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会 議 録 

 

会 議 名 平成２９年度第２回木更津市廃棄物減量等推進審議会 

開 催 日 平成３０年３月１５日（木） 
場 所 

朝日庁舎 

多目的室Ｂ 時 間 午後１時３０分 ～ 午後２時４５分 

出 席 者 【委 員】 

岡田 貴志 

桑田 紀 

清水 一太朗 

大曽根 康子 

野田 義文 

國吉 俊夫 

齋藤 幸江 

長田   修 

高橋 幹雄 

 

【事務局】 

星野環境部長 時松環境部次長兼環境管理課長 

平野まち美化推進課長 加藤副課長 嶋村主事 菊池事務員 

欠 席 者 【委 員】 

 

次 第 １ 開  会 

２ あいさつ 

３ 議題 

⑴  平成２９年度木更津市の一般廃棄物の現状について 

⑵  ごみの減量化・資源化の取り組みについて 

⑶  君津地域広域廃棄物処理事業次期事業展開について 

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 

・ 委員名簿 

・ 木更津市廃棄物減量等推進審議会運営規則 

・ 木更津市の一般廃棄物処理の現状について 

・ ごみの減量化及び資源化について 

・ 「たばこポイ捨て路面標示シート」の設置について 

・ 君津地域広域廃棄物処理次期事業展開について 

 

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平成２９年度第２回木更津市

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。 

それではただいまから平成２９年度第２回目の木更津市廃棄物減量等推進審議会を開催いた

しますが、会議に先立ちまして、事務局職員の紹介をさせていただきます。環境部長、星野

治雄でございます。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、菊池 界でござい

ます。最後に、本日の司会を務めさせていただきます、まち美化推進課 副課長、加藤賀一

でございます、よろしくお願いいたします。 

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。会議次第、委員名簿、木更

津市廃棄物減量等推進審議会運営規則、「木更津市の一般廃棄物処理の現状について」、「ご

みの減量化及び資源化について」、参考資料と書いています「「たばこのポイ捨て路面標示シ

ート」の設置について」、「君津地域広域廃棄物処理事業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。 

それでは、これより会議に入りますが、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。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。 

本日はお見えになっておりませんが、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。 

なお、本日の審議会は、委員９人全員のご出席をいただいており、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。 

それでは審議会の開催にあたりまして、岡田会長からご挨拶をいただきたいと存じます。岡

田会長、よろしくお願いいたします。 

 

◎岡田会長 廃棄物減量等推進審議会の開催にあたり、一言、ご挨拶申し上げます。 

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。２回目ということで、委員の皆様方には、忌憚のない、ご意見をお聞かせいただき、

また本日の審議会につきましてご協力お願い申し上げまして、簡単ですけれどもご挨拶とさ

せていただきます。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

 

○司  会 ありがとうございました。続きまして、星野環境部長からご挨拶申し上げます。 

 

○星野部長 改めましてこんにちは。環境部長の星野でございます。本来であれば市長の渡
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辺からご挨拶を申し上げるところでございますが、公務が重なっておりまして、私から廃棄

物減量等推進審議会の開催にあたり、一言、ご挨拶申し上げます。 

本日は年度末の非常にご多忙の中、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。 

本市におけるごみの減量化、資源化に向けた取組みについては、これまでも色々と進めてき

てまいりましたが今後も、より一層のごみの減量化、資源化を図っていくことが求められて

いるところでございます。 

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ましてお力添えを賜りま

すよう、お願い申し上げる次第でございます。 

本日は、今年度第２回目の会議でございます。議事につきましては、平成２９年度木更津市

の一般廃棄物処理の現状についてのご説明、またごみの減量化・資源化の取り組みについて

のご報告させていただきまして、ご意見を頂戴いただければと考えております。 

本日も委員の皆様方には、忌憚のないご意見を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。 

 

○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項の規定によりまして、ここからは会長に議事進行をお願いいたします。岡田会

長、会議進行のほど、よろしくお願いいたします。 

 

◎会  長 はい。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、

円滑に会議を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「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。 

 

【「委員長一任」の声あり】 

 

◎会  長 ありがとうございます。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、私から指名させていただきま

す。長田委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

３ 議題（１）平成２９年度木更津市の一般廃棄物処理の現状について 

 

◎会  長 それでは、議題（１）平成２９年度木更津市の一般廃棄物処理の現状について、

事務局からの説明を求めたいと思います。 
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○嶋村主事 それでは、平成２９年度の一般廃棄物の現状についてご説明させていただきま

す。本日お配りしました一般廃棄物の処理の現状についての資料に沿ってご説明いたします。 

まず１ページ目をご覧ください。 

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、事業者が自らクリーンセンターに搬入するという形になっています。

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、残渣については「かずさクリーンシステム」で

溶融処理を行っています。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、中間処理を行わずに

直接売り払いをし、資源化を行っています。 

 

