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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１０月６日（金）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２回木更津市廃棄物減量等推進審議会を開催いたします。 

審議に入る前に多田環境部長から挨拶申し上げます。 

（多田環境部長挨拶） 

大村会長の議事進行により審議をお願いします。 

議長（大村会長） 

本日は審議会委員の皆様におかれましては、お忙しい中ご出席を頂きご苦労様でございます。 

さて、前回、8 月 10 日に開催いたしました審議会におきまして、「ごみ処理の推移」「近隣市 

町村の状況」「料金改定の範囲」について、事務局から説明を受け、ご検討頂いたところであり 

ますが、結果といたしまして、料金改定の範囲につきましては、家庭系ごみの自己搬入分と事業 

系ごみとし、基準処理経費については、平成 11 年から平成 13 年度分を基準にすることでご承認 

を得たところであります。 

今回は、「負担割合と手数料額についての検討」を審議いただくわけでありますが、その前に、 

事務局から前回の審議会に係る補足説明をしたいとのことですので、その説明をしてもらい、そ 

れから審議のほうへは入らせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

なお、本日の審議会には、鈴木委員、平野委員、影山委員、大池委員の４名が欠席であります。 

従いまして、本日、委員１１名の出席となっております。 

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。 

また、「木更津市審議会等の会議の公開に関する条例」に基づき原則公開となっております。 

異議ございませんね。また、議事録も公開となりますのでご承知置きください。 

審議に入る前に議事録署名人を指名します。 

四宮委員にお願いします。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

事務局（平野所長） 

審議に入ります前に、前回、改定の趣旨につきましてご説明をさせていただいたところでございま 

すが、何点か補足で説明したい点がございますので、よろしくお願いします。 

始めに家庭系ごみ及び事業系ごみの自己搬入につきましての、近隣 3 市の取り組みでございます。
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君津市は平成 12 年 10 月の指定袋の有料化時に、袖ヶ浦市は平成 13 年 7 月の指定袋の有料時にそ 

