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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。 

それでは始めに、委嘱状交付をいたします。新たにご着任いただいた榎本様には恐れ入りま

すが、ご起立いただきたいと存じます。 

 

【委嘱状交付】 

 

ありがとうございました。 

それでは続いて、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。 

 

◎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。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、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。 

それでは続いて、開催にあたりまして、江尻環境部長からご挨拶申し上げます。江尻部長、

お願いいたします。 

 

○環境部長  環境部長の江尻でございます。 

本来であれば、渡辺市長からご挨拶を申し上げるべきところでございますが、公務の都合に

よりまして、本日、出席が適いませんでしたので、僭越ではございますが、審議会の開催に
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あたり、私から一言、ご挨拶を申し上げます。 

本日は、ご多忙の中、また、大変暑い中、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。 

ご案内のとおり、本市におけるごみの減量化、資源化に向けた取組みにつきましては、これ

までも、積極的に進めてきたところではございますが、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おります。 

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。 

さて、本日の議事につきましては、木更津市の一般廃棄物処理の現状について及びごみ処理

手数料の改定ついて、ご説明させていただき、ご意見を頂戴したいと考えております。 

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、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。最後

に、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。 

それではここで、前回平成２９年度の審議会から本日までに、辞任された委員及び新たに着

任された委員を紹介いたします。桑田 紀委員が辞任されたため、新たに、木更津市小中学

校校長会推薦の榎本 聡様に平成３０年４月１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３０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、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。事前にお配りしてございま

す資料の次第に訂正がございますので、訂正後の次第に加えまして、委員名簿、事務局職員

名簿、木更津市廃棄物減量等推進審議会運営規則、平成２９年度木更津市一般廃棄物処理の

現状について、ごみ処理手数料の改定について、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９人中、８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。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。 
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◎会 長   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「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。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。 

それでは、議事に入ります。次第に従いまして、議題（１）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。 

 

○加藤事務員  今年の 3月に、平成 29年度第 2回の審議会を開催しまして、29年度の一

般廃棄物処理の現状について、見込みの数値を報告させていただきました。本日は 29年度の

排出量やリサイクル率の数字がまとまりましたので、ご報告させていただきます。 

 

まず、資料の１ページをご覧ください。こちらは、平成 30年度清掃事業概要の１５ページと

同様のもので、平成 29年度のごみ処理の流れとなっておりまして、種類別に排出量や資源化

量をまとめています。右下をご覧いただきますと、平成 29年度のごみ総排出量は 55,524.54

ｔ、1人 1日当たりのごみ排出量は 1,124.81ｇ、リサイクル率は 21.51％となりました。 

 

続いて、２ページをご覧ください。こちらは平成 30年度清掃事業概要の２０ページと同様の

もので、ごみの排出元別排出量となっております。平成 29年度は、家庭系ごみ 31,739.48ｔ、

28 年度と比べて、約 540t 減少となっております。また事業系ごみは事業系一般廃棄物が

22,286.03ｔ、事業系産業廃棄物は 319.76ｔ、合計 22,605.79ｔとなっております。28 年度

と比べて約 128ｔ増加となっております。事業系ごみは年々排出量が増加傾向にあり、昨年

度事業系ごみのてびきを作成し配布をいたしました。今年度も手引きの配布や、事業系ごみ

の排出方法について、商工きさらづへごみのリサイクルを呼びかける折り込みチラシを作成

して減量に向けて取り組む予定です。 

 

続いて、3ページをご覧ください。こちらは、平成 28年 3月に審議会にて答申をいただきま

して策定した一般廃棄物処理基本計画の基本目標と比較したものとなります。 

まず、１ごみ排出量の（１）基本目標といたしまして、基本計画では表１のとおり、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 1,153

ｇ、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平成 26年度比約 10パーセン
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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、昨年度に比

べマイナス 4ｇ、28年は 1,142ｇ前年度に比べマイナス 7ｇ、そして 29年度は 1,125ｇ前年

度に比べマイナス 17ｇとなりました。 

続いて２リサイクル率の（１）基本目標ですが、基本計画では表３のとおり、基準年度であ

る平成 26年度は 25.30％、中間目標の 33年度は第 9次千葉県廃棄物処理基本計画に準じ 32％

を目指すこととし、最終目標 38年には更なるごみ排出量を目指して 35％を目標としていま

す。 

29年度は 28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、資源ごみの減少幅が大きくなっていることからリサイクル率も減少をしています。 

