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１ 開会・諮問 

 

【本田課長】市長より、四街道市ごみ処理対策委員会に諮問をさせていただき

ます。 

 

【佐渡市長】四街道市ごみ処理対策委員会 会長 大山長七郎様。 

 廃棄物処理手数料の改正について（諮問） 

 四街道市ごみ処理対策委員会設置条例第２条の規定により下記の事項につい

て諮問します。 

 １ 四街道市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第６条「一般廃棄物処理手

数料」及び「第８条産業廃棄物の処理費用」の改定について 

 ２ 四街道市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第１３条「粗大ご

み収集運搬処理手数料」の改定について 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

 

２ 市長あいさつ   省 略 

 

３ 会長あいさつ   省 略 

 

４ 議 事 

  

【大山会長】市長の諮問の写しが配布されましたが、その内容と、それから事

前に各委員の方には資料が配られておりますので、ごみ処理手数料について検

討していただければと思います。それでは事務局から説明をよろしくお願いい

たします。 

 

【事務局・浜口】それでは「廃棄物処理手数料の改定について」をご覧願いま

す。こちらは１月３１日付けで委員の皆さんに送付させていただいた資料でご

ざいます。それでは１ページからご説明申し上げます。１の基本的な考え方の

２段目から読み上げさせていただきます。 

今回の手数料改定の主眼は、①ごみ処理収支の見直しを図ること、②５年間

見直しを行っていないこと、③近隣市の手数料額との均衡を図ること、④減量・

リサイクルを推進すること、⑤クリーンセンターへの直接搬入ごみの量をさら

に削減し、搬入車両の抑制を図ることである。 

つまり今回の改定の主眼は以上述べた５つでございます。なお、③の近隣市

でございますが、本市と接している自治体は千葉市と佐倉市の２市でございま

すが、資料には習志野市を加えて３市の状況を記載してございます。 

次に、２.廃棄物処理手数料の現況について、ご説明申し上げます。廃棄物処

理手数料には１から４までの４種類がございます。後でもご説明いたしますが、
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（１）から（３）につきましては一般廃棄物であり、（４）につきましては産業

