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会 議 録 

 

会 議 名 平成３０年度木更津市廃棄物減量等推進審議会 

開 催 日 平成３０年１２月２０日（木） 
場 所 

駅前庁舎 

防災室・会議室 時 間 午前１０時００分 ～ 午前１１時３０分 

出 席 者 【委 員】 

岡田 貴志 

榎本 聡 

清水 一太朗 

西澤 光 

野瀬 佐和子 

野田 義文 

齋藤 幸江 

四宮 清志 

高橋 幹雄 

 

【事務局】 

江尻環境部長 時松環境部次長兼環境管理課長 

平野まち美化推進課長 伊藤副課長 嶋村主事 加藤事務員 

欠 席 者 【委 員】 

國吉 俊夫 

次 第 １ 開  会 

２ 委嘱状交付 

３ 市長挨拶 

４ 事務局職員紹介 

５ 議題 

⑴  会長及び副会長の選出について 

⑵  ごみ処理手数料（自己搬入分）の改定について 

⑶  その他  

６ 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 ・ 委員名簿 

・ 会議次第 

・ 木更津市廃棄物減量等推進審議会運営規則 

・ 事務局職員名簿 

・ 会場配置図 

・ ごみ処理手数料（自己搬入分）の改定について 

概 要 別紙のとおり 
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【 概要 】 

 

１ 開 会 

 

○司 会   本日はお忙しい中、委員の皆様におかれましては木更津市廃棄物減量等推進

審議会にご出席いただきましてありがとうございます。会議に先立ちまして、会議の公開に

ついて説明させていただきます。木更津市審議会等の会議の公開に関する条例第３条「審議

会等の会議は、これを公開とする。」の規定により、審議会は原則公開となっております。本

日は見えておりませんが、傍聴人の方がお見えになったときはお入りになっていただくこと

となっておりますので、ご承知おきください。 

また会議録につきましても、市のホームページ及び市役所朝日庁舎２階の行政資料室におい

て、公開することとなっておりますので、あらかじめご承知おきくださいますようお願いい

たします。 

それでは只今から、平成３０年度木更津市廃棄物減量等推進審議会を開催いたします。 

私、本日の司会を務めさせていただきます、環境部まち美化推進課の副課長の伊藤と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

これより、本日配布いたしました資料のうち、次第により会議を進行させていただきます。 

それでは最初に、委嘱状の交付をいたします。委嘱状は、名簿順に交付いたします。委員名

簿につきましては、お配りした資料にございますのでご覧ください。委員の皆様におかれま

しては、恐れ入りますが、ご起立いただきたいと存じます。 

 

【委嘱状交付】 

 

それでは続いて、開催にあたりまして、市長からご挨拶申し上げます。 

 

◎市 長   皆さん、こんにちは。市長の渡辺でございます。 

本日、皆様には、大変お忙しいところ、廃棄物減量等推進審議会にご出席いただき、誠にあ

りがとうございます。また、ただいま委嘱状を交付させていただきました１０名の皆様には、

委員ご就任を快くお引き受けいただきましたこと、重ねて、お礼申し上げます。 

これから委員の皆様には、それぞれの お立場から、本市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、よろしくお願い申し上げます。 

さて、これまで、本市では、大量生産・大量消費・大量廃棄の社会システムから、資源循環

型の 社会システムへの移行を目指し、様々な分別収集、資源化に取り組み、廃棄物の再生利

用を進めて参りました。 

しかしながら、近年、家庭系ごみの排出量は 減少傾向にあるものの、事業所数の増加に伴い、

事業系ごみの排出量が増加し、ごみの総排出量は、増加傾向となっております。このような

ことから、今後、より一層ごみの発生抑制や再生利用、さらに適正処理などに取り組んでま

いりたいと考えております。 



 - 3 - 

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、

木更津市の一般廃棄物処理手数料の改定について、ご説明させていただきます。委員の皆様

方には、忌憚のないご意見を賜りますよう、お願い申し上げまして、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。 

 

○司 会   ありがとうございました。それでは、誠に申し訳ございませんが、市長は公

務のためここで退席させていただきますのでご了承ください。 

 

○司 会   続きまして事務局職員の紹介をさせていただきます。初めに、環境部長、江

尻益男でございます。続きまして、環境部次長兼環境管理課 課長、時松和弘でございます。

続きまして環境部まち美化推進課 課長、平野義視でございます。続きましてまち美化推進

課 主事、嶋村真帆でございます。続きましてまち美化推進課 事務員、加藤 祐輝でござ

います。私、まち美化推進課 副課長、伊藤修でございます。よろしくお願いいたします。 

ここで、新たな委員になって最初の会議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、岡田委員か

らお願いできますでしょうか。 

 

【自己紹介】 

 

○司 会   ありがとうございました。 

続きまして、本日お配りした資料の確認をさせていただきます。まず、委員名簿、会議次第、

木更津市廃棄物減量等推進審議会運営規則、事務局職員名簿、会場配置図、ごみ処理手数料

（自己搬入分）の改定についての資料をお席に置かせていただいております。過不足がござ

いましたらお知らせください。なお、本日の審議会は、委員１０人中、９人のご出席をいた

だいており、過半数に達しておりますので、木更津市廃棄物減量等推進審議会運営規則第３

条第２項の規定により会議は成立しております。 

 

