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木更津市廃棄物減量等推進審議会議事録 

開催日時 平成１８年８月１０日（木）午後２時００分～ 

会 場 木更津市役所６階会議室 

事務局（島野副主幹) 
こんにちは、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１８年度第１回木更津市廃棄物減量等推進審議会を開催いたします。 

私、本日進行を務めさせていただきます島野と申します。よろしくお願いします。 

本来なら、審議に入るところでございますが、その前に、委員の内４名の方が交代となっております 

ので、新たに委員となれました４名の方に、時間をいただきまして、多田部長から委嘱状を交付させて 

いただきます。自席にてお受け取り願います。それではよろしくお願いいたします。 

（多田部長から４委員に委嘱状を交付） 

多田環境部長から挨拶申し上げます。 

（多田環境部長挨拶） 

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。 平野副会長から順次お願いします。 続きまして、職員の方、多田部長からお願いします。 

（委員・職員自己紹介） 

続きまして、会長が不在となっておりますので、ここで会長の選任をお願いいたします。木更津市廃 

棄物減量等推進審議会運営規則第２条及び第３条に基づき、会長が決定するまでの間平野副会長に議長 

をお願いします。 平野副会長よろしくお願いします。 

仮議長(平野副会長) 

事務局から説明のありましたとおり、会長が決まるまでの間、私が議長を努めますのでよろしくご協 

力をお願いいたします。 

会長１名は、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ので、そのように行いたいと思います。 

それでは、会長の選出をお願い致したいと思いますので、よろしくお願いします。 

（大村委員推薦との声あり） 

只今、会長に大村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、会長に大村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）
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「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、会長に大村委員をお 

願いします。 

選任されました大村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（大村会長） 

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大村でございます。ご指名を 

頂きました以上は一生懸命努力させていただきます。 

ご承知のとおり、今日の環境問題は多岐に渡っておりますが、その解決策を探り、次世代へよりよい 

環境を引き継いでいかなければならないと思っております。 

この審議会において、身近な環境問題として、本市における廃棄物の減量化・資源化の推進等にお役 

に立てばと考えておりますので、委員の皆様方のご支援、ご協力を切にお願い申し上げます。 

簡単ではありますが、就任の挨拶といたします。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、１４名の委員の出席をいただきました。欠席届がありましたので報告します。大 

池委員が欠席であります。以上です。 

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。 

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、議題に入ります。 

ご案内のとおり、平成 17 年 8 月 24 日付けで、市長から「一般廃棄物処理手数料の一部改定について」 

の諮問を受けておりまして、これについての審議であります。 

諮問内容につきましては、前回事務局から説明があったところでありますが、おさらいしますと、平 

成 16 年度に家庭系ごみの一部有料化が実施され、その際、手数料額が据え置かれていた家庭系ごみの 

自己搬入及び事業系ごみ等の手数料の改定についての諮問でございます。 

今回は、私を含めて 4 名の委員が変わっておりますので、前回の復習と言うことで、ごみ処理手数料 

の推移、近隣市町村の状況等について、資料１・２・３に基づいて事務局から説明をお願いします。 

（事務局から説明） 

事務局（平野所長） 

概要について私から説明させていただきます。 

家庭系ごみの処理につきましては、ごみステーションに排出し、これを収集・処理することが基本
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であるとの考え方から、ステーションに排出する場合は無料とし、クリーンセンターへの持込や戸別 

