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会 議 録 

 

会議名 令和元年度木更津市廃棄物減量等推進審議会 

開催日 令和元年７月２９日（月） 
場所 

木更津市クリーンセンター 

２階会議室 時間 午後２時００分 ～ 午後３時３０分 

出席者 

【委員】 

草刈 慎祐、榎本 聡、清水 一太朗、西澤 光、野瀬 佐和子 

野田 義文、國吉 俊夫、齋藤 幸江、高橋 幹雄 

 

【事務局】 

環境部長 江尻 益男、環境部次長（まち美化推進課長） 平野 義視、 

まち美化推進課 

課長補佐 綱島 利明、主幹 榎本 和美、主任主事 江島 章博 

主事 菊池 界、事務員 加藤 祐輝 

欠席者 
【委員】 

四宮 清志 

次第 

１ 開会 

２ 委嘱状交付 

３ 挨拶 

４ 事務局職員紹介 

５ 議題 

(1) 会長選出 

(2) ごみ処理手数料（自己搬入分）の改定について 

(3) ごみ自己搬入時の予約制について 

(4) 平成３０年度木更津市一般廃棄物処理の現状について 

(5) その他 

６ 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 

・ 木更津市廃棄物減量等推進審議会運営規則 

・ 事務局職員名簿 

・ 会場配置図 

・ 令和元年度木更津市清掃事業概要 

・ 議題２：ごみ処理手数料（自己搬入分）の改定について 

・ 議題３：ごみ自己搬入時の予約制について 

・ 議題４：平成３０年度木更津市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 

 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 課長補佐の綱島と申し

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、会議次第、委員名簿、木更津市廃棄物減量等推進審議会運営規則、事務局職員名

簿、会場配置図、令和元年度木更津市清掃事業概要、議題２「ごみ処理手数料（自己搬入分）

の改定について」の資料、議題３「ごみ自己搬入時の予約制について」の資料、最後に、議題

４「平成３０年度木更津市一般廃棄物処理の現状について」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、傍聴人は、今のところおりませんが、傍聴人がお見えになったときには、お入りいた

だきますので、ご承知おきください。 

それでは只今から、令和元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、９人のご出席をいただいております。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。 

これより、本日、配布いたしました資料の会議次第により、進行させていただきます。 

 

２ 委嘱状交付 

 

○司会 

それでは、最初に委嘱状の交付を行います。 

新たに、ご着任いただいた草刈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】 

 

３ 環境部長挨拶 

 

○司会 

それでは続いて、開会にあたりまして、江尻環境部長から、ご挨拶申し上げます。 

江尻環境部長、お願いいたします。 

○江尻環境部長 

環境部長の江尻でございます。 

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
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よりまして、本日、出席が叶いませんでしたので、僭越ではございますが、審議会の開会にあ

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、委員の皆様におかれましては、ご出席をいただき、

誠にありがとうございます。 

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。 

本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下で、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。 

さて、本日は、岡田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ので、

議事につきましては、先ず、会長を選出していただきます。その後に、ごみ処理手数料（自己

搬入分）の改定等について、ご説明させていただき、ご意見等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申し上げまして、ご挨拶とさせ

ていただきます。 

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

 

４ 事務局職員の紹介 

 

○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、江尻 益男でございます。 

次に、環境部次長兼まち美化推進課 課長 平野 義視でございます。 

次に、まち美化推進課 主幹 榎本 和美でございます。 

次に、まち美化推進課 主任主事 江島 章博でございます。 

次に、まち美化推進課 主事 菊池 界でございます。 

次に、まち美化推進課 事務員 加藤 祐輝でございます。 

最後に、私、まち美化推進課 課長補佐 綱島 利明でございます。 

よろしくお願いいたします。 

それでは、前回、平成３０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岡田 貴志委員が辞任されたため、新たに木更津市議会

推薦の草刈 慎祐様に、令和元年５月３０日付けで審議会委員にご着任いただきました。 

委員の任期は、前任者の残りの任期である、令和２年１２月１４日までとなります。 

新たな委員にご出席いただきました最初の審議会でございますので、委員の皆様には、各自、

自己紹介をお願いしたいと存じます。 

お手元にお配りした委員名簿の順により、草刈委員からお願いいたします。 

 