リサイクル率の減少の理由としては、アルミ缶やスチール缶からペットボトルに容器が移行

することによる重量の減少や、雑誌や新聞はペーパーレスや購読者の減少、またスーパー等

での店舗回収によるリサイクルによって、排出量が減少していることが考えられます。 

今年度の取り組みとして、商工きさらづへのチラシの折り込みや、広報きさらづやホームペ

ージによるリサイクルの周知、秋に開催予定のリサイクルフェアで、分別方法やリサイクル

方法について周知を行うことで、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になります。 

 

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

いらっしゃいますか。 

 

◎高橋委員  リサイクルには、物に変えるリサイクル「マテリアル」と、熱に変えるリサ

イクル「サーマル」があると思うのですが、この基本目標は「千葉県廃棄物処理基本計画に

準じて」と欄外に書いているのは、なにを、どういうリサイクルを指しているのでしょうか。 

 

◎会 長   事務局お願いします。 

 

○平野課長  「マテリアル」を指しています。 

 

◎高橋委員  あくまでも「マテリアル」ですか。熱ではなくて、物を物にリサイクルする、

ということでよろしいのでしょうか。 

 

○平野課長  はい。 

 

◎高橋委員  ありがとうございました。 

 

◎会 長  他にありませんか。ないようですので、続きまして、議題（２）ごみ処理手数

料の改定について、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、ごみ処理手数料の改定について、説明をいたします。 

