
 - 1 - 

会 議 録 

 

会 議 名 平成２９年度 木更津市廃棄物減量等推進審議会 

開 催 日 平成２９年８月２４日（木） 
場 所 

朝日庁舎 

会議室Ｂ 時 間 午後１時３０分 ～ 午後２時４０分 

出 席 者 【委 員】 

岡田 貴志 

桑田 紀 

清水 一太朗 

大曽根 康子 

野田 義文 

國吉 俊夫 

齋藤 幸江 

長田   修 

高橋 幹雄 

 

【事務局】 

星野環境部長 時松環境部次長兼環境管理課長 

平野まち美化推進課長 加藤副課長 嶋村主事 菊池事務員 

欠 席 者 【委 員】 

 

次 第 １ 開  会 

２ 委嘱状交付 

３ 環境部長あいさつ 

４ 事務局職員紹介 

５ 議題 

⑴  会長の選出について 

⑵  木更津市の一般廃棄物の現状について 

⑶  その他  

７ 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 ・ 会議次第 

・ 委員名簿 

・ 一般廃棄物処理基本計画 

・ 木更津市廃棄物減量等推進審議会運営規則 

・ 平成２９年度版 木更津市清掃事業概要 

・ 君津地域広域廃棄物処理施設のリーフレット 

・ 木更津市の一般廃棄物処理の現状について 

 

概 要 別紙のとおり 
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【 概 要 】 

 

１ 開 会 

 

○司 会  定刻となりましたので始めさせていただきます。 

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。 

本日はお見えになっておりませんが、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２９年度 第１回目の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加藤と申しま

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、次第によりまして会議を進行させていただき

ます。 

 

 

２ 委嘱状交付 

○司 会  それでは始めに、委嘱状を交付いたします。 

新たにご着任いただきました岡田様と桑田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。 

       

３ 環境部長あいさつ 

 

○司 会  それでは続いて、開催にあたりまして、星野環境部長からご挨拶申し上げます。

星野部長、お願いいたします。 
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◎星野部長 環境部長の星野でございます。 

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、出席がかな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、委員の皆様方には、ご出席をいただき、誠にあり

がとうございます。 

はじめに、昨年度に取り組みました「木更津市一般廃棄物処理基本計画」の改定にあたりま

しては、当審議会のお力添えによりまして、今年度からの新たな１０年間の基本計画を、無

事、策定することができました。改めて、御礼を申し上げます。 

 

ご案内のとおり、本市におけるごみの減量化、資源化に向けた取り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。 

市といたしましても、新たな基本計画に掲げました基本方針のもとで、計画目標の達成に向

けて、各種施策を推進して参る所存でございます。 

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。 

 

ここで、一つ、本年度の新たな取り組みをご紹介させていただきます。 

市民の皆様に、ごみの減量化、資源化を更にＰＲしていこうということで、現在、市のごみ

収集車の車体に、デザインペイントをする方向で、準備しております。 

これは先の６月市議会で一般質問でもございまして、取り組む方向で答弁させていただいた

ところではございますが、委託をしている車両もたくさんあるのですが、市の直営のごみ収

集車につきましては、これまでごみ収集車による啓発等は実施しておりませんでしたので、

私どもといたしましても、非常に、楽しみにしているところでございます。 

 

本日は、斉藤会長が辞任されましてから、最初の会議ということでございます。 

従いまして、本日の議事につきましては、まず、会長を選出していただきまして、その後に、

木更津市の一般廃棄物処理の現状などについて、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。 

皆様には、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。 

本日は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。 

 

４ 事務局職員の紹介 
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○司 会  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、星野治雄でございます。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、菊池 界でございます。最後に、私、まち美化推進課 副課長、加藤賀一でござい 

ます。 

 

それではここで、前回平成２８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。当審議会の会長をお務めいただいた斉藤高根委員が辞任さ

れたため、新たに木更津市議会推薦の岡田貴志様に平成２９年６月９日付けで、また、藤平

慶子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桑田紀様に平成２９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】 

 

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、次第、２９年度版清掃事業概要に加えまして、昨年度作成いたしました一般廃棄物