○司 会   それでは議事に入ります。 

まず、次第にお示ししております、会長、副会長の選出についてでございます。会議の議長

は、木更津市廃棄物減量等推進審議会運営規則第３条第１項の規定により会長が務めること

となっておりますが、本日の会議は、今期の審議会委員として委嘱させていただきましてか

ら、初めての会議でございますので会長、副会長が決まっておりません。そこで、会長が選

出されるまでの間、議事を進行いたします仮議長が必要となります。ここで、慣例によりま

して、事務局から江尻部長が仮議長を務めさせていただきたいと存じますので、ご了承くだ

さるようお願いいたします。江尻部長、仮議長席へ移動をお願いいたします。 

 

○仮議長    ただいま司会から説明がありましたとおり、会長が選出されるまでの間、

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。それでは、座らせていただ

いて議事を務めさせていただきます。 



 - 4 - 

では、議題（１）「会長及び副会長の選出について」を議事といたします。 

木更津市廃棄物減量等推進審議会運営規則 第２条第 1項及び第２項により、「審議会に会長

及び副会長を各１人置き、委員の互選により定める。」こととなっております。 

まずは、会長の選出についてお諮りいたします。選出方法は、いろいろとございますが、い

かがいたしましょうか。 

 

【「推薦」との声】 

 

ただいま、「推薦」、とのご提案がございました。他にご意見はございますか。 

他にご意見がないようですので、会長は推薦により選出することとさせていただきます。 

それでは、どなたかご推薦をお願いいたします。 

 

【「岡田委員推薦」の発言あり】 

 

ただいま、榎本委員から、会長に岡田委員の推薦がございました。委員各位のご賛同をいた

だければ、会長に岡田委員を選出いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

【「異議なし」の声】 

 

「異議なし」の発言がありましたので、ご賛同いただけたものとし、会長に岡田委員を決定

いたします。選任されました岡田委員におかれましては、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いたします。以上を持ちまして、仮議長の職を解かせていただき

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。 

 

○司 会   それでは、岡田会長、会長席へ移動をお願いいたします。では、ここで岡田

会長から、ごあいさつをお願いいたします。 

 

◎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岡

田でございます。よろしくお願いいたします。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。 

 

○司 会   ありがとうございました。それでは、木更津市廃棄物減量等推進審議会運営

規則第３条第１項によりまして、岡田会長、会議進行のほど、よろしくお願いいたします。

それでは、引き続き会議を進めます。皆様のご協力をいただきまして、会議を円滑に進めて

まいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは次に「会長、副会長の選

出について」のうち、副会長の選出についてお諮りいたします。選出方法はいろいろとござ

いますが、いかがいたしましょうか。 
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【「推薦」との声あり】 

 

ただいま、「推薦」とのご提案がございました。他にご意見はございますか。他にご意見がな

いようでしたら、委員各位のご賛同をいただいて、推薦により副会長を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】 

 

それでは、どなたかご推薦をお願いいたします。 

 

【清水委員推薦の発言あり】 

 

ただいま、高橋委員から副会長に清水委員の推薦がございましたが、他にございませんか。 

それでは、委員各位のご賛同をいただければ、副会長に清水委員を選出いたしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

 

【「異議なし」の声あり】 

 

「異議なし」の発言がありましたので、ご賛同いただけたものとし、副会長に清水委員を選

出いたします。選出されました清水委員におかれましては、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。それでは清水副会長より、ごあいさつをお願い

いたします。 

 

○清水副会長 ただ今、ご推薦によりまして、副会長を仰せつかることになりました、清水

でございます。今後、会長のもと、皆さん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。簡単ではありますが、ご挨拶といたします。 

 

◎会 長   ありがとうございました。 

それでは次に「木更津市審議会等の会議の公開に関する条例施行規則」第６条の規定により、

会議録の内容について審議会等が指定した者の確認を得ることとなっておりますので、会議

録署名委員を１名選出したいと思いますが、いかがいたしましょうか。 

意見がないようですので、会長一任でよろしいでしょうか。 

 

【「異議なし」の声あり】 

 

ありがとうございます。異議なし、との声がありましたので、わたしから指名させていただ

きます。四宮委員 にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

それでは議題（２）ごみ処理手数料（自己搬入分）の改定について、事務局から説明を求め

たいと思います。 
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○嶋村主事 それでは、私から、一般廃棄物処理手数料改定について、説明させていただき

