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会 議 録 

 

会 議 名 平成２７年度 木更津市廃棄物減量等推進審議会 

開 催 日 平成２８年３月２２日（火） 
場 所 

駅 前 庁 舎 庁 舎 ８ 階  

防災会議室 時 間 午後１時３０分 ～ 午後３時００分 

出 席 者 【委 員】 

斉藤 高根 

藤平 慶子 

清水 一太朗   

大曽根 康子 

川崎 堅司 

古川 秀男 

長田   修 

高橋 幹雄 

 

【事務局】 

小山環境部長 

江尻まち美化推進課長 

大森副主幹、鴻巣事務員、荘司事務員 

 

欠 席 者 【委 員】 

髙𣘺 幸子 

 

次 第 １ 開  会 

２ 環境部長あいさつ 

３ 議  題 

⑴ 会長・副会長選出 

⑵ 木更津市の一般廃棄物処理の現状について 

  ⑶ 来年度の審議会スケジュールについて 

⑷ その他 

４ 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 

・ 一般廃棄物処理の現状について 

・ 一般廃棄物処理基本計画 

・ 平成 27年度版 木更津市清掃事業概要 

・ ㈱かずさクリーンシステム 事業経緯 

・ 平成 28年度 廃棄物減量等推進審議会開催予定 

・ 近隣市のゴミ・し尿処理手数料状況調 

・ 木更津市廃棄物減量等推進審議会運営規則 

概 要 別紙のとおり 
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【 概 要 】 

 

１ 開 会 

 

○大森副主幹 本日は、お忙しい中ご出席頂きまして誠にありがとうございます。ただ今か

ら、木更津市廃棄物減量等推進審議会を開催いたします。 

本日の進行を務めさせていただきます、環境部まち美化推進課の大森と申します。よろし

くお願いいたします。 

 

まず、本日お配りした資料の確認をさせていただきます。 

【資料確認】 

 

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したします。 

なお、髙𣘺 幸子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。 

 

審議に先立ちまして、小山環境部長から、ご挨拶申し上げます。 

 

２ 環境部長挨拶 

◎小山部長  本日は、ご多忙の中、委員の皆様におかれましては、ご出席をいただき誠に

ありがとうございます。 

本市においては、これまでもごみの減量化、資源化に向けた取組みを積極的に進めており

ますが、これからもより一層のごみの減量化、資源化を図っていく必要があります。 

委員の皆様には、それぞれのお立場から、本市の廃棄物行政に対し、お力添えを賜ります

よう、お願い申し上げます。 

本日は、國吉会長および鈴木副会長が辞任されましてから、最初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きます。その後に、木更津市の一般廃棄物処理の現

状や、来年度の審議会スケジュールなどについて、ご説明させて頂きます。来年度は、今

年度に比べてお集まりいただく回数も多くなってくると思いますが、どうか本市の廃棄物

の減量のために活発なご審議を賜りますよう、お願い申し上げまして、簡単ではあります

がご挨拶とさせていただきます。 

 

 

○大森副主幹 ここで、前回、平成２６年度の審議会から本日までに、辞任された委員およ

び新たに着任された委員をご紹介いたします。 

当審議会の会長をお務めいただいた、國吉委員が辞任されたため、新たに、木更津市議会
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推薦の斉藤 高根 様に、平成２７年７月３日付けで、審議会委員にご着任いただきました。 

また、当審議会の副会長をお務めいただいた、鈴木委員が辞任されたため、新たに、木更

津市区長会連合会推薦の清水 一太朗 様に、平成２７年９月２５日付けで、審議会委員に

ご着任いただきました。 

お二方とも、委員の任期は、前任者の残りの任期である、平成２８年１２月１４日までと

なります。 

 

ここで、新たな委員にご参加いただく、最初の審議会ですので、委員の皆様に、簡単で結

構ですので、自己紹介をいただければと存じます。 

お手元にお配りした委員名簿の順ということで、斉藤委員からお願いできますでしょうか。 

 

【各委員自己紹介】 

 

○大森副主幹 ありがとうございました。続きまして、本日の事務局職員を紹介させていた

だきます。 

 

【事務局職員自己紹介】 

 

２ 議 題 

⑴ 会長・副会長選出 

 

○大森副主幹 それでは、これより議題に入らせていただきます。 

冒頭でご説明申し上げましたとおり、國吉会長および鈴木副会長が辞任されましたので、

最初の議題といたしまして、会長・副会長の選出をお願いいたします。 

会長が決定するまでは、小山環境部長が仮議長を務めさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 

◎小山部長  事務局から説明のありましたとおり、会長が決まるまでの間、私が仮議長を

務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

会長および副会長は、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こととなっております。 

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、斉藤委員を推薦します。 

 