廃棄物です。産業廃棄物と申しますのは、事業活動に伴って排出された廃棄物

で、廃棄物処理法で規定された２０種類の廃棄物のことをいいます。一般廃棄

物には、家庭系一般廃棄物と事業系一般廃棄物がございます。家庭系一般廃棄

物とは、一般家庭の日常生活に伴って排出された廃棄物をいいます。そして事

業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って排出された廃棄物で、産業廃棄物以外

のものをいいます。つまり廃棄物処理法では、産業廃棄物の規定がございまし

て、それ以外が一般廃棄物ですよと、そしてその中には家庭系の一般廃棄物と

事業系の一般廃棄物がありますよという定義になっているということです。 

それでは（１）から順次ご説明を申し上げます。 

（１）の粗大ごみにつきましては、家庭からの直接搬入ごみの処理手数料は、

１０キログラムまでごとに１００円を基準とする品目別処理手数料と収集運搬

費８００円の合計となっております。つまり品目ごとに平均的な重量を基準と

いたしまして１００円から１，８００円まで定めています。それでは８ページ

をお開き願います。「か」の欄に「こたつ」がございます。「は」の欄には「フ

ァクシミリ付き電話機」がございます。また「ま」の欄につきましては、「卓上

ミシン」、これがございます。今申し上げたものを１台ずつ、合計３台を収集運

搬した場合の手数料につきましては、ご覧のように「こたつ」が２００円、そ

れから「ファクシミリ付き電話機」が１００円、「卓上型ミシン」が２００円で

ございますので、品目別手数料は５００円となります。この５００円に収集運

搬費８００円加えまして、合計１,３００円となるということでございます。粗

大ごみの予約制による戸別収集と申しますのは、１日に収集できる件数が限ら

れていることから、家庭からクリーンセンターへの直接搬入と併存させている

という制度でございます。 

それでは１ページに戻ります。（２）の家庭からの直接搬入ごみにつきまして

は、記載のとおりでございます。 

次に（３）事業所からの直接搬入ごみについてご説明申し上げます。それで

は２段目から読ませていただきます。 

事業系ごみの処理は事業者負担が原則である。事業者負担率が極端に低いこ

とはこの原則に反するだけではなく、ごみの減量とリサイクルに対する事業者

の関心や努力を阻害することにもつながる恐れがある。事業系のごみ処理手数

料が民間業者の処理コストよりも大幅に低い場合には、民間ルートに回るべき

ものがクリーンセンターに搬入することとなる。ここで例えば、生ごみのリサ

イクルと申しますのは経費がかかる。直接搬入の処理手数料、つまりクリーン

センターへ持ち込む処理手数料が非常に安ければ、リサイクルするよりもクリ

ーンセンターへ持っていく方が経費が掛からないということになります。そう

しますと、事業者のごみの減量やリサイクルへの努力を阻害することになるの

ではないかということでございます。 

また事業活動によって排出されたごみの処理に、多くの税金が投入されてい
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るというこの現状を是正いたしまして、事業者の負担率を高めるべきではない

かということでございます。 

次に２ページをお開き願います。（４）産業廃棄物についてご説明を申し上げ

ます。 

廃棄物処理法の規定によりまして、市は固形状の産業廃棄物を一般廃棄物と

併せて処理することが認められております。これを「併せ産廃」といいます。

クリーンセンターでは可燃ごみを対象としておりますので、当然この「併せ産

廃」も可燃ごみになります。具体的には、製紙業とか紙加工品の製造業、新聞

業、出版業、こういったところから排出される紙くず。あるいは木材または木

製品製造業などが排出する木くず、おがくず、こういった産業廃棄物が該当す

ると考えられます。 

しかしながら一般廃棄物の処理に支障がないことが条件となりますので、現

在本市ではこのような産業廃棄物を受け入れてはおりません。ただし、条例で

規定されていることから事業所からの直接搬入ごみの処理手数料と併せて改定

する必要があるということでございます。 

次に、３ 本市の現行処理手数料と近隣市の状況についてご説明いたします。

説明の冒頭で触れたところでございますが、本市と接している自治体は千葉市

と佐倉市の２市しかございません。そこでその他に標準的な習志野市を加えて

３市の状況を表にまとめたものでございます。なお、①では佐倉市、②、③、

④については「組合」とございますが、市が収集する粗大ごみ、これは佐倉市

が行っております。それから直接搬入ごみについては、佐倉市が加入をしてい

る「佐倉市、酒々井町清掃組合」が行っております。①は佐倉市、②から④に

つきましては「組合」という表記になっていることをご理解願います。 

これらの表から総合的にいえることは、②の家庭からの直接搬入ごみは、本

市が極端に安いことがあげられます。つまり本市は１０キログラムまでごとに

１００円ですが、千葉市は１０キログラムに換算すると２００円、習志野市は

１９０円、組合は３５０円。つまり千葉市や習志野市のほぼ二分の一というこ

とになります。 

それから③の事業所からの直接搬入ごみは、千葉市と同様でございますが、

組合と比べて安いことが挙げられます。 

なお①の粗大ごみにつきましては、②の家庭からの直接搬入ごみを基準とし

ておりますことをご理解願いたいと思います。つまり②では本市は１０キログ

ラムまでごとに１００円ですので、品目別に規定で定める額というのは、その

品物がおよそ何キロかというのがございまして、それに１０キログラムまでご

とに１００円というのを当てはめて品目別の料金を定めているということでご

ざいます。それプラス収集運搬費８００円をいただいているということでござ

います。 

④の産業廃棄物は、先ほど申しましたとおり受け入れはしておりませんが、

千葉市と佐倉市の中間にあるということでございます。 
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次に３ページでございますが、４ 例規改正・施行日と、５ 周知期間を併

せてご説明します。 

関係する条例と規則を４月１日に改正し、６か月の周知期間を設けた後に１

０月１日に施行する予定でございます。この６か月の周知期間を置きまして市

民や事業者に市政だよりやホームページを媒体として十分な周知を図る予定で

ございます。 

 以上、大変雑駁ではございましたが、廃棄物処理手数料の改定についてのご

説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

【大山会長】ただ今事務局の説明で、千葉市、佐倉市、習志野市との比較で説

明いただきましたので、考え方と金額の問題はご理解いただけたと思いますの

でご意見をお願いしたいと思います。 

 

【梅澤委員】他の市、地域よりも四街道のごみ処理手数料は安いのだというこ

とですね。けれども安いとか高いとかではなくて、市の財政ではごみに関する

予算はこのくらいで抑えたいから、これくらいの費用でやらないと予算内に入

らないという、そういう問題があるのではないかと思います。高いとか安いの

問題ではないですよ。ですから他の事業とは違う気がするのですけれど、その

辺はいかがなものでしょう。 

 

