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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３１年３月１５日（金） 
場 所 

福祉会館 

講習室 時 間 午後１時３０分 ～ 午後３時００分 

出 席 者 【委 員】 

岡田 貴志 

清水 一太朗 

西澤 光 

野瀬 佐和子 

野田 義文 

國吉 俊夫 

四宮 清志 

高橋 幹雄 

 

【事務局】 

江尻環境部長 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】 

榎本 聡 

齋藤 幸江 

次 第 １ 開 会 

２ 挨 拶 

３ 議 題 

⑴  ごみ処理手数料（自己搬入分）の改定について（諮問） 

⑵  平成３０年度のごみの減量化及び資源化について 

⑶  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 ・ 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 

・ 議題１ ごみ処理手数料（自己搬入分）の改定について 

・ 議題２ ごみの減量化及び資源化の取り組みについて 

・ 近隣市の一般廃棄物担当部署現行体制について 

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。 

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。 

 

会議に先立ちまして、本日お配りした資料の確認をさせていただきます。 

はじめに、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、「議題１ごみ処理手

数料（自己搬入分）の改定について」、「議題２ごみの減量化及び資源化の取り組について」、

近隣市の一般廃棄物担当部署現行体制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。 

 

続きまして、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。 

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。 

 

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。 

なお、本日の審議会は、委員１０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。欠席ですが、榎本委員、齋藤委員、欠席のご連絡いただいています。また、

事務局についてですが、時松次長は所要のため欠席させていただいています。ご了承くださ

い。 

 

２ あいさつ 

 

○司 会   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申し上

げます。岡田会長、お願いいたします。 

 

◎岡田会長  はい。皆さんこんにちは。本日はお忙しい中審議会にご出席いただきまして

ありがとうございます。今日は場所が違いますので騒音がうるさくてなかなか聞こえにくか

ったことがありましたので、忌憚のないご意見をいただいて本日の審議に付きましてご協力
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願いますことをお願い申し上げましてご挨拶といたします。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。それでは続いて、開催にあたりまして、副市長か

らからご挨拶をいただきたいと存じます。副市長、よろしくお願いいたします。 

 

○副市長   皆さん、こんにちは。副市長の田中でございます。 

本来であれば、渡辺市長が参りまして、皆様に ご挨拶申し上げるべきところでございますが、

出席がかないませんので、代わりまして、私よりご挨拶申し上げます。 

本日、皆様には、大変お忙しいところ、「木更津市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。 

さて、これまで、本市では、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。 

今後も委員の皆様には、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、よろしくお願い申し上げます。 

本日の、議事につきましては、はじめに、前回の審議会でも議題とし、審議をいただいてお

ります、ごみ処理手数料の改定について、本委員会に諮問させていただきます。 

また、平成３０年度のごみ減量化・資源化の取り組みについてご報告させていただき、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、お願いを申し上げまして、挨拶とさ

せていただきます。本日はどうぞ、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。 

 

５ 議題(１) ごみ処理手数料（自己搬入分）の改定について 

 

○司 会   では、議事に入ります前に、本日の議題でございます、ごみ処理手数料（自

己搬入分）の改定について、改定案にかかる諮問につきまして、木更津市廃棄物減量等推進

審議会会長に、木更津市副市長から諮問書をお渡しいたします。 

岡田会長、恐れ入りますが、前の方にご移動をお願いします。 

 

○副市長   それでは諮問書の方をお渡しさせていただきます。 

 

【副市長、諮問書本文を朗読のあと、会長へ諮問書を手交】 

（事務局から諮問書の写しを全委員に配付） 
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○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、副市長は

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。 

 

【副市長退席】 

 

○司 会   それでは、ここからは、木更津市廃棄物減量等推進審議会運営規則第３条第

１項の規則に従いまして、会長に議事進行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   それでは、会議を始めます。 

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、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

それでははじめに「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。 

 

 

◎会 長   それでは早速議事に入りたいと思います。議題は、先ほど諮問を受けました

「ごみ処理手数料（自己搬入分）の改定」についてでございます。それでは、事務局からの

説明を求めたいと思います。 

 

○平野課長  本日諮問させていただきました「一般廃棄物処理手数料の一部改定について」

の補足説明をさせていただきます。 

前々回の審議会から議題として、事務局から説明をさせていただいておりますが、一般廃棄

物処理手数料のうち、クリーンセンターへの自己搬入分の手数料額について、見直し検討を

お願いするものでございます。 

ご審議いただく内容といたしましては、手数料の金額と改定時期等を検討いただければと考

えております。 

なお、改定時期につきましてですが、事務局といたしましては、平成３２年４月を考えてお

りますので、次回の審議会を５月頃に開催させていただき、答申をいただき、９月議会上程

後、半年間の周知期間を設けた後に改定を考えております。続きまして、担当から資料の説
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明をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

○嶋村主事  それではごみ処理手数料（自己搬入分）の改定について、資料に沿って説明

させていただきます。表に議題１「ごみ処理手数料（自己搬入分）の改定について」と書い

てあります資料をご覧ください。 

 

はじめに１ページをご覧ください。 

前々回からご説明させていただいておりますが、近隣３市の現行の処理手数料は、表のとお

りとなっております。また、平成２９年度実績ですが、各家庭や事業所で発生したごみをク

リーンセンターへ搬入した件数をまとめたものを掲載しております。木更津市は家庭系ごみ

が昨年度は 54,039件、2,392ｔ自己搬入されました。君津市は指定ごみ袋に入れて持ち込ん

だ場合や資源ごみを持ち込んだ場合の持ち込み数を把握していないため、年間の持ち込み件

数は不明となっておりますが、搬入量は 1,025ｔとなっており、富津市は 8,205件、690t、

袖ケ浦市は 12,370件、752ｔがそれぞれの施設へ自己搬入されています。 

事業系ごみにつきましても、木更津市は 5,843件、1,524ｔ、君津市は家庭系ごみと同様の理

由により、件数は不明ですが 243ｔのごみが自己搬入されています。また、富津市は 2,039

件、367ｔ、袖ケ浦市は 1,781件、263ｔが自己搬入されました。家庭系ごみ、事業系ごみと

もに、本市の自己搬入件数や量は近隣３市に比べると非常に多くなっております。 

また、KCSへの搬入回数についてですが、これは、収集車が KCSにごみを搬入した回数です

が、本市は 33,376回、収集車等が KCSへごみを搬入しました。君津市は 11,493回、富津市

は 8,136回、袖ケ浦市は 2,442回搬入しています。袖ケ浦市については、クリーンセンター

にて、積み替え作業を行っているため、搬入回数が少なくなっております。 

 