◎小山部長  ただ今、会長に斉藤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、会長に斉藤委員を選出いたしたいと思いますが、いかが

でしょうか。 
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【「異議なし」の声および拍手】 

◎小山部長  「異議なし」の発言および拍手がありましたので、ご賛同いただけたものと

いたしまして、会長に斉藤委員を決定いたします。 

選任されました斉藤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、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

それでは、会長が選任されましたので、私は、仮議長の座を下ろさせていただきます。議

事進行にご協力いただきまして、ありがとうございました。 

今後、議事進行にあたりましては、会長にお願いしたいと思います。 

 

○大森副主幹 それでは、斉藤会長、会長席へ移動をお願いいたします。 

 

【議長交代】 

■斉藤会長 ただ今、皆様のご推挙によりまして、会長を仰せつかることになりました斉藤

でございます。市議会議員でございます。市議会においては建設・経済常任委員長に任命

されております。よろしくお願いいたします。 

それでは、着座させていただきます。 

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。 

 

それでは、早速でありますが、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。 

 

◆高橋委員  副会長には、区長会連合会の清水委員にお願いしたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

 

■斉藤会長  ただ今、高橋委員から「清水委員を」との推薦がありました。各委員のご賛

同をいただければ、清水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。 

 

【「異議なし」の声および拍手】 

■斉藤会長  「異議なし」の発言および拍手がありましたので、ご賛同いただけたものと

いたしまして、副会長に清水委員を決定します。 

大変恐縮ですが、清水副会長より、ご挨拶をお願いしたいと思います。 

 

◆清水副会長  ただいま、ご紹介にあずかりました清水 一太朗と申します、よろしくお願

いいたします。自己紹介でも申しましたが、私は区長連合会から推薦されましてこの審議

会に出席しております。斉藤会長の下、委員の皆さんのご協力をいただきながら努めて参

ります。どうぞよろしくお願いいたします。 
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■斉藤会長 清水副会長ありがとうございました。今後、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 署名人を指名します。 

長田委員にお願いします。 

 

 

⑵ 木更津市の一般廃棄物処理の現状について 

■斉藤会長  それでは、議題⑵の 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。 

 

【事務局説明】 

○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「木更津市の一般廃棄物の現状について」をご覧ください。 

こちらの資料につきましては、事前にお配りしている冊子「平成２７年度 清掃事業概要」

及び「一般廃棄物処理基本計画」から抜粋し、とりまとめて作成しておりますので、詳し

くは、そちらの資料をご覧ください。 

 

まず、２ページの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。 

燃やせないごみや粗大ごみは、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
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を見ますと、平成２１年度から、市の人口は増加しておりますが、ごみの排出量は、全体

的には微減傾向にあります。 

平成２６年度のごみ排出量は、約５５，９６３トンで、平成２５年度より若干増加してお

ります。ちなみに、１人１日あたりの排出量は、１，１５３グラムで、こちらも平成２５

年度より若干増加しております。 

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２６

年度では、ごみ全体のうち、家庭系ごみが約６２％、事業系ごみが約３８％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２５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。 

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、そのうちの９種類、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２５年度のリサイクル率が２５．１％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、５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、市内約５，８００箇所のごみステーションか

ら、市民の皆様に分別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
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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。 

なお、粗大ごみにつきましては、ごみステーションでの収集は行っておらず、予約による

戸別収集か、クリーンセンターへの直接持ち込みとなっております。 

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。 

クリーンセンターは、平成１７年度で ごみの焼却をやめ、現在は、燃やせないごみ・粗

大ごみの破砕・分別を行っています。 

ごみの焼却処理は、現在、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市の４市で発生するごみの

処理を、君津地域広域廃棄物処理施設（かずさクリーンシステム）で行っているところで

す。 

 

後ほど、かずさクリーンシステムの操業期間に関する ご報告がございます。 

次に、６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。 

東京電力福島第一原発事故の影響で、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、現在は山形県米沢

市と、秋田県小坂町の２箇所の最終処分場で処分をおこなっております。 

 

つづきまして、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 26年度決算ベースで、ごみ１ｔ当たり

約 50,350円、市民 1人当たり約 20,608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・資源化のための取組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。 

なお、本計画における具体的な数値目標は、８ページ記載のとおりで、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としています。 
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１人１日当りごみ排出量は、計画策定前年度の平成２１年度は１，２０９ｇで、平成２６

