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第１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８月２３日(月)１３時３０分～１５時３０分 
 
■ 開催場所 
  石狩市議会(石狩市役所５階)第１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 
  市民生活部環境室参事(低炭素社会推進担当)付  大宮 聖二 
 
■ 傍聴者 
  ５名 
 
■ 議 事 
 (１) 北石狩衛生センター運営検討会議会長の互選について 
 (２) 北石狩衛生センター運営検討会議会長職務代理の指名について 
 (３) 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 
 (４) その他 

 

【事務局】 
 これより、「第１回北石狩衛生センター運営検討会議」を開会致します。 
開催に先立ち、市長から一言挨拶を頂きます。 
 
【市長】 
 「北石狩衛生施設組合」の沿革及び「北石狩衛生センター」の概要説明後・・・。 
 この施設は、建設から１６年というとそろそろ先が見えつつあります。また、一方で
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ごみの環境というのは、著しく発生度が落ちてきています。本市において、ごみ減量化

対策を講じてから約４０％落ちており、これは各自治体同様の傾向にあります。市民意

識の高まり、イコール当初計画を維持しようとする場合、高コストになるという反面を

持っています。 
 少しでも税金を上手に使う・コストを下げるという発想、また施設の老朽化・職員の

高齢化・専門的な職員の継承をどうつないでいくか、という問題点があります。 
 これらの問題点の検討を、今回逃すと将来付けが回ってくることが予想されます。そ

の段階で、初めて事の重大性に立ち止り、うろたえる状況が生じるのではないでしょう

か。かつては、施設を新しくするというごく当たり前の手法でありました。しかし、今

日の地方財政の現状から見ますと、直ちに新しい施設を設置するということは、決して

不可能ではないですが、非常に地方財政を圧迫すると認識しております。 
 今回の検討テーマと同じ、これは１つの例えですけど、約２年にわたる議論の末、水

道経営に当たりましても、既に民間委託に移行しています。この民間委託化に際しては、

市が管理・運営することで水の安全性・信頼性が保持できる、民間に移行することには

市民のみなさんに、多少の拒否反応がありました。 
 しかし、ペットボトルの水を飲むという環境の中で、民間、イコール不安全だという

「科学的根拠」はあるのか、誰がそういうことを言っているのかということから、細か

な地域説明会を開催し、多くの市民のご理解を頂き、スタートさせました。「石狩モデ

ル方式」という、全国でも評価を頂けるような水道運営が今、進められています。明ら

かに、経費の縮減・数千万円に達するランニングコストのダウンが、図られるものと考

えております。 
 市民サービスの「質」を、低下させないという大前提を基に、市の直営事業の見直し

をここ数年来実施し、民間委託の可能性を探り、可能なものは民間委託に移行してきて

います。 
 例えば、公園の管理は完全民営化で行っています。そのために、市内事業者が組合を

設立受託し、民間コストで管理・運営を行っています。この様なことから、本市は（民

間委託を含め）「アウトソーシング率」が非常に高くなっています。このことは、「財政

再建計画」実行の成果として、現れてきています。 
 当センターの運営についても、このままで進めるということでいいのか。現下は様々

な課題をいち早く市民と共有化を図り、問題性を明らかにし、その方向性を探る時期に

きていると思います。是非、皆さん方の専門的知識、市民意識・目線を含めながら、市

職員とも対等に議論頂ければと思っております。 
 時間的に、新年度予算に反映するといった場合、予算編成は１月いっぱいが最終締め

切りとなっており、このスケジュールを踏まえながら、或いはこれだけの問題をわずか

数ヵ月でこなすことができない場合は、来年４月１日施行にはこだわっておりません。

時間をかけるところはしっかりかけ、最善の方法を取っていきたいと思っております。 
 是非、忌たんのない財政節度・現実味のある方向性を、出して頂きたいと考えており

ます。あらためましてお願いし、終わります。 
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(市長退席) 

【事務局】 
 第１回目の検討会議となりますので、各委員の自己紹介をお願いしたいと思います。 
 
【各委員】 
    （斯波委員・住谷委員・古市委員・若林委員・唐澤委員・有田委員・青木委員

の順で、自己紹介。） 
 
【事務局】 
 検討会議設置要綱第３条第２項に基づきまして、会長は委員の互選となっております

が、立候補或いは推薦という手法もあろうかと思いますが、どなたかいらっしゃいます

でしょうか・・・。 特にいらっしゃらないようですので、事務局の方でご指名しても

よろしいでしょうか。 
(複数のよろしいの声あり。) 

