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会 議 録 

 

会 議 名 平成２６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２６年１２月１５日（月） 
場 所 市役所４階会議室 

時 間 午後２時 ～ 午後２時３９分 

出 席 者 【委 員】 

國吉 俊夫 

藤平 慶子 

鈴木   正 

大曽根 康子 

川崎 堅司 

古川 秀男 

髙𣘺 幸子 

長田   修 

高橋 幹雄 

 

【事務局】 

小山環境部長 

星野環境部次長 

江尻廃棄物対策課長 

石川副課長、大森管理施設担当総括、杉沢主事、鴻巣事務員 

 

 

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 木更津市の一般廃棄物処理の現状について 

 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 

・ ごみ処理の現状と課題について 

・ ごみ減量・リサイクルに関する事業所アンケート調査結果報告書 

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、お忙しい中ご出席いただ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。 

２ 委嘱状交付 

○石川副課長 それでは、渡辺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。 

  恐れ入りますが、名前をお呼びいたしますので、その場でご起立ください。 

（渡辺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 渡辺市長からごあいさつ申し上げます。 

○渡辺市長 皆様こんにちは、市長の渡辺でございます。 

本日は、木更津市廃棄物減量等推進審議会委員委嘱状交付式及び第１回審議会に、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。 

心より、厚く、お礼申し上げます。 

さて、現在国では循環型社会の形成を重要な目標として位置付け、各種施策を強力に推

進しております。  

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積極的に進めるとともに、市民の皆様の循環型社会

への意識の高揚を図って参りました。 

   また、本年４月からは、廃棄物の適正処理及び資源の有効な利用を確保するためご家庭

で使用済みとなった小型家電の無料回収を開始したところであります。 

市といたしましては、これからも市民・事業者・市の役割分担やごみの減量化に向けた

目標等を明確にし、資源循環型社会の実現を目指して参りたいと考えております。 

ただいま、委嘱状を交付させていただきました９名の皆様方には、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。 

   どうぞ、よろしく お願いいたします 

○石川副課長 渡辺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。 

（渡辺市長退席） 

○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。 

名簿順に國吉委員よりお願いいたします。 
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（各委員自己紹介） 

○石川副課長 事務局につきましては小山環境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２６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、

本日の傍聴人はおりません。 

また、開催に先立ちまして、木更津市廃棄物減量等推進審議会運営規則第 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、小山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。 

○小山環境部長 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。 

○藤平委員 会長には、國吉委員を推薦します。 

○小山環境部長 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。 

（異議なし） 

○小山環境部長 異議なしの発言がございましたので、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 ただ今、藤平委員より推薦をいただきまして、皆様方に会長の承認をいただき

ましてほんとうにありがとうございます。 

  それでは、早速でありますが、議事の進行をさせていただきます。 

座らせていただきます。 

副会長の選任に入りたいと思います。 
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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。 

○高橋委員 区長会連合会の鈴木委員にお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

○國吉会長 ただ今、高橋委員から「鈴木委員を」との推薦がありました。 

各委員のご賛同をいただければ、鈴木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、副会長に鈴木委員を決定いたします。 

大変恐縮ですが、鈴木副会長よりご挨拶をお願いしたいと思います。 

○鈴木副会長 ただ今、ご推薦いただきまして副会長の任につきました鈴木でございます。 

市民の代表ということでここに来ていますが、國吉会長のもと皆様のご協力をいただき

ながら、この審議会が少しでも市民の方のリサイクルや処理するごみを少なくできるよう

努力したいと思いますので皆様のご協力をお願いいたします。 

よろしくお願いいたします。 

○國吉会長 鈴木副会長、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。 

長田委員を議事録署名人に指名いたします。 

５ 木更津市の一般廃棄物処理の現状について 

○國吉会長 木更津市の一般廃棄物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「ごみ処理の現状と課題」により説明） 