収集については有料としてきました。しかしながら、平成１６年度におきまして処理経費の公平負担 

を目的とした更なる減量・資源化を推進するため、ステーションに排出される可燃ごみ・不燃ごみに 

対しては処理経費の２割相当を手数料額とした一部有料化を導入したところであります。今回の改訂 

につきましては家庭系ごみの一部有料化導入時におきまして手数料額を据え置いておりましたので、 

自己搬入及び許可業者による搬入ごみ等の手数料につきまして、無料から有料といたしましたステー 

ションへ排出する家庭系ごみの手数料額との均衡が保たれ、公平かつ適正な負担額とするために見直 

しを行うものであります。 

なお、手数料額の改定につきましては、処理経費に増減があった場合や平成１６年度のように新た 

な手数料を設けたことにより、既存の手数料の制定目的と均衡を欠く場合には、今回のように見直し 

を行うことがございます。 

そのようなことから、本日の審議会につきましてはお手元の次第にございますように、ごみ処理の 

推移、近隣市の状況、料金改定の範囲についてご説明させていただき、改定する手数料の範囲や基準 

とする経費が決定すれば、次は１０月に２回目の審議会を開催しまして、手数料の額等ご検討いただ 

き、３回目の審議会を１２月頃に予定しまして、昨年から継続しておりますこの答申をお願いしたい 

と考えております。それでは説明に入らせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

事務局（島野） 

昨年 8 月の審議会におきまして、４市の家庭系ごみ手数料の状況についてのご質問があり、当時の 

クリーンセンター所長からご説明いたしましたが、繰り返しますと君津市は 1 世帯あたり９０枚まで 

無料の配布があり、これを越えると 1 枚当り４０リットルで１８０円の袋を購入、富津市は３０リッ 

トルの袋で１５円、袖ヶ浦市は２０リットルで１１円、３０リットルで１３円、４０リットルで 16 

円と回答させていただいておりますが、伊藤委員におかれましてはなぜ木更津は高いのかというお話 

があったと記憶しておりますが、平成１６年度の一部有料化の実施にあたり、当審議会で審議いただ 

いた際、1 キロあたりどれくらいの処理経費がかかるのかを審議いただき、経費が算定された時点で 

すでに３市は有料化を実施しておりましたので、３市と比較して、君津市より若干安く、富津・袖ヶ 

浦市よりは高い設定にはなりますが、安い手数料ではごみの分別意識が低くなり効果が薄いのではな 

いかと考え、ごみ処理費用の２割程度の手数料という状況になっております。 

事務局（石井主査） 

事務局の石井と申します。今回、委員の方々のうち４名が変更になったこと。また、平成１７年度 

のごみ搬入量等の結果が出たことから、前回の勉強会の説明と重複するところがありますが、私から 

は、資料１「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」資料２「ごみ処理 

量の推移」資料３「ごみ処理手数料の４市比較」についてご説明させていただきます。 

それでは資料１をご覧ください。 

ここ数年の料金改定についてご説明させていただきます。直近の改定は平成１６年４月１日で、それ
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まで無料でございました家庭系ごみの可燃ごみ・不燃ごみをステーションに排出する際に使用する指定 

ごみ袋及び剪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でございます。 

小袋２０円、中袋３０円、大袋４５円、剪定枝処理券１枚４０円となっております。 

その前の改定は、粗大ごみの戸別有料収集実施に係るもので平成１３年４月１日に改定しておりま 

す。それまでは粗大ごみもステーション収集しておりましたが、道路通行の安全性の確保の観点から 

ステーション収集を廃止し、戸別有料収集に変更したものであります。料金は１点８００円となって 

おります。 

前々回の改定は平成１０年４月１日に行なわれました。 

小動物の収集運搬及び処分費用１体 1,000 円が 2,000 円に、自分で持ち込むとき無料だったものが 

１体 1,000 円に改定されております。 

家庭系ごみを臨時に市が収集運搬処分するとき１kg につき 10 円が 15 円に、また、自分で搬入す 

るときは無料だったものが 20ｋｇまでごとに 100 円に改定されました。 

２ページ目をご覧ください。 

事業系ごみの持込については、 100ｋｇまでごとに 300 円が 20ｋｇまでごとに 150 円に改定されま 

した。1kg 換算で申し上げますと 3 円 を 7.5 円に改定したものです。 

産業廃棄物については、100ｋｇまでごとに 600 円が 20ｋｇまでごとに 500 円に改定されました。 

1kg 換算で申し上げますと 6円 を 25 円に改定したものです。 

次に資料２「ごみ処理量の推移」についてご説明させていただきます。 

各表につきましては、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、1 ページ目の「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、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。35,816.64ｔ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 6,162.94ｔ、率にして 14.68%の大幅な減となっております。 

2 ページ目の「家庭系ごみの内訳」をご覧ください。
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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極端な増加傾向にあります。 