ます。７月に開催いたしました審議会の説明と繰り返しになる部分もございますが、新たな

委員の方もおりますので、ご説明させていただきます。 

お手元にお配りいたしました資料に沿って説明させていただきます。 

「ごみ処理手数料（自己搬入分）の改定について」という資料をご覧ください。 

では、１ページのごみ処理手数料の改定状況から説明させていただきます。 

今回改訂を検討している手数料は、太線で囲んであります、家庭ごみのクリーンセンターへ

の持ち込み（小動物除く）と事業ごみのクリーンセンターへの持ち込みの２つとなります。

まず、この２つの手数料は直近の改定は、平成 19年 10月にそれまで 20㎏までごとに 100

円としていた家庭ごみの自己搬入を 130円に、また、20㎏までごとに 150円としていた事業

系一般廃棄物の自己搬入を 20㎏までごとに 180円に改定いたしました。その後、平成 10年

4月に、家庭系の自己搬入のごみにつきましては、それまで無料としていましたが、20㎏ま

でごとに 100円と有料化しました。併せまして、事業系ごみについては、以前から有料化し

ており 100㎏までごとに 300円としておりましたが、家庭ごみにあわせて 20㎏までごとに

150円に改定しました。 

なお、平成 16年 4月にそれまで無料としていた家庭ごみの可燃ごみ、不燃ごみをステーショ

ンに排出する際に使用する指定袋の有料化、また、せん定枝をステーションに排出する際に

使用する処理券の有料化をいたしました。小袋を 1枚 20円、中袋を 1枚 30円、大袋を 1枚

45円、また剪定枝処理券が１枚 40円と改定を行い、平成 13年 4月には、粗大ごみのステー

ション収集の関係で、収集を道路通行の安全性の確保から廃止し、戸別有料収集に変更し、

料金は１点 800円といたしました。 

次に２ページをご覧ください。この資料は、近隣 3市ほか、他市との一般廃棄物処理手数料

の比較です。本市の手数料につきましては、現在の金額となっており、20㎏までごとに家庭

系ごみは 130円、事業系一般廃棄物は 180円、産業廃棄物は 500円としています。次に、家

庭系ごみからですが、君津市につきましては、10㎏までごとに 180円、富津市では、10㎏ま

でごとに 90円、また袖ケ浦市は 10㎏までごとに 100円となっております。また、事業系一

般廃棄物につきましては、君津市では 10㎏ 150円、富津市は 10㎏ 210円、袖ケ浦市は 10

㎏ 150円となっております。近隣 3市以外の市の処理手数料については、２ページから３ペ

ージにかけて載せております。近隣 3市は 10㎏ごとに設定しており、本市は 20㎏ごとに設

定をしています。本市は 20㎏ 130円、10㎏で考えると 65円となり、近隣 4市の中では一番

低い処理手数料となっております。 

続いて４ページをご覧ください。この資料は搬入形態別ごみ収集量の推移です。平成 27年か

ら 29年度まで過去 3年の家庭系ごみ、ステーション収集の収集量、それと自己搬入の量、ま

た事業系ごみの自己搬入及び許可業者搬入別等の収集量の推移です。過去 3年のみを見ると、

まずごみ収集量の合計については、平成 27年から 29年にかけて、年々減少しています。家

庭系ごみのみを見ていただきますと、家庭系ごみはステーション収集、自己搬入ともに減少

傾向にあります。また、事業系につきましては、自己搬入と許可業者搬入の合計で申し上げ

ますと、27年にから 29年にかけて年々増加している状況です。また、家庭系ごみの搬入形
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態別収集量をグラフで示しておりますが、平成 18年から 29年までの、棒グラフがステーシ

ョン収集量、折れ線グラフは自己搬入を表しています。ステーション収集量は年々減少して

おり、自己搬入は年々増加している状況です。 

続いて５ページをご覧ください。こちらは自己搬入の手数料につきまして、市の案として示

させていただきます。現在は 20㎏までごとに 130円としており、20㎏を超えて 40㎏未満の

場合は 260円、40㎏を超えて 60㎏未満の場合は 390円というような形で手数料額を計算し

ていますが、この手数料を、市の案といたしまして、最初の 20㎏のみを増額し、その後は

20㎏増えるごとに 130円加算していく、という方法を考えております。 

そして、最初の 20㎏は①200 円②230 円③260 円と考えております。表をご覧いただきまし

て、例えば①の場合、20㎏までのごみを持ち込んだ場合、手数料は 200円となり、20㎏を超

えて 40㎏未満のごみを持ち込んだ場合は 200＋130で 330円、60㎏未満のごみを持ち込んだ

場合は、200+130+130の合計で 460円となります。最初の 20㎏までを増額して、その後は現

在と同様 130円ずつ増加する、というような改定を考えております。 

また、事業系ごみについては、現在は 20㎏までごとに 180円としており、20㎏を超えて 40

㎏未満の場合は 360円、40㎏を超えて 60㎏未満の場合は 540円といような形で手数料を計

算します。こちらにつきましても、家庭系ごみと同じように、最初の 20㎏を増額し、その後

20㎏増えるごとに 180円加算していく、という方法を考えております。 

 最初の 20㎏は①300円②350 円③390円とし、①をご覧いただきますと、20㎏未満のごみ

を持ち込んだ場合は、300円とし、20㎏を超えて 40㎏未満のごみを持ち込んだ場合は 300+180

の合計で 480円、40㎏を超えて 60㎏以下のごみを持ち込んだ場合は 300+180+180の合計で

660円となります。 

また、最初の定額分の案を 200円、230円、260円とした理由ですが、現在、経費をごみ収集

量で割り返すと、1㎏あたりの経費が、34円となっています。市としては 3割の負担をお願

いしたいと考えていますので、1㎏ 34円が、20㎏ですと 680円のうち、3割の負担で 204円

となりますので、200円程度、また、他市とのバランスも考えてこの金額としています。 

また、事業系一般廃棄物につきましては、家庭ごみと異なることや、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律において、事業者自らの処理責任が課せられていることから、現在の事業ごみ

は家庭系ごみの約 1.5倍の 180円としております。なぜ約 1.5倍としているか、という点に

つきましては、従来、自己搬入の手数料を決めていくときに、審議会の方へ諮問させていた

だき、意見を求めて決定しているのですが、その当時に事業者は自己処理責任ということか

ら 1.5倍という数字がそのときに決まったような経緯があります。前回もそういった経緯の

中で 1.5倍ということで進めていましたが、審議会において審議を重ねて結果的には 1.5倍

よりも下回る結果となりました。今回につきましても、審議していく中で、事業系ごみは家

庭系ごみの 1.5倍とすることを目安に検討していきたいと考えておりますので、①として家

庭ごみを最初の 20㎏を 200円とした場合は、事業ごみの最初は 20㎏ 300円とし、その後 20

㎏増えるごとに 180円加算していくというような方法を考えております。また、近隣 3市は

10㎏ごとに 150円の処理手数料としており、20㎏として計算すると 300円となります。改定

案として、300円程度を検討することで、近隣市との均衡も図ることができます。 

前回の審議会で皆様のご意見を伺わせていただきましたので、今回は案として５ページのと
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おり示させていただきました。ご意見等をお伺いできればと考えております。以上です。 

