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会 議 録 

平成２４年６月２２日作成 

会 議 名 平成２４年度 第１回木更津市廃棄物減量等推進審議会 

開 催 日 平成２４年６月２２日（金） 
場 所 市役所４階会議室 

時 間 午前１０時３０分～午前１１時３５分 

出 席 者 【委 員】 

國吉俊夫会長、田中昭治副会長、石井章委員、山口歌子委員、 

古川秀男委員、川崎堅司委員、長田修委員、高橋幹雄委員、 

（９名中 ８名出席） 

 

※ 欠席委員 飯田久美子委員 

 

【事務局】 

久良知環境部長、 

齋藤環境部参事兼廃棄物対策課長、 

石川副課長、安田主幹、篠田副主幹、吉田主査、 

 

 

議 題 １ 開  会 

２ 委嘱状交付 

３ 市長あいさつ 

４ 会長・副会長選出 

５ ごみ処理の現状について 

 ６ 今後の審議会開催等について 

６ その他 

７ 閉  会 

公開・非

公開の別 
公 開 

非 公 開

理  由 
 － 

傍聴者数 な し 

配付資料 ・ 会議次第 

・ ごみ処理の現状について 

概 要 別紙のとおり 
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【 概 要 】 

 

１ 開 会 

○石川副課長 本日は、お忙しい中、またあいにくの雨天にもかかわらずご出席頂きまし 

て誠にありがとうございます。 

なお、事務局の方から委嘱状の交付が遅れてしまいまして、ご迷惑をおかけしましたこ

とをお詫びいたします。 

 それでは、ただ今より木更津市廃棄物減量等推進審議会委員委嘱状交付式を行います。 

 本日の進行を務めさせていただきます、環境部廃棄物対策課の石川と申します。 

よろしくお願いいたします。 

飯田委員につきましては、本日、都合がつかないということで連絡をいただいておりま 

す。 

本日は欠席となります。 

 

２ 委嘱状交付 

○石川副課長 それでは、水越市長より委嘱状を交付させていただきますので、自席にてお

受け取りくださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

（水越市長から各委員に委嘱状を交付） 

 

３ 市長あいさつ 

○石川副課長 水越市長からごあいさつ申し上げます。 

 

○水越市長 皆様こんにちは、市長の水越でございます。 

一言ご挨拶申し上げたいと思います。  

廃棄物減量等推進審議会委員委嘱状交付式及び第１回審議会の開催に皆様、お忙しい中、

ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 また、委員へのご就任をお願いいたしましたところ、９名の皆様にご快諾を賜りまして、

誠にありがとうございます。 

 心より厚く、お礼申し上げます。 

 委員の皆様には、これから２年間、それぞれのお立場から、本市の一般廃棄物の減量化・

資源化、また、適正処理の推進にお力添えを賜りますよう、心よりお願い申し上げます。 

 さて、現在、国におきましては、循環型社会形成推進基本法の制定や廃棄物処理法の改正、

また、容器包装リサイクル法などの各種リサイクル法を制定・改正するなど、循環型社会の

形成を重要な目標として位置付けまして、各種施策を強力に推進しているところでございま

す。 

 ご承知のとおり、本市におきましても、これまで指定ごみ袋制度や、各種補助制度をはじ

めとする、ごみの減量化、資源化に向けた取り組みを鋭意進めてまいりまして、本市のごみ

の排出量は、長引く不況など、社会的な要因はあるものの、穏やかに減少してきております。   

ちなみに、平成 23 年度の本市の１人 1 日あたりの排出量は、1，171 グラムで５年前と比
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較しますと、134グラム、10.3％ほど減少しております。 

 市民の皆さんの循環型社会への意識の高揚が図られてきているものと考えております。 

 しかしながら、千葉県が平成 23年３月に策定しました、「千葉県廃棄物処理計画」これに

おける目標値の、１日１人あたり、960グラムを達成するまでには至っておりません。 

 このようなことから、今後もより一層ごみの発生を抑えるとともに、再使用や再生利用、

さらに適正処理などに積極的に取り組み、「ごみを資源に、みんなでつくる循環型のまち き

さらづ」を目指してまいりたいと考えておりますので、どうか皆様方のお力添えをよろしく

お願い申し上げます。 

 本日は第 1回目の会議でございますので、まず会長、副会長を選出していただいた後に、

本市におけるごみ処理の現状についてご説明させて頂きます。 

 また、前回の審議会において委員の方からご指摘をいただき、一般廃棄物処理基本計画に

おいても今後の課題として位置付けました、「資源ごみのごみステーションからの抜き取り

行為の防止対策」につきましては、条例の改正等について委員の皆様方に検討していただき

たいと思っております。 

 この課題に関しましては、次回の審議会におきまして、活発なご審議を賜りますよう、お

願い申し上げましてご挨拶とさせていただきます。 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

○石川副課長 水越市長につきましては、所用のため、ここで退席をさせていただきますの

で、委員の皆様方にはご了解をお願いいたします。 

 