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。 

なお、３ページ目の「２家庭系ごみの内訳（その２）」は 2 ページ目の家庭系ごみの内訳をごみ種 

別ごとに再掲したものでございます。 

次に、事業系ごみの推移についてご説明いたします。1 ページ目の「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。 

4 ページ目の「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 17 年度は、平成 10 年度以来最多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。 

1 ページ目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、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。 

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。 

最後に資料３「ごみ処理手数料の４市比較」についてご説明させていただきます。 

まず一般廃棄物の家庭系ごみの比較について説明させていただきます。ごみステーションに排出す 

する際の指定ごみ袋の価格についてですが、富津市さんが 30ℓ袋のみの販売となっておりますので 30 

ℓ袋で比較いたしますと 

木更津市 30円 富津市 15円 袖ヶ浦市 13円 君津市 135円となっております。ただ、 

君津市の場合は表の下の注意書きのとおり各世帯に対して無料配布があり無料配布分を使いきって
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しまった場合の金額ですので他市より高額となっているところでございます。 

次に粗大ごみの戸別収集についてですが、木更津市 800 円富津市 800 円君津市 840 円で袖ヶ浦市 

は、現在もステーション収集で無料となっております。 

自己搬入のごみにつきましては、木更津市の単位であります 20kg に換算したものを手書きで記入 

してございますので確認してください。 

20kg 換算で 木更津市 100円富津市 140円君津市 360円袖ヶ浦市は指定ごみ袋を使用するという 

条件で無料となっております。 

次に小動物の処理について比較いたしますと、自己搬入した場合１体につき 

木更津市 1,000 円 袖ヶ浦市 1,000 円 君津市 525 円 富津市は家庭ごみ扱いで１キログラム 

につき 7 円となっております。 

事業系ごみの比較についてですが、先ほどと同様に木更津市の単位であります 20kg に換算したもの 

を手書きで記入してございますので確認してください。 

20kg 換算で 木更津市 150 円 富津市 240 円 袖ヶ浦市 160 円 君津市 160 円となっておりま 

す。 

最後に産業廃棄物についてですが、同様に 20kg 換算で 木更津市 500 円 富津市 420 円 袖ヶ 

浦市 320 円 君津市 400 円となっております。 

一般廃棄物の自己搬入ごみの料金につきましては、事業系、家庭系とも平成 10 年 4 月 1 日に改定 

以来 8年が経過し、家庭系の持ち込みごみの袖ヶ浦市の無料を除けば木更津市が一番安い設定となっ 

ております。 以上です。 

議長（大村会長） 

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。 

伊藤委員 

4 市のごみ処理手数料について、なぜ差があるのか。 

事務局（平野所長） 

手数料につきましては、ごみの収集・処分を 4 市が長年それぞれ行ってきており、収集に関わる人 

員数や処理する施設の状況が異なっております。 また各市の財政状況もあり、 10 数年前から一部有料 

化が導入されてきておりますが、近隣市でも導入時期が異なる等の経緯がございます。 

伊藤委員 

ごみ手数料について、4市で協議しているのか。 

事務局（平野所長） 

４市で協議はしておりません。 

伊藤委員 

４市で協議していないとのことですが、統一できるできないは別として協議する必要があるのでは 

ないか。できれば４市統一手数料がよいのではないか。かずさクリーンシステムが木更津市に出来た 

ため、各市からの収集車が来て、市民は迷惑しているのに一番高いのは理解できない。検討願います。
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事務局（多田部長） 