右上に議題２と書いてあります、「ごみ処理手数料の改定について」という資料をご覧くださ

い。 

資料の１ページをご覧ください。一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処分費用の改定経緯

についてご説明いたします。 

一般廃棄物につきましては、昭和４９年４月に、家庭ごみのうち、「引っ越し等の大量ごみを

市が臨時に戸別収集し、運搬・収集する場合」と「犬、猫等の小動物の死体」だけの手数料

を有料としておりました。「引っ越し等の大量ごみを市が臨時に戸別収集し、運搬・処分する

場合」の手数料につきましては、昭和４９年４月に「１ｋｇまで毎に４円」と設定しました。

その後、昭和６１年４月に「１０円」に改定し、平成１０年４月に現行の「１５円」に改定

したところでございます。 

次に、小動物の手数料につきましては、当初１体３００円とし、その後、昭和５１年４月に

「５００円」に、平成４年６月に「１，０００円」に、平成１０年４月に「２，０００円」

に改定するとともに、飼い主等が直接市の施設へ持ち込む場合を有料化し、手数料額を「１，

０００円」とし現在に至っております。 

次に、粗大ごみの収集ですが、平成１２年度まで、ごみステーションへ排出していました「冷

蔵庫・テレビ」などの家電４品目が、家電リサイクル法の施行や、粗大ごみのステーション

収集廃止に伴い、平成１３年４月に「戸別収集方式」を創設し、手数料を１点８００円とい

たしました。 

続きまして、「燃やせるごみ・燃やせないごみ」のステーション排出につきましては、平成１

６年４月に排出量に応じたごみ処理経費の公平負担を目的として、更なるごみの減量化･資源

化を推進するために、それまで無料でありました手数料を有料化いたしました。金額につい

ては、「小袋２０ℓ が２０円」、「中袋３０ℓ が３０円」、「大袋４５ℓ が４５円」といたしま

した。また従来燃えるごみとして取り扱っておりました「せん定枝」につきましても、この

有料化に伴い「１束４０円」といたしました。 

続いて家庭系ごみを「ご自分で持ち込む場合」でございますが、平成１０年４月にそれまで

無料でありました手数料を有料化し、「２０ｋｇまでごと１００円」といたしました。有料化

の理由としては、ごみステーションへ排出できるものは排出し、これを市が定期収集するこ

とが標準であるとの考え方、ステーション収集方式は、無料で定期的な収集をするというこ

とから、これ以外の形態であります「持込の場合」は有料化といたしました。この後、平成

１９年１０月に「２０ｋｇまでごとに１３０円」に改定をし、現在に至っております。 

次に、「事業系ごみ」でございますが、許可業者又は事業者が持ち込む場合については、昭和

４９年４月に「１トン未満が３００円」、「２トン未満６００円」、「３トン未満９００円」、

「５トン未満１５００円」、「５トン以上２５００円」と設定をしておりましたが、昭和５１

年４月に改定を行い、「１トン未満５００円」、「２トン未満１，０００円」、「３トン未満１５

００円」、「５トン未満２５００円」、「５トン以上４０００円」に改定をしております。その

後、平成４年６月に「１００ｋｇまでごとに３００円」とし、さらに平成１０年４月に「２

０ｋｇまでごとに１５０円」、平成１９年６月に「２０ｋｇまでごとに１８０円」とし現在に

至っております。 
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また、一般廃棄物の処分に支障のない産業廃棄物の処分費用につきまして、昭和４９年４月

に「１トン未満が５００円」、「２トン未満１，０００円」、「３トン未満１５００円」「５トン

未満２５００円」、「５トン以上４５００円」と設定しておりましたが、昭和５１年４月に改

定を行い、「１トン未満８００円」、「２トン未満１５００円」、「３トン未満２５００円」、

「５トン未満４０００円」、「５トン以上６５００円」に改定しております。その後、平成４

年６月に「１００ｋｇまでごとに６００円」、さらに平成１０年４月に「２０ｋｇまでごとに

５００円」とし現在に至っております。 

続いて、２ページの「一般廃棄物処理手数料に係る処理又は処分経費に対する負担割合」を

ご覧ください。 

平成１６年度に導入しました「家庭系ごみをステーションへ排出する場合の指定袋」につき

ましては、既に有料化を導入しておりました近隣市の手数料額などを参考とするとともに、

更なる減量化・資源化を推進するために、処理経費の２割負担とし、手数料額を２０ℓ で２

０円、３０ℓ で３０円、４５ℓ で４５円としております。 

次に平成１３年度に創設いたしました「粗大ごみの戸別収集」につきましては、事前に申し

込みのあった世帯を戸別に訪問し収集することから、家庭系ごみ自己搬入の負担割合２割と

の均衡を考慮し、処理経費の３割負担とし手数料額を１点８００円としています。 

「家庭系ごみの自己搬入」については、家庭系ごみはごみステーションへ排出できるものは

排出し、これを市が収集・運搬・処分することが基本であるとの考え方から、ステーション

へ排出する場合は無料とし、これ以外の排出方法であるクリーンセンターへの持ち込みにつ

いては、有料化することが適当であるとの判断から、処分経費の２割負担とし、手数料額を

２０ｋｇまで毎１００円としておりましたものを、平成１９年度の改定により、２．４割の

負担とし、２０ｋｇまで毎に１３０円とし、現在に至っております。 

次に「小動物の自己搬入と戸別収集」については、一般ごみとは異なるため、専用焼却炉を

使用していたことなどから、実費相当程度の負担が必要と判断し、手数料額を１体につき戸

別収集は処理経費相当額の２，０００円、自己搬入は処分経費相当額の１，０００円として

おります。 

次に、「事業系ごみを排出事業者又は許可業者が搬入する場合」につきましては、事業系ごみ

は廃棄物の適正な処理などを規定しております廃棄物処理法によりまして排出事業者の処理

責任が課されていることや、人が日常生活をしていくために排出される家庭系ごみと異なる

ことなどから、家庭系ごみの約１．５倍に相当する３割負担とし、２０ｋｇまでごとに１５

０円としておりましたものを、平成１９年度の改定により３．３割負担とし、２０ｋｇまで

毎に１８０円として現在に至っております。 

終わりに、「産業廃棄物の自己搬入」については事業ごみと同様に排出事業者の処理責任が課

されているとともに、更に、「事業者は産業廃棄物を自ら処理しなければならない」と規定さ

れていることや、一般廃棄物の処理は市町村の自治事務ですが、産業廃棄物についても一般

廃棄物と併せて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処分に支障がないと認めるものを

処理していることなどから、事業系ごみの３割負担の３倍に相当する９割負担とし、手数料

額を２０ｋｇまで毎に５００円としております。 

続きまして、３ページをご覧ください。３ページから７ページまでは、県内市町村及び一部
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事務組合の一般廃棄物処理手数料の一覧でございます。県内５３市町村へ調査を依頼し、合