年度までに削減されてはおりますが、平成２７年度の中間目標値には達しない見込みです。 

また、リサイクル率は、平成２１年度が２５．８％で横ばい状態であり、全国平均・千葉

県平均値は常に上回っておりますが、平成２７年度の中間目標値には、やはり達しない見

込です。 

 

一般廃棄物処理基本計画は、来年度に改定予定であり、これにつきましては、後ほど、「来

年度の審議会スケジュール」のなかで、ご説明申し上げます。 

ここで、平成２７年度のごみの排出量等について、４月から２月までの数値から推計した

見込値をご説明いたします。 

資料の「ごみ処理の流れ(平成 27年度)」を、ただいまご覧いただいている「一般廃棄物処

理の現状について」の資料と併せてご覧ください。 

「ごみ処理の流れ」の右下枠内の、「資源ごみ集団回収を含めた排出量」「１人１日当りの

ごみ排出量」「リサイクル率」の数字を、見ていただきますと 

まず、「資源ごみ集団回収を含めた排出量」ですが、平成２７年度見込が５６，３２６．２

１トンとなっております。 

これは、ただいま ご説明した「一般廃棄物処理の現状について」のＰ３ ⑵の①のごみ

排出量の合計欄と比較しますと、平成２６年度の５５，９６３．２７トンから若干の増加

となっております。 

次に、１人１日当りのごみ排出量ですが、平成２７年度見込が１，１５２．２９グラムと

なっておりまして、「現状について」のＰ３ ⑵の②の１人１日当りのごみ排出量と比較し

て、若干の減少となっております。 

次に、リサイクル率につきましては、平成２７年度見込が２２．６４％となっておりまし

て、「現状について」のＰ４下段と比較しますと、平成２６年度の２５．３％から減少する

見込みです。 

 

平成２７年度の確定量につきましては、「平成２８年度版 木更津市清掃事業概要」にとり

まとめて、来年度開催の審議会でお配りいたします。 

続きまして、かずさクリーンシステムの操業期間に関する ご報告をいたします。 

別紙資料 「㈱かずさクリーンシステム 事業経緯」をご覧ください。 

 

かずさクリーンシステムの操業に関しましては、地元団体と君津４市、㈱かずさクリーン

システムとで、環境保全に関する協定を締結しております。 

資料の年表の、「平成１２年１月２４日」と「３月２９日」のところをご覧ください。 

 

「桜井町内会連合会」と「漁業協同組合」とそれぞれ締結した協定書のなかで、「かずさク

リーンシステムの操業期間は２０年とし、協定当事者いずれかの申し出により協議し５年

を限度に延長できる」旨の規定がされています。 
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平成１４年の第１工場稼動から２０年ですと、平成３３年度までの操業となります。 

しかし、君津４市の財政状況が、今後、一層厳しくなると予想される中、現在のかずさク

リーンシステムを継続して有効活用し、ごみ処理経費の削減を図り、住民サービスの低下

を招かないように事業を行うため、協定書の規定に基づき、平成２７年１１月１０日に、

「桜井町内会連合会」と「漁業協同組合」それぞれに対し、５年間の操業延長を申し出い

たしました。 

 

かずさクリーンシステムは、操業開始以来、公害関連の苦情、ごみ搬入車両によるトラブ

ル、施設の事故など、住民サービスに支障をきたすことなく、安心安全な施設として安定

操業を維持していることから、「桜井町内会連合会」「漁業協同組合」両団体から、５年間

の操業延長についての合意を得まして、平成２７年１１月１２日と１３日に、それぞれの

団体と、５年間の操業延長に関する覚書を締結いたしました。 

また、これを受けまして、１２月２４日には、関連する協定・契約における、操業期間に

関する規定の変更を行いました。 

 

５年間の操業延長によりまして、かずさクリーンシステムの操業期間は、平成３８年度ま

でとなりました。 

平成３９年度以降の、君津地域の次期廃棄物処理施設の建設に関しましては、現在、君津

４市で、その建設場所なども含めて、協議を進めているところでございます。 

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。 

 

 

■斉藤会長  ありがとうございました。ここで、議事から脱線いたしまして、この集まり

の大前提である、この審議会の目的を事務局より説明していただきたいと思います。江尻

課長、お願いします。 

○江尻課長  ただいま会長から仰せつかりました、この審議会の目的についてですが、冒

頭説明がなかったことにつきましては誠に申し訳ありません。 

廃棄物減量等推進審議会につきましては、木更津市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理

等に関する条例に基づき、設置されております。平成５年 11月 25日より設置されており

ます。この目的でございますが、市民に処理責任がございます一般廃棄物の減量化、資源

化及びその適正処理の推進に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査・審議を行っ

ていただくために設置されております。条例のなかでは 15名以内の委員、と定められてお

りますので、９名の皆様にお集まりいただいている次第であります。 

 