処理基本計画、木更津市の一般廃棄物処理の現状について、㈱かずさクリーンシステムの君

津地域広域廃棄物処理施設のリーフレット、委員名簿、木更津市廃棄物減量等推進審議会運

営規則をお席に置かせていただいております。過不足はございませんでしょうか。 

なお、本日の審議会は、委員９人全員のご出席をいただいており、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。 

 

 

５ 議題(1) 会長選出について 

 

○司 会  それでは議事に入ります。次第に従いまして、会長の選出についてでございま

す。会議の議長は、木更津市廃棄物減量等推進審議会運営規則第３条第１項の規定により会

長が務めることとなっておりますが、本日の会議は、冒頭でご説明申し上げましたとおり、

斉藤高根会長が辞任されましたので、会長の選出を最初の議題としております。会長が選出

されるまでの間、副会長が仮議長として議事を進行いたします。清水副会長、仮議長席へ移

動をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 
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○仮議長   ただいま司会から説明がありましたとおり、会長が辞任されましたので会長

が選出されるまでの間、仮議長を勤めさせていただきます。よろしくお願いいたします。  

それでは、座らせていただいて議事を務めさせていただきます。 

 

では、議題（１）「会長の選出について」を議事といたします。 

木更津市廃棄物減量等推進審議会運営規則 第２条第１項及び第２項により、「審議会に会長

及び副会長を各１人置き、委員の互選により定める。」こととなっております。選出方法は、

いろいろとございますが、いかがいたしましょうか。 

 

◆高橋委員 推薦でいかがでしょうか。 

 

○仮議長  ただいま、「推薦」、とのご提案がございましたが他にございますでしょうか。 

 

◆国吉委員 事務局からなにかありませんか。 

 

◇平野課長 事務局から特にございませんので、推薦でお願いできれば。 

 

○仮議長  他にございますでしょうか。他にご意見がないようですので、会長は推薦によ

り選出することとさせていただきます。それでは、どなたかご推薦をお願いいたします。 

 

◆高橋委員 市議会から来ていただいています、岡田委員を推薦します。 

        

○仮議長  ただいま、高橋委員から、会長に岡田委員の推薦がございました。委員各位の

ご賛同をいただければ、会長に岡田委員を選出いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

【「賛成、異議なし」の声】 

 

ただいま「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し、会長に岡田委

員を決定いたします。選任されました岡田委員におかれましては、ご多忙の折、誠に恐縮で

はありますが、どうぞよろしくお願いいたします。以上を持ちまして、仮議長の職を解かせ

ていただきます。議事進行にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。 

 

 

○司 会  それでは、岡田会長、会長席へ移動をお願いいたします。では、ここで岡田会

長から、ご挨拶をお願いいたします。 

 

○会 長  ただ今、皆様のご推挙によりまして、会長を仰せつかることになりました岡田

でございます。よろしくお願いいたします。本市における廃棄物の減量化・資源化の推進等



 - 6 - 

にお役に立てればと考えておりますので、委員の皆様におかれましては、ご支援ご協力をよ

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、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。 

 

○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、私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。 

 

 

５ 議題(2) 木更津市の一般廃棄物処理の現状について 

 

○会 長  それでは、議題（２）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。 

 

○菊池事務員 はい。まち美化推進課の菊池と申します。僭越ながら私が説明させていただ

きたいと思います。木更津市のごみ処理の現状について説明させていただきます。お手元の

資料の「木更津市の一般廃棄物の現状について」をご覧ください。こちらの資料につきまし

ては、事前にお配りしている冊子「平成２９年度清掃事業概要」から抜粋し取りまとめて作

成しております。では、まず１ページのごみ処理の流れから説明いたします。本市が処理す

るごみは市民の日常生活に伴ってご家庭から排出される家庭ごみと、事務所、商店、飲食店、

工場、病院などの事業所から排出される事業系ごみがあります。家庭系ごみについては燃や

せるごみ、燃やせないごみ、資源ごみはステーション収集、粗大ごみは事前予約による戸別

収集を行っています。また、クリーンセンターへの直接搬入も可能となっております。事業

系ごみはステーション収集ではなく、収集運搬許可業者へ収集を委託するか、事業者自らが

クリーンセンターへ搬入するという形で行っております。 

 

