
1 

木更津市廃棄物減量等推進審議会議事録 

開催日時 平成１７年８月２４日（水）午後１時３０分～ 

会 場 木更津市役所６階会議室 

事務局（島野副主幹) 

本日はお忙しいなかご出席頂きまして誠にありがとうございます。 

只今より平成１７年度の「木更津市廃棄物減量等推進審議会」の委嘱状交付式及び第１回審議会を開 

催いたします。 

私、本日の司会進行を務めさせていただきます木更津市クリーンセンターの島野と申します。よろし 

くお願いします。 

それでは、早速水越市長から委嘱状を交付させていただきますので、自席にてお受け取りください。 

よろしくお願いいたします。 

（水越市長から各委員に委嘱状を交付） 

水越市長から挨拶申し上げます。 

（水越市長挨拶） 

ここで、水越市長につきましては、所用のため退席させていただきます。ご了承をお願いしま 

す。 

（水越市長退席） 

ここで、新たに委員になられた方もおいでになりますので、委員及び職員の自己紹介を各自お願い 

します。 

鈴木委員からお願いします。 

（委員・職員自己紹介）
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続きまして、本日は委員改選後第１回目の会議でございますので、正副会長の選任をお願いいたし 

ます。会長が決定するまで、多田環境部長が仮議長を務めさせていただきます。 

仮議長(多田部長) 

事務局から説明のありましたとおり、本日は始めての会議でありますので、会長が決まるまでの間、 

私が仮議長を務めますのでよろしくご協力をお願いいたします。 

会長及び副会長につきまして、お手元に配布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。 

それでは、会長の選出をお願い致したいと思いますので、推薦をお願いします。 

（鈴木委員推薦との声あり） 

只今、会長に鈴木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、会長に鈴木委員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いたしまして、会長に鈴木委員をお 

願いします。 

選任されました鈴木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、会長が選任されましたので、私、仮議長の座を降ろさせていただきます。議事進行にご 

協力を頂きまして、ありがとうございました。 

議長（鈴木会長） 

只今、皆様のご推薦によりまして、会長を仰せつかることになりました鈴木でございます。ご指名 

を頂きました以上は一生懸命に頑張りたいと思います。 

限りある資源を有効活用し、地球環境を守るためには、先程、市長の挨拶にもありましたとおり、 

更なる廃棄物の減量化・資源化への取り組みを行っていかなければなりません。
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今後は、皆様方のご協力をいただき、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、委員の皆様方におかれましても、ご支援・ご協力をお願い申し上げます。 

誠に簡単ではございますが、会長就任に際しましての挨拶とさせていただきます。 

どうか、よろしくお願いいたします。 

それでは、早速でありますが、副会長の選出をお願いいたします。 

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、規定されておりますの 

で、どなたか推薦をお願いします。 

（ 「区長会の平野委員を推薦します」との声あり） 

只今、「平野委員を」との推薦がありました。 

各委員のご賛同をいただければ、平野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」の声あり） 

「異議なし」との発言がありましたので、ご賛同をいただけたものとしまして、副会長は平野委員 

に決定します。 

大変恐縮ですが、平野副会長よりご挨拶を頂きたいと存じます。 

平野副会長、よろしくお願いいたします。 

（平野副会長挨拶） 

ありがとうございました。平野副会長におかれましては、今後、審議会の運営にご協力をよろしく 

お願いいたします。 

それでは、引き続きまして審議会に入りたいと思います。 

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。 

本日の審議会には、委員１５名のうち、遅くなっている委員の方が１名おりますが現在１４名の出 

席をいただきました。木更津市廃棄物減量等推進審議会運営規則第３条第２項の規定による過半数の 

出席がありましたので、審議会は成立しました。
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傍聴希望はおりませんでした。 