○鴻巣事務員 それでは、木更津市のごみ処理の現状についてご説明させていただきます。 

お手元の資料「ごみ処理の現状」をご覧ください。 

まず、ごみ処理の流れから説明いたします。 

本市が処理するごみは、市民の日常生活に伴って各家庭から排出される「家庭系ごみ」

と、事務所・商店・飲食店・工場・病院などの事業所から排出される「事業系ごみ」があ

ります。 

家庭系ごみについては、燃やせるごみ・燃やせないごみ・資源ごみは、ステーション収

集、粗大ごみは、事前予約による戸別収集を行っています。 

また、クリーンセンターへの直接搬入も可能となっております。 

事業系ごみは、ステーション収集ではなく、収集運搬許可業者へ収集を委託するか、事

業者自らがクリーンセンターに搬入するという形態になっています。 

収集されたごみの処理につきましては、図の右半分の部分ですが、まず燃やせるごみは、

君津地域４市の中間処理を行っている、「かずさクリーンシステム」で、溶融処理を行って

います。 

燃やせないごみは、クリーンセンターに搬入され、破砕・選別等の処理を行い、鉄・ア

ルミ等については資源として売却しています。 

また、びん・かん・ペットボトル、容器包装プラスチックは、民間のリサイクル施設で
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中間処理を行った後資源化を、紙類・衣類は、直接資源化を行っているところです。 

次のページをご覧ください。 

続いて、本市におけるごみの排出量についてでございますが、 

まず、ごみの種類別排出量を見ますと、平成２０年度からほぼ横ばいに推移しておりま

す。 

平成２５年度のごみ排出量は、約５５，５２４トンで、平成２４年度より若干減少して

おります。 

ちなみに、１人１日あたりの排出量は、１，１５１グラムで、こちらも平成２４年度よ

り若干減少しております。 

家庭系・事業系の比率については、「③ ごみ排出源別排出量」のとおりでして、平成２

５年度では、ごみ全体のうち、家庭系ごみが約６３％、事業系ごみが約３７％という比率

となっています。 

なお、本市のごみの量は、次の「④ ごみ排出源別１人１日当たりのごみ排出量」をご覧

いただくと、全国平均、千葉県平均と比較して、大変多い状況であることがお分かりにな

ると思います。 

本市の場合、他の市町村と比較して、特に事業系ごみが多い状況で、平成２４年度にお

いては、１人１日当たりの事業系ごみ排出量が、県内市町村中４番目に多い状況となって

います。 

このような状況の中で、本市では、ごみの減量化・資源化に向けて、次のページに記載

のような取組を行っているところです。 

本市では、ごみを 12種類に分別し、びん・かん・ペットボトル、容器包装プラスチック、

衣類、紙類（雑誌・雑紙・段ボール・新聞・紙箱・紙パック）を資源ごみとして収集する

とともに、資源ごみ集団回収や生ごみ肥料化容器等購入設置への助成、指定ごみ袋制度の

実施、指定ごみ袋の一部有料化などにより、ごみの減量化・資源化を推進しています。 

また、君津地域広域廃棄物処理施設における中間（溶融）処理で産出される溶融スラグ・

溶融メタルの再資源化も行っています。 

このような取組の結果、本市のリサイクル率は、「② 再資源化総量・リサイクル率の推

移」にございますように、平成２４年度のリサイクル率が２５．７％となっており、全国・

千葉県平均を上回るリサイクル率を確保しております。 

続きまして、４ページ、収集運搬の状況でございます。 

先ほどお話したとおり、家庭ごみの収集は、市内５，６００箇所以上あるごみステーショ

ンから、市民の皆様に１２種類に分別する等のご協力をいただき、表に記載の方法で効率

的に収集を行っている状況です。 

このうち、燃やせるごみ、燃やせないごみ、びんかんペットボトル、容器包装プラスチ

ックについては、指定ごみ袋による収集を、また、燃やせるごみ、燃やせないごみについ

ては、ごみ袋に手数料を賦課させていただく形の、ごみ有料化により、収集をしている状

況でございます。 

次に、収集したごみの中間処理については、先ほど、ごみ処理の流れでご説明したとお

りで、ここに記載の３施設において、それぞれ中間処理を行っているところでございます。 
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このうち、真ん中の「君津地域広域廃棄物処理施設（かずさクリーンシステム）」につき