続いて、２ページをご覧ください。こちらは、自己搬入分のごみ処理手数料の改定状況とな

っております。本市は家庭系ごみの自己搬入は平成 19年 10月に 20㎏までごとに 100円、10

㎏で計算しますと 50円としていたものを 20kgまでごとに 130円、10㎏までごとに 65円に

改定しています。君津市は家庭系ごみの自己搬入は平成 12年 10月に無料としていたものを

10㎏までごとに 180円に、富津市は平成 23年 4月に 1㎏あたり 7円としていたものを 10㎏

までごとに 90円に、袖ケ浦市は平成 25年 10月に無料としていたものを 10㎏までごとに 100

円に改定しています。 

事業系ごみについて、本市は平成 19年 10月に 20㎏までごとに 150円、10㎏で計算します

と 75円としていたものを 20㎏までごとに 180円、10㎏までごとに 90円に、君津市は 10㎏

までごとに 90円としていたものを 10kgまでごとに 150円に、富津市は平成 23年 4月に 1

㎏あたり 12円としていたものを 10㎏までごとに 150円に、袖ケ浦市は平成 23年 7月に 10

㎏までごとに 80円としていたものを 10㎏までごとに 150円に改定をしました。 

 

続いて、３ページをご覧ください。こちらは家庭系ごみを自己搬入した件数のうち、過去 3

年の 20㎏以下のごみが搬入された回数です。搬入件数全体のうち、約 4割が 20㎏以下のご

みとなっております。今年度の実績については見込みですが、43％が 20㎏以下のごみが持ち
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込まれており、増加傾向にあります。 

続いて４ページをご覧ください。1㎏あたりのごみ処理単価について、平成 18年から 29年

の実績について掲載しています。18年に 1㎏あたり 30円だった処理単価は 27年に 36円ま

で上昇していましたが、昨年度、29年は 34円となっております。 

 

５ページから事務局案として提示させていただいておりますが、 

そしてまず案１として前回までの審議会にてご意見をいただいたなかで、まず単位を 10㎏ま

でごととすることとして、10㎏までごとに 100円、115円、130円とするものを考えており

ます。処理単価 1㎏あたり 34円は、10㎏で考えますと 340円となります。340円のうち、3

割負担いただくと 102円のため、100円としています。3割程度の負担をいただくということ

についてですが、前回、平成 19年 10月の改定の際には、2.4割の負担を処理手数料として

いただいておりましたが、今回からは 3割の負担をいただくことを考えております。そのた

め、10㎏までのごみをクリーンセンターへ持ち込んだ場合は 100円の処理手数料がかかり、

11㎏～20㎏までのごみを持ち込んだ場合は、100円＋100円で 200円、21㎏～30㎏までのご

みを持ち込んだ場合は、100円＋100円＋100円で 300円というものを考えています。 

 

また事業系ごみについては、表の下部分に記載していますが、家庭系ごみの１．５倍の手数

料を設定することとしています。案１のとおり、家庭系ごみを 10㎏までごとに 100円、11

㎏～20㎏までを 200円とした場合、事業系ごみについては、10㎏までごとに 150円、11㎏

～20㎏までを 300円となります。 

 

案１の場合、多くのごみを搬入した場合に、多くの手数料の負担をいただくこととなります。

そこで事務局といたしましては、家庭ごみについては、ごみステーションに出せるごみは分

別してごみステーションに出していただきたいと考えています。クリーンセンターへの 20

㎏以下のごみの搬入件数を減少させるために、案２を考えております。 

 

６ページをご覧ください。 

案２は最初の 10㎏のみを定額とし、その後 10㎏増えるごとに一定額を加算していくという

ものです。具体的には、最初の 10㎏を定額の 100円、115円もしくは 130円として、その後

10㎏増えるごとに 65円加算していくというものです。65円というのは、現在はあくまでも

案ですが、現在、20㎏までごとに 130円のため、10㎏ごとに考えると 65円ですので、この

ようにしております。案２ですと、最初の負担が大きくなりますが、たくさんのごみが持ち

込んだ場合には、単位は変わりますが、今までと変更がないものとなります。 

 

７ページには前回の定例会で示させていただいた案、単位を 20㎏までとし、最初の 20㎏ま

でを定額として、その後 20㎏増えるごとに 130円加算、というものを参考までに載せており

ます。 

 

事務局案は案１もしくは案２として考えております。 
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経費につきまして、昨年度は歳入が多かったことやごみ処理量が減少したことから単価は下

がりましたが、18年から比較すると少しずつ上昇してきています。 

 

また、クリーンセンターへの自己搬入は 20㎏以下の持ち込みが非常に多く、土曜日や連休明

けは非常に混雑しています。 

 

家庭系ごみは市民の誰もが利用できるステーション収集が基本であります。また、自己搬入

ごみはステーション排出に比べ、個人の都合により排出できるという利点があります。原則

はステーションに排出していただくものを引越しや年末に一時的に大量に発生するごみを柔

軟に対応する為に自己搬入の受入れを行っています。 

 

大量に発生するごみは持ち込んで処分する必要がありますが、少ないごみはごみステーショ

ンに出していただくことが基本と考えますと、案１は多くのごみを持ち込むと負担が大きく

なりますが、案２ですと最初のみ負担が大きくなりますが、多くのごみを持ち込んだ場合に

は負担は今までと変わらないものとなります。 

 

また、近隣市の様子から単位を 10㎏までごとに変更し、料金も他市との足並みを揃えたいと

考えています。 

 

以上です。 

 

◎会 長   はい。ありがとうございました。それではただいま説明が終わりましたけれ

ど何か質問やご意見がありましたらお願いします。 

 

◎西澤委員  基本的なことで恐縮ですけれど、事業系で自己搬入というのはどういうこと

になるのでしょうか。事業所というのは皆、業者が収集していくのかなと思っているのです

けれども、自己搬入というのはどのようなことなのでしょうか。 

 

○平野課長  はい。委員がおっしゃるとおり基本的に事業系のごみは市の方で許可をして

いる許可業者と契約を締結して一定の事業所ごとに異なると思うのですが、週に１回、週に

２回というような形でいるのが基本ですが、例えば臨時で発生したものですとか、契約を結

ばないで、例えば発生する量が少ないために直接持ってこられる業者もありますので、そう

いったところはおそらく直接持ってこられるのかなと想定されます。以上です。 

 

◎西澤委員  そういうことがあるのですね。 

 

◎会 長   ほかにございますか。 

 

◎四宮委員  今出た１案、２案の中で家庭系、事業系それぞれ①、②、③とありますけれ
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ども、必ずしも、例えば家庭系が①だったら事業系も①というようなことを想定しているの

でしょうか。例えば家庭系が③で事業系が①というようなそういう考え方はいかがでしょう

か。 

 