 

◎会 長   ありがとうございました。では、ただいまの説明で質問または意見等がござ

いましたらお願いいたします。 

 

○西澤委員  はい。 

 

◎会 長   西澤委員。 

 

○西澤委員  近隣 3市と比べて安いといっても初めの 10㎏という単位があるほうが、家庭

人としては助かります。いきなり 20㎏なんていったらなかなかですし、そのほかに改定しな

いといけない理由というのが、税金をこれだけ何パーセントつぎ込んでいるから、このため

にですよとか、改定の理由が、しばらく前にやって、もうそろそろだから改定しますという

ような響きに聞こえるのですが、根底になる数字を示してもらいたいのですが。 

 

○平野課長  はい。 

 

◎会 長   平野課長。 

 

○平野課長  今回料金改定を行う目的にいたしましては、こちらに示してありますように

木更津市が一番安い料金設定になっております。正確な数は把握できませんけれども、実は

家庭系にしろ事業系にしろ、木更津市が一番安いということで木更津市に搬入されているよ

うなこともございます。また、費用設定につましては、先ほど説明しましたとおり、1㎏あ

たり 34円の経費がかかっており、それを 20㎏ごとに算出しますと 680円、3割で 204円と

設定させていただきましたけれども、これは例えが違うかもしれませんけれども、例えば医

療費も今は 3割負担といった形でそれなりに排出者の方に費用の方をもっていただくという

ことで今回はそのように改定案を示させていただいております。1kgあたり 34円というのは

他の市に比較いたしますと、本市は 34円ですけれども、他の市にいけば 60円とか 50円とか

なっているので、それなりに努力をして、もちろん市民の方にもごみの排出の抑制をしてい

ただいているんですけれども、費用的には安くはなっているのですが、やはりある程度は負

担していただきたいと考えているために今回提案させていただきました。 

 

○会 長   最初の木更津市の設定というのは、他の市は 10㎏単位であるのに 20㎏で設

定したという理由を教えてください。 

 

○平野課長  大変失礼しました。本市は持ち込みのごみについては、平日 8時 30分から

16時まで、土曜日も 8時 30分から 11時まで受け入れておりますけれども、また、事業系は

土曜日は受け入れていないですが、年末や土曜日、平日もそうなのですが、木更津市は自己

搬入する量が、非常に他市に比べて多いんです。クリーンセンターへ来られる方は、ご存知
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かもしれないですけれども、持ってくる方がいっぱいいらっしゃいまして、国道 16号が通っ

ているのですが、そこまで出てしまって警察からも指導するように、というような形で指導

を受けているところでございます。それで実際の持ち込みごみの集計を毎日出すのですが、

ステーションに出せるようなごみを持ってきている方が実際結構いらっしゃいます。そうい

った方が５割程度実際いらっしゃいます。ステーションに出せるごみであれば１つの大袋に

45円なのでそこで出していただいて、ステーションに出せるごみはステーションに出してい

ただきたい。ただ大量ごみとかはステーションには出せないのでしょうがないのですが、自

己搬入が非常に多い状態ですので、そういったものも合わせて他市からのごみの搬入もある

ので、今回このような料金の設定を考えています。 

 

◎会 長   ステーションに出せるごみまで持ってこられてしまう。それがすごく多い。

ステーションに出せるごみはステーションに出すように、と市としては考えていて、クリー

ンセンターへ持ってくるものについてはそれなりに大きなものを搬入されるというのを考え

て、最初の設定を 20㎏としたのかはわからないのですが、他の市は 10㎏だから、そのあた

りを西澤委員は聞きたいのだと思うので、教えてください。 

 

○平野課長  以前私がクリーンセンターにいたときに、クリーンセンターに来たときには

車に乗ったまま計量機に車を乗せて、ごみを降ろした後にまた車の重さを量る、それで差額

を請求させていただいているんですけれども、当初導入したときが機械が 20㎏単位でと、い

う設定しかできませんでした。ただ、今は 10㎏単位でもシステムの都合でなっていますので、

そのあたりは皆様の意見を聞きながら考えさせていただければと思います。 

 

◎会 長   西澤委員よろしいでしょうか。 

 

○西澤委員  はい。その件はわかりました。更に質問よろしいでしょうか。 

 

◎会 長   はいどうぞ。 

 

○西澤委員  私は時々自分で搬入させてもらうのですが、そのときは今のような国道 16

号まで出ているとかは全然経験がないので、そういうこともあるんだと知りました。私が搬

入するときは、市民であるかどうかと身分証明書の提示を求められて、確かに市民だと確認

していると思うのですが、それでも他市からの持ち込みというのはあるのですか。 

 

○平野課長  実際にあった例ですけれども、車で二人で運転手と助手席に乗っている方が

いらっしゃって、運転手が免許証の確認のために降りたときに、その方が他市、他市のごみ

を持ってきていた、というような事例がありました。そういった場合持ち帰ってもらうので

すが、例えばごみが発生した場所が他市の方で、助手席に乗っている方が木更津の方であれ

ば、その方が降りてくれば、木更津市のごみと思ってしまうので、そういった事例もありま

す。問い合わせの中でも、他市のごみを搬入したいのですが、というのもあり、説明をする
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のですが、自宅から発生したごみですよね、と話をして、そうですと。市内ですよね、と聞