伊藤委員のお話のとおり、本年 4 月から４市の可燃ごみはかずさクリーンシステムで同一方法によ 

り溶融処理されております。現在の家庭系手数料については、君津市・富津市・袖ヶ浦市がすでに有 

料化を図っている中で、平成１５年度に当審議会で審議いただき平成 16 年度から木更津市が後追い 

で実施するような形になったものであります。伊藤委員のご指摘のとおり焼却手段がかずさクリーン 

システムで同じように行われている中で、料金に差があるのはいかがとご指摘があるのは当然でござ 

います。今までは各市で処分していたのでこのような状況になっておりますが、今後はかずさクリー 

ンシステムで同一処理されますので何ヵ年経過したのち一定の実績が出た段階で検討する必要があ 

ると考えます。 

現在の料金体系は、君津市・富津市・袖ヶ浦市が既に有料化したのちに審議いただき決定したもの 

で、そのような事情から現在一定になっていない状況であります。 

議長（大村会長） 

伊藤委員からの発言を今後検討していくということでよろしいか。 

事務局（多田部長） 

今後の課題とさせていただきます。 

清宮委員 

とにかく４市で話し合い、どこが異なっているかを明らかにしてほしい。 

議長（大村会長） 

この件については、今後検討課題としていくことにします。 

他に質問はございませんか。無いようでしたら、次に本題となります料金改定の考え方について、 

資料４に基づいて事務局から説明をお願いします。 

事務局（安西副主幹） 

管理担当の安西と申します。よろしくお願いします。私からは、手数料額を決定する際に基準とい 

たしました処理又は処分経費・負担割合などの推移につきまして、ご説明いたします。 

配布いたしました「資料４」の１ページ目「一般廃棄物処理手数料に係る処理又は処分経費」を 

ご覧ください。 

始めに、表の下段の欄外に米印で記載してあります「収集経費・処分経費・処理経費」でございま 

すが、「収集経費」とは、ごみステーションへ排出されましたごみや、粗大ごみなどを戸別に収集す 

るために必要となります、人件費・車両の燃料費や車検などの維持管理費、また、ごみ収集を民間企 

業に委託するための経費などであります。 

「処分経費」は、粗大ごみなどの解体や破砕、可燃ごみの焼却、埋立処分、資源ごみのリサイクルな 

どに要します、人件費・クリーンセンター施設の維持管理費や中間処理を委託するための経費などで 

あります。 「処理経費」は、これら収集経費と処分経費を合算したものでございます。 

次に、表の構成でございますが、縦の欄に記載してございます項目は、手数料の区分を示し、横の 

欄は最近の手数料を改定した年度を示しております。 

改定時の基準といたしました処分経費などの金額でございますが、平成１０年度の改定時におきまし
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ては、基準となる経費は平成８年度のごみ処理に要しました決算額に施設や車両の減価償却費を加え 