【各委員から自己紹介】 

 

○司会 

ありがとうございました。 

 

５ 議題（１）会長選出について 
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○司会 

それでは議事に入ります。 

まず、次第にお示ししております、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、岡田 貴志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。 

 

【清水副会長、仮議長席へ】 

 

○清水仮議長 

ただいま司会から説明がありましたとおり、会長が選出されるまでの間、仮議長を務めさせ

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。 

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。 

それでは、会長の選出についてお諮りいたします。 

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。 

 

【「推薦」との声】 

 

只今、「推薦」、とのご提案がございました。 

他にご意見はございますか。 

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。 

 

【「草刈委員推薦」との発言あり】 

 

只今、榎本委員から、会長に草刈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、会長に草刈委員を選出いたしたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

 

【「異議なし」との声】 

「異議なし」の発言がございましたので、ご賛同いただけたものといたしまして、会長には、

草刈委員を選任いたします。 

選任されました草刈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

ろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、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、ありがとうございました。 

 

【仮議長 清水副会長、自席へ】 
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○司会 

草刈会長、会長席へ移動をお願いいたします。 

それでは、ここで草刈会長から、ご挨拶をお願いいたします。 

 

○草刈会長 

木更津市廃棄物減量等推進審議会の開催にあたり、一言、ご挨拶申し上げます。 

本日は、ご多忙の中、委員の皆様におかれましては、ご出席をいただき誠にありがとうござ

います。 

委員の皆様方には、忌憚のない、ご意見をお聞かせいただき、また、本日の審議会につきま

しても、ご協力お願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。 

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。 

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、草刈会長、

会議進行のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○草刈会長 

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」との声あり】 

 

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。 

高橋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) ごみ処理手数料（自己搬入分）の改定について 

 

○草刈会長 

それでは、議題（２）ごみ処理手数料（自己搬入分）の改定について、事務局からの説明を

求めます。 

 

○事務局 江島主任主事 

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２「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。 

先ず、１ページをご覧ください。 

昨年度、審議会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。 
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また、平成３０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５５，１４１件、２，４３１トン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１，００７トン

となっており、富津市は８，８７６件、７４１トン、袖ケ浦市は１３，８３１件、８５８トン

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５，７９３件、１，４７３トン、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３２７トンのごみが自己搬入されています。 

また、富津市は１，４３６件、１９４トン、袖ケ浦市は１，６９９件、２４６トンが自己搬

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、かずさクリーンシステムへの搬入回数についてですが、これは、収集車がかずさクリ

ーンシステムにごみを搬入した回数ですが、本市は３５，００３回、収集車等がかずさクリー

ンシステムへごみを搬入しました。 

君津市は１３，１５６回、富津市は８，２５９回、袖ケ浦市は２，４５５回搬入しています。 

袖ケ浦市については、袖ケ浦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。 

次に、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キログラムまでごとに１００円、１０キログラムで計算し

ますと５０円としていたものを、２０キログラムまでごとに１３０円、１０キログラムまでご

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キログ

ラムまでごとに１８０円に、富津市は、平成２３年４月に１キログラムあたり７円としていた

ものを、１０キログラムまでごとに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キログラムまでごとに１００円に改定しております。 

事業系ごみについて、本市は、平成１９年１０月に２０キログラムまでごとに１５０円、１

０キログラムで計算しますと、７５円としていたものを２０キログラムまでごとに１８０円、

１０㎏までごとに９０円に、君津市は、１０キログラムまでごとに９０円としていたものを１

０キログラムまでごとに１５０円に、富津市は、平成２３年４月に１キログラムあたり１２円

としていたものを、１０キログラムまでごとに１５０円に、袖ケ浦市は、平成２３年７月に、

１０キログラムまでごとに８０円としていたものを、１０キログラムまでごとに１５０円に改

定をしました。 

 次に、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４年の２０キログラム以下のごみが

搬入された回数です。 

搬入件数全体のうち、約４割が２０キログラム以下のごみとなっております。 

平成３０年度は、４１パーセントが２０キログラム以下のごみが持ち込まれており、割合は

横ばいとなっておりますが、搬入件数は増加傾向にあります。 

 次に、４ページをご覧ください。 

１キログラムあたりのごみ処理単価について、平成１８年から３０年の実績について掲載し

ています。 

平成１８年に、１キログラムあたり３０円だった処理単価は、平成２７年に３６円まで上昇
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していましたが、昨年度、平成３０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、まず単位を１０キログラム