ましては、枠外に記載のとおり、君津地域４市（木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市）

で発生する一般廃棄物の中間処理を目的に、㈱かずさクリーンシステムを事業主体として

設立された、第３セクター方式による広域一般廃棄物処理施設です。本市から排出される

ごみは、平成１８年度から全量をこの施設で溶融処理しております。 

この施設は、ダイオキシン類対策に優れた直接溶融システムを採用し、最終処分量を大

幅に削除すると共に、溶融物（スラグ・メタル）は全量再資源化しています。 

次に、５ページ 最終処分の状況ですが、先ほどの、中間処理（溶融処理）によって発

生する焼却灰（溶融飛灰）については、市外にある民間の最終処分場に委託して、埋立処

分をおこなっております。 

最終処分の量は、表に記載のとおりです。 

平成２４年度の廃棄物減量等推進審議会で説明を行いました、東京電力福島第一原発事

故による最終処分の関係につきましては、原発事故を受けて、最終処分場の飛灰の受入・

管理の基準が厳しくなったため、これまでの搬入先最終処分場が相次いで飛灰の受入を停

止し、処分先が確保できなくなり、平成２４年３月から９月まで、飛灰の一時保管を余儀

なくされていました。 

その後、受入可能な最終処分場が県外に確保でき、同年８月から飛灰の最終処分を再開

し、以後、現在まで安定的な処分を行っております。 

ただし、最終処分場の放射性物質濃度に関する受入基準をクリアするため、飛灰に含ま

れる放射性物質濃度を高める原因とされる刈り草・剪定枝などにつきましては、現在にお

いても事業所からの受入制限を行っております。 

受入制限につきましては、毎月測定している飛灰の放射性物質濃度の状況を勘案しなが

ら、制限解除の時期を判断したいと考えています。 

続きまして、ごみ処理にかかる経費です。 

本市のごみ処理にかかる経費につきましては、平成２５年度決算ベースで、ごみ１ｔ当

たり約４７，８００円、市民 1人当たり約１９，５００円の経費がかかっているところで

す。 

以上が、本市ごみ処理の現状でございますが、次に、本市におけるごみ処理の課題につ

いて、一般廃棄物処理基本計画の記述から抜粋して記載させていただきました。 

主なものといたしましては、やはり、排出されるごみの量が多いこと。特に事業系ごみ

の量が多いことから、ごみの減量化を更に進めていく必要があるということです。 

  また、市民や事業者に対して、資源化・リサイクルを積極的に働きかけるとともに、減

量化・資源化のための取り組みを強化していく必要があること、 

  ごみを適正かつ効率的に処理するための、市民のみなさんへの普及啓発や、行政側の経

費削減・効率化の推進、市民や事業者への情報発信の強化などを、課題として認識してい

るところでございます。 

これらを踏まえまして、平成２３年２月策定の現行「一般廃棄物処理基本計画」では、

「ごみを資源にみんなでつくる循環型のまち きさらづ」を基本理念に、７ページ記載の、

「ごみの減量化・資源化の推進」、「ごみの適正処理と効率化の推進」、「市民・事業者等と
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の協働の推進」の３本を基本方針に、本市ごみ処理を推進していくこととしております。 