た経費をベースにそれぞれ次のように積算しております。 

「家庭系ごみの自己搬入」、「排出事業者による自己搬入と許可業者が搬入する事業系ごみ」と「産業 

廃棄物の自己搬入」の 3点につきましては、収集経費を必要としないため、処分経費を処分量で割り 

返した処分単価を１㎏当り２６円４０銭としております。 

次に、「小動物の自己搬入と戸別収集」につきましては、専用の焼却炉で処理していたことから、 

焼却処分と収集に要する実処理経費を積算しております。 

自己搬入につきましては、処分経費として、１体当りの焼却に要する人件費・ガス代で１，１００ 

円とし、戸別収集については、収集に要する人件費・車両燃料代等を１，０１０円とし、これに処分 

経費の１，１００円を加えた２，１１０円を処理経費としております。 

収集申込のあった世帯を戸別に訪問する「臨時収集」につきましては、粗大ごみや、引越しなどに 

伴う可燃・不燃ごみを対象としていたことから、これらのごみの収集と処分に要する処理経費を処理 

量で割り返した処理単価を１㎏当り４０円７０銭としております。 

続きまして、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、基準とな 

る経費は平成１１年度のごみ処理に要した決算額のうち、粗大ごみに関します解体から焼却までの処 

分経費と収集経費を積み上げ、これを粗大ごみの総収集量（家庭＋事業系）で割り返し１㎏当り６１ 

円の処理単価を積算しております。 

更に、搬入車両台数の実績から１件当りの平均収集重量を４５ｋｇと換算し、この４５ｋｇに１㎏ 

当りの処理単価６１円を乗じて、１点当りの処理経費を２，７００円としております。 

次に、平成１６年度の「家庭系ごみのステーション収集に係る指定袋（可燃・不燃ごみ）の有料化」 

につきましては、ステーションへ排出される「ごみ」であることから、処理経費の算出といたしまし 

ては、平成１１年度から１３年度までのごみ処理に要した決算額から、今回改定を諮問してございま 

す一般廃棄物処理手数料や、資源ごみの売払代金などの歳入（収入）を差し引いた経費を、ごみ処理 

量で割り返した１㎏当り２７円を処理単価として積算しております。 

更に、指定袋の容量（20 ㍑・30 ㍑・45 ㍑）にごみの比重（0.2）を乗じると、20 ㍑袋には４kg・ 

30 ㍑袋には６ｋｇ・45 ㍑袋には９kg のごみを収納できることとなりますので、これに１㎏当り２７ 

円の処理単価を乗じますと、各袋の処理経費は 20㍑袋では１０８円・30㍑袋では１６２円・45㍑袋 

では２４３円となります。 

続きまして、２ページ目「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」でご 

ざいますが、ただ今、ご説明いたしました各手数料の処分又は処理経費に、この負担割合を乗じます 

と３ページ目の「手数料額」となりますので、「負担割合」と「手数料額」は一括してご説明いたし 

ます。 

「家庭系ごみの自己搬入」につきましては、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（標準）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込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
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ております。 

次に、「事業系ごみを排出事業者又は許可事業が搬入する場合」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２割負担の１．５倍に相当する３割負担とし、手数料額を２０kgまで毎１５０円としてお 

ります。 

次に、「産業廃棄物の自己搬入」につきましては、事業系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、処分経費相当額に近い、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２０ 

kgまで毎５００円としております。 

次に、「小動物の自己搬入と戸別収集」につきましては、一般ごみと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、自己搬入は 

処分経費相当額の１，０００円、戸別収集は処理経費相当額の２，０００円としております。 

次に、「臨時収集」につきましては、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１kgまで毎１５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、「臨時収集」と 

同様に事前に申込のあった世帯を戸別に訪問し収集することから、同じ割合であります３割負担とし、 

手数料額を 1点８００円としております。 

終わりに、平成１６年度に導入いたしました「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にするとともに、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 20 ㍑袋で２０円・30 

㍑袋で３０円・45㍑袋で４５円としております。以上でございます。 

議長（大村会長） 

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。 

慣れない言葉が出てきているので確認したい。資料４のＰ１処分経費とＰ２処分経費の割合、Ｐ３ 

の手数料の関係をもう一度説明願いたい。 

事務局（安西副主幹） 

Ｐ１の処分経費は、収集したごみや市民のみなさんがクリーンセンターに自己搬入したごみの処分 

に係る経費で決算額に基づき算定しております。これにより算出しました処分経費に何割を市民の皆 

さんに負担していただくかをまとめたものがＰ２で、Ｐ１の処分経費に負担割合を乗じたものが手数 

料額になっております。 

具体的には、１ｋｇのごみを処分するのに２６．４円かかり、その２割を市民の皆さんに負担いた 

だくと１ｋｇあたり５円となり、２０ｋｇ毎に１００円ということになります。
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伊藤委員 