計３４市と町、６つの一部事務組合から回答があったものをまとめたものです。 

千葉県内では２２の市町村等で１０ｋｇごとに手数料を算定しております。本市では２０ｋ

ｇまでごとに手数料を算定しているため、５ｋｇのものを持ち込んだ場合でも、２０ｋｇの

ものを持ち込んだ場合でも手数料は１３０円となります。 

また近隣市を見ていただきますと、まず君津市においては、家庭系ごみは１０ｋｇ１８０円

としており、指定ごみ袋に入れて搬入する場合は無料としています。事業系ごみは１０ｋｇ

１５０円、産業廃棄物は１０ｋｇ２０５円、続いて富津市は家庭系ごみ１０ｋｇ９０円、事

業系ごみの一般廃棄物は１０ｋｇ１５０円、産業廃棄物は１０ｋｇ２１０円、最後に袖ケ浦

市においては、家庭系ごみ１０ｋｇ１００円、事業系ごみ一般廃棄物、産業廃棄物ともに１

０ｋｇ１６０円となっております。 

続いて、家庭系ごみの排出の内訳をご説明いたします。８ページをご覧ください。 

家庭ごみのステーションに出したもの、クリーンセンターへ自己搬入したもの、粗大ごみの

戸別収集量の平成１８年から２９年までの実績となっております。構成比をご覧いただきま

すと、ステーション回収量は年々減少しており、自己搬入量は年々微増傾向にあります。 

続きまして、事業系ごみの排出の内訳を９ページにまとめております。過去５年の実績です

が、昨年度の審議会からご指摘をいただいておりますが、事業系ごみは許可業者による搬入

及び事業者による自己搬入ともに増加傾向にあります。 

最後に１０ページの「家庭ごみの自己搬入時の手数料額」をご覧ください。こちらは、現在

の処理手数料から改定した場合の改定率と負担割合となっております。見方としては、現行

手数料額であります１３０円を改定後の手数料を１４０円とした場合、改定率は７．７％、

負担割合は約２割となります。この負担割合については、１ｔあたりのごみ処理経費から計

算しており、平成２９年度実績で１ｔ当たりの経費は３５，４２０円としております。１ｋ

ｇあたり３６円となりますので、３６円×２０ｋｇで７２０円のうち、１４０円に改定した

場合、１．９割負担していただくものとなります。 

家庭系ごみを自分で持ち込む場合、事業系ごみの一般廃棄物及び産業廃棄物につきましては、

平成１９年１０月の改定以来、１０年間手数料額が据え置きとなっております。近隣市及び

県内市町村の手数料額を参考として、他市のごみの搬入防止のため、また、更なる減量化・

資源化を推進するために、手数料額について検討する時期が来ていると考えております。 

また、今回の改定につきましての事務局としては、家庭系ごみ及び事業系一般廃棄物、産業

廃棄物をクリーンセンターへ自己搬入するときの手数料について改定を考えております。 

クリーンセンターでは、平日８時３０分から夕方４時まで、土曜日は８時３０分から１１時

まで受入れを行っており、年末も臨時的にごみの受け入れを行っております。連休明けや、

年末の臨時受付では、自己搬入車両が非常に多くなっており、年末は多いときで７００台近

くの搬入があります。ピーク時には車両がクリーンセンター前の国道までつながることがあ

り、警察署から改善を求められていることから、国道まで車両がはみ出ることがないように、

クリーンセンター内を迂回させて搬入するように最大の努力をしているところですが、搬入

車両台数は増え続けており、搬入車両同士やいきいき館利用者との事故の危険性があります。 

また、平日や土曜日の受け入れでは、２０ｋｇ以下のごみを持ち込み、１３０円のごみ処理
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手数料をお支払いいただいている方が一番多くなっております。２０ｋｇ以下のごみは、粗