（水越市長退席） 

 

○石川副課長 ここで委員に委嘱されました皆様及び職員の自己紹介を行いたいと思いま

す。 

次第の３ページに委員名簿を載せてありますので、名簿順に國吉委員よりお願いいたしま

す。 

 

（各委員自己紹介） 

 

○石川副課長 事務局につきましては久良知部長からお願いします。 

 

（事務局各職員自己紹介） 

 

４ 会長・副会長選出 

○石川副課長 続きまして、平成 24 年度第 1 回木更津市廃棄物減量等推進審議会を開催い

たします。 

本会議は、「木更津市審議会等の会議の公開に関する条例」により公開されておりますが、

本日の傍聴人おりません。 

また、開催に先立ちまして、運営規則第 3条第 2項の規定による委員の 2分の１以上の出
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席がありましたので、会議の成立をご報告いたします。 

本日は、委員改選後第１回目の会議でございますので、正副会長の選出をお願いいたしま

す。 

会長が決定するまでの間は、久良知環境部長が仮議長を努めさせていただきますので、よ

ろしくお願いします。 

 

○久良知環境部長 事務局から説明のありましたように、本日は始めての会議でありますの

で、会長が決まるまでの間、私が仮議長を努めさせていただきますのでどうぞよろしくお願

いいたします。 

 会長及び副会長 1名は、お手元に配付してあります資料の木更津市廃棄物減量等推進審議

会運営規則第 2条第 2項のとおり、委員の互選により定めるとなってございます。 

早速ですが会長の選出をお願いいたしたいと存じます、どなたかご推薦などございました

らよろしくお願いいたします。 

 

○古川委員 私は、國吉委員を推薦します。 

 國吉委員は経済環境常任委員会の委員もしておりますし、稲荷商店会や町内でもいろいろ

ご一緒させていただいておりまして、ぜひ國吉さんを推薦したいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

○久良知環境部長 ただ今、会長に國吉委員の推薦がございました。 

 各委員のご賛同をいただければ、会長に國吉委員を選出したいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

（拍手あり） 

 

○久良知環境部長 ご賛同いただけたものといたしまして、会長には國吉委員を決定します。 

選任されました國吉会長におかれましては、ご多忙の折、誠に恐縮に存じますが、今後と

もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

会長が選任されましたので、仮議長の座を下ろさせていただきます。 

今後、議事進行にあたりましては会長の方にお願いしたいと思います。 

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

（議長席交代） 

 

○國吉会長 改めましておはようございます。 

ただ今、皆様のご推薦を賜りまして、会長を仰せつかることになりました國吉でございま

す。 

よろしくお願い申し上げます。 

資源循環型のまちづくり、また木更津市の良好な環境を守り育てていくためには、先ほど

市長のご挨拶にもありましたとおり、更なる廃棄物の減量化、資源化への取組を行っていか

なければなりません。 
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今後皆様方のご協力を賜り本市における廃棄物の減量化、資源化の推進等にお役に立てれ

ばと考えておりますので、委員の皆様におかれましてはご支援ご協力をお願い申し上げます。 

誠に簡単ではございますが、会長就任に際しましての挨拶とさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○國吉会長 それでは、早速でございますが、副会長の選任に入りたいと思います。 

先程、仮議長より説明がありましたとおり、委員の互選により選出するという規定になっ

ております。どなたか推薦をお願いします。 

 

○山口委員 区長会連合会の田中委員にお願いしたいと思います。 

 

○國吉会長 ただ今、山口委員から「田中委員を」との推薦がありました。 

各委員のご賛同をいただければ、田中委員を副会長に選出したいと思いますが、いかがで

しょうか。 

（拍手あり） 

 

○國吉会長 皆様のご賛同をいただきましたので、副会長に田中委員を決定いたします。 

大変恐縮ですが、田中副会長よりご挨拶をお願いしたいと思います。 

 

○田中副会長 ただ今、皆様から推薦されました、副会長の田中でございます。 

今後、会長のもと、皆様のご協力をいただきながら努めて参りたい所存でございますので、

よろしくお願いいたします。 

簡単ですが、ご挨拶といたします。 

 