指定ごみ袋には処理手数料が係っているが、袋に入れて自己搬入した場合はどうなんですか？ 

別に手数料が係るんですか？ 

事務局（安西副主幹） 

冒頭ご説明たしましたが、家庭系ごみの収集はステーションに出していただくのが基本です。ステ 

ーションに出すために指定ごみ袋に入れていただくことになります。この指定袋には既に手数料が入 

っておりますので市が収集しております。それ以外の搬出方法として、直接持ち込む方法がありこの 

場合は指定袋を使う必要はありません。重量換算で２０ｋｇ毎に１００円の手数料を払っていただく 

ことになります。 

議長（大村会長） 

確認ですが、家庭系自己搬入の１ｋｇのごみを処理するのに２６．４円かかり、２割相当の手数料 

として２０ｋｇ毎に１００円の手数料を徴収しているということでよろしいですね。 

四宮委員 

２０ｋｇ１００円という単位ですが、多分計量器の関係だと思うのですが、１キロの物を持ってい 

っても１００円、２０キロの物をもっていっても１００円かかるということで、それをキロ換算する 

と５円ということでよいのか。 

事務局（安西副主幹） 

手数料としては２０ｋｇ毎に１００円となっておりますが、今後検討していく上で、最小単位であ 

る１キロあたりの金額の方が比較しやすいのでないかと表記させていただきました。したがって、自 

己搬入した場合は、５キロでも２０キロでも１００円ということになります。 

議長（大村会長） 

質問等ないようでした、今回改定しようとする手数料の範囲、基準とする処理経費等について意見 

等ございますか。 

ないようですので事務局としての案はありますか。あれば説明をお願いします。 

事務局（安西副主幹） 

今回の改定につきましては、平成１０年度に改定を行い８年が経過している手数料のうち、平成１ 

６年度の家庭系ごみの有料化によりまして、１０年度改定時に有料とした目的から手数料額に均衡を 

欠いていると考えられるものを見直ししようとするものであります。 

従いまして、事務局としましては、「家庭系ごみの自己搬入」と「事業系ごみを事業者又は許可事 

業者が自己搬入」する場合の手数料を見直しの対象といたしたいと考えております。 

理由といたしまして、家庭系ごみにつきましては、ステーションへ排出できるものは排出し、これ 

を市が収集し処分することが、基本となっており、また、今後のこの体制を堅持していく必要がある 

と考えております。 

家庭系ごみにつきましては、ステーションへ排出するごみを平成１６年度の有料化導入によりまし 

て、それまで無料であった手数料を有料化としたこと、また、クリーンセンターへ自己搬入する場合
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は従来から有料であったことなどから、これらの均衡を保つためには、「家庭系ごみの自己搬入」に 

係る手数料を見直しする必要があると考えております。 

なお、「ごみ処理量の推移」につきましても、ご説明いたしましたとおり、総量的には減少傾向に 

ありますが、自己搬入におきましては、１５年度を基準とした場合、１６年度が約３１０トン、１７ 

年度が約６４０トンの増加となっております。 

次に、「事業系ごみを事業者又は許可事業者が自己搬入」する場合につきましては、先ほどご説明 

いたしましたとおり、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、家庭系ごみの負担割合よりも多少高い比率を設定して 