大ごみの場合ももちろんございますが、多量ごみの持ち込みではなく、ごみステーションに

出すことが可能であるごみをクリーンセンターへ持ち込んでいる方も多いのではないかと考

えられます。家庭系ごみはごみステーションへ排出できるものは排出することが基本である

との考え方から、このごみはできるだけ、ごみステーションへ排出するようにお願いしたい

ところでございます。 

事業系一般廃棄物及び産業廃棄物については、事業系ごみが増加しているなかで、少しでも

ごみ減量の取り組みをしていただけるように、手数料額を上げさせていただければと考えて

おります。また、人が日常生活をしていくために排出される家庭系ごみと異なることなどか

ら、家庭系ごみの１．５倍相当を事業系一般廃棄物の手数料額としておりますので、家庭系

ごみの処理手数料を上げた場合は、それに伴い事業系ごみも改定も考えております。 

本日は、この説明の後、皆様のご意見をいただければと思います。また後日でも構いません

ので、団体の皆様からご意見等がございましたら、事務局までご連絡をしていただきますよ

うお願いいたします。いただいたご意見を伺ったうえで、事務局の案を検討し、次回の審議

会で事務局の案を示させていただきたいと考えております。以上です。 

 

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

らっしゃいますか。 

 

◎國吉委員  一番最後の１０ページ、いっぱい書いてありますよね。事務局ではどのライ

ンを見据えて考えているのか明確になっていない。ある程度わたしたちはこのくらいを考え

ているということをどうして示さないのですか。 

 

○平野課長  今回は皆様の意見を聞くための資料を作ってございますので、現時点では素

案が決まっておりません。この資料は、何パーセント上げればこの金額になるというのを示

させていただいて、皆様の意見をお伺いするような形で作成させていただいております。 

 

◎國吉委員  事業者の方とすると上げないほうがいいじゃないか、となってしまいますよ。

１３０円から３００円まで書いてありますが、３００円にしてもいいですかということです

か。それは違うと思うのですが、もう少しわかりやすいように基本的に本市としてはこの程

度を考えているんですがその他にもいくつかありますよ、というような我々委員としてもわ

かりやすいものを用意してほしい。こんなにいっぱい書いてあってもわからないですよね。

次の審議会で意見を聞きたいと言ったって。 

 

○平野課長  次回１月に考えているのですが、その席上では案を示させていただいて、皆

様に審議していただく予定で考えておりましたので、今回そこまで考えておりませんでした。 

 

◎國吉委員  では、１月にあげない方がいいですと言えばそれで通ってしまうのですか。 
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○平野課長  この審議会の委員の皆様で判断をしていただくことになりますので、そうい

った意見が多ければそういった形も考えられるかもしれませんけれども、現時点ではやはり

ごみの排出量がいまだに増えておりますので、事務局としては皆様が納得できるような形で

説明したいと考えております。 

 

◎國吉委員  やはり切羽詰ったものがないんですよ。どうしてもごみ減量化に取り組んで

いくのでやってみたいというような案があれば。それを見ればいいのか悪いのか判断ができ

る。こんないっぱい表を載せられても検討の余地がない。 

 

◎会 長   資料の２ページ目、今回の方向性が書いていない。 

 

○平野課長  流れ的には、１月にこちらの方で、１月までの間にいただいた意見をもとに

事務局の素案を示させていただいて、その後３月にもう一度開催をさせていただいてそこで

判断を仰ぐ予定で考えておりましたので、今回こういった形になってしまいました。見にく

い資料で大変申し訳ございませんでしたけれども、皆様の意見を聞くためにこのような資料

を挙げさせていただきましたのでご理解いただきたいと思います。 

 

◎國吉委員  あと、各市町村の手数料が載っていますけども、できれば木更津市を含めた

４市のものを全面的に出すほうがわかりやすいと思います。木更津、君津、富津、袖ケ浦と

示してから、そのほかの市町村のものがあったほうがわかりやすかったと思います。 

 

○平野課長  そうですね。おっしゃるとおりです。すみませんでした。 

 

◎会 長   他にありますか。 

 