○平野課長  そういった場合も考えられますけれども、今まで木更津市で料金を改定、設

定する場合については事業系ごみについては、家庭から出るごみの５割り増しということで

基本は①と①というような形であると思うのですが、委員のおっしゃるように①と③という

ような形もあるかと思うのですが、ただその場合に、説明がなかなか難しいということもあ

りますので市としましては、例えば①だったら①、というような形で考えております。 

 

◎四宮委員  １．５倍ということが基本だということですね。 

 

○平野課長  根拠的には特にはないのですが、だいたい他市でも５割り増しというのがご

ざいます。事業系については、基本事業者が自ら処理をするというようなことがございます

ので、家庭から出るごみと異なりますので、若干差の方をつけさせていただいております。

以上です。 

 

◎國吉委員  家庭ごみ、５０ｋｇ持ち込んだら２案ではいくらになるのですか。 

 

○平野課長  ５０ｋｇですと３６０円です。 

 

◎國吉委員  ３６０円だけでいいのですか。 

 

○江尻部長  そうです。改定案２、①の場合ですと。１案ですと１００円加算ですが、２

案ですと６５円加算ということになります。今の現行料金が２０ｋｇ１３０円ですので、１

０ｋｇ単位で割り返しますと６５円ということで６５円を加算していく。最初の基本的な料

金だけ、１０ｋｇまでは定額にさせていただきますよ、ということです。あとはプラス６５

円。 

 

◎國吉委員  ということは、１案の方が高いということ。 

 

○江尻部長  そうです。持ち込んでくればくるほど高くなります。 

 

◎國吉委員  最初に説明してくれないと。１案の方が高い。持ってくれば持ってくるほど

高くなる。計算上は高くなるということですね。 

 

○江尻部長  そうです。持ってくれば持ってくるほど高くなる。 

 

◎國吉委員  ２案の方が安いということですね。 
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○平野課長  改定案１については基本だいたい各市、町でこういった形である程度の重さ

が増えるごとに同じ金額を増やしていくのですけれども、案２については、先ほど担当から

話がありましたとおり、２０ｋｇ以下、要するにステーションに出せるごみを直接持ってく

る方が結構いらっしゃいますので、そういった方はごみステーションに出せば基本的にはお

金がかからないのですけれども、持ってくる方もいらっしゃいますので、それを抑制する意

味で、最初だけ先ほど言いましたとおり３割負担をしていただくような形で１０ｋｇまで１

００円とさせていただいて、それ以降については今の現行の金額、２０ｋｇごとに１３０円、

１０ｋｇごと６５円ずつ加算させて、多く持ってくる方、本当に先ほど言いましたとおり引

っ越しごみですとかそういったものを処理する場合には、あまり負担のかからないような料

金設定が改定案２というようなことになります。 

 

◎高橋委員  そのいわゆる基本的なことなのですが、現在の今の計量システムが、現状が

２０ｋｇということで、比較がしづらいからということで、今回１０ｋｇごとで出していた

だいているんですけれども、基本家庭系のごみ、事業系のごみに関わらず、持ち込んだ場合

には、今、最初に通るところがクリーンセンターへ搬入ですよね。そこの計量のシステムと

いうのは、仮に１５ｋｇというものは繰り上げになって２０ｋｇとなっているのか、切り捨

てなのか、そこのところは今のところどういうシステムになっているのでしょうか。 

 

○平野課長  今の時点では確認していないのですが、０～２０ｋｇまでの範囲については

２０ｋｇと表示されます。ただ前回お話しましたとおり、他の市では１０ｋｇ単位になって

おりますので、それを１０ｋｇ単位に直すとことについてはできるということです。ただ今

は２０ｋｇの設定になっていますので、そういう風になりますけれども、現時点では０～２

０ｋｇまでは２０ｋｇと表示されます。 

 

◎高橋委員  それを２０ｋｇには直せて、１１ｋｇになった場合は次は２０ｋｇの表示が

出るということですか。 

 

○平野課長  おそらくそういうことです。 

 

◎高橋委員  繰り上げているということですよね。 

 

○平野課長  そうですね。 

 

◎高橋委員  先ほど１ｋｇあたりの処理単価というのが１８年度から２９年度まで約１１

年間出ているのですが、まず２７年度をピークに２８年度、２９年度と僅かながら下がって

きている、その辺の根拠と、実際ごみ処理費に係る費用の３割を排出者側に負担をお願いし

たいというお話がありましたけれども、下がった根拠として何があるのか、またその３割の

排出者責任という３割負担をいただくとなると改定案１だと５割以上、５割に近い形になっ
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てしまうのではないかなと。改定案２であればもう少し負担が減っていくという気がするの

ですが。今後もごみ処理に係る費用というのは、下がっていく傾向にあるのか、または今の

現状で増えていくのか、上がっていくのかという、見通しといいますか、その辺はどのよう

にお考えなのですか。 

 

○平野課長  ごみ処理量の単価の傾向として２３年度から１円くらい下がっていますけれ

ども、今可燃ごみというものはかずさクリーンシステムで中間処理委託をしております。そ

ちらの方に持ち込んでいるんですけれども、当然そちらの方に委託料を支払う中で、その実

際受ける側、かずさクリーンシステムの方で「チャレンジ１０」という、議会の方でも何回

かお話させていただいているんですけれども、要は各市から持ち込まれるごみの量の単価を

引き下げようというようなものをやっていただきまして、それによって単価の方は下がって

います。かずさクリーンシステムに中間委託している量は、市の歳出に占める割合は大きい

ので、そういった形で下がってきていたものと、あと先ほども言いましたとおり、歳入の方

が多かったということで下がっています。今のかずさクリーンシステムがこのままあと予定

でいけば８年間は稼動しますけれども、その間についてはだいたい同等、今と同じ様な形で

進むかと思われます。あと、もう１点、３割負担ということについてですけれども、なぜ３

割にしなければならないか、ということについては、環境省の示している中では自己負担を

求めることは当然ということは明記されておりますけれども、どの程度求めるかということ

は明記されておりません。市で考えた中では、それが良いかわかりませんけれども、今、医

療費も個人負担３割負担となっております。そういったものと、あと近隣市というか、全国

的にもだいたい３割から４割程度の負担をいただいてそれによってごみの排出抑制、ごみを

分別して資源にできるようなものは資源にまわしていただくような形で大分の負担をしてい

ただくことは、市民の責務であるという、ごみ減量化につながるというのであれば、それは

当然のことであるということから３割負担ということで、４割とか５割としているところも

ありますけれども、木更津市としては、３割と考えているところです。以上です。 

 

◎國吉委員  ごみ手数料の方で、指定ごみ袋に入れて持ち込んだ時には処理費は資源ごみ

でも徴収という形になっているんですけれども、他市に関しては徴収しないとか、徴収とか

があるんですけれども、それは他市との関係はどう考えていますか。それが１点と、もうひ

とつは、家庭系ごみの２０ｋｇ以下の搬入されるごみの回数が増えることはいけないという

ことですけれども、いけない理由を具体的に教えていただきたいのですが。 

 