れぞれ併せて見直しをしております。 

富津市につきましては、指定袋の有料化は、昭和 47 年 10 月に実施し、その後 63 年に見直しを 

し、家庭系及び事業系ごみの手数料は平成 12 年 7 月に見直しをしております。 

本市の指定袋の有料化は 3 市より後の平成 16 年度に行ったところでございますが、指定袋の有 

料化に伴い、今回、家庭系及び事業系ごみの自己・許可業者搬入分の手数料につきまして、改定し 

ようとするものでございます。 

次にかずさクリーンシステムへの全量委託により同額の委託費となった4市のごみ手数料の統一 

化についての考え方でございますが、まず、今回の手数料改定は、無料であったステーション収集 

ごみを平成 16 年度に有料化した際に、据え置かれていた自己搬入ごみに係る手数料を改定しよう 

とするものでございます。 

4 市が統一することにつきましては、前回の審議会でもご質問がございました。また、この件に 

ついては、昨年の市議会でも同様な質問がございました。 

答弁では、各市とも手数料・分別方法・収集体制など相違があり、ごみ処理経費をどの程度、市 

民に負担いただくかなど、各市においてごみに対する施策や市民意識に相当の隔たりがあることか 

ら、今後の研究課題とさせていただく旨の答弁をいたしております。 

また、このことにつきまして昨年 8 月に 4市で協議いたしましたが、やはり各市とも手数料の算 

定方式や改定時期などが異なるので価格統一は困難であるとの結果でございました。 

しかしながら、4 市においてのごみ処理が、平成 18 年度からかずさクリーンシステムへ委託し 

たことから、今後、各市の動向や処理経費の実績、ごみ量の推移などを見ながら全体的な見直しを 

行う時点で協議していきたいと考えております。 

最後になりますが、前回のご説明で、家庭ごみの自己搬入での 1 件当りの搬入量につきまして「約 

７０ｋｇ」と申し上げましたがこの中に無料で受入しております火災等のごみが含まれてございま 

して間違っておりました。これを除いた量が 1 件当りの搬入料となりますので「約５８ｋｇ」とな 

ります。大変失礼いたしました。 

事務局からは以上でございます。よろしく願いします。 

議長（大村会長） 

ただいまの事務局説明に関し、質問・意見等がありましたらお願いします。 

小川委員 

前回から審議している平成 16 年度に実施した指定袋の有料化の際に据え置かれた家庭ごみ・事業 

系ごみの自己搬入について、受益者負担の公平性を考えた場合、今回の見直しは妥当ではないかと考 

えます。 

高橋委員 

ただいま、事務局から補足説明がありましたが、前回の審議会から約 2 ヶ月経ち、記憶も薄らいで 

おりもう少しわかりやすい説明をお願いしたい。
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事務局（平野所長） 

近隣３市の自己搬入手数料については、前回の審議会で説明しておりませんでしたので、補足さ 

せていただきました。 

4 市のごみ手数料の統一に向けた協議については、協議していませんと前回私がお答えしました 

が、その後に協議を行っていたことを知り、今回補足させていただきました。 

不明な点については、審議の中でお答えしていきたいと思います。 

議長（大村会長） 

本日の議題に入りたいと思います。それでは始めに「負担割合と手数料額」について審議い 

たしたいと思います。 

始めに、前回の復習となりますが、資料１「手数料改定の目的等の概要」について事務局か 

ら説明をお願いします。 

事務局（石井主査） 

事務局の石井と申します。 

私からは、今回の改定目的などを今一度確認するため、資料１「ごみ処理手数料改定目的等の概要」 

についてご説明させていただきます。 

Ａ４横書きの資料２枚に渡るものでございます。 

まず、１ページ目の「１ 平成１０年度改定」について説明させていただきます。 

ごみ量の増大やごみ質の多様化により、ごみ処理経費が増加するとともに平成４年６月に改定以来 

据え置かれていた手数料を見直すことにより、公平かつ適正な受益者負担を図ることを目的として２ 

点の改定が実施されました。 

１点目は、家庭系の自己搬入ごみですが、家庭系ごみは、ステーションに排出できるものは排出し、 

これを市が収集することが基本であるとの考え方から、「無料」としていた手数料を２０キログラム 

まで毎に１００円に改定しました。 

２点目は、事業系ごみの自己搬入及び許可業者搬入ですが、それまで１００キログラムまで毎に３ 

００円であった手数料を２０キログラムまで毎に１５０円に改定したものです。 

ちなみに改定前の単位１００キログラムに換算しますと３００円を７５０円に改定したことになり 

ます。 

なお、手数料額設定の考え方として、事業系ごみは「事業者自らの処理責任」が規定されているこ 

となどから、家庭系ごみの１．５倍に相当する金額となっています。 

次に「２ 平成１３年度改定」について説明させていただきます。 

家電リサイクル法の施行に伴い家電４品目 テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫 の再利用が義務 

化されることによりまして、ステーションへの不法排出の防止、また、通行者・車両への危険回避を 

図るため、粗大ごみのステーション収集を廃止し、戸別有料収集へと移行したものでございます。 

手数料額につきましては、タンスでもベッドでも１点につき８００円でございます。 

続きまして、２ページ目の「３ 平成１６年度改定」についてご説明させていただきます。
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一般廃棄物の処理量が増加傾向にあることから、ごみの排出抑制・再利用の推進・排出量に応じた 