収集されたごみの処理につきましては、ごみ処理の流れの図の右半分の部分ですが、まず燃
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やせるごみは、君津地域４市の中間処理を行っている、「かずさクリーンシステム」で、溶融

処理を行っています。 

燃やせないごみや粗大ごみは、クリーンセンターに搬入され、破砕・選別等の処理を行い、

鉄・アルミ等については資源として売却しています。 

また、びん・かん・ペットボトル、容器包装プラスチックは、民間のリサイクル施設で中間

処理を行った後資源化を、紙類・衣類については、中間処理を行わずに直接売り払いをして、

資源化を行っています。では次のページをご覧ください。 

 

続きまして、本市におけるごみの排出量についてでございますが、まず、ごみの種類別排出

量を見ますと、平成２３年度から、市の人口は増加しておりますが、ごみの排出量は、全体

的にはほぼ横ばいとなっています。市の人口については、清掃事業概要の３ページに載って

おりますのでそちらをご確認ください。 

平成２８年度のごみ排出量は、約５６，０４８トンで、平成２７年度よりも若干減少してお

ります。ちなみに、１人１日あたりの排出量は、１，１４２グラムで、こちらも平成２７年

度より若干減少しております。 

家庭系・事業系の比率につきましては、「③ ごみ排出源別排出量」のとおりでして、平成２

８年度では、ごみ全体のうち、家庭系ごみが約６０％、事業系ごみが約４０％という比率と

なっています。なお、本市のごみの量は、次の「④ ごみ排出源別１人１日当たりのごみ排出

量」をご覧いただくと、全国平均、千葉県平均と比較して、大変多い状況であることがお分

かりになると思います。 

本市の場合、他の市町村と比較して、特に事業系ごみが多い状況となっております。平成２

７年度におきましては、１人１日当たりの事業系ごみ排出量が、県内市町村中２番目に多い

状況となっています。事業系ごみ排出量が多い要因といたしましては、木更津市では人口に

対して、事業所、大規模店舗、中小企業等が多いことが考えられます。現在は、事業系ごみ

のリサイクル率を高めて排出量を抑えるために、事業所向けに事業系ごみの処理方法をまと

めたものを作成することを検討しております。では次のページをご覧ください。 

 

このような状況の中で、本市では、ごみの減量化・資源化に向けて、次のページに記載のよ

うな取り組みを行っているところです。 

本市では、ごみを１２種類に分別し、そのうちの９種類、びん・かん・ペットボトル、容器

包装プラスチック、衣類、紙類（雑誌・雑紙・段ボール・新聞・紙箱・紙パック）を資源ご

みとして収集するとともに、資源ごみ集団回収や生ごみ肥料化容器等購入設置への助成、指

定ごみ袋制度の実施、指定ごみ袋の一部有料化などにより、ごみの減量化・資源化を推進し

ています。また、君津地域広域廃棄物処理施設における中間（溶融）処理で産出される溶融

スラグ・溶融メタルについても全量再資源化を行っています。 

 

このような取り組みの結果、本市のリサイクル率は、「② 再資源化総量・リサイクル率の推

移」にございますように、平成２７年度のリサイクル率が２２．３％となっており、千葉県

平均が２２．７％なので若干下回っております。平成２７年度のリサイクル率が落ち込んだ
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要因といたしましては、スラグの売り払い量が減少したことが挙げられます。先にも申しま

したとおり、スラグについては再資源化を行っているところですが、平成２７年度につきま

しては、スラグの総発生量に対してスラグの引き取り量が減少してしまったことから、総資

源化量が減少しリサイクル率も下落いたしました。今回、平成２７年度のリサイクル率でお

話しましたが、平成２８年度のリサイクル率がまだでていないので、平成７年度のリサイク

ル率でご説明させていただきました。では続きまして、４ページ、収集運搬の状況でござい

ます。 

 