続いて２ページをご覧ください。 

こちらは今年度のごみ処理業務の委託状況と業務体制について説明いたします。収集運搬に

ついては、不燃ごみと新聞以外の紙類を直営で収集しており、そのほかは業務委託をしてい

ます。中間処理は、㈱かずさクリーンシステム、㈱佐久間へ委託し処理を行い、かずさクリ

ーンシステムで発生した溶融飛灰と呼ばれる焼却灰は県外２ヶ所にあります最終処分場、秋

田県小坂町のグリーンフィル小坂、山形県米沢市のエコス米沢へ業務委託を行い最終処分を

しております。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、これまで搬入先であった最終処分場が相次いで飛灰の受入を停止し、

現在はこちらの２ヶ所で最終処分を行っています。現在、毎月放射性物質量の測定を行って

おり、数値は安定してきていることから、近隣地域での安定的かつ継続的な最終処分場の可

能性について検討してまいります。また、業務体制は粗大ごみと小動物以外はステーション

回収を行っており、３月現在で約 6,060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。 

 

続いて３ページをご覧ください。 

こちらは今年度のごみの種類別排出量となります。毎月の発生量はほぼ横ばいに推移してお

り、総排出量のうち、燃やせるごみの割合が約８５パーセント、燃やせないごみが２パーセ

ント、粗大ごみが２．５パーセント、小動物が０．０５パーセント、資源ごみが１０パーセ

ントの割合となっております。 

 

続いて４ページをご覧ください。 

こちらは過去５年間のごみの排出量の一覧となっております。燃やせるごみ、燃やせないご
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み、粗大ごみ、小動物、資源ごみの５種類となっており、資源ごみはびん・かん・ペットボ

トル、容器包装プラスチック、紙類（新聞・雑誌・雑紙・段ボール・紙パック・紙箱）衣類

の合計となっております。今年度は 54,404.55ｔのごみの排出量を見込んでいます。昨年度

に比べるとごみ排出量は全体で約 350ｔ減少しており、品目別に見ていきますと、燃やせる

ごみと資源ごみが減少する見込みです。種類別の内訳は次のページ、５ページに掲載してお

りますが、まず、びん・かん・ペットボトルは昨年に比べ約 60ｔ減少する見込みです。この

理由としては容器の移行が挙げられ、びんの容器を使用していた製品が、ペットボトルに変

わってきていることから全体の重量が軽くなり減少していることが考えられます。また、新

聞は約 135ｔ減少、新聞以外の紙類は約 42ｔ減少しています。新聞や雑誌はペーパーレス化

が進んでいることが挙げられ、また、すべての資源ごみに対して減少の理由として、スーパ

ーの店舗に設置されているボックスによる回収が行われていることから減少していることも

挙げられます。店舗に設置されたボックスによる回収では、曜日に関わらずごみ出しができ

ることや、指定ごみ袋を購入する必要がないことから、店舗に持って行って処分する方が増

えていると思われます。 

 

続いて６ページをご覧ください。こちらは今年度のごみ排出量を踏まえて、平成２９年３月

に委員の皆様に答申をいただき策定しました、一般廃棄物処理基本計画の目標に対する現状

についてご報告いたします。１ごみ排出量（１）基本目標といたしまして、基本計画では表

１にありますとおり、ごみ排出量（１人１日あたりのごみ排出量）の削減目標を基準年度で

あります平成 26年度は 1,153ｇ、中間目標の 33年は第 9次千葉県廃棄物処理基本計画に準

じまして平成 26年度比約 10パーセント削減を目指すこととし、1,040ｇ、最終目標 38年に

は更なるごみ減量化、排出量を目指して 980ｇを目標としています。 

その中で、（２）平成 29年度までの現状として、表２のとおり 27年は 1,149ｇ（前年度比▲4

ｇ）、28年は 1,142ｇ（前年度比▲7ｇ）、そして今年度は 1,126ｇ（前年度比▲16ｇ）を見込

んでおり、ごみの総排出量は減少する見込みとなっています。 

続いて２リサイクル率として（１）基本目標ですが、基本計画では表３にありますとおり、

基準年度である平成 26年度は 25.30％、中間目標の 33年度は 32％を目指すこととし、最終

目標 38年には更なるごみ減量化を目指して 35％を目標としています。 

続いて（２）平成 29年度までの現状ですが、表４にありますとおり 27年は 22.30％、28年

は 24.20％、今年度は 21.69％を見込んでおり、昨年よりもリサイクル率は下がる見込みとな

っています。なお、本市のリサイクル率は国や県の平均と比較して高い水準となっておりま

す。今年度は昨年度に比べてごみの総排出量は減少しておりますが、燃やせるごみの減少幅

に比べて、資源ごみの減少幅の方が大きくなっていることからリサイクル率も減少する見込

みとなっています。なお、リサイクル率が減少している原因としては、先ほどお話しました、

資源ごみの排出量が減少していることや、かずさクリーンシステムで行われました組成分析

では燃やせるごみの中には約 40～50％の紙類が含まれているとの結果が出ていることから、

リサイクルできる資源ごみが燃やせるごみで排出されていることが挙げられます。紙類等の

資源ごみを燃やせるごみではなく資源ごみとしてリサイクルするための取り組みが必要とな

っています。このあと今年度のごみの減量化及び資源化への取り組みについてご説明いたし
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ますが、来年度も事業系ごみや食品ロス削減等への取り組みを引き続き行いまして、より基