○國吉会長 田中副会長、ありがとうございました。 

今後は、審議会の運営にご協力をお願いしたいと思います。 

それでは、運営規則第３条第１項の規定により、議長を務めさせていただきます。 

議題に入る前に、議事録署名人を指名いたします。 

古川委員を議事録署名人に指名いたします。 

 

５ ごみ処理の現状について 

○國吉会長 次に５番目ですね、ごみ処理の現状について、事務局より説明をお願いします。 

 

（資料「ごみ処理の現状について」により 篠田副主幹が説明） 

 

○國吉会長 ただいまの事務局の説明に関しまして、皆様方のご質問等ありましたらお願い

したいと存じます。 

どんな簡単なことでも結構ですので、ご質問を頂戴できればと思います。 

 

○田中委員 ３月以降は仮置きだと説明がありましたが、今後の前向きの姿勢は、市側とし
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ていかがでしょうか。 

 

○斉藤参事 今、お話ありました件につきまして、昨年、震災から放射能放出というような

ことで 1年以上経過しているなかで、仮置きをしているという状況でございまして、受け入

れ先がないということになりますと保管も限界を超えるということで、いま、かずさクリー

ンシステムというのがございますけれど、この中に１テントを張りまして仮置き保管をして

おります。 

このまま敷地内の土地のなかで仮置き保管をすると、あと２テントほど余力はあるんです

けれどストックされる量から言いますと、11月あたりで３テント張ったとして、もうそこで

満杯となる状況でございます。 

 そこで市としても手をこまねく訳にはいきませんので、本市には処分場がないという状況

ではございます中で、交渉中であります。。 

正式に相手方の条件をさらにクリアするという前提のなかで、できるだけ早く仮置きとい

う状況を解除したいということで、引き続き努力してまいりたいと考えております。 

 

○田中委員 了解いたしました。 

 

○高橋委員 今、国の定める数値が 8,000ベクレルの基準を設けているなかで、根拠は分か

らないんですけれども、8,000ベクレルに満たない半分程度、4,000ベクレル程度の放射能数

値が上がってるのにもかかわらず、本市の場合はあくまでも民間処理施設に溶融飛灰を持っ

てっているわけですね、 

それが国の定める数値の半分にもとどいてないにもかかわらず、受け入れていただけない

というのは民間処理施設の独自に設けた数値に、値が高いという認識なんでしょうか。 

 

○斉藤参事 結論から申し上げますと、受け入れ地の条件、受け入れ先が物申してる状態で

す。今ちなみに 4,000ベクレルと言う事ですけど、近々の条件、提示としては 2,000から 3,000

にしてくれというような話しをいただいております。 

事業系の剪定枝とか除草したものについて制限しておりますが、はっきりとしたデータと

してはないんですけど、燃やす前は 100ベクレル程度ではないかと、100～150そのあたりな

んですが、溶融炉で結局溶かしちゃう訳ですけれど、そうなると 33倍に圧縮されて跳ね上が

り、100は 3,300というふうになってくるんですね。 

では 3,300がどの程度のものか、たぶん警告告知の段階になっていると思うんですけど、

受け入れ先が行政と処分場を運営している民間の処分場、そこだけの意思決定ではなかなか

受け入れは難しいという状況がどこでもおきています。 

県単位で音頭をとり、市町村とセットで事業者に指示をして受け入れが可能になる。 

その前提は住民の理解をいただく、とんでもないところから持ってくるわけなんですが、

住民の皆様がご理解をいただくような条件としております。 

 

○高橋委員 それに伴って、今週頭から剪定枝、刈り草の受け入れ制限を設けたわけですが

最終的にどれぐらいまてばいいのか。 
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その間、市で受け入れない場合それをどこかに振らないといけない部分がでてくると思い