 それでは、事務局としては古市委員にお願いしたいと思いますけど、古市委員よろし

いでしょうか。 
(古市委員 承諾) 

 それでは、会長の方、よろしくお願いします。 
 
【会長】 

（会長就任あいさつ） 
会長職務代理は、会長が指名することになっておりますので、僭越ではございますけ

れども、私の方から住谷委員を指名させて頂きます。 
（住谷委員 承諾） 

議題は、「北石狩衛生センターの今後の運営管理のあり方」と「その他」の２つがあ

りますが、事務局の方から「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、

説明願います。 
 
【事務局】 
 事前送付資料及び、当日追加資料の確認。 

・ 北石狩衛生センター管理運営のあり方について（第１回検討会議） 
・ 修繕・補修費の推移（H6～H21年度実績） 
・ 第２期ごみ減量化計画 
・ 衛生センター、リサイクルプラザのパンフレット 
・ 石狩市の一般廃棄物処理について（H21年度実績）：当日追加 

 
（以下、提出資料に基づき、説明。） 
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【会長】 
はい、分かりました。明快に説明頂きました。 
「会議」の持ち方ですが、これは公開ですか、非公開ですか。 

 
【事務局】 
  勿論、公開です。 
【会長】 
  基本的に市民又は、市民以外でも誰でも傍聴できるのですね。 
【事務局】 
  はい。一般的な傍聴ということです。 
【会長】 
  議事録は、作成しますか。 
【事務局】 
 はい、作成します。 
【会長】 
 それは、公開されますか。要求されたら、公開するのですか。 
【事務局】 
 要求されなくても、公開します。 
【会長】 
 それなら、どういう形で公開されますか。 
【事務局】 
 （審議会・委員会等を所管している）市民の声を聴く課というのがありまして、そ

ちらの方で「ホームページ」でアップして公開します。 
【会長】 
 そうしたら、かなりオープンに議論してよろしいですね。 
【事務局】 
 はい、よろしいです。 
【会長】 
 はい、分かりました。この「会議」は、何回ぐらい予定していますか。 
新年度予算に反映させるなら、１月末が最終だというお話がありましたけど。 

【事務局】 
 年内に、３回ないし４回、「検討会議」を開催して頂き、できましたら年内に方向

性を出して頂ければと考えております。 
【会長】 
 結論が出た場合、１月から開始ということですか。 
【事務局】 
 結論が出た段階で、市の方針をホームページ等で公表して、来年度早々から民間事

業者の募集、選定手続きに入りたいと、考えています。 
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【会長】 
 年内に、４回やるということ。 
【事務局】 
 できましたら、年内にお願いしたいと思っております。 

【会長】 
 この「会議」では、何らかの報告・結論を含んだ報告書を、作られるのか。 
【事務局】 
 そちらの方は、事務局で（原案を）作成することになります。 
【斯波委員】 
 「会議」としての結論を、市長に対して会長名で答申書として出すのか。結論を、

どういう形にしていくのか。 
【事務局】 
 審議会等のように、諮問・答申という形は想定しておりません。 
【会長】 
 そうしたら、この「会議」はどういう位置付けなの。 
【有田委員】 
 報告書という形を取るかということですが、一般的な報告書になるか、検討成果報

告書になるか、何らかの形で取りまとめたいと思っています。 
【会長】 
 事務局の方では、まとめて頂けるということですね。この「会議」のアウトプット

がイメージできない。何を検討するか分からないんですよ。 
【事務局】 
 事務局の立場としては、検討して頂きたいと提案した以上は、当然民間委託という

ことを、念頭において考えております。その時、本当にそれで大丈夫かという、市民

目線の議論をお願いしたい。 
【会長】 
 誰がどこまで議論するかという、範囲が分からない。そこで、各委員のご意見を伺

いたい。 
【住谷委員】 
 私自身のイメージとしては、市としてはこういう形でいきたいということがあって、

市が想定している以外に検討することがあるのかを探るための「会議」かと。もう少

し範囲を絞り込むべきではないかと考えます。 
【若林委員】 
 ここでは、結論までいかなくてもある程度の方向付けを議論すべきでないか。財政

的・人的なことも考え、議論した方がいい。それを市も期待しているのでは。 
【斯波委員】 
 漠然として、よく分からなかったというのが、正直なところです。先ほど、市長の