経費負担の公平化・市民意識の向上を図るため、「無料」であったステーション収集する家庭系のご 

みの一部、可燃ごみ・不燃ごみを有料といたしました。 

手数料額につきましては、 

指定ごみ袋 ２０リットル袋 ４kg 相当 ２０円 

３０リットル袋 ６kg 相当 ３０円 

４５リットル袋 ９kg 相当 ４５円 となっております。 

最後に「４ 今回の改定」についてご説明させていただきます。 

今回の改定は、先ほどご説明させていただきました平成１６年度に導入した家庭系ごみのステーシ 

ョン収集の一部有料化時におきまして、家庭系ごみの自己搬入と事業系ごみの自己搬入及び許可業者 

搬入手数料を据え置いていたことにより、手数料額設定における考え方や金額に均衡を欠いているた 

め、今回見直しをしようとするものであります。 

下の表の説明をさせていただきます。 

平成１０年改定時の考え方として家庭系ごみは、ステーションに排出できるものは排出し、これを 

市が収集することが基本であると考えており、ステーション収集は無料、自己搬入は２０キログラム 

まで毎に１００円となりました。事業系ごみにつきましては、事業者自らの処理責任によりまして家 

庭系ごみの１．５倍という考え方から２０キログラムまで毎に１５０円となりました。 

今回の改定は、それまで無料であった家庭系ごみのステーション収集を一部有料化したときに据え 

置いていた「表内の空欄部分」となっております 

家庭系ごみ ２０キログラムまで毎に１００円 

事業系ごみ ２０キログラムまで毎に１５０円 

の負担割合、手数料額を改定しようとするものであります。 

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。 

無いようですので、私から質問させていただきます。 

15 年度までの手数料が家庭系ごみの自己搬入の場合、２割負担。指定袋の 16 年度の手数料が 2割 

負担となっているが、割合が同じなのか金額が同じなのか確認したい。 

事務局（安西副主幹） 

15 年度までの手数料については、Ｈ8 年の決算額をベースにし、16 年度の手数料については、Ｈ 

11 から 13 年度の決算額に手数料を差し引いた額になるため、金額に差がでます。 

２割合負担については、2 割負担相当と考えていただいて結構です。 

詳細は次の説明でさせていただきます。 

高橋委員 

事業系ごみが、家庭系ごみの 1.5 倍となっているが、何を根拠に 1.5 倍になっているのか。
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事務局（安西副主幹） 