くと、他市です、というような方が結構いらっしゃるので、実際土曜日とかも君津市ではほ

とんど受け入れがないと聞いていてほとんどが木更津市に来てしまっているというようなこ

とがありますので、全部を把握しているわけではないのですが、少なからずそういった方が

見受けられます。事業系ごみの持ち込みが増えていることにつきましても、確かに木更津市

は事業所が増えていますけれども、例えば庭の剪定とかをしたものを他市のごみかどうかは

わからないですけれども、持ってくる方もいらっしゃる事例がございますので、なぜかとい

うと木更津市が安いからということで、そういった事例が多く見受けられるということがご

ざいます。 

 

○西澤委員  ありがとうございました。 

 

◎会 長   他にございますか。 

 

○四宮委員  はい。 

 

◎会 長   四宮委員。 

 

○四宮委員  西澤委員と関連するのですが、まずこの収集経費で 34円ということで 3割く

らい負担するというのは、他市は 60円程度くらいということで、他市に比べれば安い、経費

をおさえていると思うのですが、平成 19年からその間までに、収集経費が上がってきたから

ということだと思うのですが、その上がった原因というのは何なのでしょうか。どのくらい

上がっているのでしょうか。やはりある程度基本的な、根本的なところを示していただかな

いと、手数料値上げしますよと、一般家庭の方もそうですし、許可業者もそうですし、事業

者の方も納得しないと思いますので、しっかりと納得していただけるようなそういう説明が

あったほうが良いと思います。 

 

○平野課長  資料の方が、皆様の手元にはありませんが、平成 20年度で申し上げますと、

じん芥処理費、ごみの処理にかかる経費ですけれども、こちらの方が約 23億 8千万円かかっ

ておりました。平成 29年度の実績ですが、こちらが約 24億 8千万円で、その年によっても

多少前後はございますけれども、処理費が上がっているということになっております。 

 

◎会 長   資料、前回のとき出していましたよね。平成 20年が 23億 8千万、平成 29

年が 24億 8千万ですよね。この 10年間くらいのものって前回ありませんでしたっけ。 

 

○平野課長  清掃事業概要というものを毎年作成しておりますけれども、過去 10年の経費、

ごみ処理費を出している資料になります。手持ちに用意してございませんので、次回資料提

出させていただければと思います。 
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◎会 長   他にございますか。高橋委員。 

 

○高橋委員  先ほどごみが増えているというお話がありましたが、平成 27年から 30年ま

での搬入形態別、27、28、29年とありますけれども、これは総体的には減ってきているので

しょうか。減ってきていますよね。この下の家庭系ごみ搬入形態別の棒グラフですが、これ

も減ってきているのですが、さっき平野課長が言った近隣と比べても確かに安いというのは

明確になっているのですが、近隣からの持ち込みもあるのではないかということですが、そ

のところは、料金はあげようとは私はイコールにはならないと思うのですが。その辺は事前

に入り口で行政の方で他市の持ち込みを防ぐ方法というのはいくらでもあると思うんです。

まずそこのところをきちっと整理していただいて、ごみの発生、住居地域最寄りの市町村に

持ち込んでいる、そこのところを曖昧なまま値段を上げれば持ってこないだろうというのは

イコールにはならないんじゃないかと。君津袖ケ浦木更津富津で広域処理をかずさクリーン

システムで一般廃棄物、産業廃棄物含めて処理してますけれども、その当たりの効率化とい

うか、広域処理によってどのくらいメリットが出ているのか、それはあると思うのですが。

独自で清掃工場を持ってやる数字よりも明らかに低いんじゃないか。そういうメリットも実

際出ているような気はするのですが。だから行政の方でまずはやるべきことをやった中で、

他市の持ち込みを防いだ、そういうことは当たり前のことであって、それが多いから、それ

を高くすれば持ってこないだろうというのは私は本末転倒かなという気がするんですけどね。

逆に言って、木更津市はごみが安いというのも、私はそれはそれで非常に住みやすい街なん

だなという認識を持っていただけると思いますけれども。ごみ処理経費がかかりますけれど

も実際先ほど四宮委員から話もありましたけれども、次回資料を出していただけるというこ

とですけれども、どれくらい経費がかかっているのか、上昇しているのか、あるいは下がっ

ているのか。それを含めて何が何でも周りよりも安いからごみ処理費上げようかというのは

どうなのかなとさっきの説明を聞いていて、実際安いとは思いますよ、それが市民に対して

事業者に対しての説明理由になるのかなという疑問はあります。 

 

○平野課長  説明の仕方が悪かったかもしれませんけれども、基本的にはごみを排出して

いただくときの負担を、事業者あるいは一般家庭の方にお願いしたいということで、必ずし

も他市のごみがということではありません。先ほども受付で他市のごみを判別できるんじゃ

ないかという話なのですが、当然免許証等の確認をしております。ただそれ以上のことは現

時点ではできません。先ほど申し上げましたとおり、他市の方が木更津市に持ってくるとい

うことも受付に来て、それが他市から出たごみということまでは判別の方はできませんので、

現状やれることはやってはおりますけれども、それでもやはり木更津が安いということで持

ってきている方はいらっしゃいます。それについてはまた今後どう対応していくかというこ

とは検討をしていきたいとは考えております。それから、広域化についての話ですけれども、

議会等で報告はさせていただいたのですが、木更津市が単独でごみの焼却をやった場合と 4

市で KCSの方で処理をお願いしていますけれども、20年間で約 40億、1年間で約 2億円の削

減につながっているということで議会の方に報告の方をさせていただいております。それは

木更津市だけではなくて、各市それぞれが市によって異なりますけれどもメリットはござい
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ます。今回の処理改定について先ほど申し上げましたとおり、排出者の方にお願いするとい