 

■斉藤会長  そのような審議会ということで、ご了解いただきたいと思います。 

それでは、ただいまの「一般廃棄物の処理の現状」につきまして、説明に対して質問をお
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受けいたします。どなたかよろしくお願いします。 

 

【質疑】 

◆大曽根委員 はい。 

 

■斉藤会長  はい、大曽根委員お願いします。 

 

◆大曽根委員 会社で働いているときに、ごみを処理する際のことなんですけれども、紙類

の箱物であるとか包装紙であるとか、またはビニールとプラスチックの分け方がわからな

いんです。というのも、私が分別していても、ごみの回収業者は「分けなくていい」って

言って、そのまま持っていってしまうのです。せっかく分別したのに、燃えるごみの扱い

になってしまうのです。私の分け方が悪いんでしょうか、お聞きしたいです。 

 

■斉藤会長  木更津市民の大きな悩みどころの一つだと思いますね、ここのところを事務

局より説明願えるでしょうか。二つの質問がありました。 

 

○大森副主幹 はい、会長。 

 

■斉藤会長  大森さん、お願いします。 

 

○大森副主幹 ただいまの質問でございますけど、一つ目は包装紙と紙箱の分別についてで

すね。 

ダンボールとそれ以外の紙については、別の分類でして、今一度紙の分類について確認し

ますと、新聞・雑誌・段ボール・紙箱・紙パック、それ以外のものについては雑紙という

扱いになっております。いま仰った包装紙であるとか、例えばレシートであるとか、新聞・

雑誌・段ボール・紙箱・紙パックにあてはまらないものは、雑紙としてそのまま縛ってい

ただくか紙袋に入れて出していただければ回収いたします。 

 

◆大曽根委員 レシートはダメですよね。 

 

○大森副主幹 レシートもオーケーです。ただ個人情報が入っているものなどには注意が必

要ですが。レシートのような細々した紙類はなにか紙袋などにまとめていただいて出しま

す。小型の紙類でも、断面に波型のクッションのような形状があるものは段ボールの分類

になります。 

これら紙類の分類や、この後申し上げるプラスチックとペットボトルの分類についても周

知が不徹底な面がありまして、ホームページや回覧等を活用して、今後より分かりやすい

お知らせを心がけていきたいと思っております。 

次に、ビニールやプラスチックについてですが、プラスチック製品は大きく分けて、びん・

かん・ペットボトルのペットボトルにあたるものと、あと容器包装プラスチックに当ては
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まるものがあります。びん・かん・ペットボトルが緑の袋、容器包装プラスチックが黄色

の袋であります。 

 

◆大曽根委員 その、黄色の袋がわかりづらいんです。 

 

○大森副主幹 びん・かん・ペットボトルは、いわゆるペットボトル、飲み物が入っている

透明のもの。それ以外の容器包装プラスチックは黄色の袋で出していただくんですけれど

も。 

 

◆大曽根委員 触った感じがビニールみたいに柔らかいんですよね。これが容器包装プラス

チックなのかなと思いますけれども、それ以外に硬いものでもリサイクルのマークがつい

ていたりするんです。 

 

○大森副主幹 材質によって硬いもの柔らかいものそれぞれございます、目印はいま仰って

いただいたように「プラ」と四角いところに描いたマークがございますのでそちらを目印

にしていただいて、「プラ」というマークがついたものは全て容器包装プラスチックのほう

に入れていただいてオーケーです。もしわからないものにつきましては事前にクリーンセ

ンターまち美化推進課にご相談いただければ結構です。どうしても判別がつかないもので、

量が少量であれば燃やせるごみの分類で出すように案内することもございます。あともう

一つ大前提としては、汚れのあるものについては再生が難しいものになるので、燃やせる

ごみに出すように案内いたします。 

 

◆大曽根委員 食用油のボトルはどうですか。 

 

○大森副主幹 食用油のボトルは、一晩くらい逆さにしておいていただければ、逆さにして

油が落ちない程度になっていれば、洗剤等で中身を洗っていただかなくても排出可能です。 

 

◆大曽根委員 漬物の入っていた袋についてはどうですか。においもありますが。 

 

○大森副主幹 水を切っていただいて、汚れがないのであれば、においは関係なく容器包装

プラスチックで出していただいて結構です。 

 