【事務局・浜口】ただいまのご質問でございますが、１ページから３ページに

つきましてご説明をしましたところですが、基本的な考え方として今回の手数

料改定の主眼は５つございます。その中の③について言及されたと思いますが、

近隣市の手数料との均衡を図ることというのは、５つの中の１つだということ

で、ご説明申し上げたことをご理解いただきたいと思います。 

 もちろん①番でごみ処理収支の見直しを図ることということもございますの

で、そういったものを全て勘案して改定に当たりたいと考えております。 

 

【梅澤委員】民間業者の処理手数料よりも、行政が安いから、それを行政の方

に持ってきているという考え方からスタートしているわけですか。 

 

【事務局・浜口】３の項目につきましては、市民の目線あるいは事業者の目線

から考えて、それと私どもの考え方というふうに考えなくてはいけないと思い

ます。そこで③は近隣市との手数料の均衡を図るということは、例えば四街道

市にある事業者が、いわゆる四街道市の税金負担と、それから受益者負担、そ

れから事業者負担、こういったものを勘案しなければなりませんよということ

で、近隣市はどうなっているのか、四街道市がどの位置にあるのか、そういっ

たことの基礎資料ということで、ご説明を申し上げた次第です。 

なお、具体的な内容につきましては後でご説明ないしご提案をする予定でご
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ざいます。 

 

【梅澤委員】それには、まず予算などを提示してですね、市の予算額に対して

この程度で抑えたいから、そのためにごみ処理に対する予算としてはこの程度

にしたいと、そのためにはこういう形にしていかなくてはいけないということ

だと思うのですが。 

 

【事務局・浜口】今、事務局でお配りした資料、郵送した資料についてご説明

を申し上げまして、皆様の共通理解を図っていただきたいということで、ご説

明申し上げました。その後で、こちらから資料１から４につきましてご説明申

し上げます。その中で実際に１０キログラム当たりでどれだけの経費が掛かっ

ているのか、そのうち、どれくらいの税金が掛かっているのか、どれくらいが

受益者負担であり、事業者負担であるのか。当然税金を投入した額ですから、

１００パーセントいただければ、全く問題は無いということですが、その差額

を考えることによって収支も考えることができるということで、改正案の中で

ご説明をする予定でございます。 

 

【大山会長】本来は市の財政状況の説明が必要かもしれませんが。市の広報で

ごみ処理経費は公にされておりますね。他にご意見、ご質問ありましたら。 

  

【篠崎委員】先ほどの説明で、生ごみ、これ民間よりクリーンセンターの方が

安いという話があったのですけれども、今回の手数料の改正とは直接関係ない

かと思うのですけれども、生ごみのリサイクルの状況を説明していただければ

と思います。 

 

【事務局・浜口】先ほどの生ごみリサイクルについてのご説明は、クリーンセ

ンターに搬入すると安く済むので、事業者が生ごみリサイクルに回して高いリ

サイクル料金を払うよりも、クリーンセンターに直接搬入してしまうというお

話でございまして、現在、生ごみリサイクルについてはやっていません。 

 

【事務局・鵜澤部長】事務局の希望といたしましては、次に経費の説明をした

中での質問を受けた方が、質問しやすいと思いますので。 

 

【大山会長】そうですね。一通り、共通認識を得るために、事務局から別紙の

細かい内容につきまして説明をお願いしたと思いますが。よろしゅうございま

すかね。 

 

【事務局・浜口】それでは、引き続きまして私の方からご説明いたします。 

 初めに、資料Ｎｏ．１の年度別ごみ処理比較表こちらをご覧ください。この
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表は平成２０年度から平成２２年度までの３年間のごみ量を比較したものでご