うことで排出の抑制、それから資源化できるものは資源にしていただきたいという思いがご

ざいますので、ただ単純に他市のごみの受け入れを規制するとかそういう意味ではございま

せん。その辺はご理解いただければと思います。 

 

◎会 長   高橋委員よろしいでしょうか。 

 

○高橋委員  はい。今の説明でわかりましたけど、わかったというか、数字的なものはま

たあると思うのですが、あとはどうしても木更津だけ 20㎏という計測方法になっているので、

ここのところは 10㎏に直してあげないと、比較というか非常にわかりづらい。それは当初計

量システムが 20㎏単位で、最初の計量単位が 20㎏だったということで、それは確かに昔は

そうだったような気がするんですけれども、今それが改善されているのであれば、それは改

正案にしても 10㎏単位にするべきではないかと思うのですが。非常にわかりづらいと思うの

ですが。 

 

○平野課長  今回皆様にいただいた意見については今後参考にさせていただきます。確か

に木更津市だけが 20㎏単位になっているので、その辺についてはまた検討のほうさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

 

◎会 長   では、西澤委員。 

 

○西澤委員  他市だと私達高齢者のインフルエンザの予防接種は無料のところ、私達市民

は 1,000円支払うんですが、袖ケ浦市民の方はいいね、と思ったりしているのですが、ごみ

の処理は安いというのは私はここで初めて知ったのですが、アピールポイントにもなります

ので、なるべくなら低く抑えて、だけどごみは安いのよ、とせめて言えるように、会話の中

でどうしても差が出てくるんですね。特に袖ケ浦の人と話すと、それも有料なのと言われて

しまうので、そのときごみは安いのよと言えるように頑張ってください。それと私いつも思

うんですが、ごみ搬入したときにバックしてごみの種類によって降ろすところがあるのです

が、降ろすのはあなただよと。近寄ってくるのは 3人ということはなくて、いつも 4人くら

い作業着を着た人が来るんですよね。あんなに寄って来て、すぐにやりたいから寄って来て

いるのか、でも降ろすのはあなただよと、言うんですよね。何のためにじゃあいるんですか

と思うし、あの方たちは各事業所の職員ですか、それとも市の職員ですか。 

 

○平野課長  はい。 

 

◎会 長   平野課長。 

 

○平野課長  中にいる職員は市の職員でございます。それで皆さんに降ろしていただく理

由といたしましては、以前職員が荷物を降ろしていました。そのときに、車を傷つけてしま
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うということが頻繁ではないのですが、たびたびございましたので、今はできる限り自分で、

外に出していただければ、あとは作業の職員がいますので、荷降ろしの際には、車を傷つけ

てしまったり、人を傷つけることはあまり確かなかったと思うのですが、そういったことが

ございますので、最低限の車から降ろしてもらう、車から出してもらう作業だけは個人の方

にやっていただいております。ただどうしてもお年寄りの方がいらっしゃったり、重たいも

のが持てないよ、というときは了解を得た上で荷降ろしをしています。 

 

○西澤委員  4人も近寄ってくることは、人員がどうかなっているのかなといつも思って

いるのですが。 

 

○平野課長  はい。 

 

◎会 長   平野課長。 

 

○平野課長  持ってくるごみの種類によって、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ等まとめで

持ってくる方がいらっしゃいます。どういったごみが入っているかは、見ないとわからない

ので、例えば可燃ごみはすぐ収集車に入れるような形をとっておりますけれども、資源ごみ

等であった場合はそれを運ぶために作業をする人をつけている状況です。西澤さんが来られ

たときはそんなに混んでいなかったと思うのですが、やはり、混み出してしまいますと人数

多く配置しないと詰まってしまいますので、そういったことがございますので、今はそうい

った形でやらさせていただいております。 

 

◎会 長  他にございますか。よろしいでしょうか。 

 

○西澤委員 重ねてですけど、木更津市は市の職員の努力でごみが安いんだよと言えるよう

に頑張ってください。それともう一つ、お願いできるのならばしたいのですけれども、13万

4千人ですか、市民に対するごみ処理の市の職員の割合、4市だけでいいので、人口に対する

ごみ処理の市の職員の割合っていうのをお知らせ願えたらと思います。 

 

○平野課長 手元に資料がございませんので、次回の審議会の方でお示しさせていただきま

すのでお願いいたします。 

 

◎会 長  他よろしいでしょうか。無いようですので、続いて議題 3その他とあるのです

が、委員の皆様からございましたらお願いします。 

 

○清水委員 はい。 

 

◎会 長  清水委員。 
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○清水委員 分別について、各ごみステーション、分別が悪いと収集車を黄色い紙を貼って

こういう理由で、といって持っていかないのですが、これは各ごみステーションで一番深刻

な問題です。これをほおっておくと永遠に置かれっぱなしになってしまう。結局どうしてい

るかというと、近くに住んでいる方が自分のごみ袋を持っていって分別し直して出すという

風になっています。間違って出した人が気づいてちゃんと分別してくれればいいんだけれど

も、実際にはそうではない。だいたいそういう分別の悪い人はよその地域から持ってきて置

いたり、そういう人が非常に多いんです。ちゃんと近くの方が分別しなおさない限りと永遠

に残ってしまう。それをなんか行政の方でいい方法はないのかなと。これは各ごみステーシ

ョン、近くに住んでいる人には深刻な問題なんです。区長はよく言われるんです。 

 