◎大曽根委員 近所の方と話していたのですが、ごみステーションに出すより、クリーンセ

ンターへ持って行った方が分けなくていいし、安いし何でも引き取ってもらえるからその方

がいいと言う方がいます。あと、クリーンセンターへ持って行くにも分けなければいけない

ですよね。 

 

○平野課長  そうです。クリーンセンターへ持ってくる場合にも分別はしていただくよう

にお願いしていますので、燃やせるごみ、燃えないごみ、資源ごみとか分けて持ってきてい

ただいています。 

 

◎大曽根委員 たまに持っていくことがあるのですが、同じ場所におろして、分けてくださ

るのかと思って。雑紙とか、燃やせるごみとか。みんな燃やされているのかなと思ってたん

です。 

 

○平野課長  一応、降ろすときは、確かにそのような形ですが、資源ごみごとに分けて、
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資源にまわせるものは資源にリサイクルしていますので、全部燃やしているわけではないで

す。 

 

◎会 長   私から一つよろしいでしょうか。事業系ごみが増えているということですが、

増えている要因は何でしょうか。 

 

○平野課長  内部で色々検討しているのですが、個人的な見解としては、ごみ処理料金が

安いので、ごみとして持ってきてしまう方が多いということが一つの要因かと考えています。

料金を上げたからといって、ごみが減るかどうかはわかりませんけれども、ごみの量が増え

ているのは、市民の意識が足らないということもあるかもしれませんけれども、処理をして

しまえば、要するに面倒くさいからと言って全部持っていってしまって燃やしてしまうとい

うことが要因ではないかと考えています。事業系ごみについては、事業所数が多いというこ

ともあるかと思いますが、リサイクルや分別がされていない、周知されていないということ

もあるかもしれませんので、その辺りについては色々調査等をしているところです。 

 

◎高橋委員  わかりにくいですが、ごみの量が増えていること、特に事業系ごみが増えて

いるということで、その中で近隣を見ると人口増が木更津は多いですよね。人口増に伴って

家庭からでるごみが増えることは必然的に多くなると思うのですが、なおかつ大型商業施設

等も増えてきていることもありますので、その辺で事業系ごみは増えていることが普通、当

たり前と考えられるのですが、あと気になることが、リサイクル率を上げるということです

が、ごみの減量化には必ずしも、今回ごみ処理手数料を改定したい、リサイクルにもそれな

りの費用がかかるとは思うんです。全体的にわかりづらいなというのがあって。ごみ処理を

するにあたり、経費の何割を負担して貰おうかということが全然見えなくて、何割ぐらい負

担して貰えればとか、そこまでしなくてもいいんじゃないかと、他の税収も上がっているし

というところだと思うんですよね。その辺のところが全然みえてきていないから必ずしもリ

サイクルすればいい、ということでもないような気がするんですよね。ごみっていうと悪と

いうものが付きまとうと思うので、リサイクルはいいけどごみは悪というのが本当にそうな

のかなと思うのです。突き詰めたらリサイクルはとんでもなく経費がかかるということも考

えられる、その辺の数字というものが全然出てきていないから、処理手数料をいくらにすれ

ばいいんだろうとか、ちょっと見えないですね。 

 

○平野課長  今話があったものにつきましては、次回予定している１月の際に皆様にお示

しできるようにしますのでよろしくお願いいたします。 

 

◎國吉委員  やっと気がついたのですが、これは確認ですが、家庭で出たごみが収集場所

にあったものは一切今回のものには関係なくて、搬入した場合の料金をあげるというような

ものなのですね。 

 

○平野課長  そうです。今ステーションに出ているものは、指定ごみ袋で出ておりますの
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で、それについては今のところは考えておりません。 

 

◎國吉委員  今日の会議の議題ですけれども、ごみ処理手数料の改定というのが書いてあ

りますが、これだけではなかなか意味がとれないこともありますから、そのときには何の改

定であるのかを、持ち込みが混雑していて、また減量をしなければいけないということなら

その持ち込みの料金を変えることを考えている今回の問題なんですね。 

 

○平野課長  はい。そうです。 

 

◎國吉委員  それを書いておかないとわからないですよ。いろいろな話を聞いていてやっ

と理解できました。今日は何の会議があるのかということをわかりやすいものを書いてもら

わないと。 

 