本計画目標に近づけるように、取り組んでまいります。本市の一般廃棄物処理の現状につい

ての説明は以上です。 

 

◎会  長 ありがとうございました。それでは、ここまでの説明で質問、意見がある方は

いらっしゃいますでしょうか。 

 

◇國吉委員 はい。計画でごみを減量化で減らしていくということなんですけれども、４ペ

ージの過去５年間の排出量見ても２９年度を見てもほぼ同じくらいの状況が続いていると思

うんですよ。次の計画で、果たしてどこまで減らせるかということで、減らせる具体的な施

策というのはどのようなものなのでしょうか。 

 

○平野課長 現状ではやはり先ほど話にもあったとおり可燃ごみの中に紙類などが多く含ま

れているということから、この辺をＰＲしていかないといけないと考えています。それと資

源ごみのところで人口が増えている割にごみの量が増えていないので、そのあたりの周知を

ある程度してされているとは言いつつも、可燃ごみの中に資源が含まれていることが多くな

っているので、その辺の周知をもう少し徹底しなければならないと考えています。 

 

◇國吉委員 それだけで最終年度の３８年までにこの目標は可能なんでしょうか。可能と考

えますか。 

 

○平野課長 大変厳しい数字ではあるとは思うんですけれども、一般廃棄物処理基本計画の

なかでも、資源ごみの集団回収の促進とか、あるいは先ほどから話が出ていますが食品ロス

削減についての取り組み、それからやはり生ごみに対しては生ごみの方の減量化をしなけれ

ばならないということで、生ごみ肥料化容器の推進とか、そういったものがまず考えられま

す。あと、事業系ごみについても、前回の審議会でも話にありましたように、事業系ごみが

増えている状態でございますので、これから議題２のほうで説明をさせていただきますけれ

ども、資源ごみの周知徹底をこれから図っていかないといけないということで、目標に近づ

けるように頑張って行きたいと考えています。 

 

◇國吉委員 要望ですけども、環境部というのは本当に地味な仕事で、あまり表に出てこな

いということがあるけれども市民の生活には密着した仕事をしている、と思うので議題２に

出てくるような減量化についても大々的にＰＲして、表に出ていっていただければと思いま

す。 

 

○星野部長 私の方から、補足をさせていただきますけれども、國吉委員、本市の環境につ

いてよくご存知な中でご指摘をいただきましてありがとうございます。正直なところやはり

減量化あるいは資源化に過去に取り組んできたときに、市民に対して周知啓発ということで

時間をかけて力を入れてまいりましたが、今のスタイルが定着してきている中では、正直な
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ところＰＲ啓発は少し取り組みとしては少なくなってきていると。そういった中で人口も増

え、大型商業施設もできて本市は県内でもごみが減量している中で総ごみ量が若干増えてい

るような状況も見られておりまして、千葉県のほうからは減量に努めろということで指導を

いただいているところでございますので、今後計画に掲げました目標というのは、正直かな

り厳しい目標を今回はあえて掲げさせていただきました。また委員の皆様のほうからもご了

解いただきながらなんとかごみ減量として具体的な方策を持って３０年度以降も取り組んで

まいりたいと考えておりますのでまたお力添えをよろしくお願いします。以上でございます。 

 

◇大曽根委員 はい。アピタに勤めているのですが、最近ごみの収集を見ていると、紙は紙、

ビニールはビニールとして持って行っていただけるようになりまして、ありがとうございま

す。あと、生ごみ処理機を購入したのですが、夏に虫がわかなくなって、台所がすごく良く

なりました。いつも蓋つきのバケツに入れておいたんです。夏なんてすぐに虫がわいちゃう

んです。それで機械を買ったことによって、虫がわかなくなったり、ゴキブリが全然でなく

なったんですよね。それはすごくよかったと思っています。 

 

○星野部長 ゴキブリが減ったのですか。 

 

◇大曽根委員 全然見ないです。 

 

◎会  長 他にございますか。ないようでしたら、議題２へ移らせていただきたいと思い

ます。 

 

３ 議題（２）ごみの減量化・資源化の取り組みについて 

◎会  長  それでは続きまして、議題（２）ごみの減量化・資源化の取り組みについて、

事務局から説明をお願いしたいと思います。 

 