1.5 倍の根拠ということですが、平成 10 年度に改定した時に、それ以前は家庭系ごみについては無 

料でした。その前から事業系ごみについては有料でした。この 10 年度の料金改定の際に家庭ごみの 

自己搬入分を無料から有料にしたので、その際に日常生活から出るごみと事業から出るごみはまった 

く性質が違い、その差をつけるため 2 割相当に対して 1.5 倍としている。ご質問のとおり 2 倍でも 3 

倍でもいいと思いますが、一般廃棄物ですので市に処理責任がありますのであまり格差があってはま 

ずいという考えになっています。他市についても家庭系と事業系に差をつけているところがほとんど 

で、差については、その市の考え方になっています。 

四宮委員 

ごみ手数料改定の目的として、ごみ量の増大やごみ質の多様化により、ごみ処理経費が増大すると 

ともに、手数料の見直しにより公平かつ適正な受益者負担を図るとなっていますが、リサイクル業界 

の者として言わせてもらえば、家庭系ごみの分別が徹底されていない。可燃ごみの中に資源可能な物 

が混入されたりしているのが現状ではないか。手数料の値上げと併せて市民への啓蒙活動により、市 

民の分別意識を高めれば、ごみの減量につながるのでないか。値上げについては賛成であり、改定の 

目的に分別・リサイクルの意識高揚を入れてはどうか。「もったいない」といういい言葉があり、行 

政からの押し付けではなく、市民自ら盛り上がるように持って行ってもらいたい。 

事務局（多田部長） 

ご意見のとおり、今の一般廃棄物の最終処分場も経済産業省の試算では１２、１３年しかもたない 

だろうといわれる中、継続可能な社会を構築するためには、今まさしく３Ｒの推進月間でありますが 

ごみの排出を抑制する、リサイクルする、資源化することが問われているところで、四宮委員のご指 

摘のことは最重要に取り組まなければならない課題と考えております。今月の市広報誌に特集号とし 

て掲載しておりますが、それで十分だとは考えておりません。今後もさまざまの機会を捉えて、ごみ 

の減量化・資源化に向けて対応していきたいと考えております。ご意見ありがとうございます。 

伊藤委員 

今回の審議は、指定袋の値上げですか。 

議長（大村会長） 

今回の審議は違います。今回は自己搬入分についての審議です。 

事務局（平野所長） 

指定ごみ袋ではなく、クリーンセンターに持ち込まれる一般家庭のごみと事業系のごみについてで 

あります。 

高橋委員 

家庭系・事業系の持ち込みごみの負担を増やしたいとの趣旨ですが、前回の審議会でも少し話がで 

ましたが木更津市内の事業所の 2 割から 3 割が自らの責任において、許可業者に依頼あるいは自ら持 

ち込んでいると思われるが、手数料が改定された場合、今まで適正に処理されていたごみが、ステー 

ションに排出されたり、あるいは不法投棄されることが予想されるが、どう考えているか。
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大手事業所は、法に従い処理されるであろうが、中小の事業所は経営の面から許可業者収集を止め 

ることも考えられる。この場合の対策はどう考えているか。 

事務局（安西副主幹） 

値上げにより、今まで適正に処理されていたごみが、許可業者との契約を解除し、ステーションに 

出されるのではないかとの質問ですが、各地区にごみ減量推進地区指導員を委嘱しておりますので、 

事業系ごみの排出の監視を強化するという方法が考えられます。不法投棄につきましては、環境衛生 

課で行っています監視カメラや監視員による監視の強化を図りながら、改定の周知の際にはチラシ等 

により法に従った適正な処理をするよう周知を図っていきたいと考えています。 

高橋委員 

指導員・監視員の協力を得てというお話ですが、現状で事業所の 2 割から 3 割しかルールを守って 

いない。７～８割の事業所はステーションに指定袋で出していると思われるのに守れますか。 

事務局（平野所長） 

値上げによりその反動は想定できます。先ほど回答した指導員・監視員による指導の強化を図りな 

がら、市広報等による啓蒙など地道ではあるがやれることから行っていきたい。値上げ後にそのよう 

な事態が発生した場合は、その時点で対応したいと考えています。 

清宮委員 

確認ですが、ごみには家庭から出たごみ、自分で持っていくごみ、事業所などのごみがあるが今回 

の審議はどのごみのことですか。 

事務局（安西副主幹） 

直接、クリーンセンターに持ってくるごみの手数料を改定しようと審議をお願いしております。 

議長（大村会長） 

他に質問・意見等はございませんか。 

無いようでしたら、資料２「手数料額の試算等について」事務局から説明をお願いします。 

事務局（安西副主幹） 

私からは、改定をお願いしてございます「手数料額の試算等」につきまして、ご説明いたします。 

配布いたしました｢資料②｣の１ページをご覧ください。 

始めに、「１ 現行の手数料」でございますが、「⑴の家庭系ごみの自己搬入」につきましては、「① 

の金額」欄に記載してございますように、平成１０年度に改定を行い、２０ｋｇまで毎に１００円と 

しております。「②の手数料の積算」につきましては、平成８年度のごみ処理に要しました決算額に、 

クリーンセンター施設の減価償却費を加えました経費のうち、事業系ごみの処分に要した経費（自己 

搬入した場合の処分経費）の２割を搬入された者の負担としております。 

「③の計算式」につきましては、１㎏当り２６円４０銭の処分経費に２割を乗じまして、２０ｋｇ当 

りの手数料額を算出しております。 

「④の比較」につきましては、１０年度改定時の基準といたしました処分経費には、施設の減価償却 

費が含まれておりますので、今回の改定の基準と同じように、減価償却費を含まず、ごみ処理から生
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じます歳入額を差し引いた経費で計算いたしますと、処分経費が「１㎏当り１８円５０銭」となり、 

