の防止対策など、法令を遵守して適正な運営が出来る

のか。また、市民の方も直接搬入する場合もありますので、その場合のサービス水準を維

持する事が出来るのか。などが考えられます。 

 

【住谷委員】 

 市民の立場としては、現在、有料のごみ袋で出していますが、その仕組は変わる事はな

いですか。また、何か不都合があった場合の苦情は市で受け付けるのですか。 

 

【廣長ごみ対策課長】 

民間委託になっても、有料袋で出す仕組は同じです。 

 ごみの分別、収集運搬、不法投棄、散乱ごみ、料金に関するものは、市のごみ対策課で

対応しており、民間委託になってもこの対応は変わる事はありません。 

なお、衛生センターの運営管理に関する問合せは、今までありませんでした。 

 

【住谷委員】 

 今後、民間委託の事業者を決定するに当たり、入札方式で行うのでしょうか。 

 

【事務局】 

 公募型のプロポーザル方式を考えています。この場合、資料－７の優先交渉権者決定基

準（落札者決定基準）にあるように、落札金額だけでは無くポイント制で評価し、将来に

渡り安定的かつ適正に運営を行う事、また、公務サービス職員の受入れなど、総合的に評

価した上で業者を決定する事になります。 

 

【住谷委員】 

 直営で運営管理を行なった場合、55億近い費用が掛かるが、民間委託の場合、最低で

も50億とか49億となり約５億円を超える経費削減が可能と試算していますが、市から最

低落札価格や予定価格などを提示した上で、事業者の募集を行うのですか。 
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【事務局】 

予定としては、予定価格を決めてから行なう事になります。 

 

【若林委員】 

 江別市の資料にあるような書式を参考に、今後の手続きを行なう予定ですか。 

 

【事務局】 

 江別市及び、現在、長期包括委託を進めている十勝などを参考に行なう予定です。 

 

【古市会長】 

 施設規模、処理人口、ごみ処理量などを比較した場合どちらが多いですか。 

 

【事務局】 

十勝と江別市を比較した場合、十勝の方が規模、処理量とも多く、石狩市と江別市を比

較した場合、処理量は江別市の方が多いです。 
 

※ 十勝 ＝ 設備：ストーカ式（110ｔ/日×2基） 処理人口286千人 処理量：50,848ｔ/年 

※ 江別 ＝ 設備：プラズマ溶融（70ｔ/日×2基） 処理人口126千人 処理量：33,265t/年 

※ 石狩 ＝ 設備：ストーカ式（90ｔ/日×2基）  処理人口 80千人 処理量：15,774t/年 
  

また、ストーカ式とプラズマ溶融炉との違いがありますが、石狩市と大きく異なる点は、

江別市、十勝とも発電設備を設けている事です。 

 

【古市会長】 

 それぞれの都市で設置しているプラント設備に違いはあるが、今後、石狩市に合った実

施方針、要求水準書等を作成するため、添付されている資料（３～９）を参考に進めると

いう事ですね。 

それでは、考えられるリスク、責任分担等の考え方について説明をお願いします。 

 

＜ 追加資料－１（リスク分担一覧表）の説明 ＞ 

 

【古市会長】 

 事務局から、先進地の４市２組合のリスク分担の説明を頂きましたが、皆さんご意見は

ありますか。 

 なお、この一覧の中で、生駒市のリスク項目が少ない理由は何でしょうか。 

 