○菊池事務員 それではこれから平成２９年度におけるごみの減量化・資源化の取り組みに

ついてご報告させていただきます。本日お配りしております、おもてに「ごみの減量化・資

源化の取り組みについて」と書いてあります資料に沿ってご説明いたします。 

 

まず、１ページの資料１をご覧ください。こちらは、３０・１０運動のチラシです。３０・

１０運動とは、「もったいない」をキーワードに宴会などの開始後３０分間と終了前１０分間

は席に着いて料理を楽しむという運動です。食品ロスとは、本来まだ食べられるのに捨てら

れてしまう食べ物のことを言い、日本では年間約６３０万トンの食品ロスが発生しており、

家庭での食事や、外食時の「食べ残し」は食品ロスの要因の１つとなっています。本市では、

「おいしく、たのしく、食べきる」を意識して食品ロスを削減する取り組みを推進しており、

まずは市役所から実践するということで、庁内で宴会等が増える時期に３０・１０運動の実

施を呼びかけています。また、事業者へ対する啓発として、３０・１０運動のチラシを作成

し、昨年６月に木更津商工会議所で行われた総会で、会員の皆様にこれを配布し協力を呼び
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かけました。 

 

続いて、２ページの資料２をご覧ください。こちらは裏面と合わせまして全国おいしい食べ

きり運動ネットワーク協議会の参考資料となっております。こちらの協議会は、広く全国で

食べきり運動等の普及・啓発を行い、３Ｒを推進するとともに、食品ロスを削減することを

目的として設立された自治体間のネットワークです。本市も平成２９年９月１５日に加入い

たしました。現在、本市では食べきり運動として、先ほどご紹介しました３０・１０運動の

普及・啓発に注力しておりまして、今後も３Ｒ推進、食品ロス削減に努めてまいります。 

 

４ページの資料３をご覧ください。こちらは、木更津市版都市鉱山からつくる！みんなのメ

ダルプロジェクトの取り組みについてです。２０２０年に開催される東京オリンピック・パ

ラリンピック競技大会の入賞メダルに、不要になった携帯電話や小型家電に含まれる金、銀、

銅のリサイクル金属が活用されることになりました。この東京２０２０組織委員会が主催す

るプロジェクトに本市も参加し、小型家電の回収を行っています。この取り組みは平成３１

年春頃までを予定しています。 

本市ではイベント回収と専用ボックスにより小型家電を回収しています。イベント回収は、

昨年１０月１５日に開催されたリサイクルフェアと１１月２６日に開催されたオーガニック

シティフェスティバルで、品目をパソコン、携帯電話、デジカメ、ゲーム機に限定して回収

を行いました。２回の回収で合計１９０ｋｇの小型家電を回収することができました。また、

専用ボックスによる回収では、昨年１１月２２日から携帯電話専用回収ボックスを市役所朝

日庁舎、市内各公民館、図書館に設置して回収を行っています。ご家庭で不要になった携帯

電話やスマートフォンをボックスに入れ、ある程度溜まったら投入口を閉じて、宅配によっ

て都市鉱山メダル連携委員会へ送ります。ボックス１箱で約５０個の携帯電話を回収するこ

とができます。イベント回収、専用ボックスによる回収で集まった小型家電は認定事業者に

引き渡しを行い、引き渡した小型家電はメダルに生まれ変わります。平成３０年度もイベン

ト等で回収を行う予定です。また、５ページに桜井公民館に設置しています回収ボックスの

写真を添付しておりますのでご覧ください。 

 

続いて６ページの資料４をご覧ください。こちらは、昨年８月の審議会でもお話をさせてい

ただきました、車両のラッピングについてです。市民の皆様に対して、ごみの分別、減量化、

資源化の啓発を目的として、ごみ収集車にカラフルなペイントシールを貼り付けました。シ

ールは「みんなでつくる循環型社会のまちきさらづ」の標語ときさぽんのイラストを載せて

います。この収集車は現在、市内を走行し、環境問題のＰＲ活動の一環として広告塔となり

収集業務を行っております。また、平成２９年１１月２６日に開催した木更津市オーガニッ

クシティフェスティバルで展示した際には、お声がけをしていただいたり、携帯電話で写真

を撮るなど、興味関心を寄せられている市民の方が多数いらっしゃいました。現在、随時貼

り付け作業を行っているところでありまして、今月中には直営収集車全１３台に貼り付けを

実施する予定です。 
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続いて７，８ページの資料５をご覧ください。こちらは広報きさらづ１２月号に特集号とし

て折り込んだ記事になります。毎年１回、特集号として折り込みを行っており、今年度は年

末年始のごみ収集に関するお知らせのほかに、問い合わせの多い容器包装プラスチック、び

んかんペットボトルの分別方法について掲載を行いました。 

 