○高橋委員 今の清水委員のお話ですが、行政サイド説明になりますが、前は 5月 30日前後

のごみぜろのときに、ごみぜろのあった翌週等に収集はしていたんですけれども、それを集

める側として集めてしまうと、ごみぜろがあるならといってやらないもの勝ちになってしま

うということがあって、そこは行政サイドで、そのステーションは全部やるって言ってまし

たよね。じゃあそれができていないんじゃないですか。それが一番ひどいのが、集合住宅に

あるようなごみステーションが一番ひどいんです。もう何でもかんでも入れてっちゃってそ

のまま。袋は切れるはそのまま。正直集める側も大変なんです。そこのところは全部、全部

といっても 100％手が回るかどうかはわかりませんけれども、行政の方で、担当のほうで全

部そのステーションを把握して大家さんなりで全部それはやるっていう話だった。毎年出て

ましたよね。 

 

○平野課長  はい。 

 

◎会 長   平野課長。 

 

○平野課長  確かに自分の出すごみステーションにもやはり通りがかりの人が出してしま

いまして、いつも残っています。これはうちの方の話ですが、週輪番制で定期的に見回って、

出ている回収できないごみはやはりその方が実はやっているので、それについては非常に困

っているのですが、今のところホームページや広報等で PRするしかできないのですが、今高

橋委員から話がありましたとおり、例えばアパート関係、集合住宅関係が今、ごみの出し方

が非常に悪いということにつきましては、出された方にやはり近所から苦情から来ますので、

そういうときはアパートの管理会社とかに大家さん等に連絡して周知の方をお願いしたいと

いうことをお願いしております。それから一般のごみステーションについてもずっと出しっ

ぱなしという問い合わせはございますので、そちらの方にも出向いて、もし中に所有者がわ

かればその方のところに行くような形もとっておりますので、現時点ではその方法しかござ

いません。通りがかりに出される方のモラルの問題と思いますので、皆さんなるべく生活に

支障がないようにと対応していきたいと考えておりますので、もし何かございましたらその

都度大変申し訳ないですけれどもクリーンセンターまで連絡をいただければ対応の方はいた

しますので、よろしくお願いします。あと、今海外の方も多くなってきておりますので、そ
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のあたりについても対応を考えているので、よろしくお願いいたします。 

 

○清水委員 自治会に入っている人のお宅にはごみカレンダーが配布されるけれども、自治

会に入っておられない方は自分で結局市役所やクリーンセンターにもらいに行かないといけ

ないわけですよね。あと、ごみ分別ガイドブックも。おそらく自治会に入っておられない方

の多くがごみカレンダーを持っていない、特にアパート関係の方も分別ガイドを持っていな

い。要するにわかっていない、このごみはこの袋に入れてくださいよと、何の袋に入れてく

ださいよ、ということがわかっていないのかも。それを周知させる必要があると思います。 

 

○平野課長 アパートやそういった方については毎年大家さんとか不動産、管理会社、そう

いったところに事前にどのくらい必要か、入居者の分を配布をお願いしているところですの

で、それから新しく来られる方については、他市から来られる方については転入の際に市民

課の窓口で、その辺の方は周知するようにしています。転居された場合については、その辺

は問い合わせとかがあればお近くの公民館等に取りに行くようにお願いしておりますので、

なにも連絡がない方については、どの方が自治会に入っていないのかも全て把握しきれてい

ませんので、今はできる限りのことはやっているのですが、なかなかそこまで把握していな

いのが現状です。 

 

○野瀬委員 うちは一戸建てでごみステーションがすぐ脇にあって、先ほど申し上げました

ように、ごみステーションのごみを夜中に出す人がいるのですが、確信犯なんですね。ごみ

の中を見るとだいたい生活が推測されるというか、一応自分だけで見てもあれなので、証人

として何人か近所の方にも見てもらって、写真も撮ってそれで皆自腹のごみ袋で分別して洗

って出しているんです。もしこれを誰もしなかったらずっとこのまま置きっ放しで夏とか臭

いんです。これはご一報すればやってくださるのでしょうか。ごみ袋も他の市に比べるとち

ょっと木更津高いかなとはいつも思うんです。 

 

○平野課長 もしそういう状況があるのであれば、クリーンセンターに連絡をいただければ

対応をさせていただきたいと思いますので。ご迷惑をかけてしまいますけれども、連絡をい

ただければと思います。 

 

◎会 長  本当にそういう苦情、困っている人は多いと思うんですけれども、私も目の前

がごみステーションなんで、そこにやっぱり散らかっているのを見ながら、無視してってこ

とはなかなかできないんですよね。片付けなければしょうがないかなと思っていたり。町内

会で一応わざわざ目立つようにだめですよ、というのをわざわざ置いて二日くらいたつとな

くなるように最近ではなってきたんですよ。どっかの市でやっていた犬の糞の問題の中で、

町内会の人が犬の糞を見つけると黄色いチョークであえて何時何分と書いておくんです。そ

ういうことをやっていくうちにだんだん減ってきたという事例があったりもするので、色々

やり方はあると思うんです。これはごみの問題なのでいろんなことがあると思うんですけれ

ども、違う行政の先進地のアイディアとかがあれば、ぜひ活用していただければと思います。
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よろしくお願いいたします。その他はよろしいでしょうか。 

 

○西澤委員 私は思うんですけれども、先ほどからそんなに対応すると言って本当に大丈夫

なのかなと思ってしまうのですが。 

 