また、現行手数料額の１００円にするためには、負担割合が「２割」から「２．８割」となります。 

次に、「⑵の事業系ごみの自己及び許可業者搬入でございますが、家庭系ごみの自己搬入と同様に 

平成１０年度に改定を行い、「金額」につきましては、２０ｋｇまで毎に１５０円としております。 

「②の積算方法」につきましても、家庭系ごみの自己搬入と同額の処分経費を基準とし、ごみ排出者 

の負担割合を３割としてございます。 

「③の計算式」につきましては、１㎏当り２６円４０銭の処分経費に３割を乗じまして、２０ｋｇ当 

りの手数料額を算出しております。 

「④の比較」につきましても、家庭系ごみの自己搬入と同様に、今回の改定の基準とします経費と同 

じように、計算いたしますと、処分経費が「１㎏当り１８円５０銭」となり、また、現行手数料額の 

１５０円にするためには、負担割合が「３割」から「４．１割」となります。 

続きまして、２ページ目をご覧ください。 

「２の試算」でございますが、今回の改定に用います処分経費につきましては、前回の審議会で決定 

されましたとおり、平成１１年度から１３年度のごみ処理に要した経費から、ごみ処理に関します歳 

入（収入）を差し引きました「処分経費１㎏当り１６円」といたします。 

この１６円と２０ｋｇ当りのごみ量に、２割から５割の負担割合を乗じた場合の手数料額を例示し 

てございます。 

家庭系ごみにつきましては、例えば、３割負担とした場合には現行額であります１００円となりま 

す。また、その右側に記載してあります事業系ごみは、従来どおりの考え方で家庭系ごみの 1.5倍と 

いたしますと１５０円になります。 

なお、括弧内のパーセントは改定率を表示しております。 

次に、この例示の下に近隣３市の手数料と改定時期を記載してございます。冒頭に所長の平野が説 

明いたしましたが、 

君津市を例にいたしますと、家庭系ごみにつきましては、平成１２年１０月に指定袋の有料化を導 

入し、この導入時に家庭系と事業系ごみの自己搬入分を改定しております。 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。 

皆さんの質問が出る前に先ほどの質問が途中でしたので再度お聞きします。 

15 年度までの手数料が家庭系ごみの自己搬入の場合、２割負担で２０ｋｇまでごとに 100 円。指 

定袋の 16 年度の手数料が 2 割負担で、１ｋｇあたり 5 円となっている。 2 つを比較してどうなのか。 

事務局（安西副主幹） 

自己搬入の手数料２０ｋｇまでごとに 100 円は、平成 8年度の決算額に減価償却費を加えた額の 2 

割負担となっています。16 年度からの指定袋の１ｋｇあたり 5 円は、１１年から 13 年の決算額から 

算定し、負担割合を 2 割と決め算定しております。最小単位の１ｋｇと表示した方が分かりやすいと 

思いましたが、２０ｋｇに換算すると 100 円になります。
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したがいまして、結果的に自己搬入の２０ｋｇまでごとに 100 円と指定ごみ袋の１ｋｇあたり 5 円 