ますが、それの対策についてどう思いますか。 

○斉藤参事 一定期間、受け入れを見合わせるということで、見合わせを開始したところで

すが、受け入れ先に対して受け入れていただけるような飛灰、放射線濃度が受け入れ条件に

合致するようなデータが出てこないと相手方は受け入れてくれない。 

現在、毎月１回放射線セシウム等の濃度測定をしておりまして、できれば１回ないし２回、

１ヶ月、２ヶ月程度受け入れを見合わせたことによる放射線濃度がどの程度軽減するのか、

６月に4,280ベクレル公表させていただいたんですが、最初は4,000と言っていたんですが、

最新では 2,000から 3,000程度下げてくれるといいねというのもきてるんで、それが受け入

れを見合わせることで、どの程度下がるんだということのデータを得たいということで決定

しております。 

従来、受け入れしていた物が受け入れできなくなるということですので、その代替方策が

必要となります。 

 造園業者が市原市に１件あります。 

これについては、シルバーなど委託を受けた場合はそういうところをご紹介できます。 

また、行政サイドは直接お願いに行っております。 

たとえば、公園も結構出るんですが、木更津市から出たものを君津市さん受け入れして下

さいよという行政間の手続きがあって、君津市の中間処理業者にお願いして 100トン、これ

は行政なんですが。 

全体の事業者が来たら受けてくれとはなかなか難しいものがありまして、これからいろい

ろお願いするということにしたい。 

建設協同組合は、一定期間自社ストックをお願いしたい、 

それから木更津市造園協同組合は、基本的には行政が発注したものは堆肥化を図っていた

だくことで一応了解を得ています。 

市でも、住居系でないような土地で火災とか人が入り込まないよう、対策として何かでき

ないか今後内部で詰めていきたいと考えています。 

 

○石井委員 今の産業廃棄物のことなんですけど、木更津だけの問題ではなくて、千葉県で

も同じような問題を抱えているところがあると思うんですね。 

いろんな情報を聞いた上で山形県に木更津市としてお願いしているんだとは思うんですが、

結局、市単位でこれはやらなきゃいけないことなんですか、というのが質問の一つ目。 

それともう一つ、他の市の状況が分かったら教えて頂きたい。 

 

○斉藤参事 処分については、先ほど資料のなかでも各自治体単位で行うと言うふうにして

おります。 

中間処理施設については４市と国、民間会社の第三セクターということで、会社を設立し

まして焼却まではやれます。 

それを運び出す処分については、法律上は市町村責任となっておりまして各自治体でやる

ようになっております。 

ちなみに、富津市は処分場が市の中にございまして、一定期間ギブアップぜずにそこで埋
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立処分ができるという状況であると伺っております。 

民間の処分場がありまして一定期間処分できます。 

君津市には民間処分場があるんですが、それが受け入れできないということなんで、袖ヶ

浦、木更津、君津市は共同戦線で、全国に処分場あるんですが３市で受けてもらえそうなと

ころがないかまずあたりまして、その結果１社が受けてくれそうだというようなことですが、

直接のやり取りができる仕組みになってませんで、地元自治体に対して手続き上、事前協議

という通知をして初めて持っていくことができる。 

 

○石井委員 放射能汚染の問題に対して、市で対応するのは限界があるんじゃないかなとい

うのが私が一番感じるんですよね。 

現実的にはそれは、それでも市で対応しろというのが現実的なことなんでしょうけど、結

局何処の市でも困るということならば県とかね、そういう単位で話していかなきゃいけない

んでしょうし、それで県でも難しいならばさらにその上でという話しを持っていかない限り、

解決していくのが先々見通しが大変暗い。 

 

○國吉会長 放射能の問題、もうひとつ何かあります。  

今後の問題、市の考えかたというもの 

 

○久良知環境部長 たしかに、いま石井委員のほうからおっしゃって頂いたとおり、私共も

苦慮しております。 

放射能については、国の考え方は 8,000ベクレルを超えるものは、国がゆくゆくは処分、

国が責任を持つ、8,000 ベクレルにいかないものは多少やりかたの規制はございますが、基

本的には通常の管理型最終処分場に処分していいですよと法で定められています。 

ですから、本来であれば 8,000ベクレルにいかないものは管理型最終処分場のほうで、き

ちんと引き受けていただければなんら問題はありません。 

現実は、近隣でも皆様のお耳に入ってるかもしれませんが、最終処分場を抱えてらっしゃ

る地域の住民の方々はやっぱり不安がございまして、そういった声が地元の行政にも届くも

のですから、それぞれの行政では国の基準は 8,000だよと言われながらも、市民・県民の安

全を守るためということで自主規制として 4,000までは引き受けましょう。そういう自主規

制というのが現状です。 

そうしますと、たとえば 4,000で自主規制されますと 4,000から 8,000はどうしたらいい

んだと、国は面倒見てくれるわけではない、といって何処にも捨て場がない。 

この状態は非常に困るということで、県とか国に対して事あるごとに申し上げてます。 

新聞報道でも、今回いろいろとありましたけれども、こういったものが大きな声になって

くれればいいかなと、私は実は思っているんですが。 

そう言ったもので、各自治体非常に苦労してるんだよという実態を、石井委員のおっしゃ

るとおり、県や国に提起されなければならないというふうには思います。 

住民方々の気持ちとか不安とかいったものが端を発してますので、なかなか難しい問題で

はあり、国も各自治体に対して 8,000までは大丈夫なんだから受け入れるようにちゃんと指

導してくれと、いうようなことも言ってるようですけどなかなか現実的には難しい。 
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いずれにしても私共としてはきちんと最終処分をしませんと、最終的には皆様のごみを集