○平野課長  市の考えとしては、まず指定ごみ袋に入れて持ち込んだ場合、木更津市だけ

が徴収しておりますけれども、先ほどから申し上げているとおり、ステーションに出せるも

のをステーションに出していただければ手数料はかからないのですけれども、持ってきてい

ただくことについては、ステーションに出せるものを持ってくる、結局クリーンセンターへ

持ってくる場合、当然ごみ処理に係る人件費はかかりますので、うちの方の考えとしては引

き続き徴収していく方向で考えています。また、決して持ち込みがだめだということを言っ

ている訳ではありません。ただ、先般からもお話していますとおり、ごみの持ち込みが多い
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ことによりまして、うちの方は土曜日、年末、連休明け等ごみの持ち込みが非常に多いです。

それによって警察の方からも、要は国道に出てしまっていることも理由です。一番はステー

ションに出せるものはステーションに出していただいて大量ごみや引っ越しごみなど、そう

いったものだけというのが本来の筋と考えています。実際に君津市や富津市、袖ケ浦市への

持ち込みも人口的には本市よりも少ないにしても、件数的にはかなり本市のウエイトが高い

ので、そういったことから、なるべくステーションに出していただいて持ち込みごみを減ら

したい、先日予算審査の中でも話をさせていただいたのですが、となりにいきいき館があり

ます。いきいき館の利用者にも実は大変ご迷惑をおかけしておりまして、苦情等が出ている

こともありますので、そういったことから、やめるという訳ではなくて、持ち込みをなるべ

く減らしたいということが本市の考えでございます。以上です。 

 

◎國吉委員  今、粗大ごみのことについては、わたしの質問には関係ないですよね。あく

まで２０ｋｇ以下の指定ごみ袋の持ち込みに関してというお話ですから。１つの案として私

の個人的な考えですが、家庭系ごみで２０ｋｇ以下のごみといったらせいぜいごみ袋、１つ

か２つくらいですよね。それで持ち込んでいる数が多いからということだから、そのエリア

をどこかに持ってきてしまって、家庭系ごみ袋だったら指定ごみ袋だけ、そのエリアに置い

て行けば指定ごみ袋ですから、ごみステーションに出せば無料ですよね。それをあえて持っ

てくるのであれば、その場所で降ろして帰してしまえばいいのでしょうか。１袋か２袋であ

ればコースを分けて、計量コースとごみステーションに捨てるコースと分けてしまってそち

らに入れれば、２０ｋｇ以下のものであればすぐ帰れるのではないでしょうか、という考え

もあるのではないかと思うんですけれど。 

 

○平野課長  要はクリーンセンターの土地の中にそういったところを設けるということで

すよね。 

 

○江尻部長  家庭ごみの搬入は、小さい車でかなりの量を持ってくる方もいらっしゃいま

す。普通だったら、トラックや軽トラックで来るのが、と思うのですが、その際に受付の方

では自己搬入の方には中身の見える透明な袋で持ってきてもらうようにアナウンスはしてい

ます。指定ごみ袋の場合はステーションに出せますよと。クリーンセンターの中にエリアを

設けるということについては、私もそれは話をしたことがあります。しかし、普通の袋で投

げ込んでいく可能性もありますし、時間的な制約もかけないと、クリーンセンターが不法投

棄の場所になる可能性もあるということがあります。常時監視できませんので、なかなか厳

しさがありまして、制約するわけではないのですが、やはり指定ごみ袋ということでお金が

かかっていますので、４５ℓ の袋でしたら約９ｋｇのごみが入ります。だいたい重さで考え

ますと。中には２０ｋｇくらいのごみを入れる方もいますけれども。結構いっぱい入ります。

中には話がそれますが、持ってくる方の理由は、自治会に断られる方もいるんです。そいう

こともあって、なかなか難しいところもあります。うちがもっているステーションなら、う

ちが掃除しているのだから、区費を払わなかったら、自治会に入らない人は使わせない、と

いうような苦情もあります。そういう理由でわざわざ持ってくる方もいます。中には近所で
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歩いて持ってくる方もいます。確かに委員のおっしゃるとおり、そういった方法も一理ある

のですが、現にクリーンセンターの中にも断られた腹いせに捨てていってしまう方もいるん

です。そういった方もいますので、非常に難しいところもありまして、ひとつの方法として

私どもも話をしたこともあります。 

 

◎國吉委員  そしたら君津、富津、袖ケ浦では指定ごみ袋に入れて持ち込んだ場合には徴

収しないとなっていますので、これはどのような対応をしているかはご存知でしょうか。 

 

○江尻部長  私もうろ覚えですけれど、前に君津に行った時には、普通にボックスのよう

なものが合って、そこに置いているというような、委員のおっしゃるような形で、そこで受

け取るというような形です。 

 

◎國吉委員  君津は、富津は、袖ケ浦は、それでも一応大丈夫なような形でできているわ

けですよね。 

 

○江尻部長  指定ごみ袋に手数料を賦課したときの、経緯というか、本来であればごみを

出すというのは、排出者の責任で、ということで市がやっておりまして、ごみステーション

に出たごみを収集といった形で回収をしています。市の責任において収集をしています。現

在は委託の業者になりますが。そこにかかる、そこから運搬される経費の部分という手数料、

また、持ち込んできた場合には中の方で処理をする手数料という形で分けていますので、他

の市がこういう風にやっていることが、私はちょっとおかしいのではないか、と思うのです

が、本来であればとるべきものではないかと思うのですが。ただ自治体によっては無料とい

うこともありますから、自治体の中の判断という形で、木更津市では従来からこのような形

で判断させていただいております。 

 

◎國吉委員  私が言いたいのは、他市でそういうことをやっているのであれば、そういう

のもちょっと研究してみてはどうでしょうか、ということなんですよ。他市がやっているも

のと木更津市がやっているものがどういう風に違うのか、研究くらいはしていただければあ

りがたいなと思います。 

 

○江尻部長  承知しました。研究いたします。 

 

◎会 長   そんなにあるのですか、１つや２つを持ってくる方は。 

 

○江尻部長  いますよ。こういうことを言ったら失礼かもしれませんが、軽自動車は普通

入る量が決まっていると思うのですが、軽トラックではないので。そういう車両は結構あり

ます。参考までに、毎年、年末仕事納めが終わった後、３日間くらい受け入れをしています

が、だいたい２年前くらいですが２，０００台程度搬入があります。８時３０分から１６時

まで受け入れをしていますが、その間で。ゴールデンウィークや連休明けたときは。 
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◎会 長   おそらく年末等はステーションにごみが出せないくらい溢れているとか、そ

ういうこともありますよね。 

 