○江尻部長 確かにごみの問題、ごみステーション、皆様もご存知だと思いますけれども、

木更津市内では 7,000近くのごみステーションがあるんです。私自身このステーションの数

はとんでもなく多いと思っているんです。皆自分の都合のいい範囲の中で、自分の家の前で

使いやすいような形で、それを認めてきた行政も悪かったのですが、そういったことによる

結果、あとから入ってきた者が自治会に入らないことや、利用者がルールを守らない、そう

いったことによって引き起こされるものが、そういったごみの分別のしない形、要するにシ

ールの貼られるようなごみを捨てられてしまうような、あと、投げ込まれてしまうような。

やはりステーションを設置する時には当然ながら何人かで使うから必ずそこは管理する、と

いう条件のもと市のほうは今許可をしています。大昔のものはわかりませんけれども、そう

いった中で適正な処理を、といった形で対応していただいているところでございますが、な

かなかそのあたりのところを守らないということは、やはり排出側もそういった意識を、行

政が全てやれば良いというところもございますけれども、なかなかその辺りは行き届かない

部分もありますので、地域の中でも何か上手い策を講じていただきたいということもお願い

したいところです。西澤委員の言うとおり、何もかも受けてしまうと言って、確かにそれは

非常に難しいです。限られた人数で収集業務だけをやっているわけではなくて、本来このご

みというものは、市が責任を持って処理をするというところがございます。当然市の職員だ

けで対応できるというわけではないので、一般家庭のごみ等は委託業者に収集をお願いして、

当然ながら委託業者の方もごみステーションがきれいな状態であるように、回収した際に散

らかっていれば掃除もしていただいているような状況です。ですからやはり常にきれいに使

っていればなかなかそういったものは発生しないと思います。あれだけごみステーションが

あるので、そういったケースも結構あります。そこに行政も頑張りますけれども、地域の方

にも頑張っていただきたい。そういうところで市のほうも周知啓発をしているところです。

ごみというものは人間が生きている以上は絶対に出るものでございます。これは永久の課題

でございます。まちをきれいにするというような条例も木更津は持っています。そこでやっ

ぱりまちをきれいにするためにはごみを出さないこと、というのも一つの方法なんです。そ

れにはどういった形でやるかといったこともありますので、環境問題も色々なことがござい

ますが、話が大きくなってしまいましたけれども、可能な限りはやらしていただきます。何

ヶ月もずっと置きっぱなし、もしくはそういったことがわかるようであれば町内回覧するよ

うなもしくは投げ込み的なものがあるのであれば、そういったものを提供できればさせてい

ただきたいと考えておりますし、市と地域の方も、また、いま木更津ではまちづくり協議会

という形でそれぞれの地区で今までの自治会単位をある程度集約した大きなそういったもの

がございます。そういった中で大きな地域の枠組みの中で、ごみの処理問題に関わらず、そ

れ以外のものもございます。そういったところにご協力お願いしたいと。市のほうも頑張ら

せていただきますので。本当に何かあったときにはご一報ください。対応させていただきま
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す。それから、なにかあれば市に電話すればすぐやってくれるよというのはあまりにも業務

に支障がでても困ってしまいますので、基本的にはステーションを設置したときに使う側の

責任という形で、きれいに使っていただくことを条件のもとにお願いしておりますので、ま

た、管理会社アパート等については、なにかあればこちらの方から引き続き徹底して指導を

行ってまいります。 

 

○清水委員 部長のおっしゃるように地域で引き続き協力していきたいと思っておりますけ

れども、分別の悪いごみは分別し直す場合は公共用ごみ袋、燃やせるごみ、燃やせないごみ、

2種類ありますが、それを利用しても良いでしょうか。 

 

○江尻部長 公共用ごみ袋、これはごみぜろ運動や散乱ごみ、道路上、そういうところを清

掃するときに地域の方に使用していただいておりますが、今は基本的には公共用ごみ袋、今

までは渡し放題、渡しっ放しだったのですが、ごみぜろ運動等が終わった場合には安易に使

われないように、要するに自分の家のごみを公共用ごみ袋に入れて出す人がいるんです。だ

から安易に使われないようにごみぜろ運動が終わった後、回収をしております。地域でやる

ような、町内会で道路の散乱ごみをという時には使っていただいてもいいのですが。ご一報

をください。 

 

○清水委員  使い道がいっぱいあるんです。公共用のごみ袋は地域でごみ拾いをしたりで

すとか、道路の清掃等で余ったものを使ってますけれども。 

 

◎会 長   他にありますか。続きまして、議題（３）その他ですが、今日の会議全体を

とおして委員からなにかございますでしょうか。事務局の方から次回の開催予定等のほうは

ございますか。 

 

○平野課長  はい。 

 

◎会 長  平野課長。 

 

○平野課長 事務局から次回の審議会開催予定についてご連絡をさせていただきます。次回

審議会の開催を年度内 3月に予定しております。内容といたしましては、皆様から先ほどい

ただいた意見をもとに、引き続きごみ処理手数料改定について審議の方をしていただきたい

と考えておりますのでよろしくお願いいたします。また、事前に日程等についてはお知らせ

させていただきますとともに、資料の方も事前に配布できるように考えておりますのでよろ

しくお願いいたします。 

 

◎会 長  では四宮委員と西澤委員から言われていた資料につきましても次回お願いをし

たいと思います。それでは、ご質問やご意見も出尽くしたようですので、これで木更津市廃

棄物減量等推進審議会を終了いたします。委員の皆様、長時間にわたりお疲れ様でございま
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した。また、円滑な進行にご協力いただきありがとうございました。それでは進行を事務局

へお返しします。 

 

○司 会   岡田会長、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。 

 

 

 

 

 

上記会議録を証するため下記署名いたします。 

 

平成３１年１月１５日 

署名人   四 宮  清 志  ㊞ 