いる状況でありますので、家庭系ごみの自己搬入と併せまして、見直しの対象といたしたいと考えて 

おります。 

なお、事業系ごみにつきましては、全体的に増加傾向にありますが、特に自己搬入におきましては、 

１５年度を基準とした場合、１７年度は総量で約１，２００トン増加していますが、その内の６４０ 

トンを占めております。 

また、今回の見直しから除く手数料といたしまして、小動物の死体につきましては、通常のごみと 

は異なり減量化できるものではなく、また、１８年度からは、クリーンセンターの専用焼却炉を廃止 

し、㈱かずさクリーンシステムで可燃ごみとして処分していることなどから、今後近隣３市の動向な 

どを勘案しながら、取り扱いを検討したいと考えております。 

次に、臨時収集するごみにつきましては、平成１３年度に粗大ごみの戸別収集制度を創設したこと 

などにより、申込者が少ないことから、制度の廃止を含めた取り扱いを検討いたしたいと考えており 

ます。 

産業廃棄物の自己搬入につきましては、処理手数料を近隣３市と比較しますと、多少高い額である 

こと、また、近年搬入量が多少増加傾向にあることなどから暫く現状金額で状況を見極めたいと考え 

ております。以上でございます。 

議長（大村会長） 

ただいまの事務局説明に関し、質問・ご意見等がありましたら、お願いします。 

高橋委員 

ステーションに排出される家庭系ごみと家庭系ごみの自己搬入・事業系ごみの搬入ごみとの手数料 

を是正したいとのことだが、可燃ごみは本年４月からかずさクリーンシステムで焼却しているが、ご 

みが減量されれば委託料は上がることもあるので、ここまでなら委託料に影響し、これ以上なら委託 

料は変動しないという分岐点があると思うので、この辺を理解しないと単に手数料の格差を是正しよ 

うとするのは難しいのではないか。 

事務局（安西副主幹） 

委員のお話のとおり平成１８年度から可燃ごみは全量かずさクリーンシステムへ委託して中間処 

理しております。平成１８年度の委託単価は、固定費・変動費含めて２０ｋｇあたり５５０円位とな 

っている。手数料改訂にあたり、かずさクリーンシステムへの中間処理経費や先々の経費を考慮して



12 

検討することも大事だと考えておりますが、今回の改訂では平成１６年度に家庭系ごみの一部有料化 

を実施した際、同時に行うべきであった家庭系ごみの自己搬入や事業系ごみの手数料の見直し検討を 

行わなければならなかったものを据え置きとなったことから今回改定しようとするものです。 

委員のお話のとおりかずさクリーンシステムの処理単価を考えますと、平成１８年度から全量委託 

となっておりますので、向こう２年間程度の実績をみてから手数料改定を考えるべきではないか考え 

ております。 

川崎委員 

飲食店などの事業系ごみは、許可業者と契約して排出していますが、事業系ごみの手数料が改定に 

なれば許可業者との契約も変更になりますか。 

事務局（安西副主幹） 

今回審議をお願いしているのは、家庭系ごみの自己搬入と事業系ごみの搬入手数料についてで、手 

数料の改定範囲にもよりますが、仮に手数料を１０円上げた場合、許可業者がそのまま１０円上乗せ 

するのか、そのまま据え置くのかは市としてはお答えできない。 

川崎委員 

手数料改定が決まったら、飲食店組合員や中央飲食店組合員にある程度知らせる必要があるのでは 

ないか。 

事務局（安西副主幹） 

本審議会で審議いただき、答申を得ますと市議会に手数料条例の改正を提案させていただき、可決 

後に川崎委員のお話のとおり飲食店組合、商工会議所の各種団体に事前に周知をさせていただきとい 

と考えています。 

高橋委員 

川崎委員から、手数料改定に伴い事業者の負担はありますかとの質問がありましたが、手数料改定 

は最終的に市議会で審査になるわけですが、多くの中小企業の景気は良くない状況で、市内事業所の 

約２割が契約して排出しているが、手数料改定をした場合に許可業者は昨今の原油高騰によるコスト 

アップで手数料改定分を転嫁せざるを得ない状況にある。事業所によっては、値上げするなら契約を 

解除して家庭系ごみで排出しようとする所も出てくるのでないか。そうした場合、事業所による自己 

搬入や許可業者との契約を徹底できるのか、出来なければ市の歳出が増えてしまうのではないか。 

事務局（平野所長） 

本審議会への諮問は、冒頭ご説明したとおり積み残した家庭系ごみの自己搬入や事業系ごみの手数 

料について提案させていただきました。今後、それらを含めて審議いただければと思います。 

伊藤委員 

手数料の値上げということですが、近隣３市でもこのような検討を行っているのか。また、検討し 

ている場合はその経過を教えてほしい。 

事務局（安西副主幹） 

本年１月か２月に近隣３市に担当者レベルになりますが、電話で照会をしました。その時点では検 

討しているとの回答はありませんでした。再度各市に確認し、次回審議会に報告いたします。
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伊藤委員 