◆高橋委員 いまの、大曽根委員の質問は、事業所のごみについての質問ではなかったでし

ょうか。 

 

◆大曽根委員 家庭のものについても聞きたかったのですが。当初の質問としては事業所の

ことについてです。 

 

◆高橋委員 いま、事業系のごみと、家庭系のごみと、話が一緒になってしまっていません
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か。 

 

○江尻課長 大曽根委員が仰っているのは、事業所のごみが、一般廃棄物の収集運搬許可業

者によって、せっかく分けたのに燃やせるごみと一緒くたに燃やされてしまっているので

はないか、ということですかね。 

 

■斉藤会長 ちょっと、私に話をさせてください、これは、再利用される以外のごみがかず

さクリーンシステムに運ばれていると。そのほとんどは実を言うと分別しなくても、燃や

すことが可能なシステムなんですよ。ですので、一度この審議会でかずさクリーンシステ

ムを見学すれば、本当に我々がせっかく分別したのにな、という思いが湧いてくるのかも

知れないとも思います。もし時間があれば、この審議会の皆様で新年度を迎えるにあたっ

て機会を設けてかずさクリーンシステムを見学することができればと思います。 

しかし、いま世界は資源を再利用するという形で動いており、大曽根委員のようにごみを

きちんと分別をするのが常識であるますが、一方で、事業系のごみについては、下手をす

るとごみは全て燃やしてくれるよというのが四市のごみのシステムなんです。このシステ

ムを理解したうえで、もっと資源を再生してほしいというのが行政の願いなんです。です

ので、システムと本来の仕事とが食い違っている部分がありますが、そこのところを踏ま

えて話し合っていく、ということでいいでしょうか。 

 

◆高橋委員 はい、会長。 

 

■斉藤会長 はい、高橋委員。 

 

◆高橋委員 いま話のあった、かずさクリーンシステムでなんでもかんでも燃やしているっ

ていうのはちょっと違うと思います。事務局はよく知っていると思いますけど。大曽根委

員の言った、事業系のごみについては、家庭系のごみとは違っていて。家庭系のごみは皆

さん有料化したごみ袋を購入してその袋で出す形になります。事業系については、リサイ

クルしなさいよというところが行き届いてなく、かたや産業廃棄物についてはシステムが

できているのですけれども、事業系一般廃棄物については、市の行政では１００パーセン

トリサイクルできるようなシステムを確立できていないんです。 

非常にこの仕事は矛盾している部分がありまして、一つの例を言いますと。JRの駅があり

ますね。その駅の職員が飲み食いした容器については一般廃棄物になります。その駅の利

用者が飲んだペットボトルだとか缶だとかびんだとかは産業廃棄物になります。その出

方・誰が出すかによって廃棄物の分類が変わってくるのです。 

 

◆大曽根委員 誰が分類しているんですか、それは。 

◆高橋委員  それは法律に定めがありますが、日本の法律の悪いところもあって、難しい

点であります。事務局が詳しいので誰か説明願います。 
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○大森副主幹 私が説明いたします。事業系ごみの分類については、自治体ごとに法律の解

釈が異なるほど非常に難しい部分がありまして、ただいまの JRの例で言いますと、お客さ

んが飲んだものについては、JRの仕事の中の一環で発生したごみであるというので、JR

が出した産業廃棄物であるという見方をとり、ただ JRの社員が食べたものについては、ご

飯は誰でも食べるものであるので、個人個人が会社の事業活動とは関係無しにご飯を食べ

ることによって発生させたごみであるので産業廃棄物とは見なさず、一般廃棄物であると

いう見方をとるのが他の自治体でも多い立場であると把握しています。 

 

■斉藤会長 では、その事業系廃棄物の中に含まれたペットボトルはどこにいくのでしょう

か。 

 

○大森副主幹 事業系のペットボトルですね。佐久間という木更津のリサイクルセンターで

すね、ペットボトルのリサイクルを行っている。そこで収集業者を直接に受け入れている

ようですので、きちんと仕分けしたものについては佐久間でリサイクルされます。 

ですが、あくまで事業系のごみについては事業者責任でありますので、排出されたごみの

行方について、市が全て把握しているわけではありませんので、大曽根委員の仰るように

リサイクルできるはずのごみが、燃やされているという面はあるのではないか、というと

ころです。 

 

◆大曽根委員 では、結局分けなくていいんですね。 

 

■斉藤会長  これはこの審議会では言ってはいけないことであるとは思いますけれど、極

論はそうなんですよ。いろいろと矛盾があるところですけれども、リサイクルできるもの

はリサイクルしようという大前提のもとでこの審議会が行われる、ということであると思

います。 

では、ほかに。 

 