続きまして９ページの資料６をご覧ください。こちら９ページから１４ページまでは、事業

者の皆様向けに作成した事業系ごみ適正処理の手引きです。昨年開催した審議会で報告させ

ていただきましたが、事業所から出るごみの量が増加しているため、作成し配布しました。

内容は、一般廃棄物と産業廃棄物それぞれの説明、処分方法、リサイクル方法、一般廃棄物

収集運搬許可業者一覧を掲載しています。配布方法については、本市の指定ごみ袋取扱店へ

送付、木更津商工会議所及びクリーンセンターの窓口に設置を行いました。また、商工会議

所の広報誌、「商工きさらづ平成３０年１月号」へこちらの手引きを両面１枚にまとめた要約

版の折り込みを行いました。また、平成３０年６月に商工会議所で開催される総会でも配布

をし、協力をお願いしたいと考えています。 

 

続きまして１５ページの資料７をご覧ください。こちらは今年２月に市政協力員へ配布して

周知をお願いした回覧文書です。不燃ごみの収集作業中や、クリーンセンターで破砕･分別作

業中に、爆発・火災事故が発生しています。これらの爆発・火災事故は、「燃やせないごみ」

に混入していた、中身の残っているカセットガスボンベ、スプレー缶などから漏れたガスに

引火したものが原因と思われます。事故を防ぐために、ガス缶やスプレー缶の正しい排出方

法、また、中身を空にすることができないときの対策について掲載しています。 

また、ボランティア清掃で配布している公共用ごみ袋の使い方についてのお知らせです。こ

れらは、道路等の公共的な場所にある散乱ゴミを収集するために配布しているごみ袋ですが、

家庭ごみを入れてごみステーションに出している方への注意喚起として掲載しました。続い

て裏面ですが、こちらはわかりにくいごみの分別方法についてまとめたものです。プラスチ

ック製、革製、ゴム製の製品の分別は燃やせるごみですが、燃やせないごみで出している方

が多くいらっしゃいます。また、燃やせるものと燃やせないものが混在している品物を捨て

るときにどちらで出すかわかりにくいものについて分別方法について記載をしています。 

 

続いて、１７ページの資料８をご覧ください。こちらは、資源ごみ集団回収の平成２８、２

９年の実績報告となっています。資源ごみ集団回収とは、市民・事業者・行政がそれぞれの

役割を果たして、ごみの減量化・資源化に取り組む事業です。市内の町内会、子供会ＰＴＡ、

婦人会、青年会、地域や公民館で行われる趣味サークルなどの団体が、各家庭から出る資源

ごみを決められた日の決められた場所に集めて、市に登録している引き取り業者に引き渡し

ます。地域団体のみなさんの協力のもと、ごみを減らして資源として生かし、また地域のコ

ミュニティの場としても役立つ活動となっています。本市では団体が集めた資源ごみ１ｋｇ

に対し、市から×３円の助成金を支払っています。２８年度は助成対象品目、繊維類、紙類、

びん類に対し、延べ４０９団体から申請があり、助成金として３，８７３，３５７円支出し

ました。また、１ヶ月平均として１０７，５９３ｋｇの資源ごみを回収しています。２９年
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度から助成対象品目に缶類のアルミ缶とスチール缶を追加しています。こちら資料は２月時

点のものとなっておりますが、２月現在で３７０団体から申請がありまして、合計で１，１

２５，９１２ｋｇ回収しておりまして、助成金は３，３７７，７３８円支出しております。

１ヶ月平均で１０２，３５６ｋｇ資源ごみの回収となっており、昨年度と比べてほぼ横ばい

となっています。また、現在の登録団体数は８９団体となっておりまして、今年度は２団体

の新規団体登録がありました。 

 

続いて１８ページの資料９をご覧ください。こちらは生ごみ処理機設置事業補助金の平成２

８、２９年の実績報告となっております。生ごみ肥料化容器は２種類あり、肥料化容器、コ

ンポスト容器という庭や畑に設置して土の中の微生物や菌などの働きで生ごみを発酵させる

ものと、機械式処理機という台所など家の中で電気による熱を利用して生ごみを乾燥させて

肥料化するものがあります。本市では購入設置した方に助成金を交付しておりまして、助成

金額は消費税などを除いた購入価格の２分の１、１容器につき肥料化容器は６，０００円、

機械式処理機は２５，０００円の上限を設けています。２８年度は肥料化容器が１３台、機

械式処理機が１４台、合計２７台の申請がありました。２９年度はこちらも資料は２月時点

のものとなっておりますが、２月時点で生ごみ肥料化容器が２１台、機械式処理機が１５台、

合計３６台の申請がありました。この時点ですでに昨年度を上回る申請数となっています。 

 