【事務局】 

 生駒市のリスク分担表の項目が少ないのは、契約書等に詳細を記載しているからと考え

ていますが確認してみます。 
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【斯波委員】 

 民間委託した場合、10年以上の永きに渡り、本当にリスク分担のとおりに運営管理が

なされているか、チェック機能は働くのか。 

昭和40年代、50年代に各市町村では第三セクター方式で様々な事業を行ったが、監視

体制が悪く結果的に住民に負担を招いた経緯がある。 

江別市の資料－４の 24頁の３の「事業実施状況の監視」の文中で、定期的に財務状況

報告書や、施設の点検・管理状況の報告書の提出を受ける事になっているが、これだけで

本当にチェック機能が大丈夫なのか不安がよぎる。 

このような文言を記載するのは当然であるが、計画（要求水準）に対して、管理運営状

況や財務状況などの監視・チェックする体制が必要であると伴に、当初の想定と違った場

合はどのように対応するかが求められる。 
 

また、リスク分担の共通事項の４番目の事業の中止・延期の項目で「事業者の責による

事業の中止、事業放棄、破綻によるも」について、23頁の２の①～③に「事業の継続が

困難となった場合、契約を解除できる」と記載されているが、契約を解除すれば済む問題

ではない。収集したごみの行き場所がなくなり、一番困るのは住民である。 

このようなリスクに対し、どのように対応するか、セーフテーネットとなる新たな対策

を検討する必要があるのではないか。 

 

【古市会長】 

そのとおりですね、会社が倒産した場合、もう一度市直営で行うのは困難な事ですから。

なお、ＳＰＣ（特別目的会社）を設置する事を条件に委託する予定となっていますが、倒

産しないとの担保はあるのか。何か保険を掛けたりするのか。 

 

【斯波委員】 

江別市の関係書類を見ると、保険を掛けるようになっていますね。 

 

【古市会長】 

実施事業の監視とあるが、石狩市としてはどのような対応を考えていますか。 

 

【事務局】 

施設の技術情報を把握している経験者をモニタリング職員として配置し、運営管理業務

の監視を行うと伴に、定期的に財務・会計状況のチェックを行なう予定です。なお、市職

員の配置が困難であれば、専門のコンサルタント会社に委託する事も考えています。 

 

 

【古市会長】 

業者の財政的な問題は、保険など財政支援を受ける事で担保ができるでしょうが、運転
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管理上で問題（事故・故障）が生じた場合の対応を考える必要がある。 

例えば、事業者が事業の継続が出来なくなった場合や、施設に事故・故障が発生し、ご

み処理が出来なくなった場合、緊急避難的な対策を考えておく必要があります。 

 

【事務局】 

考えられる様々なリスク及び対応策について調査・検討してみます。 

 

【古市会長】 

 今後、リスク分担と対応方法等を報告書の原案に盛り込む予定なので、先進地の管理状

況・財務状況のチェック体制がどの様になっているか、次回までに確認をお願いします。 

 

【若林委員】 

 リスク分担一覧表で、ごみ量・ごみ質の変動に対するリスク分担で、○印は判るが、△

印は、「市と事業者の協議による」と記載されているが、どの様な割合の場合に該当する

のか詳しく知りたい。 

 

【事務局】 

 ごみ量・ごみ質の変動に対しては、運営管理費・修繕補修費・人件費など、ごみ量・ご

み質に関わらない「固定費契約」と、燃料費、薬品費、光熱水費など、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でいます。 

また、今後、生ごみのリサイクルや容器包装リサイクルを推進した場合、ごみ量・質共

に変わる可能性が十分想定されますが、何パーセントになったら協議するかの数値化は、

現時点では難しいと考えていますが、先進都市に確認します。 

モニタリング職員を配置する予定でいますので、現場の状況を把握した上で、実際に運

営管理に影響を及ぼす変動があった場合には協議する事になると考えています。 

 

【古市会長】 

 住民対応リスクについても、どの様な苦情・要望があるか想定が出来ず、単純に区分出

来ないものがあり、△印が付いている自治体があると考えます。 

 

【斯波委員】 

 民間委託はそれなりの意義があると考えていますが、市直営では約 55億の運営費に対

し、民間委託では約 50億円となり、約５億円の削減が可能と試算しているが、果たして

本当に削減されるのか疑問が残ります。 

同施設は供用開始から 16年が経過しており、今後更なる修繕費が掛かると予想されて

いるが、市の修繕計画では大規模修繕を行なわず、必要最小限の修繕補修で耐用年数まで

維持する計画となっており、最小限の修繕補修費しか計上していないので、大きな事故・

故障が発生した場合、数千万円規模の修繕工事が簡単に発生する可能性があり、必ずしも
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経費削減に寄与できるのか不安が残ります。 