ざいます。太い枠で囲まれている部分、文字がゴシックで書かれている部分が、

今回の廃棄物処理手数料の改定に該当するごみ量になります。①の許可業者の

直接持込とありますが、この①の許可業者というのは市内で発生する事業系ご

み、この処理業務、収集運搬が中心になりますが、これを四街道市が許可した

業者ということでございます。 

 ②の一般事業者と申しますのは、市内の事業者のことをいいます。①の許可

業者というのは通常ですと一般の市の事業者のところを回って収集して、それ

をクリーンセンターに持ってきているのが主流でございますが、中には一般事

業者が直接クリーンセンターに持ち込む場合もありますよということでござい

ます。この表から見ますと、３年間全体から見るとごみが減量している方向に

ございます。一番下の人口の欄でございますが、これを見ますと人口は少しず

つ増えていって、ごみ量は少しずつ減っていっておりますので、相乗効果とし

てごみ量は一人当たりに換算するとかなり減少傾向にあるということがお分か

るになるかと思います。先ほどご説明した①、②、それと家庭からの直接搬入

ごみ、この③。この①、②、③を分析しますと、先ほど説明したとおり①と②

が事業系ごみ、そして③が家庭系ごみになります。平成２２年度を見ますと、

①と②４，６３７トンと１３６トンの合計が４，７７３トンになります。③の

家庭からの直接持込ごみが６３５トンですので、その割合を申しますと、①と

②の事業系ごみが８８パーセント、家庭系ごみの直接搬入ごみが約１２パーセ

ントと、こういった比率になることがお分かりかと思います。 

 次に粗大ごみの④と⑤を分析いたします。④というのは先ほどご説明したと

おり市が予約されたご自宅まで取りに行って、それを運搬してクリーンセンタ

ーまで持ってくる。⑤は直接粗大ごみを家庭からクリーンセンターへ持ってく

るということです。そうしますと市が収集運搬した粗大ごみの量は１５４トン、

そして家庭からの直接持ち込みが５９７トンになりますので、その割合は市が

収集運搬する方が約２１パーセント、直接家庭からの持ち込みが約７９パーセ

ントということになります。 

 先ほど総体的にご説明したところでございますが、ごみの減量化が着実に進

んでいるということがご認識いただけるものと存じますが、この要因は低迷す

る経済情勢と減量意識の拡大があるものと推測されます。ただ本市の計画にお

きましては、平成２７年度までに１人１日当たりのごみ量を、平成１２年度比

で２０パーセント削減するという目標値を持っています。この目標を達成する

ためには更なるごみの減量化が必要だと考えているところでございます。 

 引き続きまして資料Ｎｏ．２をご覧願います。先ほど梅澤委員からご質問が

あったとおり、どれだけの税金とそれから事業者負担になっているかというこ

とをご説明いたします。 

 それでは、直接搬入したごみの総原価との割合をご説明します。 

 最初に、総原価とは何かということでございますが、これは該当するごみ１
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０キログラムを処理するのにかかる総経費をいいます。説明しやすいので、（２）