○江尻部長  当然それはあります。年末でも収集日が合わない場合やごみだからご自宅に

置いておくのは嫌だから、ということがほとんどだと思うのですが。だから持っていこうと

いう方が。それはもうおいて置くスペースがあれば、なるべくなら年が明けてから次の収集

に出してほしいのですが、なかなかそれも言いづらくて。 

 

◎会 長  自治会に入らないと、というのは、そんな多いわけではないですよね。 

 

○江尻部長  担当から説明させていただいたのですが、５０，０００件の搬入のうち、４

割程度が２０ｋｇ未満ということですので、本当にちょっとしたごみをついでに持ってくる

ということです。持ってきてはいけないとは言いません。袖ケ浦市では持ち込みごみはあら

かじめ予約でなければ受けない、という自治体もあります。ただ市民サービスの提供という

観点からしたら、受け入れをしたいという気持ちは山々です。受け入れをするにもやはり色々

ありますから、それぞれ身近なところで出せるものには、お金かけた袋があるわけですから、

それでなるべくならそちらの方もご協力いただきたいというところで、スムーズにできれば

一番いいのですが、他のところに迷惑をかからないように、適正なごみ処理ということがで

きれば、それを一番願っているところですので、観点からそういったところで、お話させて

いただきました。 

 

◎西澤委員  生活するものとしては、一番今のお話の中で疑問に思ったことは、自治会費

を支払っていなければステーションは使用できないということですか。 

 

○江尻部長  そういう地区もあります。そういう話を聞いたことがあります。自治会とい

うものになかなか今入らない傾向が多いのですかね。そういったこともよく耳にします。そ

うするとステーションがここにあるから、例えば家を求められてきた方がそこに建売とか買

いました、ここにステーションがあるから使わせてくださいよ、というとこっちの方が管理

しているからと言われ、他の場所を使わせてくれと聞くのですが、使っちゃだめと言われた

ということで、苦情の電話がくることもあります。 

 

◎西澤委員  それであったら半分納得できるのですが、１０軒の建売があって８軒が自治

会に入って２軒は入らないと。そして同時に生活が始まったんだけれども、その２軒はその

ごみステーションは使えないということもあるのですか。 

 

○江尻部長  そういうのも聞いたことがありますよ。要するに１つの街区の中で、使えな

いからという理由でクリーンセンターに自己搬入される方もいます。木更津市内もごみステ

ーションが今は６，４００～６，５００箇所あります。委託の業者に、市の責任ということ
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でお願いしていますけれども、市のほうも収集には回っておりますけれども、それだけを回

るということは、あまりにもステーションの数が多すぎるということで、おそらく見たこと

があると思いますけれども、通りによっては、１００ｍくらいのところにごみを置いてある

ところが、何十箇所もあるところがあります。５ｍおきに置いてあるだとか。本来であれば、

本当に１つの箇所で２～３箇所とか、収集の効率を考えた場合には車だって、５ｍ進んで停

まり、５ｍ進んで停まり、となりますと、車も当然消費されて痛んできますから、色んな面

からして影響出てきますので。木更津も色々人口が増えている中でごみのステーションもな

かなか減らそうといっても厳しいところがあるのですが。 

 

◎四宮委員  ３ページの一般廃棄物の持ち込まれた回数、搬入件数がだいぶ増えてきてい

るということで、右肩上がりにきていますけれども、このあたりは具体的な原因だとか分析

をされてはいるのでしょうか。 

 

○平野課長  分析まではしていないのですが。 

 

◎高橋委員  今、四宮委員から右肩上がりという話がありましたが、どういう持ち込みが

多いのかということは先ほど部長からお話いただきましたけれども、４４％、２０ｋｇ未満

のごみを持ち込む方の中で指定ごみ袋で持って来られる方というのは何割程度なんですか。 

 

○平野課長  そこまでは全部把握はしきれてはいないのですが、例えば先ほど言いました

とおり、年末とか、収集がないときに持ってくる場合は指定ごみ袋に入れて持ってくる可能

性があると思いますけれども、基本的には先ほど言いましたとおり、レジ袋といいますか、

透明な中身がわかるようなものであれば受け付けておりますので、ほとんどはそういった方

だと思います。４５ℓ の袋で持ってくる方は、普通の透明な袋であれば４５円もしないと思

いますので。中身が見えるものであれば取りますので、黒い袋とかでなければ大丈夫です。 

 

◎江尻部長  計量がありますよね。そのときに計量の受付で当然指定ごみ袋、可燃ごみだ

ったらピンクのごみ袋で中身は何がありますか、と聞いて可燃ごみですと。袋で持ってきた

方にはお声がけさせていただいて、指定ごみ袋だからステーションに出せますけれども、こ

こに持ってくると料金がかかってしまいますよ、とアナウンスはして、了解もらった方に受

付けておりますので。最近は指定ごみ袋で持ってくる方はそんな多くなくなってきているよ

うには見えますけど。以前はトラックいっぱい、２０袋も３０袋も指定ごみ袋で来ているの

を見たことがありますけれども、もったいないなとも思ったことがあるのですが、最近はそ

んなにも見かけなくなりましたが、まだ中にはいらっしゃいますよね。 

 

◎高橋委員  一番最初に戻ってしまいますけれども、この料金の改定は実際のところ、２

０ｋｇ未満のごみの持ち込みが議論になっていますけれども、２０ｋｇ未満の持ち込みごみ

をものすごく減らしたいということが大きいのですか。料金を上げたいと言うことが大きい

のですか。全体的に見直したいのかというところが、我々には理解しきれていないのかも。
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それに付随して排出者に３割を負担願いたいということは、それによってはある程度の料金

改定の改定案の方向性が見えてくるのではないかという気がするのではないかと思うのです

が。その辺は言えない部分なのでしょうか。 

 

○平野課長 ３割についてですけれども、資料の２ページをご覧いただくとわかりますけれ

ども、家庭系ごみについては、現在の料金体系が４市を１０ｋｇ単位で見ていくと、本市は

６５円、３市は９０円、１００円ということで、本市はとにかく一番安くて、今回お話はさ

せていただきませんでしたが、不確定ではありますけれども、他市のごみが搬入されている

事例がございます。その中にも当然２０ｋｇ以下のごみも想定されるのですが、まず１点目

として料金改定については、少なからず４市で足並みを揃えるというわけではないのですが、

富津市、袖ケ浦市並に料金を上げていただくということで３割負担、今の２０ｋｇ６８０円

のうち３割、１０ｋｇで１００円になることと、そういった他市からのごみあるいはステー

ションに出せるごみを持ってきている方の数を減らしたいという両方のことで検討をさせて

いただいて、事務局としての案を出させていただいているところでございます。以上です。

回答になっていないかもしれないのですが。 

 