議題に入る前に議事録署名人を指名します。 

泉水委員 にお願いします。 

それでは、議題に入る前に市長から諮問があります。 

【市長（多田部長代理）から諮問書の伝達あり】 

ただいま市長から「一般廃棄物処理手数料の一部改定について」の諮問がありました。 

（事務局から諮問書の写しを全委員に配付する） 

今回の諮問内容につきましては、平成１６年度に家庭系ごみの一部有料化が実施されたところでご 

ざいますが、この一部有料化に際し、手数料額が据え置かれております家庭系ごみの自己搬入及び事 

業系ごみ等の手数料についての見直しでございます。 

諮問内容の補足説明を事務局からお願いしたいと思います。 

事務局（川名所長） 

事務局の川名と申します。 

只今、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」の補足説明さ 

せていただきます。 

木更津市廃棄物減量等推進審議会でご審議いただき、平成１６年度に家庭系ごみの一部有料化を実 

施したところでございますが、この一部有料化に際し、手数料額が据え置かれております家庭系ごみ 

の自己搬入及び事業系ごみ等の手数料についての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、ごみ手数料の金額・改定時期等を検討いただければと考え 

ております。 

日程的には、本日は「ごみ処理量の推移」「手数料の改定推移」についてご説明をさせていただき、 

２回目以降に具体的な検討審議をお願する予定でおります。又、審議につきましては概ね１年以内を 

目処に答申をお願いしたいと考えております。 

以上でございます。 

議長（鈴木会長）
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ただいま、諮問についての補足説明がありました。 