  なお、本計画における具体的な数値目標は、記載のとおりで１人１日当たりごみの排出

量を、平成３２年度までに１，０００グラムまで下げること、リサイクル率を同じく３５％

まで上げることを目標に、８ページ記載の施策を推進していくこととしているところでご

ざいます。 

近年の取り組み状況としまして、平成２４年３月に市内の事業所を対象としたごみ減

量・リサイクルに関するアンケート調査を実施しました。 

この中で、問題点して、「ごみの減量やリサイクルの方法がわからない」、「引渡し先、処

理業者などがわからない」などの意見がありました。 

行政といたしましては、「ごみ減量やリサイクルの方法を示したマニュアルの配布」や

「ごみ処理業者やリサイクル業者に関する情報提供の充実」を図る必要があることを再認

識しております。 

参考に調査結果報告書を添付いたしましたのでお時間があるときにご覧下さい。 

その他には、木更津市の家庭を対象に、今年ごみ減量及びリサイクルに関する住民説明 

会を２度開催しました。 

  その中で、分別の仕組みや、リサイクルの流れ等を説明し、更なるごみの減量化にご協

力いただけるよう、説明をしました。 

非常に雑駁ではございますが、以上が本市ごみ処理の現状です。 

説明は以上です。 

○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。 

○高橋委員 ごみ排出源別 1人 1日当たりのごみ排出量なんですが、２ページの④平成２０ 

年度から２５年度までの家庭系ごみを含めたごみが多い、際立っているのが事業系ごみで 

１人当たり２４年度４３７グラム、２５年度４２４グラムあるんですが、これは１人１日

当たりということは事業所の従業員ベースなのか、飲食店ならば出入りする来客数なのか、

そのへんの基準をお聞きしたい。 

○大森総括 こちらのご指摘につきましては、当然家庭ごみについての１人当たりは人口割 

りなんですけれども、事業系につきましても当年１０月１日のやはり木更津市の人口で割 

っております。 

  本来だと、就業者等というところが適当なのかと思われますが、今現在のデータがすべ

て人口割りで統計をとっておりましたので、その整合をとるために、現在でも人口で割っ

ております。 

○高橋委員 今、とりあえず１３万人ぐらいいるんですけれども事業所が全部１人あたりで

割ってるということですね。 

○大森総括 はい、そのとおりでございます。 

分母は、やはり同じく当該年度の１０月１日の人口で割りかえし、家庭系ごみと事業系

ごみ両方で使っております。 

○高橋委員 判りました、ありがとうございました。 

○國吉会長 他にございませんか。 
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○長田委員 事業系の１人当たりなんですが、分母が同じだと誰も納得しないと思いますが、

雇用された人間が、木更津市の中で何千人、何万人か判りませんが、それでごみが何グラ

ムというのであれば、１人あたりが正確に判りますけれども、同じ分母で割るというのは

どうか。 

○江尻課長 ただいま、ご質問のありました事業系のごみですが、２ページ資料に家庭系ご

み、事業系ごみの排出量が書いてございます。 

これで申しますと２５年度に５５，５２４トン、家庭系ごみ３５，０８９トン、事業系

ごみ２０，４３４トンの内訳になっておりまして、その割合で事業系何グラムと出してお

ります。  

○長田委員 判りました。 

○國吉会長 他にございますか。 

資料を今日見せられて、今日の質問はなかなか難しいので、どうして事前に配布できな

かったのでしょうか、と毎回このような席があると事務局にお話ししているんですが、事

前に委員の方々に送っていただいて、これを見て頂いて、何かご質問はというほうがベス

トではないでしょうか。 

○江尻課長 ただいま会長からご指摘のありましたとおり、このたび皆様方に事前に配布す

べきところ、配付できず大変ご迷惑をおかけしまして申し訳ないと思っております。 

今後は、会議の開催される１週間前には資料を送付させていただきまして、熟読されて

からご質問等いただければと思っております。 

○國吉会長 はい、わかりました。それでは質問終局といたしまして、「木更津市の一般廃

棄物処理の現状について」は終わりにさせていただき、次のその他に進めさせていただき

ます。 

６ その他 

○國吉会長 その他で何か委員の方々ございますでしょうか。 

（発言する者なし） 

７ 閉 会 

○國吉会長 なければ、終わりにさせていただきます。 

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。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

どうも、ありがとうございました。 

○石川副課長 以上をもちまして、平成２６年度第１回木更津市廃棄物減量等推進審議会を

閉会いたします。 

皆様、どうもありがとうございました。 

 