家庭ごみの収集は、市内約５，９００箇所のごみステーションから、市民の皆様に分別のご

協力をいただき、表に記載の方法で効率的に収集を行っている状況です。 

このうち、燃やせるごみ、燃やせないごみ、びんかんペットボトル、容器包装プラスチック

につきましては、指定ごみ袋による収集を、また、燃やせるごみ、燃やせないごみについて

は、ごみ袋に手数料を賦課させていただく形の、ごみ有料化によって収集をしている状況で

ございます。 

なお、粗大ごみにつきましては、ごみステーションでの収集は行っておらず、予約によって

戸別収集か、もしくはクリーンセンターへの直接持ち込みとなっております。 

 

次に、収集したごみの中間処理につきまして、先ほどごみ処理の流れでご説明させていただ

いたのですが、ここに記載の木更津市クリーンセンターと君津広域廃棄物処理施設、木更津

リサイクルセンターの３施設において、それぞれ中間処理を行っています。 

 

クリーンセンターは、平成１７年度でごみの焼却をやめ、現在は、燃やせないごみ・粗大ご

みの破砕・分別を行っています。 

ごみの焼却処理は、現在、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市の４市で発生するごみの処

理を、君津地域広域廃棄物処理施設、かずさクリーンシステム、こちらで行っているところ

です。 

 

かずさクリーンシステムにつきましては、平成３３年度までの操業予定でしたが、平成２７

年１１月に操業期間の５年延長が決定いたしまして、平成３８年度まで操業することとなり

ました。次期君津地域広域廃棄物処理事業につきましては、平成２７年５月に設置した「君

津地域広域廃棄物処理事業構成４市担当部課長会議」におきまして、検討を進めております。

次期候補地につきましては、君津市、富津市及び袖ヶ浦市の３市のいずれかの地区で決定す

ることとなっております。 

 

ではつづきまして、５ページ 最終処分の状況について説明させていただきます。 

先ほどの、中間処理（溶融処理）によって発生する焼却灰、溶融飛灰というものですが、市

外にある民間の最終処分場に委託して、埋立処分をおこなっております。最終処分の量は、

表に記載のとおりです。 
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東京電力の福島第一原発事故の影響で、最終処分場の飛灰の受入・管理の基準が厳しくなっ

たため、それまでの搬入先最終処分場が相次いで飛灰の受入を停止しまして、現在は山形県

米沢市と、秋田県小坂町の２箇所の最終処分場で処分をおこなっております。 

現在、毎月放射性物質量の測定を行っており、数値は安定してきていることから、近隣地域

での安定的かつ継続的な最終処分場の可能性について今後検討してまいります。 

 

つづきまして、ごみ処理にかかる経費です。 

本市のごみ処理にかかる経費につきましては、平成２８年度決算ベースで、ごみ１ｔ当たり

４８，１００円、市民１人当たり１９，５８０円の経費がかかっているところです。 

 

以上が、本市ごみ処理の現状でございますが、各施策における具体的な事業・取り組み等は、

一般廃棄物処理基本計画をご覧ください。 

非常に雑駁ではございますが、以上が本市ごみ処理の現状でございます。 

説明は以上です。ありがとうございました。 

 

 

○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

っしゃいますでしょうか。 

 

◆国吉委員 はい。 

○会 長  国吉委員。 

◆国吉委員 先ほどの説明の、事業系ごみ排出量が非常に多いということなんですが人口１

人当たりの計算で事業所が多いからということですが、単純にそれだけなんですか。全国見

てみて事業所が多い、木更津が突出して多いわけでは無いと思うんで。本当の原因というの

は調べたんですか。 

 

○平野課長 詳細までは調査をしていませんが、事業所が確かに多いことは間違いないので

すが、あと考えられることは事業所で分別、リサイクルがうまくいっていない、ということ

を考えております。先ほど担当から申し上げましたけれども、事業所向けに資源化の資料を

作りましてＰＲして行きたいと考えております。以上です。 

 

◆国吉委員 今まで具体的な事業者に対しての、こういう方法で減量化をやったらどうか、

というような提案というのはしていないのですか。 

 