それでは「ごみ処理量の推移」「手数料の改定推移」の説明を聞いてから審議に入りたいと思いま 

すので事務局の説明をお願いします。 

事務局（石井主査） 

それでは、私からはごみ処理量の推移ということでご説明させていただきます。 

資料の方は ３ページの １ ごみ処理量の推移 

４ページの ２ 家庭系ごみの内訳 

５ページの ３ 事業系ごみの内訳（産業廃棄物を含む）の 3 枚です。 

また、各表につきましては、後ほど料金改定の状況の中で説明させていただきますが、家庭系ごみ 

の持込分と事業系ごみの料金改定を実施いたしました平成 10 年度との比較の表となっております。 

それではまず、３ページの資料 1、「ごみ処理量の推移」の家庭系の欄をご覧ください。 

平成 10 年度の 41,979.58ｔと比較いたしまして、総じて減少傾向にあります。 

平成 12 年度、平成 13 年度の欄をご覧ください。 

平成 12 年度は、43,847.08ｔと極端に多く対前年度比較で申しますと量にして 2,142.36ｔ、率にして 

5.14%の増となっております。 

平成 13 年度は、40,258.22ｔと極端に少なく対前年度比較で申しますと量にして 3,588.86ｔ、率にし 

て 8.18%の減となっております。 

これは、皆様ご承知のとおり家電リサイクル法の施行により平成 13 年度から家電 4 品目（テレビ、 

エアコン、洗濯機、冷蔵庫）の収集、受入を廃止したことと、粗大ごみのステーション収集を廃止し、 

有料の戸別収集を開始したことによる影響であると推察されます。 

また、皆様記憶に新しいことと思いますが、平成 16 年４月より家庭から排出される燃やせるごみ、 

燃やせないごみの指定ごみ袋を有料化いたしました。 

平成 16 年度の欄をご覧ください。36,596.26ｔと表内では最小値であり対前年度比較で申しますと 

量にして 5,253.76ｔ、率にして 12.55%の大幅な減となっております。 

４ページの資料２、「家庭系ごみの内訳」をご覧ください。 

ステーション収集については減少傾向、自己搬入については増加傾向にあります。



6 

このことにつきましても、先程ご説明いたしましたとおり、指定ごみ袋の有料化、粗大ごみのステ 

ーション収集の廃止によるものと推察されます。 

次に、事業系ごみの推移についてご説明いたします。３ページの資料 1「ごみ処理量の推移」の事 

業系欄をご覧ください。全体としては平成 10 年度と比較いたしまして増加傾向にございます。 

また、対前年度比較で申し上げますと平成 14 年度、平成 15 年度を除き各年度とも増加傾向にあり 

ます。 

５ページの資料３、「事業系ごみの内訳（産業廃棄物を含む）」をご覧ください。 

対 10 年度比較で申し上げますと平成 11 年度の自己搬入を除き各年度とも増加傾向にあります。 

対前年度比較で申し上げますと自己搬入の平成 11 年度、平成 15 年度、許可業者の平成 14 年度、 

平成 15 年度を除き各年度とも増加傾向にあります。 

なお、平成 16 年度は、事業系ごみは平成 10 年度以来最多の処理量となっており、家庭系ごみは最 

少の処理量となっております。 

最後にその他のごみについて申し上げます。 

３ページの資料１、「ごみ処理量の推移」のその他の欄をご覧ください。 

最終行の注にありますとおりこの欄には、新川園衛生処理場から排出されます脱水汚泥、道路側溝 

等の側溝汚泥、他市から依頼を受けて処理いたしました可燃ごみ等が含まれております。 

平成 10 年度の処理量 1,179.28ｔには君津市の焼却炉の不具合により依頼のありました可燃ごみ 

1,158.74ｔが含まれております。 

また、平成 14 年度、平成 15 年度には、狂牛病騒ぎも記憶に新しいことと思いますが、農林水産省 

より依頼のありました隔離牛肉の処理量が平成 14 年度に 1,581.70ｔ、平成 15 年度に 249.14ｔ含ま 

れております。 

各年度の状況により内容が異なりますので一概に比較はできません。 

以上のように現在の傾向といたしましては、家庭系ごみにつきましては、家電リサイクル法の施行、 

指定ごみ袋の有料化、粗大ごみの戸別収集の開始、容器包装プラスチックの分別収集の開始等様々な 

外的要因の変化等があり、ごみステーションでの収集は、減少傾向、反対に持ち込みごみは、増加傾 

向にあります。
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また、事業系ごみにつきましては、事業者自らによる搬入量、許可業者による搬入量とも総じて増 

加傾向にあります。 

以上でございます。 

事務局（安西副主幹） 

一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処分費用の改定推移につきまして、ご説明いたします。 

配布いたしました資料６ページの「一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処分費用の改定推移に 

ついて」をご覧願います。 

一般廃棄物処理手数料につきましては、昭和４９年４月に、犬・猫等の小動物の死体と家庭系ご 

みのうち「引越し時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」だけの手数料を 

有料としておりました。 

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、家庭系ごみでございますが、 

「大量ごみなどを市が臨時に収集する場合」の手数料につきましては、 

昭和４９年４月に「１㎏まで毎に４円」と設定いたしました。 

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」としたところでございます。 

次に、粗大ごみの収集でございますが、 

先ほど、「ごみ処理量の推移」の中で、説明がありましたとおり、 

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品が、家 

電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）の施行や、粗大ごみのステーション収集廃止に伴いま 

して、平成１３年４月に「戸別収集方式」を創設し、手数料額を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、
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平成１６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。 

金額につきましては、 

「小袋（２０㍑・約４㎏）が２０円」、 

「中袋（３０㍑・約６㎏） ３０円」、 

「大袋（４５㍑・約９㎏） 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。 

次に、家庭系ごみを「ご自分で持込む場合」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、「２０㎏まで毎１００円」といたしました。 

有料化の理由といたしましては、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、これは、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。 

次に、７ページの「事業系ごみ」でございますが、 

許可事業者又は事業者が持込む場合につきましては、昭和４９年４月に 

「１㌧未満が３００円」、「２㌧未満６００円」、「３㌧未満９００円」、 

「５㌧未満１，５００円」、「５㌧以上２，５００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㌧未満５００円」、「２㌧未満１，０００円」、「３㌧未満１，５００円」、 

「５㌧未満２，５００円」、「５㌧以上４，０００円」に改定しております。 

（改定率＝上昇率 平均６６％） 

その後、平成４年６月に「１００㎏まで毎に３００円」とし、 

更に、平成１０年４月に「２０㎏まで毎に１５０円」とし、現在に至っております。 

次に、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は、 

昭和４９年４月に「１㌧未満が５００円」、「２㌧未満１，０００円」、 

「３㌧未満１，５００円」、「５㌧未満２，５００円」、「５㌧以上４，５００円」と設定しておりまし 

たが、昭和５１年４月に改定を行い、
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「１㌧未満８００円」、「２㌧未満１，５００円」、「３㌧未満２，５００円」、 