◎野瀬委員  高橋委員の話にちょっと似ているのですが、家庭ごみの持ち込みが多い理由

は、指定ごみ袋が高いからではないですか。この前袖ケ浦のごみ袋を見たのですが、３０ℓ

のごみ袋が１６０円だったんです。木更津市は３０ℓ の燃やせるごみ袋は３００円ですよね。

主婦として週に２回ごみを出すとその分差額があるから、持っていった方が安く済むよ、と

いう話も聞いたりします。だから、普段出すごみ袋が高いので、なるべくまとめようとして

いるのですが、ごみ袋が高いというのが理由ではないですか。 

 

○平野課長  指定ごみ袋については、袖ケ浦市を除く、木更津市、君津市、富津市は、１

ℓ １円ですので、４５ℓ であれば４５円、３０ℓ であれば３０円、というような形で、確か

におっしゃるとおり、袖ケ浦市はそれ以下でやっています。ただ袋代といっても、それもや

はりごみ処理の費用、手数料としていただくような形でやっていますので、袋代ではなくて

ごみ処理にかかる経費としてその金額でやらせていただいています。例えば１袋持ってきて

ごみステーションに出せば、４５ℓ で出せば４５円ですけれども、クリーンセンターへ持っ

てくれば１３０円かかります。ですので、持ってくるよりはステーションに出した方が安い

のかなと思っています。 

 

◎野瀬委員  それは車があって、重いものを持ってくれる人がいての話ですよね。あと以

前、値段を上げるかどうかで議論していたと思うのですが、今日は値段が上がった改定案１、

改定案２で上がることが前提でお話をされているような気がするのですが。 

 

◎西澤委員  そんなことはないと思います。わたしはそこのところは絶対譲れません。私

は第１回の審議会でそれはあげないというところに、木更津市としての特長としてください

よ、ということを申し上げたので、第２回の審議会で確かにおっしゃるように上げるのであ
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れば、改定案１か改定案２であって、上げるということが前提ではないですよね。 

 

○平野課長  当然、まち美化推進課としてはそういった形で説明させていただいておりま

すけれども、あくまでも審議会で料金改定については審議していただくことになっておりま

すので、事務局案としてはこういう案があるということで提案させていただいております。 

 

◎西澤委員  安心しました。 

 

◎高橋委員  ただ、諮問が一般廃棄物処理手数料（自己搬入分）の一部改定についてと諮

問が上げることがあって諮問されているのではないかと、私はそういう感覚で捉えたのです

が。絶対上がらないことで行ければ、それに越したことはないと思うのですが。 

 

◎西澤委員  私達が頑張らなければいけないんです。 

 

◎高橋委員  今日、諮問書が来た時点で、まず上げるのか、上げないのか、がスタート時

点になるのですかね。なんか先ほどまでは、上げることが決まってこの話が進んでましたよ

ね。 

 

◎会 長  そうですね。だけど、今日のこの回で上げるか上げないかは決まらないので、

次回また委員会を開いて審議しないといけないですね。 

 

◎高橋委員  それであれば、上げる、上げないというところから当然審議していかなけれ

ばいけないことですし、やっぱり上げることが必要だろう、ということであればそれは検討

しなければならないですけれども、現状その平野課長から他市に足並みを揃えたいというよ

うなニュアンスにも聞こえたのですけれども、そこのところは今たまたまかずさクリーンシ

ステムという４市でお世話になっている施設が木更津市にあって、それなりの木更津市民が

おそらく見えない形で負担をしているのではないかなと。地域的に言えば結構限られますが。

木更津市はごみ処理は、安くたっていいのではないかという気持ちは根本にはありますよ。

木更津市に住んでいるとごみ処理費は安いんだよと。そこで他市と足並みを揃えないといけ

ないというのは、そもそもまず必要があるのかなというところからの議論になってしまうの

かもしれないですね。 

 

◎國吉委員  袖ケ浦のごみ処理の件、袋が安いとかって言うのですが、結局一般会計から

そのお金が出ているということなんです。見えないところから。表向きには安いように見え

るんです。やっぱり実際、ごみ処理ということはお金がかかるものですから、それを基本的

にはいかにしてお金のかからないような値段設定をしなければいけないということがやっぱ

り担当部局としては苦しんでいる中で、今回一般会計から導入せずに維持してやっていこう

ということが他市に並べるような方法で、だけれども他市までは行かないような方法の値段

設定としていきたいということですよね。 
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○平野課長  そうです。 

 

◎会 長  そのあたりをお話した方がいいですよ。わからないですから。やっぱり一般会

計から入れてしまうと、他の税金を使うことになるんですよ。 

 

◎西澤委員  そこで確認したいのですが、袖ケ浦以外の３市というのは一般会計からの補

助はないのですか。独立してやっているということですか。 

 

○平野課長  ごみ処理については、各市当然ごみ処理に係る経費は歳出で、歳入について

は手数料や袋代などで、差額については一般会計から支出していますので、一般会計から支

出していないところはないです。当然ごみが増えれば歳出が増えますので、ごみ処理経費当

然は上がります。 

 

◎会 長   木更津のごみ袋は高いとかいろんな話をされますが、実際はそういうことで

はないんだよということをお話しないとわからないと思うんです。自己搬入分を他市並みに

上げた場合に、それなりに影響があって最初に平野課長がおっしゃっていたように、２０ｋ

ｇ以下の持ち込みが一番安いから、増えるのか、同じになるのかはわからないですよね。わ

ざわざ持ってくるような人は減るのかなという思いもあります。 

 

◎高橋委員  やってみなければわからないことですけれども、当然一般会計からそういう

支出があることは存じ上げていますけれども、まずでは、やってみた方がいいのではないか、

という抑止力になるとしたら値上げありきではありませんけれども、改定案２の２０ｋｇ未

満の手数料を大幅に上げて、できるだけ各家庭の最寄りのごみステーションに出していただ

くという、もし上げるのであればですよ、上げなければいけないのであれば、この抑止力を

踏まえた、１０ｋｇ未満の処理費を大幅に上げるという方向性が必要になってきているので

はないかと。当然ステーションに出している人にとっては今までどおり、何も変わらないわ

けですから、ただ持ち込みの件数と割合を抑止するのであれば２０ｋｇ未満が４４％も、５

割に近いわけですから、その辺を上げるのであればやっていく必要があるのかなと個人的に

は思います。これを一律１０ｋｇごとに倍、倍、というような形でやるのは、今の状況には

あまり考えない方が、改定案１の方は考える必要がないのではなかろうかと思います。 

 

◎会 長   なかなか今日出す、ということは難しいですね。もう一度審議会を開催して、

審議しなければいけないですね。他に聞いておかなければいけないことはないですか。 

 