続きまして１９ページの資料１０をご覧ください。こちらはクリーンセンターへ持ち込まれ

た小型家電の回収量と持ち込み人数の平成２８年度、２９年度の実績となっています。２６

年４月から小型家電リサイクルの無料回収を行っており、１辺が４０ｃｍ程度の小型家電を

クリーンセンターへの持ち込みに限って無料で回収を行っています。２８年度は１年間で３，

２７５人、３８，３８０ｋｇの持ち込みがありました。２９年度は２月時点で２，０３７人、

２４，９７１ｋｇの持込となっています。回収量は減少傾向にありますので、広報やホーム

ページ等で引き続き周知をしていきたいと考えています。 

 

続きまして２０ページの資料１１をご覧ください。こちらはクリーンセンター内に設置して

います機械式生ごみ処理機の資料となっております。平成２８年３月２３日に両総通運株式

会社様より、木更津市のごみ減量を推進することにより、環境に配慮した行政サービスに寄

与したいという趣旨のもとに、生ごみ処理機３台のご寄贈いただきましてクリーンセンター

内に設置いたしました。活用等といたしましては、市内小中学校及び保育園から発生する給

食残飯を堆肥化処理することによって、食品リサイクルの推進を図るとともに、資源循環に

役立てております。この生ごみ処理機により堆肥化されたものにつきましては、毎週火曜日

の午前９時～午前１１時にクリーンセンター内で配布をして行っております。 

また２１ページにこちらの生ごみ処理機の処理工程について写真を添付しておりますのでご

確認ください。 

 

また、平成２９年１２月２０日（水）に、「木更津市まちをきれいにする条例」に基づきまし

て、ＪＲ木更津駅周辺にたばこのポイ捨てを禁止する路面表示シートを設置いたしました。
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こちら詳しくは別添の参考資料をご覧ください。ごみの減量化・資源化の取り組みについて

の報告は以上です。 

 

○会  長 ありがとうございました。では、ここまでの説明でご意見、ご質問等がある方

はいらっしゃいますでしょうか。 

 

◇高橋委員 はい。始めの議題１と重複しますが、ごみの減量化ということで目標数値にこ

れから届くか厳しいだろうというなかで、家庭ごみの中の生ごみというものがやはりウエイ

トを占めるということがあると思うのですが、生ごみの肥料化容器があったりするのですが、

それ以外に方法とか施策をなにか考えていることはあるのでしょうか。ないのでしょうか。

生ごみとは別に出すとか、色々な方法があるとは思うのですが。今現在、生ごみについては

肥料化容器くらいしかないと思いますが。それ以外のことで考えられていることがあるので

しょうか。 

 

○平野課長 高橋委員がおっしゃるとおり、現時点では肥料化容器ぐらいしかないのですが、

他市の事例でテレビだったかインターネットだったか忘れてしまいましたが、生ごみだけを

別に集めてそれを堆肥化しているような事例もあります。ただ木更津でそれを導入するとな

ると６，０００箇所以上のごみ収集場所がある中で、これが果たしてできるのだろうかとい

うこともありますので、これについてもまた検討していかなければならないと考えておりま

す。いろんな自治体の先進事例を見ながら検討している段階でございます。 

 

○星野部長 お手元の資料２で先ほどご説明させていただいた３０・１０運動というものが

あるのですが、実は去年私どもも初めて聞いて庁内の飲み会を中心に覚書をさせていただい

てやっているだけなのですが、全国ネットワークの協議会の取り組みで食品ロス削減につい

ては今ここに細かくて見づらいのですが、家庭内での食べきり使いきりという食材に関する

生ごみをできるだけ出さないような、スーパーでの買い物をして腐らせない、捨てない、全

部食べきってしまおうというような取り組みも含まれておりまして、我々もこの３０・１０

運動、あるいは食べきり運動の推進、千葉県も「食べきりエコスタイル」ということで計画

をしていますが、ご指摘の家庭内からの生ごみ、これについては新たな周知啓発をした中で

食品ロスにつながらないような、食品の取り扱いという食事のスタイル、というものを市民

に働きかけていく必要があるかなと考えておりますので、もう少し時間をかけてじっくりと

進めて行きたいなとは思っております。 

 

◇國吉委員 確認ですけど、先ほどの資料１の３０・１０運動の、これはポスターやシール

ということまで考えているのですか。 

 

○平野課長 まだ現時点では考えていませんけれども、ＰＲの方法としてそうしたものが有

効な手段であれば検討していきたいと考えています。 
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○國吉委員 やはりこれを知ってもらうのは特に飲食店さんのところでそこに行ったお客に

知ってもらわなければいけないものですから、シールだとかを作って飲食店さんにどこかに

貼ってもらうという方法もよしとしなければいけないのではないかと思いますけれども。そ

のためにはやはりお客が見た目できれいなシールを作っていただいて、なおかつわかりやす

いものを作っていただいて配るという、特に飲食店組合さんなんかにお願いしますよという

形でやったらどうかなと思います。 

 

○星野部長 前向きに行きたいと思います。 

 

◇高橋委員 テーブルになにか置くとか。 

 