までごととすることとして、１０キログラムまでごとに１００円、１１５円、１３０円とする

ものを考えております。 

処理単価１キログラムあたり３４円は、１０キログラムで考えますと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は、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キログラム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キログラム～２０キログラムまでのごみを持ち込んだ場合は、１０

０円プラス１００円で２００円、２１キログラムから３０キログラムまでのごみを持ち込んだ

場合は、１００円プラス１００円プラス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キログラムまでごとに１００円、１１キログラムから２０

キログラムまでを２００円とした場合、事業系ごみについては、１０キログラムまでごとに１

５０円、１１キログラムから２０キログラムまでを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キログラム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。 

 最後に、６ページをご覧ください。 

案２は、最初の１０キログラムのみを定額とし、その後、１０キログラム増えるごとに、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キログラムを定額の１００円、１１５円もしくは１３０円として、

その後１０キログラム増えるごとに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キログラムまでごとに１３０円

のため、１０キログラムごとに考えると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、たくさんのごみを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。 

事務局案は案２として考えております。 

クリーンセンターへの自己搬入は２０キログラム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おります。 

家庭系ごみは市民の誰もが利用できるごみステーションへの排出が基本であります。 

また、自己搬入ごみは、ごみ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、ごみステーションに排出していただくものを、引っ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を行っています。 

この後の議題にも挙げさせていただいておりますが、自己搬入については、事故防止等の観

点から予約制にすることにより、件数の減少が見込まれます。 

併せて、ごみ処理経費やごみ処理量が増加し、ごみの減量化・資源化の観点からも手数料の

改定を考えています。 

 大量に発生するごみは、自己搬入して処分する必要がありますが、少ないごみは、ごみステ
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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。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キログラムまでごとに変更し、料金も他市との足並みを

揃えたいと考えています。以上でございます。 

 

○草刈会長 

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。 

 

○國吉委員 

 資料が全般的に見難く、分かり難い。５ページ、６ページには、それぞれ改定案が２つ示さ

れている。また、各改定案の中にも①から③までの３つの案がある。市は、どの案で考えてい

るのか。 

 

○平野環境部次長 

 改定案１及び改定案２のいずれも①の案で考えています。各改定案の②及び③は、参考に例

示したものであります。市としては、改定案２の①での改定を考えております。 

 

○國吉委員 

 各改定案の②及び③は不要ではないか。 

 

○平野環境部次長 

 そのとおりであります。 

 

○國吉委員 

 慎重且つ十分な審議を行うためには、ボリュームのある各資料を、分かりやすく作ることは

勿論のこと、当日の席上で配布するというのは如何なものか。 

 

○平野環境部次長 

 委員おっしゃるとおりであります。分かりやすい資料の作成に努めて参りますと共に、次回

以降の会議では、開催期日までの時間を考慮した上で、事前に配布をさせていただきます。 

 

○西澤委員 

 再度、ごみ処理単価の計算根拠について、説明願いたい。 

 