○平野課長 以前やったかどうか、というのは、特に周知自体はしていないと思うのですが。

ただ、何かあるたびにお願い等はしていますので。商工会議所に行ってそこに加入している

方々にごみの減量化等のお願いはしていますので。それくらいしかしていないのですが、こ

れからは事業系ごみの排出をおさえることを目的として検討していきたいと考えています。 
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◆国吉委員 一般市民には赤いごみ袋とか、緑のごみ袋とか色々取り組んでいますが、それ

によってごみの減量化がある程度できたという自負があると思うのですが、そういう中で、

具体的な企業、事業者に対してこうやったらいいよという提案を作らなければいけないので

は。それについてはどうですか。 

 

○平野課長 本来は廃掃法にもありますが、事業所等は自分のところで処理するという大原

則があるのですが、確かにＰＲ不足で事業系のごみが減っていないことは事実でございます

ので、これからはＰＲに努めて行きたいと考えています。 

 

◆国吉委員 ＰＲでなくて、具体的にこうやったら減っていくのではないか、というような

案作りというのも必要ではないのでしょうか、とわたしは意見として言ったのですが、それ

に対してどうなんですか。 

 

○平野課長 どういった形が望ましいかということもあろうかと思いますので、それについ

て内部で検討をしていきたいと思います。具体的にどういったことをしていったらいいかと

いうことは内部で検討している最中ですので、今断言はできないです。 

 

◆長田委員 今質問があったと思いますけれども、家屋が古くなってきて、解体することが

増えてきて、その中にあるごみが発生しているんです。そのごみが発生していることもある

かもしれないです。 

 

◆国吉委員 ずっと増えているんです。最近ではないんです。その古くなっている建物を取

り壊しているということは全国的なことなんですから、その全国の中で木更津市が非常に多

いというのはどんな取り組みができるかを質問しているのです。 

 

◆大曽根委員 私はアピタに勤めているんですけど、ビニールとか、再生紙とか、可燃物で

出しているんです。アピタでは一つ一つ、ビニールならビニール、再生紙なら再生紙、可燃

ごみなら可燃ごみと分けて出しています。 

ごみを出しに行ったら収集車がいて少し見ていたんです。可燃物の車の中にビニールも再生

紙もどんどん積み込んでたんです。せっかく分けているものを何で一緒にしてしまうのかな

と思って。それは一緒にしてしまっていいんですか。 

 

◆高橋委員 非常に難しい問題だと思うんですが、事業所、事業者は自ら、自由にというこ

とですので、あとはそれに併せてリサイクルをすればいいが、コストもかかる。非常にコス

トが高くつく、というようなおもしろい現象が起きていて、リサイクルするのはいいがコス

トがかかりすぎてしまう。だから、どっちをとるかという問題があるんですよね。 

 

◆国吉委員 ただ、数字だけ見ると木更津市だけ突出しているわけなんです。その具体策を
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かんがえたらどうですか、ということなんです。やれないことはない。だったらできてる都

市に学んでいくとか。 

 

◆高橋委員 わかりませんが、他市はお金をかけているかもしれないですよね。啓蒙活動と

か。実際にリサイクルにあたって木更津市よりも野放し状態かといわれると決してそうでは

ないのでは。逆に、市のガイドブックは個別に市民に配布はしていると思うんですが、事業

所には配っていないのか。 

 

○加藤副課長 こちらのガイドブックにつきましては、各家庭に配っていますけども、事業

所に対して今後、先ほども説明しましたけれどもこのようなごみ分別ガイドブック、事業所

用に、というものをお作りしましてそれで啓発を図っていこうかなとは考えております。 

 

◎星野部長 国吉委員のご質問に対して、こちらもはっきりとした回答になっていないとこ

ろもあるかもしれませんが、この全国平均、千葉県平均に比べて資料の２ページにあります

とおり、非常に事業系ごみが本市は多いと。正直なところ、現在この根本的な原因・理由と

いうのは１００％明らかにできていないというのが実情でございますので、もちろんこの木

更津市特有の状況、原因を我々も究明しつつ委員からのご提案のあるように事業系の方々に

対してなんとか市のほうもうまく連携しながら取り組んでいきたいと考えておりますので、

もう少しお時間を頂戴できればと思います。色々ありがとうございます。 

 