○平野課長  はい。気をつけます。 

 

◎長田委員  ４市、富津、君津、袖ケ浦と処理料金が書いてありますけれども、木更津は

安いですよね。委員がこのままで、景気が悪くなっちゃうとしてあげないでほしいといった

場合には安いままで通るのでしょうか。 

 

○平野課長  事務局としてはやはりごみ量の削減をするためにも値上げの方はお願いした

いと考えております。 

 

◎長田委員  木更津は値上げの検討をする、金額はわからないですけども他の３市は何か

動いているのですか。均一にするとか。市としては３市と同じくらいにしたいということで

すか。 

 

○平野課長  現状では本市だけで動いております。４市均一にするというのはなかなか４

市で足並みもそろいませんので、やはり他市並みに揃えないと、とは今考えております。現

時点では根拠がお示しできませんので、根拠を示したうえでこのくらいにしたいと、このく

らいの負担をいただきたいという形で、必ずしも他市並みというよりかは木更津市のごみ処

理の経費やそのようなものを見ながら判断をしていきたいと考えております。それがたまた

ま他の３市と同じくらいの金額になるかもしれません。少ない、一番安い金額ですので、自

己搬入する場合に、受付ではどこから出たごみかということで免許証で確認はしております

が、例えばそれが本当に木更津市から出たものかというのは、今安いから木更津市へ持って

きているという可能性も確認はできませんけれども、現状木更津市だけがごみが多い。年末

や土曜日の搬入も近隣３市の状況を聞きますと、土曜日の持ち込みはほとんどないそうなん

です。なぜか、木更津だけ多くて、他の市は心配していないというような状況でしたので、

木更津市に入ってきている可能性があるということを考えれば、４市足並みを揃えるという

ことが一番いいとは思うのですが、各市の考えがありますので、そういったものと処理費用



 - 13 - 

等を見て総合的に判断していきたいと思います。 

 

◎高橋委員  今話がありましたが、富津も結構多いみたいですよ。 

 

○平野課長  ただ、私が聞いたときにはあまり混まないという話を聞いています。 

 

◎高橋委員  あと、持ち込みだけをあげたいというお話ですけど、ステーションに出す家

庭ごみの袋の４５ℓ 、３０ℓ 、２０ℓ あると思うのですが、この辺は重さはどのくらいを想

定されているのですか。ステーション収集では袋に入れると思うのですが、キロ数的にはど

のくらいを想定されているのでしょうか。逆にクリーンセンターに持ってきた方が助かるの

ではないのでしょうか。あくまでも自己搬入については重さ、ステーション収集については

袋の大きさで、キロ数的にはどのくらいを想定しているのでしょうか。 

 

○平野課長  指定ごみ袋制度を導入するときは、比重を大体０．２、２割程度と想定して

います。そのため、生ごみだとかがいっぱい入ってしまいますとどんどん重くなってきてし

まいますけども、紙類だとか汚れたプラスチックなど、そういったものであれば、当然軽い

ので大体２割程度ということを当時は設定しておりました。葉っぱや土がついているものは

当然重くなってしまいますので、あくまでも当時の平均、ということで設定しております。 

 

◎高橋委員  そうすると重さから言えば高いということですか。 

 

○平野課長  そうですね。ステーションに出せるものであればステーションに出してもら

いたいというのが市の考えですので、年末で出せなくて急に出てしまったものを出すという

ことはしょうがないのですが、基本祝日でも可燃ごみの収集は行っておりますので、ステー

ションに出せるものは出していただきたいということが市の考えです。 

 

◎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。 

 

◎國吉委員  ここの会議室は今後使用しないでください。聞こえない。会議をしているの

か雑音を聞いているのかわからない。もっといいところを選んでください。せっかく来てい

るのに説明も聞こえない。 

 

○江尻部長  確かに今回朝日庁舎ということで色々なことを考慮した中でこちらで開催さ

せていただきましたけれども、駅前だからいいかと言われれば、駅前も同じような感じです

のでなかなか空調を使う時期だったから、ということもあるので、たまたま今暑い時期で、

私も雑音は気になりましたので、検討します。 

 