○平野環境部次長 

 先ず、歳出予算につきまして、本市の廃棄物処理に係る予算科目の清掃総務費及びじん芥処

理費の決算額の合計から、人件費及び浄化槽関係費に係る決算額を差し引いた額を算出します。 

 次に、歳入予算につきまして、使用料及び手数料、雑入の決算額の合計から、指定ごみ袋に

係る一般廃棄物処理手数料及びし尿処理関係収入額の決算額を差し引いた額を算出します。 

 次に、ごみ処理量からは、資源ごみ集団回収量を差し引きます。 

 歳出予算の決算額から歳入予算の決算額を差し引き、それをごみ処理量で除して求めた数値

が、１キログラムあたりの処理単価となり、平成３０年度は、１キログラムあたり３４円の処

理単価となっております。 
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○高橋委員 

 配布資料が分かり難いので確認するが、改定案２の①の場合、家庭系一般廃棄物を２０キロ

グラム持ち込んだ場合は１６５円なのか、それとも、１０キログラムまでの１００円に加え、

１１キログラムから２０キログラムまでの１６５円を加え２６５円になるのか。 

 

○平野環境部次長 

 改定案２の①の場合、家庭系一般廃棄物を２０キログラム持ち込んだ場合は１６５円になり

ます。 

 

○草刈会長 

 今後、様々な審議や検討を重ねた後に、このごみ処理手数料の改定について、市民へ周知す

る場合には、この資料をそのまま使用するつもりなのか。 

 

○平野環境部次長 

 各委員からのご指摘もありますので、内容を見直し、精査した上で、市民の皆様に容易に理

解していただける内容に改めて参ります。 

 

○國吉委員 

 改定案２の①の場合、家庭系一般廃棄物を１０．５キログラムで持ち込んだ場合には、いく

らを負担すればいいのか、この資料からでは読み取れない。読み手に誤解を与えるような内容

では困る。 

 

○平野環境部次長 

 １６５円になりますが、資料に不備があり、１０キログラムを超え１１キログラム未満のご

みを持ち込んだ場合については、委員おっしゃるとおり読み取ることができません。今後、資

料内容を精査し、見直しを行います。 

 

○國吉委員 

 持ち込んだ者の負担割合を３割とした根拠は。 

 

○平野環境部次長 

 他市の状況を見ますと、持ち込みする方に対し３割の負担を求めている自治体が主流であり

ます。また、環境行政には直接の関連はございませんが、国民健康保険料につきましても、市

民の皆様に３割をご負担していただき、ご理解をいただいておりますので、応分の負担という

ことから、３割が妥当ではないかと考えております。 

 

○高橋委員 

 改定案２の①は３割負担を求めるが、改定案２の②及び③は３割を超える負担になると思う

が、市はどのように考えているのか。 

 

○平野環境部次長 

 改定案２の①について、１０キログラムまでの持ち込みは１００円であり３割の負担を求め

ることになりますが、１０キログラムを超える持ち込みの場合には、３割未満の負担となりま

す。改定案１の①の場合は、持ち込むごみの重量に係らず、全て３割を負担していただくもの

です。 
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○野田委員 

 再度、確認するが、市の提案としては、改定案２の①で良いのか。 

 

○平野環境部次長 

 そのとおりであります。 

 

○草刈会長 

 委員の皆様、その他にございますか。ないようでございますので、これで質疑終局と認めま

す。 

 それでは、次の議題に移ります。 

 

５ 議題(３) ごみ自己搬入時の予約制について 

 

○会長 

それでは、議題（３）ごみ自己搬入時の予約制について、事務局からの説明を求めます。 

 

○事務局 菊池主事 

まち美化推進課の菊池と申します。 

私からは、議題３「ごみ自己搬入時の予約制について」説明させていただきます。 

それでは、資料に沿って説明させていただきますので、議題３「ごみ自己搬入時の予約制に

ついて」をご覧ください。 

はじめに、１．目的及び背景についてです。 

木更津市クリーンセンターでは、平日、土曜日及び年末にごみの受け入れを行っております

が、現在、土曜日や連休明けのごみ搬入が非常に多く、別添資料として混雑時に撮影した写真

も何枚か添付させていただいております。搬入車両により行列ができてしまい、いきいき館へ

向かう道を塞いでしまうことにより、いきいき館の利用者や従業員に迷惑をかけてしまうこと

が多々ございます。 

また、当初は、本市クリーンセンターでは、多量の自己搬入を想定していなかったこともあ

り、その行列が国道まで続いてしまうことにより、警察から指導を受けることもございます。 

更には、非常に混雑する場合においては、職員による交通整理を行っているところではござ

いますが、やはり場内及び場外における交通事故の危険性が非常に高まっている状況にござい

ます。 

以上の理由から、令和２年４月１日からごみの搬入の予約制を取り入れることを検討してお

ります。 

 