◆川崎委員  はい。 

 

■斉藤会長  川崎委員。 

 

◆川崎委員  いまの話と関連性があるんですけれども。私は飲食店組合から来ているんで

すけれども、飲食店についてはいま大曽根委員が仰ったみたいに、一つにまとめて出すん

ですけれど。家庭で出す場合については、ペットボトルはシールとキャップは分けるんで

すか。 

 

■斉藤会長  事務局、回答願います。 

 

○鴻巣事務員 では私が回答します。家庭から出るものに関しては、キャップ・フィルムは
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容器包装プラスチック、黄色の袋の分類になります。ペットボトルそのものは緑の袋で分

けます。 

 

◆川崎委員  実際現実には、そのように細かく分類している家庭は少ないのでは。分かり

づらいし面倒であると思われる。 

 

○鴻巣事務員 各家庭への分別意識の浸透が難しいところであるので、今後も周知を徹底し

ていきたいところではあります。 

 

◎小山部長  はい。 

 

■斉藤会長  部長、どうぞ。 

 

◎小山部長  こちらの、分別の件に関しては、この三月議会でも質問が出まして、私が答

弁したわけでありますが、びん・かん・ペットボトルが緑の袋ですね。ここで言っている、

ペットボトルというのは、（議場内にあるペットボトルを指差して）こういう形をしている

と皆さんなんでもペットボトルだと勘違いしてしまうんです。 

 

◆川崎委員  ペットボトルはガラスの類でなく。ラベルに三角のマークの中に、１と書い

てありますよね。 

 

◎小山部長  はい。このペットボトルというのは原料で分類しているんです。原料の PET

を使った容器が、びん・かんと一緒の袋なのです。ところが PETではなく、プラスチック

であるとかビニールであるとかそういったもので作った容器包装プラスチックの分類にな

るものがペットボトルと間違えられているのです。ですから、形が同じようであっても原

料で分類しているのです。こちらについては市民の方に間違えられ易くなっているなか、

私共も情報の発信が不足しているところでありますので、周知をもっとしていきたいと思

っております。 

 

◆高橋委員  ペットボトルのラベルの分別マークも不親切ですよね。本来容器包装プラス

チックになるはずのラベルに、PETという本体部分に関する分別のマークがついている。 

 

○大森副主幹 そのことについて補足しますと、PETのもの、ペットボトルは非常に特別で

して。他の容器包装プラスチックに分類されるものは、基本的に再生利用を考慮しないつく

りをしているのですが、ペットボトルのみはリサイクルすることを大前提に作っているので、

着色することも技術としてはできるものの、日本国内では無色透明で製造されています。リ

サイクルするために規格を統一しているのですね。ですので、ペットボトルのみは特別で、

びん・かんと同様にリサイクルすると。その他の雑多なプラスチック容器については、全部

容器包装プラスチック、と。 
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■斉藤会長  よろしいでしょうか。 

 

◆川崎委員  はい。 

 

■斉藤会長  では、ほかに。 

 

◆藤平委員  はい。 

 

■斉藤会長  藤平委員。 

 

◆藤平委員  小学校四年生では、ごみの分別の勉強をします。そのときには、市から渡さ

れたガイドブックを基にごみの分類表を見て、学校で３Ｒの勉強をしているわけです。 

ところが先ほど、本音と建前のような話があり。実際に市の行政としては、市内の人口増

であるとか商業施設の発展に伴ってごみの量がどんどん増加しているということに対して、

分別やリサイクルの啓発に遅れをとっているというのが現状ではないかと感じました。 

実際、資料中に平成 32年度までの達成目標がこの資料中に掲げられているわけですが、具

体的にここに近づく為にどのような取り組みをしていくのか、というのをスケジュールな

りなんなり、前進が見られるような施策を小さなことでも積み重ねていき、子供たちに教

えていることが嘘じゃないんだよ、ってことを伝えていきたいんです。皆さんのお考えを

いただいて、学校のほうでも活かしていきたいなと思っています。 

 

■斉藤会長  誰にお答えいただきましょう。 

 

○江尻課長  はい。 

 

■斉藤会長  江尻課長。 

 