◆高橋委員 市内のスーパーとかに回収に行くんですが、結局どこをとるか、というところ

なんですね。コストを最終的にはとってしまう。色々契約をさせていただいている中で、わ

かってはいるのですが、コストがかかってしまうのでできない、最終的にはコストが優先さ

れてしまうという現況があります。やはりごみのことってなると片隅に追いやられるという

ことが現状で。市や行政が個別に指導するということもありなのかなと思います。その辺は

どうでしょうか。 

 

◎星野部長 最終的には事業所というアバウトな相手方、表現になりますけど基本的には事

業所一つ一つと本当はコミュニケーションがとれていけば一番いいのですが、まずは新たな

分野として今までやっていなかった事業系への適切な資源化、分別のごみの処理についてお

願いをしながら可能であれば一つ一つ本来であればお願いをしていくことも必要かなと思い

ます。もう少し戦略も含めてお知恵を拝借した上で進めて行きたいなと思います。あと、先

ほど大曽根さんがお話したのはごみステーションに出されている可燃ごみの赤い袋の中にリ

サイクルできる、いわゆる容器包装とか紙類とかが結構一緒に入っている家庭が結構ありま

すということですか。 

 

◆大曽根委員 いいえ。アピタです。可燃ごみの袋とか、大きなごみを集めている場所があ

るんです。分別していて、それを全て１台の車に積んでいるということですね。多分燃やす

んでしょうね。せっかく分けているのに。 
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○時松次長 収集のときに一緒にしている、車で取りに伺うときに一緒に積んでいるという

ことですか。 

 

◆大曽根委員 車の中にどんどん入れているんです。 

 

○平野課長 分別していてその１台に全部入れてしまうということですか。 

 

◆大曽根委員 はい、そうです。 

 

◆高橋委員 現場見ていないから何とも言えないですけど、同じ燃すにしても事業系可燃ご

み、プラスチック、処理の方法は一緒なんですが。 

 

◆大曽根委員 缶とかびんとかは別ですよね。 

 

◆高橋委員 それは別です。紙とかが混ざっていると処理の方法は一緒なんですけど、市が

決めている産業廃棄物として燃す。 

 

◆大曽根委員 燃やすんですかと聞いたんですけど、全部燃やしちゃうって。引き取ってく

れるところがないって。 

 

◆高橋委員 リサイクル、引き取ってくれるところはあるんです。あるんですけど今までは

あったけど、これからは受け入れできない。なぜかというと、ひとつの商品で、相場がある。

同じプラスチックリサイクルをすることでも燃料にするとか色々あるんですけど、商品相場

がある。相場があわないと受けられない。 

そういうことが影響しているのかな。相場が安すぎると出してもコストが悪いから燃やして

しまうということがあるのかも。 

 

◆国吉委員 市としても一定量はリサイクル法で守って出さなきゃいけない。相場が安すぎ

ると出してもコストが合わない、燃しちゃうとか、荷置きしているとか、そういうことがあ

るかもしれない。 

 

◆高橋委員 どうしてもコストが優先されてしまうという事があるのかもしれないですね。 

 

◆国吉委員 それと一番心配していることが、溶融炉が今後、平成２７年に話し合いがつい

て、場所が平成３８年度末までになって３市の中で作ってほしいということなんですが、ど

うなんですか。それこそ同じ火葬場だってなかなかできないような状況で、残りの３市がで

きるのか。私は心配しているのですが。 
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○平野課長 君津広域廃棄物処理事業につきましては先ほど申し上げたとおり５年間延長で

平成３８年度まで、稼動が決まりました。当初かずさクリーンシステムを作るとき地元と漁

業組合と協定の中で、次期は木更津市以外の３市でということになっておりまして、確かに

期間的には難しいのですけれども、現在の４市の中で担当部課長会議というものを設けまし

て月に 1回もしくは２回候補地の選定を今一生懸命やっております。３９年度以降ごみを燃

やせなくなるということではまずいので、それについて取り組んでいるところですので、今

しばらく、時間はかかるとは思いますがなるべく早めに決めなければいけないと事務は進め

ているところでございます。 

 