次に、２．ごみの受け入れについてです。 

すべて予約制とさせていただき、当日の予約は原則認めないこととさせていただきます。 

 

次に、３．ごみの搬入時間については、現在と同様で、月曜日から金曜日については、午前

８時３０分から午後４時までとし、その内、午後０時から午後１時までは、事業系ごみの受け

入れは、お断りさせていただきます。 

また、土曜日の受け入れについては、午前８時３０分から午前１１時００分までとし、終日、

家庭系ごみのみの受け入れとさせていただきます。 

 

 続いて、４．予約方法につきましては、電話もしくは窓口での受付とさせていただきます。 
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いずれも受付時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとさせていただきます。 

電話の受付については、専用の電話回線を整備することを検討しております。 

受付の際には、氏名、住所、連絡先、ごみの種類、ごみの搬入量、搬入日時等を確認させて

いただきます。 

なお、搬入時間帯については、資料に記載しておりますように、１時間から２時間ごとに区

切ることを想定しております。 

 

最後に、５．周知方法につきましては、予約制の導入開始に向けて、まず、９月議会で報告

後、搬入者に直接ビラを配付並びに計量受付及び事務所窓口等にビラを掲示することにより周

知いたします。 

また、広報きさらづ、市ホームページ、らづナビ、各種 SNS等により広く周知したいと考え

ております。 

更には、次年度のごみ出しカレンダーを２～３月中に毎年配付しておりますが、併せて周知

ビラ等を同封し配布することを検討しております。 

事業者向けの周知方法としては、商工会議所に協力を求め、ビラ等の設置・配布、また、広

報誌への折込み等をさせていただき、周知したいと考えております。説明は以上でございます。 

 

○草刈会長 

 ありがとうございました。 

それでは、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。 

 

○國吉委員 

 予約方法については、新たに電話回線を引き行うと思うが、時代の流れやＩＣＴ化の推進と

いう観点からも、インターネットによる予約を検討すべきではないか。「前日までに予約」とい

うのが原則であるが、例えば、月曜日に予約したい方は、土曜日及び日曜日の２日間を挟むこ

とになる。この２日間で、持ち込むごみが確定することもあると思うので、配慮すべきではな

いか。 

 

○平野環境部次長 

 委員おっしゃるとおり、ＩＣＴ化の推進という観点からも、今後、インターネット予約につ

いても検討いたします。 

なお、ごみの品目、種類、数量及び規格等により、受入れが出来ない場合もありますので、

現時点においても、持ち込まれる方から、直接お電話によりお問い合わせがございますが、お

話しをお伺いしても、伺った内容と相違があり、受入れをお断りする場合もございます。 

 

○國吉委員 

配布資料の５．周知方法については、公民館の活用が漏れているのではないか。 

 

○平野環境部次長 

 委員おっしゃるとおりであります。周知を行う場合には、公民館も活用して参ります。 

 

○國吉委員 

 予約制を来年４月からの導入となると、９月市議会定例会の中で、何らかの説明等を行わな

いと次年度当初予算への要求ができないものと考える。よって、インターネット予約について

は、来年４月のスタートからとは言わないが、予約制が実施されたならば、その中で、搬入者
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の選択肢を増やし、市民サービスの向上に繋げてほしい。 

 

○平野環境部次長 

 今後、検討して参ります。 

 

○高橋委員 

 予約制は、受入れ効率及び施設内の安全性の向上にあたっては、非常に良いアイデアである

と思う。 

 しかし、予約制導入にあたって、市は、十分な周知を図ると思うが、それでもなお、予約な

しに持ち込む者は必ずいて、トラブルになる可能性は高いと思うが。 

 

○平野環境部次長 

 委員おっしゃるとおりであると考えております。原則、完全予約制ではありますが、予約制

が十分に浸透するまでは、臨機応変且つ柔軟な対応を取りながら、丁寧に説明をして参ります。 

 