「５㌧未満４，０００円」、「５㌧以上６，５００円」に改定しております。 

その後、平成４年６月に「１００㎏まで毎に６００円」 

更に平成１０年４月に「２０㎏まで毎に５００円」とし、現在に至っております。 

このような改定推移の結果、家庭系ごみを自分で持ち込む場合、事業系ごみ及び産業廃棄物などに 

つきましては、平成１０年４月の改定以来 ７年間手数料額が据え置きとなっており、また、平成１ 

６年度に実施いたしました家庭系ごみの有料化の目的などを勘案いたしますと、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。 

以上でございます。 

議長（鈴木会長） 

ただいまの事務局説明に関し、質問等がありましたら、お願いします。 

（質問なし） 

質問等ないようですので、「一般廃棄物処理手数料の一部改定について」を次回の審議事項と致し 

ます。 

「その他」で事務局の方で何かありますか。 

事務局（川名所長） 

ございません。 

議長（鈴木会長） 

無いようですので、私から質問させていただきます。 

今までのクリーンセンターが１８年３月でやめるということだが、一般家庭の持込みの問題はどう 

移行されるのか、又、１８年４月以降クリーンセンターがどうなるか教えていただきたい。 

事務局（川名所長） 

クリーンセンターは昭和６３年４月の稼動以来１７年が経過し、１５年と言われる耐用期間も過ぎ
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老朽化が進んでおります。このため４市広域で処理を行なうことを目的に㈱かずさクリーンシステム 

（ＫＣＳ）を設立し、現在一部稼動し、１８年４月から全面稼動する予定でおります。従来、クリー 

ンセンターで焼却していたものをＫＣＳに移して焼却するものです。又、粗大ごみは引き続きクリー 

ンセンターで処理するので今年度粗大ごみ処理施設を改修する予定になっています。停止する焼却炉 

につきましてはそのままとし、施設・敷地の利活用を検討してまいります。したがって市民の皆さん 

が直接搬入する粗大ごみ等には変更ございません。 

もう 1 点、焼却による余熱利用で運営しております潮浜スポーツセンターのプール・風呂等につき 

まして、クリーンセンターでの焼却を行なわないため、18 年 4 月からはプールのみ営業し、風呂・ 

トレーニング室は一時休止し、所管を保健福祉部局に移管し、今後利活用方法を検討することになっ 

ております。 

議長（鈴木会長） 

ただいま事務局から説明がありました。自己搬入は今までどおりクリーンセンターに持っていけば 

引き取ってもらえる。プールは存続し、風呂等は考慮すると説明がありました。プール・風呂につい 

て昨年存続してほしいと要望がありましたので、自己搬入やプール・風呂について委員の皆さんには 

市民へ答えていただきたいと思います。 

いままでを総括して何か質問等ございますか。 

伊藤委員 

次回審議会の参考とするためお聞きしますが、資料Ｐ６にある家庭系可燃ごみの手数料は 4 市とも 

同じなのか。 

事務局（川名所長） 

結論から申しまして、４市の手数料は統一されておりません。参考までに申し上げますと本市の 

手数料につきましては、お手元の資料のとおりでありますが、君津市は１世帯あたり９０枚までは 

無料配付し、不足分は４０㍑で申し上げると１枚１８０円になります。富津市は３０㍑袋のみで１ 

５円、袖ヶ浦市は２０㍑で１１円・３０㍑で１３円・４０㍑で１６円になっております。 

（鶴巻委員入場）
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議長（鈴木会長） 

事務局から説明がありましたが、皆さんと一緒に勉強して答申を出していきたいと考えておりま 

す。

議事進行にご協力をいただきありがとうございました。 

以上で第１回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。 

以上をもって議事の顚末を記載して、その相違ないことを証するため、署名・押印する。 

平成１７年８月３０日 

議事録署名人 

泉水 茂子 ㊞