○江尻課長  藤平先生、貴重なご意見ありがとうございます。当然、学校現場で、かずさ

クリーンシステムの見学をはじめ、その他行政施設に関する勉強をしてらっしゃるとおも

います。やはりごみに関しては人間が生きている以上必ず発生するものでございます。市

のほうで設定した平成 32年度までの目標値に関しましては、現状ではなかなか難しいもの

と思います。ですが学校現場におかれましては、小さいうちからごみの勉強を、と取り組

んでらっしゃると思います。木更津市においては他市に比べてそれなりの分別収集が行わ

れているもとの思っております。事実市の人口増加に伴ってごみも徐々に増えてはいると

ころではありますが、事業系に比べて、家庭系については、県や国のデータに比べてみて

も、木更津市の家庭は分別をきちんとして排出する方向になっているものと感じておりま

す。一方事業系に関しましては、商業施設などの増加に伴って他市からの人の流入も著し

くなっております。ごみに関しては先ほどもあったとおり事業者に適切に処理する責任が
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あるものであります。市にも当然市内の一般廃棄物を処理する責任があるところでありま

す。それぞれの立場が責任を持っているなかで、先ほどの目標値を達成するということは

難しい状況ではありますが、子供たちに嘘を教えてしまったということのないように取り

組んでまいりますので、ご協力お願いいたします。 

 

◆藤平委員  子供たちにはもちろん、ごみの分別を指導してまいりますので、よろしくお

願いします。 

 

■斉藤会長  それでは、ほかに。 

 

◆大曽根委員 はい。 

 

■斉藤会長  大曽根委員。 

 

◆大曽根委員 生ごみのことなんですけれども。生ごみは、資源であると思ってるんです。

だから、堆肥とかバイオマスだとか、そういうものに将来つかっていければと思うのです

けれど。電気で動く、生ごみ処理機をもっと安く購入できればと思うのですけれど。たぶ

ん、何万円とすると思うんです。 

 

○江尻課長  会長。 

 

■斉藤会長  課長。どうぞ。 

 

○江尻課長  はい。いま話のあった生ごみ処理機についてですけれども、市のほうでは助

成事業ということで、電気で動くものは一台あたり通常５万円ほどすると思いますが、補

助については２万５千円を限度に、購入金額の２分の１を補助金として助成しております。

あと、生ごみについてはコンポストや密閉容器がございます。コンポストについては、１

基あたり６千円を限度に助成しております。密閉容器、蓋をするものについては、１基あ

たり３千円を限度に助成しているのであるのですが、コンポスト・密閉容器については、

市民にはなかなか扱いづらい面もありますが、市としては電気で動く生ごみ処理機と併せ

て助成しているものです。助成事業は、ホームページであるとか広報であるとかで活用を

周知しているところでありますが、生ごみの減量としてご利用いただければと思います。 

 

◎小山部長  会長。 

 

■斉藤会長  小山部長、どうぞ。 

 

◎小山部長  実は、生ごみの堆肥化についてなのですが。微妙な話にはなるのですが。あ

る市内の事業者より、市のほうに一台数百万するような生ごみ処理機を寄贈したいという
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申し出がありまして、市で受け入れることとなりました。市では設置や維持に費用がかか

るところではありますが、財政にかけあって予算化する方向で話を進めております。クリ

ーンセンターに生ごみ処理機を設置し、市内の一部の小中学校、あと保育園の給食の残さ、

それらを全て堆肥化しようという取り組みです。近い将来、市内の小中学校および保育園

の給食を全て堆肥化してリサイクルすることが実現されるようにしていきたいというとこ

ろであります。 

 

○大森副主幹 はい。 

 

■斉藤会長  どうぞ。 

 

○大森副主幹 先ほど、コンポストと密閉容器の助成金の話で、助成金の金額についてです

が、密閉容器を３千円と申し上げましたが、訂正させていただきます。コンポストと密閉

容器どちらも、購入金額の２分の１を助成対象としまして、上限額は６千円となります。

ちなみに、事前配布資料の清掃事業概要の２８ページに実績等の記載がございます。 

 

■斉藤会長  はい。ほかにございませんか。 

それでは質問終局と認めまして、次の議題に進めさせていただきます。 

 

 

⑶ 来年度の審議会スケジュールについて 

■斉藤会長  議題⑶の来年度の審議会スケジュールについて、事務局より説明をお願いし

ます。 

 