○高橋委員 

 現状の持ち込みにあたっては、平日なら午後４時、土曜日なら午前１１時を過ぎての受入れ

は、一切認めていないのか。 

 

○平野環境部次長 

 その点については、制限時間外の持ち込みは、一切認めておりません。 

 

○國吉委員 

 予約制の導入に関し、市議会には、どのような対応を行うのか。 

 

○平野環境部次長 

 建設経済常任委員会協議会において、説明をさせていただきたいと考えております。 

 

○國吉委員 

予約制が十分に浸透しない中では、トラブルも多く発生することになると予想される。クリ

ーンセンター周辺に、のぼり旗を掲げて周知を図ることは有効ではないか。 

 

○平野環境部次長 

 検討させていただきます。 

 

○清水委員 

 平日及び土曜日の持ち込み件数は、現状、どの程度か。 

 

○平野環境部次長 

 平日で約２５０件程度、土曜日で約２００件程度であります。平日の受入れは、大きな混雑

はあまりありませんが、土曜日における２００件以上の受入れは、非常に混雑しております。

車両を待機させるスペースには限りがありますが、敷地内を最大限に活用し対応しております。 

また、年末では、１日約６００件程度、連休明けでは、１日４００件程度の受入れを行うこ

ともございます。これまで、敷地内における事故は発生しておりませんが、今後の危険性を危

惧しているところであります。 
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○清水委員 

 この予約制は、土曜日に持ち込みたい者を制限したいというのが主眼であるのか。 

 

○平野環境部次長 

 委員おっしゃるとおりであり、土曜日の持ち込みを時間毎に制限を設けさせていただくこと

により、より効率的に、より安全に受入れを行いたいと考えております。 

 

○草刈会長 

 多くの車両が持ち込みのために来場するということは分かったが、どのような状況になって

しまうのか。 

 

○平野環境部次長 

 配布した資料の写真からは、分かり難いかもしれませんが、最大では、国道からいきいき館

までの道路は勿論のこと、いきいき館が休館日ならば、その敷地内を使用し、併せて、本日、

委員の皆様にご使用いただいている来客者駐車場、管理棟前のスペース等、クリーンセンター

敷地内を最大限に活用し対応しているところであります。それでもなお、国道まで影響が出る

こともございます。 

 

○高橋委員 

 特に、土曜日に持ち込みを行う者に対しては、その原因や理由を、聞き取り等の調査を実施

したことはあるか。 

 

○平野環境部次長 

 持ち込み車両の数が多く、受入れ業務を行うのが精一杯であり、なかなか聞き取りを行うま

では踏み込めていません。 

 市といたしましては、家庭系のごみを持ち込みされる方については、ある程度の多量のごみ

が安価に処理できる、ごみステーションに多量に出すのが面倒である等の理由が考えられます。 

 また、何らかの理由により、自宅近傍のごみステーションを利用することができない方が、

持ち込みを行うのではないかと推察しているところであります。 

 

○草刈会長 

 委員の皆様、その他にございますか。ないようでございますので、これで質疑終局と認めま

す。 

 それでは、次の議題に移ります。 

 

５ 議題(４) 平成３０年度木更津市一般廃棄物処理の現状について 

 

○草刈会長 

それでは、議題（４）平成３０年度木更津市一般廃棄物処理の現状について、事務局からの

説明を求めます。 

 

○加藤事務員 

本日は平成３０年度の排出量やリサイクル率等がまとまりましたので、ご報告させていただ

きます。 

 まず、１ページをご覧ください。 
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こちらは、令和元年度木更津市清掃事業概要の２０ページと同様のもので、ごみの排出元別

排出量となっております。 

平成３０年度は、家庭系ごみ３１，８０７．２１トン、平成２９年度と比べて、約６８トン

増加となっております。 

また、事業系ごみは事業系一般廃棄物が２２，９５１．４０トン、事業系産業廃棄物は３２

５．９４トン、合計２３，２７７．３４トンとなっております。平成２９年度と比べ、約６７

２トンの増加となっております。 

事業系ごみは、年々排出量が増加傾向にあり、昨年度、事業系ごみのチラシを作成し配布を

いたしました。 

今年度も、手引きの配布や、事業系ごみの排出方法について、商工きさらづへごみのリサイ

クルを呼びかける折込みチラシを作成して、ごみの減量化に向けて取り組む予定です。 

 