◎四宮委員  先ほどから出ていますように、上げるのか、上げないのか、というところか

ら審議をする必要があると思います。値上げしなければ、我々市民としても、業者としても

上がらなければそれにこしたことはないのですが、ただ、市全体の予算ですとか、ごみの減

量化、いろいろなことを考えると、考えていかなければいけないのかなと。やはり、ごみは
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自己負担、自己責任で処分していくことが基本であると思います。例えば水道にしても安け

ればいくらでも蛇口をひねって使ってしまう。ごみも安ければどんどん出してしまおうとい

う。だんだん、歯止めが、ブレーキが効かなくなりますので、ある程度の現状に、近隣３市

に、あるいは県内、全国にそういう状況を見た中である程度のことを考えていく必要がある

のかなと考えます。その辺を含めて、上げるのか上げないのか、その辺から審議して、また

上げるのであればクリーンセンターに車で搬入するときに、私も実際近くなので見ています

けれども、確かに交通量は多いですから。それから國吉委員から出たように、クリーンセン

ターの中にそういう集積所を設けるという話もありますけれども、木更津の港まつりのとき

にやっているパッカー車を所々に置いて収集をやっていますよね。その以前は拠点ごとにご

み箱を置いてそこに放り投げていたのですけれども、近年は一般廃棄物協同組合の業者さん

が中心になって、パッカー車を置いてやっていますけれども、あれも例えばクリーンセンタ

ーの中に１台置いて持ってきたごみを誰か１人付かなければいけないでしょうけれども、そ

ういった方法であれば中身もわかるでしょうし、ある程度回転するのでないかなと、今聞い

て思いました。そんなことも踏まえた中で色々とまだまだ審議は必要ではないかなと思いま

す。 

 

◎西澤委員  もう一つ提案ですけれども、木更津市は業者に頼んで分別していますよね。

びんとか、色々。袖ケ浦市は市民が分別を負担してやっている、そういうところの努力の差

っていうのは支出の面ではいかがでしょうか。木更津市だとみんな外注ですか。びん・かん・

ペットボトルの分別ですね。あれを私達がやると前提ではないのですが、経費はいかがでし

ょうか。随分なものではないかなと思うんですよね。流れてくるところを分別しているので

はないかと思うのですが、あれを頼むことを自分達が持っていった分だけを分別してさっと

帰れば０円で済むのにね。あのようなところから始めたらいかがでしょうか。 

 

◎会 長   今おっしゃっているのは、スーパーに置いているリサイクルステーションと

いうように自分たちで持って行ってやっているのも多いかなと思うのですが。 

 

◎西澤委員  袖ケ浦市だと分別を全員がやるのです。自分の一番近いごみステーションへ

行って分別を自分でやって。 

 

◎委員    君津市もですよね。 

 

◎西澤委員  君津もそうですか。 

 

○江尻部長  分別の違いで木更津市の場合ですと、いずれも資源ごみに該当する部分です

けれども、びん・かん・ペットボトルは一緒でいいですよ、ただ君津市とかですと、ペット

ボトルは、ペットボトルですよ、缶はスチールとかアルミとか。それは市によって分別の方

法も違いますけれども、そういった形で木更津市も分別を始めて１７年経っていますけれど、

やはり分別というものは市民にかなりの苦痛があってやればやるほどきりがないんです。こ
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れをやってくれ、あれをやってくれ、となるとなかなかできなくて、今でも皆さんにご迷惑

かけて、今ペットボトルだってキャップを外してラベルは剥がす、あれはもともとの種類、

質が違うために分ける、そこまでお願いしているっていうところもあって、スチールはスチ

ール、アルミはアルミ。木更津市は混合で収集もしていますけれども、収集した後に分別、

業者に委託を出していますけれども、場所によってはリサイクルセンターというものを持っ

ていまして、そこへ行って手作業で、びんは透明、茶色、その他の色の付いたもの、そうや

って細かくやっているところもあります。お金をかければかけるほど、要するにリサイクル、

再生というものはすごくお金がかかることが現実でございます。なかなか難しいのですが、

市としても燃やせるものは全部燃やしてしまえばいいというような感覚もありますけれども、

一方では循環型社会という中で、資源化、減量化というものも一方ではやらなければいけな

いというものがあります。両方を上手くバランスよくやっていくということがありまして、

片方をきつくするとそれも当然なかなか市民の方にも負担がかかります。じゃあそれもやめ

て集めたものを委託すればお金もかかります。なかなか色んなものがかかってきますので、

近隣市はじめ、色々なところを見ていいところもあるなということもありますけれども、な

かなか現実的に難しいところもありまして。 

 

◎会 長   難しいですね。なかなかきりがないと思いますので、次回もう一度審議会を

開催して審議をしたいと思いますがよろしいでしょうか。次回の日程については、後ほど事

務局の方から連絡をしていただくこととします。 

 

○平野課長  先ほど申し上げましたとおり、一応５月頃予定しておりますけれども、５月

限り１回だけというわけではありませんので、当然皆さんに審議をしていただいて納得した

上で料金改定をするというような方向でやっていかなければいけませんので、委員の皆さん

にはご負担をかけるかもしれませんが、その辺についてはご協力いただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

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

事務局から説明を求めたいと思います。 

 

○加藤事務員 それでは、これから平成３０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。事前に送付しました、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ページの資料をご覧ください。こちらは食品ロスＰＲ啓発及びフードドライブの実施

についてです。昨年 11月 25日に開催された木更津市オーガニックシティフェスティバルに

て、食品ロスの PRとしてパンフレットの配布やポスターの掲示を行いました。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

ひとつです。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
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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。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。 

また、下の写真ですが、昨年 11月 18日に開催されました木更津市リサイクルフェアにて、

フードドライブを実施し、その際に集まった食品です。フードドライブとは家庭で眠ってい

る賞味期限が 2ヶ月以上ある食品を回収し、生活困窮者に無料で提供するボランティア活動

です。お米やレトルト食品、缶詰、調味料等をお持ちいただきフードバンクちばへ寄付いた

しました。 

 

次に３ページ及び４ページをご覧ください。こちらは、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となりました。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きましたが、メダル製作に必要な

金属量を確保できる見通しがたったため、プロジェクトによる回収は 3月 31日を持って終了

することとなりました。今年度はリサイクルフェア及びオーガニックシティフェスティバル

にて回収を行い、約 30㎏の小型家電を回収いたしました。また、平成 29年 11月から専用ボ

ックスによる回収として、各公共施設に設置して回収を行ってきました。このボックスは 1

箱で約 50個の携帯電話を回収することができます。なお 3月 31日をもって、メダルプロジ

ェクトは終了しますが、終了後についても小型家電リサイクルを更に発展・促進させるべく、

メダルプロジェクトは、知的障がいのある方のスポーツ支援の場である「スペシャルオリン

ピックス日本」の応援プログラムとしてリニューアルされることとなりましたので、本市も

設置を継続して行い、小型家電リサイクルを行う予定です。 

 