【事務局説明】 

○鴻巣事務員 平成２８年度の廃棄物減量等推進審議会の開催予定について、説明いたしま

す。 

お手元の資料、Ｈ２８年度廃棄物減量等推進審議会開催予定をご覧下さい。 

平成２８年度は、審議会の開催を３回予定しています。 

開催趣旨といたしましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で規定されている、一般

廃棄物処理基本計画の改定及び消費税増税に伴う廃棄物処理手数料の見直しを議題とする

予定です。 

まずはじめに、一般廃棄物処理基本計画につきましては、廃棄物の処理に伴う課題の整理

及び減量化の目標値を定め、平成２９年度からの１０年計画を新たに策定するものです。 

主な、スケジュールといたしましては、７月の審議会にて、業務委託内容や作業スケジュ

ールの報告をしたいと考えています。それを踏まえ、計画の策定を進め、１０月の審議会

にて、諮問をし、１１月の審議会にて、答申をいただき、素案を決定し、１２月に議会説

明と意見公募を行った後、２月には計画の決定をし、３月に公表を行う予定です。 
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続きまして、廃棄物処理手数料の改定についてですが、こちらも一般廃棄物処理基本計画

と並行し行う予定でございます。７月の審議会にて、手数料設定の方針をご説明し、１０

月の審議会で諮問、１１月の審議会で答申の後、１２月議会にて手数料改定にかかる条例

改正議案の提出と議会説明及び市民への周知を行い平成２９年４月１日より施行する予定

となっています。 

本市及び近隣市の手数料の状況については、別添の近隣市のごみ・し尿処理手数料状況調

をご参照下さい。 

 

以上、非常に雑駁ではございますが、廃棄物減量等推進審議会開催予定の説明を終了いた

します。 

 

■斉藤会長  ただいまの事務局の説明に関し、質問等ありましたら、お願いいたします。 

 

【質疑】 

◆高橋委員  はい。 

 

■斉藤会長  高橋委員。 

 

◆高橋委員  基本計画の改訂と同時にごみ処理手数料の改定ということですが、いま事務

局の説明を聞くと、平成２９年４月から消費税が増税されることを見込み、それに伴って

の手数料改定ということでよろしいでしょうか。 

 

○江尻課長  はい。 

 

■斉藤会長  江尻課長。 

 

○江尻課長  ただいまの説明では、消費税増税に併せまして手数料改定という話がなされ

ましたが。消費税の増税とは別にして、現行の手数料になってから相当年数経過している

というのも現状でございます。処理手数料の改定は消費税が上がるから、というわけでは

ないところであります。 

 

◆高橋委員  手数料の改定と、消費税増税との関係性をはっきりさせていただきたい。 

 

○江尻課長  基本的に、処理手数料の改定は考えております。消費税が実際に増税するか

どうかは別として。 

 

◆高橋委員  では、消費税増税とは関係なく、処理手数料を改定していきたいということ

ですね。 
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◎小山部長  補足いたします。消費税につきましては、既に５から８に上がっているわけ

ですが、次に１０に上がるときに処理手数料を見直そうという見通しがあったわけです。

仮に消費税が１０に上がらなかったとしても既に５から８に上がった分について何かしら

反映しなければならないという風に思っております。それと近隣市の状況ということで、

木更津市のごみが２０㎏単位でごみの計量を行っていますが、近隣３市は全て１０㎏ごと

にごみの計量をおこなっているのであるのでそこも含めて考え直していきたいと思ってい

るところです。それと、市指定ごみ袋の料金について、いままで４市の足並みが揃ってい

なかったところが、この平成２８年４月から４市で揃う形になりますので、ごみの処理手

数料についても近隣市と揃える方向にすると利用者の利便性も高まるかとも思われますの

で、来年４月より手数料を改定していきたいと思っております。 

 

■斉藤会長  高橋委員の言った、消費税の上がったことによる影響というのはあるのです

ね。 

 

◎小山部長  ございます。本当を言えば５から８に上がったときに手数料に反映していれ 

ばよかったものでありますが、次に８から１０という国の方針がありましたので、そのと

きにあわせてと当初から考えていたわけです。 

 

 

■斉藤会長  ほかに質問はあるでしょうか。 

それでは質問終局といたしまして、次の議題に進めさせていただきます。 

議題⑷の 「その他」ですが、何か委員の方々、 

ご意見等ございますでしょうか。 

 

議題⑷ 「その他」 

【意見等】 

無し。 

 

■斉藤会長  無いようですので、終了とさせていただきます。 

次回の審議会は、事務局と相談しまして、ご通知させていただきます。また、先ほどの説

明で不明な点、意見等がありましたら、事務局までお願いいたします。 

以上で、木更津市廃棄物減量等推進審議会を閉会します。今後ともよろしくお願いいたし

ます。 

ありがとうございました。 

○大森副主幹   斉藤会長、ありがとうございました。 

以上をもちまして、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。 
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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２８年 ３月３１日 

 

署名人  長 田  修 ○印  

 