次に、２ページをご覧ください。 

こちらは、令和元年度木更津市清掃事業概要の１５ページと同様のもので、平成３０年度の

ごみ処理の流れとなっており、種類別に排出量や資源化量をまとめています。 

右下をご覧いただきますと、平成３０年度のごみ総排出量は５６，１７６．２１トン、１人

１日当たりのごみ排出量は１，１３８．２３グラム、リサイクル率は２１．７４パーセントと

なりました。 

 

次に、３ページをご覧ください。 

こちらは、平成２９年３月に審議会からいただいた答申に基づき策定した木更津市一般廃棄

物処理基本計画の基本目標と比較したものとなります。 

 

まず、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、１人

１日あたりのごみ排出量の削減目標について、基準年度であります平成２６年度は１，１５３

グラム、中間目標の令和３年度は、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パーセントの削減を目指すこととし１，０４０グラム、最終目標の令和８年度には、更

なるごみ排出量を目指し９８０グラム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のとおり平成２８年度は１，１４２グ

ラム、前年度比マイナス７グラム、平成２９年度は１，１２５グラム、前年度比マイナス１７

グラム、そして、平成３０年度は１，１３８グラム、前年度比プラス１３グラムとなりました。 

 

続いて、２．リサイクル率 （１）基本目標でございます。 

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パーセント、中間

目標の令和３年度は、第９次千葉県廃棄物処理基本計画に準じ３２パーセントを目指すことと

し、最終目標の令和８年度には、更なるごみ排出量を目指して３５パーセントを目標としてい

ます。 

 

続いて、（２）平成３０年度までの現状ですが、表４のとおり平成２８年度は、２４．２０パ

ーセント、平成２９年度は２１．５１パーセント、平成３０年度は２１．７４パーセントとな

りました。平成２９年度よりもリサイクル率は上がっております。平成２８年度の千葉県のリ

サイクル率は２２．７０パーセントとなっており、県平均を下回る結果となっております。 

 

平成３０年度は、平成２９年度に比べ、ごみの総排出量が増加しておりますが、資源ごみの

減少幅が大きくなっていることからリサイクル率も減少しております。 
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リサイクル率は平成２９年度に比べ微増となっておりますが、平成２８年度に比べ減少傾向

にあり、その理由としては、アルミ缶やスチール缶がペットボトル容器に移行することによる

重量の減少や、雑誌や新聞がペーパーレス化により購読者が減少し、また、スーパー等での店

舗回収によるリサイクルにより、排出量が減少しているものと考えられます。 

 

今年度の取り組みといたしましては、商工きさらづへのチラシの折込みや、広報きさらづや

ホームページにおいて、リサイクルの周知や、秋に開催するリサイクルフェアにおいて、分別

やリサイクル方法について周知を行うことにより、より基本目標に近づけるように、取り組ん

で参ります。 

 

○草刈会長 

ありがとうございました。 

それでは、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。 

 

○西澤委員 

 市が受入れることが可能な事業系産業廃棄物は、主にどのようなものかあるのか。 

 

○平野環境部次長 

 鉄くず、木くず、廃プラスチック類等であります。 

 

○西澤委員 

 イオンモールが自主的に回収している資源ごみ等や、鉄くず業者が受入れているごみは、市

の処理量に算入しているのか。 

 

○平野環境部次長 

 あくまでも、本市のクリーンセンター、かずさクリーンシステム、受託業者が受入れし、処

理したごみのみを基に算出しているので、委員おっしゃるようなごみの回収や処理には、市は

関与しておりませんので、市の処理量には算入いたしません。 

 

○草刈会長 

 委員の皆様、その他にございますか。ないようでございますので、これで質疑終局と認めま

す。 

 それでは、次の議題に移ります。 

 