◆国吉委員 期待しています。 

 

◆高橋委員 あのあたりはどこが地元になるんですか。 

 

○事務局  桜井です。 

 

◆高橋委員 実際桜井地区の方に影響、どういう影響があったんでしょうか。 

 

○平野課長 かずさクリーンシステムができて、公害については、とてもすばらしい施設で

すので、国の定めている基準よりも更に地元との協定の中でそれ以下の低い数値で動いてい

ます。支障があったとかは特に聞いていないのですが、実際今自分たちがいる事務所がある

ところも桜井地区なんですが、そこに新たなかずさクリーンシステムもできて、約５０年近

くその場で営業しているということになっているんで、影響があるのかの調査はしていない

のでなんともいえないのですが、現に施設に限ってみれば、健康被害、については聞いてい

ないです。 

 

◎星野部長 非常に感覚的な問題でして、あったから、なかったから、と言えば、もちろん

大気の問題、水質の問題、それと当初より心配していたごみ収集車が４市から当該エリアを

通ってくるので、収集車による事故とか、生命の危害とか、そういったものについては現段

階では一切ない。水質に関しては実は完全に排出する施設ではありませんので、当初市内の

漁組すべてと環境協定を結びましたけれども、水質については排出していないので基本的に

は問題はありません。ただ、当時から新日鐵のばい煙もそうなんですが、それらが海にも降

るだろう、というような感覚的な問題ももちろんありますので、そういった中で環境協定を

結んできたのが、市内の漁組、桜井地区の皆さん方と環境協定を結んで、そこで期限を区切

って、今の段階では３８年度いっぱい、３９年度からは３市のいずれかにということになっ

ております。かずさクリーンシステムの大気のいろいろな測定、定期的にやっておりまして、

公表もしておりますけども、そもそも国の基準よりも１桁とか２桁厳しい数字設定をして、

それが守られておりますのでそういう意味では協定締結先の皆様方にも定期的な会合などで

それらの確認もしながら今日至っていますので数値的には問題がないことをご了解はいただ

いているところです。問題は今のところございません。 
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◆高橋委員 それであれば、４市で広域処理施設が今あってメンテナンスなどをしているわ

けですよね。平成３８年度以降、木更津市外３市の中で探していてまた新たに決めよう、と

いうのはまた振り出しに戻るということですね。今の施設を使っていけばコスト面は下げら

れるのではという気がするんです。それをまた新たに作って、またコストをかけるというの

はどうなんでしょう。そういう方針、政策、いくら地元との協定がそこまであるということ

でも、必ずしも他所に作るということがありきなんでしょうか。 

 

◎星野部長 高橋委員のおっしゃるようなご意見も当然あろうかと思いますけども、現段階

では平成１２年に関係団体と協定締結で、期限が区切られ、そして３市のいずれかに出て行

くということを関係者すべて、４市の市長をはじめとして約束事をしている中で進んできて

いますので、結果的に施設そのものがすばらしい実績を残しているということがありますけ

れども、これは行政の方針としては３市のいずれかに動くということで、平成１２年以来そ

の方向で来ていますので、今の時点でもそれは変わらず違うところに作るということで進め

ております。 

 

◆高橋委員 わかりました。 

 

○会 長  他にありますか。それでは質問や意見も出尽くしたようですので続けます。 

 

５ 議題(3) その他 

 

○会 長  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。事務局からは何かございますか。 

 

○平野課長 それでは、事務局より次回の審議会開催予定について説明させていただきます。 

次回は、２月に開催を予定しております。内容といたしましては、２９年度の事業の進行状

況等をご報告させていただくこととともに、先ほどご質問があったことを踏まえてご説明で

きればと考えております。以上です。 

 

○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。 

 

 

６ 閉 会 

 

○司 会  岡田会長、ありがとうございました。 
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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２９年９月１１日 

 

署名人   長 田  修  ㊞ 

 