ということは、木更津市が先走って見直しをしているということですか。 

事務局（多田部長） 

平成１６年度に家庭系ごみの一部有料化を図った際、近隣３市は既に有料化されており、この時点 

で木更津市が後追いの形で有料化を行った。この時に家庭系ごみの自己搬入や事業系ごみの手数料改 

定も合わせて料金設定できればよかったのですが、自己搬入手数料などは据え置かれた経緯がござい 

まして、今回あるべき均衡のとれた料金体系につきまして検討をお願いしているものです。 

議長（大村会長） 

１６年度の指定ごみ袋の手数料は１１～１３年度決算額の一般財源から処理経費を算定し、決定し 

たと説明があったが、今回の見直しは１０年度に改定して際の処分経費を使うのかそれとも１６年改 

定の処分経費を使うのか。 

事務局（安西副主幹） 

平成１６年度指定ごみ袋の有料化を図った際に、家庭系ごみの自己搬入や事業系ごみの手数料につ 

いて、据え置かれていたことから 16 年度に使用した１１～１３年度決算額の数値を用いたいと考え 

ております。 

議長（大村会長） 

手数料の金額については、今後審議するわけですが、１０年度改定時と１６年度改定時の処分経費 

に差があるのですか。資料４を見ると、１０年度改定は２６．４円/ｋｇ、１６年度２７円/ｋｇで無 

いように思われるが。 

事務局（安西副主幹） 

資料４にあります１６年度改定時に使用した処理経費は２７円/ｋｇですが、収集経費を除いた処分 

経費は１６円/ｋｇになっております。１０年度改定時の処分経費は２６．４円/ｋｇになっておりま 

す。 

議長（大村会長） 

処分経費は安くなっているということですね。 

高橋委員 

家庭系の自己搬入ごみは一回あたりどの位の量なのか。 

事務局（安西副主幹） 

年間の搬入件数と搬入量を計算すると、１回当りの搬入量は約７０ｋｇである。 

高橋委員 

家庭系の自己搬入ごみとステーション収集では、コスト的にどちらの方がかかっているのか。 

ステーション収集しない自己搬入の方が、経費がかからずに良いのではないか。 

事務局（安西副主幹） 

１６年度改定の資料のとおり、自己搬入した場合の処分経費は１６円/ｋｇ、ステーション収集し処 

分した場合は、２７円/ｋｇとなっております。ご指摘のとおり市民が自己搬入した方が経費的に安く 

良いのではないかとのことですが、市民の大部分が自己搬入した場合には受付時に混乱し、周辺道路
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等にも影響が出てくることが考えられ、現在でも年末時などは国道にまで渋滞の車が並んでいる状況 

であります。従いまして、家庭系ごみについては、ステーション収集を基本に考えております。 

高橋委員 

自己搬入した場合１１円/ｋｇ経費がかかっていない状況のなかで、自己搬入の車両が多くて渋滞し 

ているのは受入体制に問題があるのではないか。収集しなくて、市民が持ってきてくれて１１円/ｋｇ 

も経費がかからないのであれば、あえて手数料を値上げして自己搬入を抑制する必要はないのではな 

いかと思うが。 

四宮委員 

細かい質問が出ていますが、この内容は次回の審議会で審議してもよいのではないか。 

議長（大村会長） 

次回審議したいと思います。その他ありますか。 

伊藤委員 

事務局としての見直し案をもっているか、またどのような方向に持って行きたいのか聞きたい。 

事務局（安西副主幹） 

具体的に２０ｋｇ毎に１００円の手数料をいくらにしたいかというご質問でしょうか。 

現時点では、提案できるはっきりとした案はもっておりません。本審議会での審議を見ながら考え 

ていきたいと思っております。 

伊藤委員 

ならば、木更津市だけが検討するのではなく、４市が併せて協議していくべきではないか。ただ、 

どうしても料金改定しなければならない理由や運営できないというのであればやむを得ないと思う 

が、市民が納得できる金額であればいいと思います。 

４市の指定ごみ袋の価格にこんなに差があるのには納得できない。このようなことがないようにお 

願いしたい。 

池田委員 

色々な話が出ていますが、今回の審議では、１６年の指定袋の手数料と据え置かれた家庭系と事業 

系の自己搬入ごみの手数料の均衡を図りたいとの提案で、４市のごみ袋の価格や話し合いは別の問題 

と思いますので、改定手数料の範囲だけを決めていただき、後は次回にしてはどうか。 

議長（大村会長） 

料金につきましては今までの経過を含めた資料を事務局から説明がありましたが、次回は検討しや 

すい資料をお願いします。 

他に質問はございませんか。無いようでしたら、料金改定の範囲については、事務局案でありま 

す家庭系ごみの自己搬入分と事業系ごみといたします。基準処理経費については、平成 11 から 13 

年度とすることでよろしいでしょうか。よろしければこれを前提に今後検討することといたしたい 

と思います。なお、次回は 10 月 6 日に開催する予定でありまして、「負担割合の検討」について審 

議いたしたいと考えておりますので、それまでに各委員それぞれ勉強され、考えをまとめておいて
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頂きたいと思います。ご協力をお願いいたします。 

その他何かありますか。 事務局の方で何かありますか。 

ないようですので、議事進行にご協力をいただきありがとうございました。 

以上で平成１８年度第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１８年８月２５日 

議事録署名人 

泉水 茂子 ㊞