 

【事務局】 

 直営管理でも、民間委託でも同様に必要最小限の修繕補修計画であり、掛かる修繕補修

工事費（約11億1千万円）については同じだと考えています。 

また、削減予想額５億円の内、修繕工事費に占める額は２割程度で、大部分が人件費な

どの運営費のため、工事費が多少変動しても影響は少ないものと考えています。 

 

【古市会長】 

 他に何か質問・意見等ありますか。 

なお、民間委託する場合、資料のようなリスクと対応策を視野に入れ契約することにな

ると思いますが、次回の会議では、民間委託の方向性について是として進めるか、否とし

て進めるかを纏めますので、皆さんのご意見をお伺いします。 

 

【斯波委員】 

 民間委託を実施することでコストの削減が出来るのであれば、市の財政及び市民のため

にも良い事だと思います。 

 

【若林委員】 

 専門職員の補充が難しいことと、また、財政的な面から判断すると良い事だと思います。 

 

【住谷委員】 

 これまでの経緯・経過、これまでの市の説明、これからの方向性を含めて判断した場合、

この計画のとおり進める事で良いと思います。 

 

【古市会長】 

 私も、民間委託は是として良いと考えています。 

それでは、全会一致で民間委託の方向で報告書を作成するよう進めさせて頂きます。 

いつまでに取りまとめたら宜しいですか。 

 

【事務局】 

 市議会が12月にありますので、できましたら議会前の11月中にお願いします。 

 

【古市会長】 

 皆さん、次回の報告書に反映したい項目・内容などありますか。 

 

【若林委員】 

リスク分担一覧表の中で、生駒市はリスク項目が極端に少ないのは契約書に反映してい



 - 12 -

るのか、その他の書類に記載したものがあるのか確認をお願いします。 

 

【青木委員】 

 江別市は平成19年10月から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

管理がされているのか、また、財政面でのメリットがあったのか確認をお願いしたい。 

 

【事務局】 

 リスク分担に関して江別市に確認したところ、協議に至るようなトラブルなどは今まで

無かったと聞いています。なお、財政的にどの程度削減されたかについては確認します。 

 

【古市会長】 

 今後の検討結果報告書の中に、市民説明会やパブリックコメントの実施など、住民対応

の部分を記載する必要がありますか、また、事業期間終了後の見通し及び方向性について

記載する必要がありますか。 

 

【事務局】 

まず、民間委託の是非について、市民説明会やパブリックコメントを実施する考えは今

のところありませんが、この検討会議で市民サービス水準の維持・継続など、市民対応の

検討を行なったことについては、記載する予定です。また、民間委託の導入については、

市民の皆さんも関心があるところですので、市議会、委員会及び環境審議会に報告し、そ

の後、市の方針等を広報誌等でお知らせする予定です。 

次に、事業期間終了後の、施設を存続させるのか、廃止・休止にするのか、又は、他の

自治体と広域連携処理をするのかについては、事業期間終了の４～５年前には、調査検討

しなければならない重要な課題ですので、検討結果報告書に記載する予定です。 

 

【古市会長】 

報告書の記載内容としては、①人員的な妥当性、②サービス水準の確保に関する事項、

③コストの削減、④安定的な事業の実施・継続をするための技術的なリスク管理の手法・

対応、⑤市のごみ処理の責務・責任について、⑥事業期間終了後の施設の存・廃関係、⑦

民間委託に対する住民対応等々を網羅して記載するよう願います。 

 

【古市会長】 

 色々議論頂きましたが、そろそろ時間となりましたので、議論はこれで終了いたします。

会議次第（２）の「その他」の関係ですが、事務局の方から何かありますか。 

 

【事務局】 

 第２回会議の議事録のご署名をお願いいたします。 

また、次回の会議は、11月末を考えていますので、日程調整をお願いします。 
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【古市会長】 

日程調整の結果、次回の会議は11月26日（金）の午後１時30分から開催いたします。 

 以上をもちまして、第３回検討会議を終了いたします。 

 
 
 
 
 
 

第３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１１月２６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   

 
 