は同じになります。 

四宮委員 

事業系ごみの１回あたりの持ち込み量はどの位ですか。 

事務局（安西副主幹） 

事業系ごみは、許可業者や一般の事業所が持ち込み、質問のデータは取っていません。 

四宮委員 

事業系ごみの場合、許可業者はカード、一般は現金で納付していると思うが把握していないのか。 

事務局（安西副主幹） 

金額と重量は把握しているが、搬入回数が手元にないため持込量は算定できない。 

四宮委員 

今後のために資料を作成願いたい。 

高橋委員 

平成 11 年から 13 年までの処分経費 16 円/kg を基に検討するわけですが、資料を見ると近隣市と 

比較して他市との差が感じられない。経費の算定方法はいろいろあるだろうけど、4 市がかずさクリ 

ーンシステムに搬入している現在、改定の必要があるのだろうか。ごみの料金が高いところから低い 

ところへ流れ、木更津市のクリーンセンターの立地条件が良く、君津・富津方面から持ち込まれてい 

るという話も耳にするが、金額の比較だけならいい線なのかなと思うのだがどうか。 

事務局（平野所長） 

最終的な判断はごみの施策により決まる。近隣市の料金はあくまでも参考ということになります。 

議長（大村会長） 

他に質問・意見等はございませんか。無いようでしたら、負担割合と手数料額についてご審議願い 

ます。 

川崎委員 

飲食店の代表ですが、当組合には３５０軒が加盟し、概ね１００％許可業者と契約している。スナ 

ックは夜間営業でいろいろと問題もあったが、温泉ホテル周辺の店舗では４軒が 1 組となり、出して 

いる。9 月に衛生講習会が行われた際に、手数料改定の検討をしている旨を話したところ、多くの方 

が月１万円位で契約しており、1,000 円程度の値上げならやむを得ないだろうとの意見であった。 

1,000円なら１０％の値上げで、クリーンセンターへの持ち込み手数料はどの程度になるか。仮に20％ 

の値上げなら、許可業者も２割値上がりになるのかが問題である。 

議長（大村会長） 

今、川崎委員からどのくらいになるのかと意見がでましたので、ここで事務局の案を用意していま 

したら、説明をお願いします。 

事務局（平野所長） 

事務局といたしましては、自己搬入の手数料を１６年度の指定袋有料化から据え置いていたことや
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近隣市の金額を勘案いたしますと、４．７割負担の家庭系ごみが１５０円、事業系ごみが２３０円が 

適正と考えます。 

議長（大村会長） 

事務局の平野所長から家庭系ごみを１００円から１５０円、事業系ごみを１５０円から２３０円に 

との案が出されました。この金額はあくまでも案ですので意見等ありましたらお願いします。 

ここで、暫時休憩といたします。 

（ 休 憩 ） 

議長（大村会長） 

会議を再開します。皆さんの意見をお願いします。 

高橋委員 

自己搬入の家庭系ごみのキロ５円と指定袋のキロ５円が、たまたま同じ金額になったということで 

すが、指定袋のキロ５円を再度説明願います。 

事務局（安西副主幹） 

平成１１年から１３年の決算額を基準とし、収集・処理経費が２７円となり、その２割を手数料と 

していただくことにし、１ｋｇあたり約５円となっております。２０リットルの指定袋には比重換算 

により約４ｋｇ入り、手数料は２０円となります。 

高橋委員 

その計算で 1ｋｇあたり５円となり、自己搬入手数料と同じになったということですが、指定袋と 

自己搬入では大差がないのではないか。改めて料金改定の必要があるのだろうか。 

事務局（安西副主幹） 

先ほど事務局案として、１００円を１５０円と話をしましたが、お配りしている資料にもあるよう 

に特殊な例の君津市は別として、富津市は１４０円、本市は１００円になっています。先ほどお話し 

にあったようにあまり安いと他市からのごみが入ってくる恐れが考えられます。富津市並の料金設定 

をしないと防止できないのでないかとの考えも含まれています。同じように事業系ごみにつきまして 

も 4 市の中では最も安くなっており、他市からのごみ搬入防止という観点からも料金改定は必要では 

ないかと考えております。 

高橋委員 

先ほど、ごみは手数料の高いところから低いところに流れると話しましたが、自己搬入ごみに対し 

て木更津市は他市からの搬入抑止策として、個人や事業所から市民等である証明の提示を求めるなど 

確認はしていますか。 

事務局（安西副主幹） 

運転免許証のような公的な証明書の確認はしていません。ただ自己搬入者には、申請書に住所・氏 

名の記載をしてもらい、確認をしているのが現状です。 

高橋委員 

自己申告では、十分な抑止にはなっていないのではないか。だから、他市からのごみが持ち込まれ
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ているのではないかとの疑いを持つのでないか。証明書の提示を求めるとか改善は考えていないのか。 