◎高橋委員  その他とは、何でもいいですか。この機会だから、私は一般廃棄物協同組合、
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ステーションごみの回収等を行っているのですが、昨今特に感じるのですが、ステーション

ごみが重く感じるのです。季節的なものも当然あると思うのですが、４５ℓ のごみ袋の中に

２０ｋｇくらいのものが入っていることがあるんです。非常に節約される方もいると思うの

ですが、生ごみが２０ｋｇ近く入っていることがあるんです。そうすると作業員が年々高齢

化していく中で、荷物が重たすぎるということがあるのです。それが１日に５個とか１０個

とかというのであればいいのですが、非常に作業がきつくなってきて、中には職業病みたい

なもので、袋を掴むのに指がだんだん効かなくなってくるという人も出てますので、軽いも

のであれば４５ℓ でもいいのですが、重たいものについてはできるだけ４５ℓ の袋を避けて

いただきたいなということが現場の声があるのです。女性があげるのがやっと、それが我々

の仕事でもあるのですが、やはり、仕事内容の改善に向けてということもありますので、た

かだか４５ℓ の袋ですが、回収する作業が困難になってきているので、この先４５ℓ の袋の

取り扱いは、品目を限定するとか、軽いごみと言いますか、そういったものに限って使える

とか、色々考えれば知恵や方法はあると思うので、そのあたりを今後考えていただければと

思います。中には４５ℓ の袋がない市町村もあるのです。３０ℓ までしかないだとか。検討

をお願いします。 

 

○平野課長  はい。検討します。 

 

◎会 長  他にありますか。 

 

◎清水委員  来月、８月２８日に矢那川清掃があるのですが、私は毎年参加しているので

すが、自治会ではガードレールを超えて、斜面を降りて大変な思いをして清掃をしているの

です。ひとつ間違えれば足を滑らせて、川に転落してしまうような。また、夏場ですから、

暑いし、汗だくになって蚊に刺される。大変な思いをしながらやっているのです。それに対

して市の方からお茶１本でないのですか。市のほうから出さないから自治会の方で出してい

るんです。毎年清掃しているのですが、そのあたり検討お願いしたいと思います。 

 

○平野課長  予算が絡むことですので、検討はさせていただきますが、市の職員も何人か

参加しているのですが、やはり下に降りるのは確かに怪我や事故の元になりますので、基本

的には河川管理者がやらなければいけないものを皆様自治会とかにご協力をいただいている

のですが、事故等があるといけませんし、先々困ってしまいますので、あまり無理だけはし

ないでいただきたいと思います。 

 

◎清水委員  本当に危ない崖みたいなところもあるのです。ごみが落ちている、そうする

と降りて行って拾いたくなるんです。土木事務所の方も来て一緒に拾っておりますけども、

目の前に落ちていると拾いたくなるので。 

 

○平野課長  意見の検討はさせていただきます。できる範囲で、無理をなさらないように

お願いします。ありがとうございます。 
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◎大曽根委員 桜の咲く頃に、矢那川の桜の木の河川にかやの木の枯れたものがいっぱいあ

りますよね。それが汚いなと思いまして。せっかく桜が咲いているのにかやの木があること

で景観、桜の良さが半減してしまって。あれはどういう方が管理されているのですか。 

 

○平野課長  基本的には河川は県が管理をしておりますが、矢那川は公園がありますので、

どちらが管理しているかは現時点ではわからないので、そういった意見があったことだけ早

速戻ったら担当へお話をさせていただきます。 

 

◎会 長   他はよろしいでしょうか。事務局からはよろしいでしょうか。 

 

○平野課長  先ほど少し申し上げましたけれども、次回の審議会は１月に予定しておりま

す。内容といたしましては、現在皆様の任期が今年の１２月１４日までになっておりますの

で、新しい方への委嘱状交付式と、今お話をいただきましたごみ処理手数料の改定について

審議をしていただきたいと考えております。委員の推薦につきましては、現在推薦していた

だいている団体の方へこれからお願いをさせていただくとともに、一般公募については広報

等でまた募集をかけてい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、早

めに日程が決まりましたら連絡を差し上げますのでよろしくお願いいたします。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。 

 

○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８月１３日 

 

署名人   長 田  修  ㊞ 