お話を聞いて、市は民営化したいんだなと私は受け止めた。ただ、漠然とした議論で
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言いぱっなしになっては困るなと、思っている。そこで、民営化するに当たって、問

題点を整理した資料を提出して頂いて、議論する必要があると考える。 
【唐澤委員】 
 先程、市長が挨拶の中で水道の例を出していましたが、時間をかけても継続性・安

全性を考える中で、アウトソーシング（民間委託）ができる方向付けをするという、

これは市長との打ち合わせの中で、十分認識しています。 
 北石狩衛生センターは、耐用年数が環境省令であと１１年です。直営で維持管理す

ることがベストなのか。現下の財政状況が厳しい中、これをアウトソーシングするこ

とによって、市民ニーズに応えられるのかの区別が必要です。基本的には、市民のみ

なさん方のご意見を聴いて、今後の方向性を定めるというのがスタンスですが、時間

的な制約から、アウトソーシングする方向付けをして頂ければと、考えております。 
【青木委員】 
 経費が節減され、安全・安心が確保されるのであれば、当然やるべきだと思ってお

ります。 
【有田委員】 
 部長・所長が言ったのと、大きな違いはないですが、１７年経って今ここでこうい

うことを検討することは、どういうことなのか。今までどおりの体制が難しくなって

きたのかな、という原点があると思います。ごみ処理は、以前は直営がほとんどです

が、最近は民間委託が増えてきており、長期包括委託等を模索して頂ければと考えて

います。 
【会長】 
 この「会議」が、民営化ありきの結論のもとで議論はしたくない。 
民間委託すべきか否かの議論をするべきではないか。 

【住谷委員】 
 資料は、一見民間委託がいいか、悪いかという資料になっていますが、市長のお話

を聞く限りでは、将来に向けての理念を議論してほしいのではないか。 
  その結果、民営化すべきという結論を出さなくてもいいのでは、ということかもし

れない。 
【会長】 
 何を検討すべきかまで白紙委任された場合は、３～４ヵ月ではきつい。市長が民間

委託でやってみたいという方針があって、それの是非を検討してくれということであ

れば、諮問的な機関となるのではないか。 
市長が本検討会議を諮問的機関として位置付けて、当該施設の運営のあり方につい

て議論してほしいということなら会の運営が進めやすい。 
【斯波委員】 
 よく分からなかったが、前提がないとなかなか仕切れないのではないか。各委員が

好き勝手なことを言って、報告ということでよろしいのか。 
【事務局】 
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 行政としては民間委託したいと考えているが、はたして民間委託して問題あるのか、

ないのか検討して頂きたい。 
【会長】 
 民間委託する場合、市民に対してある程度のプロセスが必要だ。色々なバリエーシ

ョンが考えられるが、次回から検討しましょう。 
【住谷委員】 
 市としては、相当検討してきているのではと考えます。しかし、同じステージで話

していないのでは。 
【会長】 
 どっかで、決めなきゃいけない。基本的には、首長のある程度の判断になる。 

【住谷委員】 
 施設をすべて民間に委託するイメージで聞いていたが、色々な段階を想定している

のか、イメージをもう少し説明してほしかった。 
【若林委員】 
 他の市町村がどのような対処方法でやっているのか、取組状況を教えてほしい。 

【会長】 
 石狩の状況を踏まえ、議論すると分かりやすい。次回に可能な限り、資料を提出し

てほしい。 
【事務局】 
 分かりました。 
【斯波委員】 
 職員についての資料も、提出してほしい。再任用の状況や外部委託するにしても、

どういう使い分けをしていったらいいのか。現段階では、見えてこない。次回示して

ほしい。 
【会長】 
 何人くらいで、こなせるかも示して頂ければ、判断しやすい。 
【斯波委員】 
 アウトソーシングするにしても、耐用年数が過ぎたらどういう体制でいくのか、考

えていかなければならない。直営でなくて民間資金を投入して民間運営するとか。い

ろいろな方法があるはずですよね。次回、市の考え方を示してほしい。 
【事務局】 
 はい、分かりました。 
 次回の「検討会議」の日程を、決めていただきたいと思います。 

 
(各委員、都合の良い日を公表し調整する。) 

【会長】 
 次回の「会議」は、９月２４日１５：００～１７：００に開催することとします。 
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 第１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９月２４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        

 
 