事務局（斉藤主幹） 

今、説明したとおり本市では、自己申告により申請書を書かせ、搬入を受けている。市には捜査権 

などがなく、搬入者との信頼関係の上で行っている。もちろん、ごみの表示に疑いがあるものは断っ 

ており、年間相当数の搬入者に帰ってもらっている状況です。 

君津市では、自己申告もなく受付をしている状況で、受入方法は今後研究してまいりますが、改善 

すべき点は改善してまいりますが、当面現状のままでと考えております。 

泉水委員 

家庭系ごみについては、指定袋での排出と自己搬入が同じキロ５円の自己負担をしており、自己搬 

入は収集経費がかからない分このままでも良いのではないかと思うが、自己搬入は非常に便利ですが、 

ステーション収集と違い、車がない・体が不自由などで全ての市民が利用できるわけでもないので、 

平等だとは言い切れないので、多少自己搬入の料金が高くてもやむを得ないのではないか。自己搬入 

は便利なことからごみの排出抑制には相反することになるので、多少の値上げは必要かと思う。 

先ほど説明のあった平成１１年度から１３年度の処分経費が１０円程度下がっている中で、事務局 

案１５０円は、５割増になる。値上げは賛成であるが、今後も市の努力により処分経費が下がってい 

くのであれば、５割増は高いと思う。ステーション収集より自己搬入が高いのは賛成であるが、今後 

処分経費が下がっていくのであれば、いま 5 割の値上げは高いのではないか。 

近隣市との均衡の観点から、私個人では 150 円位はやむを得ないと考えていたが、処分経費の４． 

７割負担の１５０円は高いのではないか。 

高橋委員 

市内には零細企業が多く、昨今の原油高などによるコストが増加しているなか、ごみ手数料の５割 

アップとなると排出事業者に負担してもらわざるを得ない。そうなった場合に木更津市の経済に大き 

な影響が出るのではないか。収集許可業を営んでいますが、燃料の急激な高騰によるコスト増は何と 

か吸収しているが、それも限界に近い。この値上げ幅であれば、手数料の値上げ以上に収集料金を値 

上げすることも出てくるのではないか。上げ幅については慎重に考えていかないといけないのではな 

いか。泉水委員からの意見があったようにべらぼうな数字なのではないか。 

泉水委員 

金額的には、手数料の１００円が１５０円になるのは金額的には高くないと思いますが、資料にあ 

る処分経費の５割負担では大きいのではないか。かずさクリーンシステムに委託して、経費が高くな 

るのであれば理解できるが努力により経費が下がるのであれば理解は難しいのではないか。今後の見 

通しはどうでしょうか。 

高橋委員 

かずさクリーンシステムへの委託料金等が不明では検討できないのではないか。 

議長（大村会長） 

今回の審議に当っては、かずさクリーンシステムへ移行する以前の処分経費での審議となっていま 

す。
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高橋委員 

泉水委員からの話があったように、今後、経費が上がるのか、努力により経費が下がるのかが判ら 

ないと、一度上げた手数料は経費が下がったからと手数料の値下げはしないであろうから慎重に検討 

する必要があるのではないか。 

事務局（平野所長） 

今年度平成１８年度のかずさクリーンシステムへの委託金額はトン当たり 28,000 円となり、事業 

系手数料２０キロごとに１５０円で換算しますと、トン当たり 7,500 円に、負担割合だと２７％にな 

ります。かずさクリーンシステムへの委託料については、今後上がったのち下がり最終的にはトン 

20,000 円になる予測です。なお、昨年１７年度については、トン当たり 33,566 円の経費になってい 

ます。 

議長（大村会長） 

個人的な意見としてですが、事務局案の５０％アップは高いと感じます。金額については、皆さん 

の意見を出していただきたいのですが、上げ幅として１０～２０％が妥当なのではないか。次回にか 

ずさクリーンシステムへの委託金を含めた処分経費の検討資料を作成いただき検討したいと思いま 

す。

ご意見等ありますか。 

（意見なし） 

無いようですので、次回もう一度審議会を開催することでよろしいですか。 

（異議なしの声あり） 

次回の日程については、後日連絡することにします。 

以上で平成１８年度第２回木更津市廃棄物減量等審議会を閉会します。 

ご苦労様でした。 

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１０月２４日 

議事録署名人 

四宮 清志 ㊞