５ 議題(５) その他 

 

○草刈会長 

続きまして、議題（５）その他ですが、今日の会議全体をとおして、委員の皆様から、何か

ございますでしょうか。 

 

○西澤委員 

 本市におけるごみステーションへの排出のルールとして、午前８時３０分までということに

なっているが、これは、午前８時３０分ちょうどに出さなければならないのか。それとも、午

前８時３０分までに出せば良いと解釈してよいのか。 
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○平野環境部次長 

 出勤時間等、ライフスタイルによっては、当然、午前８時３０分ちょうどにごみステーショ

ンに排出することが困難な方も多くいらっしゃいますので、市としては、午前８時３０分まで

に排出していただければ構わないものとしております。 

 ただし、午前８時３０分前にごみステーションに排出する場合には、犬・猫・カラス等の動

物に荒らされないようネット等による対策を講じていただく必要がございます。 

 

○榎本委員 

 小学３年生の教材である「わたしたちの木更津」が、来年４月に配布するものの改訂作業を

本年度に行うことになっている。 

 環境行政をテーマにした部分は５ページもあるので、この部分を活用し、環境行政の広報や

周知に活用してはどうか。 

 

○平野環境部次長 

 改定作業の中で、当課に照会があると思いますので、活用について検討させていただきます。 

 

○清水委員 

 私たちの自治会では、近隣の公園の草刈を行っているが、オーガニックシティを目指す木更

津市としては、堆肥化等のリサイクルは行っていないのか。 

 

○平野環境部次長 

 本市では、公園内の剪定枝や雑草の処分については、堆肥化を行っている業者がいないこと

から、全て可燃ごみとして、かずさクリーンシステムにおいて溶融処理しております。 

 他市においては、そのようなごみを堆肥化する業者がある場合には、堆肥化を行っている自

治体もございます。 

 

○高橋委員 

 それらを堆肥化する場合には、剪定枝の種類によっても、堆肥化することに向き不向きがあ

る。一方、それらを堆肥化しても、その販路が構築され難い現状もあると思うが。 

 また、個人的な考えでは、国土が狭い日本であるので、リサイクルにも限界があり、紙類、

ペットボトル、容器包装プラスチックの海外輸出が出来なくなりつつある現状を踏まえれば、

かずさクリーンシシテムで溶融することにより、サーマルリサイクルとして、また、スラグ等

に変わってリサイクルされていると考えるのが良いと思うが。 

 

○平野環境部次長 

 委員おっしゃるとおり、本市の現状としては、そのとおりであります。 

 

○西澤委員 

 かずさクリーンシステムでは、溶融処理において発生する熱により売電を行っているのか。 

 

○平野環境部次長 

 売電しておりますので、その収益については、施設の維持管理経費に還元されることになり

ます。 

 また、かずさクリーンシステムでは、場内の見学も受け入れておりますので、お時間があれ

ば、お申込いただければと思います。 
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○草刈会長 

 ごみ処理手数料の改定にあたり、事務局としては、今後の審議スケジュールを、どのように

考えているのか。 

 

○平野環境部次長 

 次回の開催日程については、未定でありますが、年度内には、再度、開催させていただきた

いと考えております。 

 その後、答申をいただくか否かについても、お伺いさせていただきたいと考えております。 

 

○草刈会長 

 了解した。次回の開催にあたっては、早めに開催日時を決定の上、資料配布も時間に余裕を

持って、開会前の事前に配布をするようお願いする。 

 また、各委員からは、分かり易い資料を作成するよう指摘もあるので、十分に精査していた

だき、充実した資料の作成をお願いする。 

 

○平野環境部次長 

 了解いたしました。十分に配慮して参ります。 

 

○草刈会長 

 委員の皆様、その他にございますか。事務局からはよろしいですか。 

ご質問やご意見もないようでございますので、これで質疑終局と認めます。 

それでは、これをもちまして、木更津市廃棄物減量等推進審議会を終了いたします。 

委員の皆様、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 

草刈会長、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。 

 

令和元年８月９日 

 

署名人  高 橋  幹 雄 