◎会  長 箸袋だとか、置いてあるペーパーナプキンだとか。それは事業者の方が色々や

るのかわかりませんけれども。あるといいですよね。 

 

○星野部長 そうですね。知恵を絞って効果的な取り組みにしていきたいと思います。 

 

◎会  長 はい。よろしくお願いします。そのほかございますか。 

 

◇高橋委員 リサイクルというか、ごみ減量の方なのですが、ここ半年くらい前から家庭か

ら出るオムツ、当然高齢化社会であるとか、介護だということでオムツのウエイトが結構大

きいんですよね。そのオムツをまだ実証実験の段階でこれから入るのかわかりませんけれど

も、公共下水道が普及していく中で、公共下水道を有しているものはそこに捨てていいよと

言う方法で国土交通省や環境省なりがとりあえず進めてみると。どういう形になるか、それ

が全国規模で広がるのかはわかりませんけれども、そういったことも含めて木更津市のほう

では下水道へ実際流していいものなのか、それは流せないものなのかという協議を進める方

向にはあるのですか。 

 

○時松次長 高橋委員がおっしゃったことは確かごく最近ニュースででてきたかと思うので

すが、まだ私のほうとしてみればそういう実験が実際にやり始めたということを知ったばか

りですので、今後下水道と話をしていかなければいけないのかなと思っています。今のとこ

ろ下水道と具体的にどうしようかという話までは出ておりません。 

 

◇高橋委員 わかりました。オムツは重さと言う面ではかなりのウエイトを占めているとい

う部分があるんですよね。ですからもしそれが可能であれば下水道施設に悪影響を与えると

いう事は当然困りますし、進められるということになるのであれば多少なりともごみ減量と

いう面では進んでいくのではないかなと思うんです。 

 

◎会  長 他にはないですか。ないようでしたら議題３へ移らせていただきます。 
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３ 議題（３）君津地域広域廃棄物処理事業次期事業展開について 

 

◎会  長 それでは続きまして、議題（３）君津地域広域廃棄物処理事業次期事業展開に

ついて、事務局から説明を求めたいと思います。 

 

○菊池事務員 資料の１ページをご覧いただきたいと思います。 

まず１の「次期事業展開への取組みについて」ご説明申し上げます。次期君津地域広域廃棄

物処理事業の計画については、平成２７年５月に設置した「君津地域広域廃棄物処理事業構

成４市担当部課長会議」において次期事業展開に向けた検討に取り組んでいます。２８年度

では、構成４市及びＫＣＳ共同による次期施設整備に向けた情報収集・整理を進めてまいり

ました。２９年度では、これらを基に、４市で基本構想を取りまとめております。次期移転

候補地につきましては、地元等との協定書に基づき、本市以外３市のいずれかの地区で決定

することとなっており、現在選定作業を進めているところでございます。 

次に２の「君津地域広域廃棄物処理に係る更なる広域化に関する協議の申し入れについて」

ご説明申し上げます。平成２９年１０月２３日で安房郡市広域市町村圏事務組合 理事長 

より、当該申し入れがございました。申し入れの内容でございますが、当該組合の構成団体

である館山市、鴨川市、南房総市および鋸南町の安房地域３市１町において、ごみ処理の広

域化に向けた検討を平成１０年５月より進められておりましたが、平成２８年３月に、建設

候補地の同意が得られないことから、建設計画を一旦断念されておりました。さらには、館

山市がこの事業から離脱するなど、３市１町によるごみ処理の広域化が白紙となったことか

ら、平成２９年１０月に、当該組合の規約の改定を行い、改めて、館山市を除く２市１町で

の広域化を検討されることとなったものでございます。 

このような中、安房地域２市１町では、私どもの君津地域広域廃棄物処理事業の次期事業展

開の取り組みについての情報を得て、「更なる広域化の推進については、行政の効率化の観点

から、有効な手段であることなどから、将来にわたり安定的なごみ処理を確保できるものと

考えており、君津地域との連携の可能性について調査・研究を行うため、協議に参加させて

いただきたい」との申し入れがあったものでございます。 

君津地域４市といたしましては、この申し入れを受け、「君津地域広域廃棄物処理事業構成４

市担当部課長会議」での協議を行い、安房地域２市１町からの協議の参加について、受入れ

していくこととしたところでございます。次期事業展開における安房地域２市１町との事業

連携に関しましては、今後の協議の結果をもとに判断をしてまいりたいと考えております。

以上でございます。 

 

◎会  長 ありがとうございました。ここまでの説明で質問、意見がある方はいらっしゃ

いますでしょうか。 

 

◇高橋委員 はい。次期君津地域広域廃棄物処理施設の移設について、前回の審議会でも質

問しましたが、それは決定事項だからということで、木更津市以外の３市に移設とか移転と

いうことで私は伺ったのですが、私個人的にはそのあたりを十分理解をしきれていないとい
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うか、そういうことが本当に必要なのかと。当然それには多額の皆さんの税金とか出て行く