次に５ページをご覧ください。こちらはガス缶・スプレー缶による爆発・火災事故を防止す

るため、市政協力員へ依頼し、回覧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、配布しました。 

 

次に７ページ及び８ページをご覧ください。こちらは、広報きさらづ 12月号と一緒にごみ特

集号として発行したものです。年末のごみの受入のお知らせや、スプレー缶・ガス缶の正し

い排出方法、小型家電リサイクル、ごみステーションの利用等について、記事を掲載し周知

を行いました。 

 

次に９ページ及び１０ページをご覧ください。こちらは商工会議所の広報誌、「商工きさら
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づ」の２月号に折り込みを依頼し発行したものです。事業系ごみの排出方法や、ガス缶・ス

プレー缶の正しい排出方法について記事を掲載し周知を行いました。 

 

続いて１１ページをご覧ください。こちらは、資源ごみ集団回収の平成２９、３０年の実績

報告です。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、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

も役立つ活動です。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。回収品目は繊維類、紙類、びん類、缶類です。缶類は、平成２８年度まで

は助成対象ではありませんでしたが、平成２９年度から助成対象となりました。平成２９年

度は合計４０２件の申請があり、助成金として５，８９６，３１８円支出しました。 

平成３０年度は１月までの実績で、３３３件の申請があり、助成金として４，８０６，３１

８円支出しています。 

 

続いて１２ページをご覧ください。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２９年度、３０年度の実績です。クリーンセンターでは、１辺が

４０ｃｍ以下の小型家電を無料で回収しています。２９年度は２，２２５人の方から２７，

７３０ｋｇの小型家電を回収しました。３０年度は平成３１年２月までの実績ですが、２，

０６３人の方から２５，４２５ｋｇの小型家電の回収をしています。 

 

続いて１３ページをご覧ください。こちらは生ごみ処理機設置事業補助金の平成２９、３０

年の実績報告です。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、助成金額は消費税などを除いた

購入価格の２分の１として、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。２９年度は生ごみ肥料化容器は２２台、６８，１００円、

機械式生ごみ処理機は１９台、４４５，９００円の助成金を支出しました。３０年度は３１

年２月までの実績で、生ごみ処理機は１３台３５，５００円、機械式生ごみ処理機は２３台、

５４３，１００円の助成金を支出しています。機械式生ごみ処理機については、すでに昨年

度を上回る申請数となっております。 

次に１４ページをご覧ください。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クリーンセンター内に設置し、現在稼動し

ています。現在、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

り、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
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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時の間にクリ

ーンセンターで配布をしております。 

 

続いて１５ページから１８ページの平成３０年度一般廃棄物の現状について報告いたします。 

まず１５ページと１６ページは種類別の排出量となっております。１６ページの資源ごみの

内訳について１７ページに資料がございますが、１月までの実績値を前年度と比較しますと、

びん・かん・ペットボトル、紙類、衣類については、前年度よりも減少傾向にあります。び

ん・かん・ペットボトルについては、近年缶類からペットボトルへの容器の移行が見られる

ため減少していると思われます。また、紙類については、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す。 

 

最後に１８ページをご覧ください。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 1,153ｇ、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 30年度までの現状として、表２のとおり 28年は 1,142ｇ（前年度比▲7

ｇ）、29年は 1,125ｇ（前年度比▲17ｇ）、そして今年度は 1,150ｇ（前年度比プラス 25ｇ）

を見込んでおり、ごみの総排出量は減少する見込みです。 

続いて２リサイクル率（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。 

続いて（２）平成 30年度までの現状ですが、表４のとおり 28年は 24.20％、29年は 21.51％、

今年度は 21.20％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です。ごみの排

出量は減少傾向にありますが、資源ごみも減少傾向にあるため、リサイクル率が減少してい

るものと思われます。 

 

一般廃棄物処理基本計画の目標値に向けて、平成 31年度についても、食品ロスや小型家電リ

サイクルの PRを行い、事業系ごみについても広報の作成など、より計画に近づけるように取

り組んでまいりたいと考えております。説明以上です。 

 

 

◎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。 
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◎四宮委員  資源物が減っていることについてですが、ペットボトルがかなり今変わって

きています。やわらかく、薄い、風が吹けば飛ぶような。そういうものが主流になってきて

いるので、本数的にはペットボトルは増えてきているのですが、ペットボトルの軽量化、重

さでいうと減ってきてしまいますよね。 

 

◎会 長   他に何かございますか。 

 

◎西澤委員  ５ページの爆発・火災事故に関してですが、乾燥剤をよく水に浸すと発熱す

るから捨てないでと言われていたのですが、木更津市では良いということで聞いたのですが、

それはそれで良いのでしょうか。 

 

○平野課長  今は燃やせるごみで大丈夫です。５ページに載っているのは、不燃ごみの回

収時の爆発で、可燃ごみについては、委託業者の方に頼んでいるので火災等はあまりないの

ですが、不燃ごみ、ガス缶・スプレー缶、そこにライターですとか、発火するようなものが

あると、結局パッカー車、中に積み込むような車で回収しているのですが、そこで穴が開い

たりしてガスが充満して、回転盤をまわすときやライター等で、集めたごみを破砕したり分

別しているのですが、そのときに建物の爆発事故が２回か３回起きています。 

 

◎西澤委員  全国ニュースにはならないけれど、２年のうちにそんな頻度であっているわ

けですか。 

 

○平野課長  そうです。それは木更津市だけではなく、他のところでもあると思います。 

 

◎西澤委員  他のところではよくニュースで見ますよね。パッカー車が発火したとか。こ

の前もありましたよね。他所の話かと思っていました。 

 

○平野課長  火災ですと、消防車が何台も来ることもあります。 

 

◎西澤委員  それでは、今の確認になりますけれども、不燃ごみは市の収集でやっている

ということですか。 

 

○平野課長  市で集めて市で処理をしています。 

 

◎西澤委員  全部やっていると。 

 

○平野課長  当然不燃ごみの中に燃えるものやリサイクルできる鉄とかもありますので、

そういったものは分別してやっています。 

 

◎会 長   他にありますか。無いようですので、続きまして、議題（３）その他ですが、
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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。事務局からはございます

でしょうか。 

 

○平野課長  それでは事務局から先ほどから何回か申し上げておりますが、次回は５月頃

に審議会を開催させていただきます。引き続きごみ処理手数料の改定について、審議等させ

ていただきたいのですが、今日配布した資料を皆様にご覧いただきまして、何か審議会の開

催までに疑問等があるようでしたら連絡をいただければ、次回、資料をつけられるものであ

れば作成していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

◎会 長   連絡先はどなたでも良いでしょうか。 

 

○平野課長  クリーンセンターの電話番号３６－１１３３、平野まで連絡いただければと

思います。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３１年３月２９日 

署名人   四 宮  清 志 

 