められないとなってはほんとうに困りますんで、なんとか最終処分をきちんとしてまいりた

い。 

そのためには、受け入れていただく市町村市のほうの基準クリアをできるかぎり努力して

まいりたい。 

皆様方には、いろいろとご迷惑をおかけしますけれども、できるだけのことはやっていき

たいというふうに思っていますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

 

○石井委員 剪定枝の関係で、堆肥にした場合放射能はどうなるんでしょうか、やっぱり高

くなるんでしょうか。 

 

○安田主幹 君津市は以前から草木を堆肥化してまして焼却をしておりません。 

堆肥から基準値以上のものが出たということで、去年の８月か９月ぐらいからもう堆肥化

をやめまして、そういった状況にございます。 

現在、再度堆肥化する方向には至っておりませんで、君津市はいまのところ事業系草木を

止めている。 

堆肥化して業者に引き渡すんですけども、放射線物質が出たということで引き取ってもら

えない。 

１年経って、我々も少しは焼却灰の方も落ち着くかなと思ったんですけども、１年経って

また 4,000を超えたという現状からしましても、堆肥化して実際それが流通にのるかという

ことは、今回のデータを見た限りで非常に難しいかなと思っています。 

 

○國吉会長 よろしいでしょうか、なければ５番目のごみ処理の現状については終わらせて

いただきまして、その次に６番目の今後の審議会開催等について、事務局よりご説明をお願

いいたします。 

 

○石川副課長 今後の審議会開催等についてご説明いたします。 

審議会開催は、本日を含めて３回を予定しております。 

審議内容は、資源ごみ（新聞紙）抜き取り行為に関しまして、平成 22年 11月 15日開催の

第１回木更津市廃棄物減量等推進審議会で問題提起され、平成 22年 11月 29日開催の第２回

審議会で「一般廃棄物処理基本計画」について審議会より答申がなされております。 

これにより、条例制定等の対策を講じることとしましたが、条例の作成方法がいくつかあ

るようで、ごみステーションに出されたごみの所有権が誰かとの課題も未解決となっており、

また、過料等の罰則規定を設けるかについてもご審議をお願いすることになります。 

予定としまして、７月と８月になります。 

 いま、資源ごみの抜き取りについてお話ししたんですけれど、それとは別に法律の改正に

伴う条例改正がありますので,これについて簡単に担当の方から説明させていただきます。 

 

（石川副課長が説明） 
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廃棄物処理法によりまして廃棄物処理施設を適正に維持管理するために 廃棄物処理施設

技術管理者の設置が義務付けられております。 

廃棄物処理法によって義務付けられているんですけれども、その技術者の資格要件なんで

すけれども、いままで環境省令で定められていたものが「地域の自主性及び自立性を高める

ための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」という法律によりまして、資

格要件を環境省令でなく当該市町村の条例で定めなさいということで、今年度一杯で条例に

したいということで、木更津市の条例に資格要件を記載したく、審議をいただきたいという

ふうに思っています。 

 

（安田主幹が説明） 

 

○國吉会長 何か、ただいま事務局の説明に関して、質問等がありましたらお願いいたしま

す。 

 

○石井委員 ７月にこの会を開くということですか。日にちが決まっていたら教えて下さい。 

 

○石川副課長 日程の方はまだ、未定となっておりますので、また、相談の上ご通知を差し

上げたいと思います。 

 

○斉藤参事 皆さんのできるだけ早い時期に 

 

○國吉会長 今、６月ですから７月ということでは皆様予定があると思うんで、事務局が早

目に決定を出していただくということでよろしいですね。 

 

○國吉会長 他に何かご質問ございますか。 

 

（発言する者なし） 

 

７ その他 

○國吉会長 その他で何かございなせんか。 

 

（発言する者なし） 

 

７ 閉 会 

○國吉会長 ご質問が無いとうことで、閉会としたいと思います。 

次回の審議会は、事務局と相談いたしましてご通知させて頂きたいと思います。 

先ほどのご説明等で不明な点、ご意見等がありましたら、事務局までお願したいと思いま

す。 

以上で、木更津市廃棄物減量等推進審議会を閉会いたします。 

今後ともひとつよろしくお願いいたします。 
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上記会議録を証するため下記署名いたします。 

 

平成 ２４ 年 ６ 月   日 

 

 

署名人 