わけですし。また、安房の館山以外の２市１町が簡単に言ってしまえば、お宅のほうでやる

のであればそれの仲間に入れてくれないかなあというような、そういう協議を進めて行きた

いということでしょうけれども、東北の震災があってその前には神戸、淡路のほうで大きな

震災があって。日本は自然災害が多い国でもあってそこまでの広域化を必要とするのか。仮

に災害があって、生活とは切り離せないごみの問題、仮にそこで安房まで含めた中でやって、

何かあった場合には、次どうするのと私個人的には非常に危惧しているところがあるんです。

なんもかんも一緒にやるというのは、効率化だけで果たしていいのか、危機管理の面で、そ

こまで広げていいのか。そういったことも含めての協議をしていただきたいと。決定事項で

はないということですから、その辺をお願いしたいと思います。 

 

○星野部長 はい。高橋委員から前回もお話がありまして、概略の説明をさせていただきま

したけれども、今のご指摘の災害等への対応を含めて、書いてありませんが既に２市１町を

加えた、新たに「６市１町の担当部課長会議」を設置して既に何度か協議を進めています。

前段で高橋委員が少し疑問に持たれている部分として、現在木更津市内にあるＫＣＳをわざ

わざ３市のどこかに本当に動かす必要があるのかという入口論については、これは議会のほ

うでもしっかりと説明をさせていただいているとおり、当初あそこに施設ができたときの地

元自治会等との約束事がございまして、それが５年延長しましたが、現在の施設は３８年度

いっぱい、３９年度からは新しい施設、３市へ移設するという入口論のところについては、

決定と言うことで政策的には決まっている方向でございます。従いまして確かにご指摘のと

おり現行施設を延命してさらに５年、あるいは１０年延ばすということは一般的には話題に

なるところでございますけれども、基本的には新しい施設を他市に建設していくという方向

になっているということは１つございます。それと実はあそこの施設と同じ施設が岩手県釜

石市の日鐵系の溶融炉でございますけれども、ちょうど竣工寸前に３．１１にあいまして津

波を受け、施設の一部が水没したりしたんですけれども、地震も当然ありましたが、当該施

設については被害は大きくなく、そのまま予定通り稼動をさせて旧施設共々災害廃棄物の処

理に当たったというようなお話も伺っておりますので、現行この辺に大きな地震が来たとき

おそらく施設は問題ないだろうと。もちろん東京湾に襲ってくる津波に対してどうするか、

ということなどはもちろんきちっと対応していく必要があろうかと思いますけれども。施設

的には問題ないかと思っています。一方で安房地域を含めた南房総一体の、館山を除いたご

みが一斉に新しい施設に集約するということについては、我々４市のサイドからすれば参加

団体が増えるという意味では費用負担の軽減には当然繋がってまいりますので、あとはごみ

収集車の運搬のコストの問題とか交通安全の問題とか、あるいは住民の皆さんの感情、受け

入れ側には広く他市のごみを新しい施設へ持ってまいりますので、ごみ収集車に対する安全

に対する不安とか、感情論とか、そういったものの調整が地元市の方で今後本格的にやって

いく必要があろうかと思いますが基本的には更なる広域化については、現時点では我々とし

ては進めていく方向かなということでは正直なところ考えております。前回３市のいずれか

で建設候補地の検討をしているということでお話させていただきましたが、今月２３日によ

うやく公表をできる段階になりまして地元市を皮切りに候補地がどこになったかを発表をさ
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せていただく予定となっております。今日はまだ言えなくて２３日、地元市の発表を受けて

本市もまずは市議会のほうへご報告をさせていただきたいなと。今日は審議会の皆様には申

し訳ないのですが、お話できないのですが、そのような予定で進んでおります。いずれにし

ても、ご指摘の点を含めて新しい事業展開を十分よく検討しまして進んで行きたいと思って

おります。 

 

◇高橋委員 ありがとうございました。 

 

◎会  長 他はよろしいでしょうか。 

 

３ 議題（４）その他 

 

◎会  長 続きまして議題（４）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。事務局からは何かございますか。 

 

○平野課長 はい。次回の審議会の開催予定について説明をさせていただきます。次回の審

議会の開催につきましては、現段階では７月ごろに予定をさせていただいております。内容

といたしましては、今年度、本日中間報告させていただきました、平成２９年度の一般廃棄

物の現状の報告と、併せて平成３１年１０月にごみ処理手数料の改定を現在検討していると

ころでございますのでその辺について、今後の審議会のスケジュールに併せて説明できれば

と考えております。以上でございます。 

 

◎会  長 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。委員のみなさま、長時間にわたりお疲れ様でございました。

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。 

 

４ 閉 会 

 

○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３０年３月  日 

 

署名人   長 田  修  ㊞ 