の事業系直接搬入ごみを見ていただくと、平成２０年度の総原価は３４１円と

なっております。これは事業者あるいは許可業者が搬入してクリーンセンター

へ持ってきた可燃ごみ１０キログラムを焼却して、灰を処分するまでに掛かる

総費用のことでございます。その総費用を平成２０年度から２２年度までの３

年間計算をして例示をしたということでございます。 

 それでは（１）の家庭系直接搬入ごみについてご説明申し上げます。先ほど

ご説明した（２）の総原価３４１円は、これは可燃ごみだけになります。ただ

し、先ほどの資料１でご説明したとおり、家庭系の直接搬入ごみは可燃ごみも

あれば、粗大ごみもあることはご理解いただけたかと思います。そうしますと

可燃ごみは焼却して灰を処分するまでの総費用、そして粗大ごみは持ち込まれ

たものをまず破砕して、選別して、多くは資源化されますけれども、一部は可

燃ごみになります。そして焼却されて灰として処分されます。そして残渣、い

わゆる可燃ごみにも資源化にもならない残渣、これにつきましては基本的に埋

め立て処分ということになります。そうしますと、可燃ごみに比べて粗大ごみ

の総原価は高いということになります。そのために平成２０年度の総原価は６

９１円ということになります。それで平均を見ますと、３年間の平均は家庭直

接搬入ごみは７１２円ということになります。７１２円掛かっていて、１００

円の手数料をいただいているということになりますと、それは単純に１４パー

セントが受益者負担ということになりまして、８６パーセントが税金投入とい

うことになります。 

 次に、戻りまして、先ほど説明した（２）の事業系の直接搬入ごみでござい

ますが、こちらは３年間の平均が３３０円、そのうち２００円を事業者負担と

していただいておりますので、割り返しますと総費用の６０．７パーセントが

事業者の負担だということになり、残りの３９パーセントが税負担ということ

になります。 

 次に、これまでご説明した内容を基にして、段階ごとの手数料額における総

原価の割合、つまり受益者負担率を示したものが２番の処理手数料のごみの総

原価（１０kg）との割合でございます。（１）の家庭系直接搬入ごみは、先ほど

申しましたとおり、現在１００円の手数料をいただいて、１４パーセントの受

益者負担率、いわゆる手数料率になり、その差額は税金ということになります。

それを１００円から３５０円まで段階的に示したものでございまして、太枠の

ゴシックで書かれた２００円、これを私どもとしてご提案として書いてあると

いうことでございまして、１００円上げまして受益者負担率を２８．１パーセ

ント、およそ３０パーセントの近くまで持っていくのがよろしいかなという考

え方です。つまり２８．１パーセントが受益者負担、残った約７２パーセント

が税負担ということでございます。もちろん可燃ごみ、それから粗大ごみにつ

きましては、収集運搬するものと直接家庭から持ってくるものがございます。

それは何故かといいますと、集積所に出すことが困難だからでございます。た
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だ、可燃ごみは集積所に出すことはたやすいことでございますが、中には一時

多量ごみというものが出てまいります。それは引っ越しをされたときとか、年

末の大掃除のとき、本来であればそれを市内の１，７００箇所以上ある集積所

に小出しに出していただくのが本来の姿ですが、なかなかそうも言っていられ

ないということで、お持ちになってくる人がおります。ですので、家庭系ごみ

につきましては、基本的な収集は集積所を原則として副次的な権利を認めさせ

ていただいているということでございますので、その点のご理解をお願い申し

上げます。そして先ほど申しましたとおり、受益者負担率については２８．１

パーセントが妥当ではないかということで、（２）にまいります。事業系直接搬

入ごみは、現在は２００円で６０．７パーセント、つまり事業者負担が約６１

パーセントで、税金投入が３９パーセントでございます。３５０円ですと、１

０６．１パーセントになりますので、市が収益を上げることになりますので、

この手前の３００円ですと約９割、９割は事業者の責任で負担をお願いします。

あと１割は税金が投入されるという意味合いでございます。廃棄物処理法にお

きましては、事業者は一般廃棄物を自らの責任で、自ら処理することになって

おります。これが原則です。ただし、クリーンセンターに持ち込まれるごみは

市内の中小事業者でございますので１００パーセントというのはいかがなもの

かということもございますので、この３００円を提示したところでございます。 

 次の※印でございますが、「収集運搬する粗大ごみの品目別手数料は、家庭系

直接搬入ごみの手数料を基準とする。」つまり現在のところ１０キログラムまで

ごとに１００円という基準をもって品目別手数料になっているわけですから、

これを直接搬入ごみの２００円にするということは、この基準に基づいて１０

キログラムまでごとに２００円という品目別の料金になるということでござい

ます。 

 それから「併せ産廃」につきましては、事業系の直接搬入ごみの手数料のプ

ラス５０円とする。こちらにつきましては、現在、産業廃棄物は、いわゆる可

燃とされる産業廃棄物は受け入れておりませんが、受け入れるとなるとその車

両ごとに職員が張り付いて中をチェックしたりすることになります。通常の直

接搬入ごみに比べてかなりの事務が発生しますので、一般廃棄物である事業系

ごみよりも５０円を上乗せするという考え方でございます。 

 以上の分類によりまして資料の３をご覧願います。資料の３につきましては、

私どもの条例の一部改正の内容でございまして、資料４につきましては規則の

一部改正案でございます。これを見ていただきますと、まず資料３でございま

すが、改正案のところにゴシックで太字で書いてございます。一般家庭から排

出されるごみで自ら市の施設に搬入した場合、これを１０キログラムまでごと

に１００円から２００円に。それから事業所から排出されるごみで市の施設に

搬入した場合は、２００円から３００円に。それから別表４の併せ産廃につき

ましては、１０キログラムまでごとに３００円を１０キログラムまでごとに３

５０円に、先ほど説明した５０円の増額を考えているということでございます。 
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 この改正案のところの上から小さなマスで４つ目、その他の一般廃棄物の上

段ですが、一般家庭から排出される粗大ごみで市が収集運搬した場合、１回に

つき８００円、先ほど説明した収集運搬料に品目別に規則で定める額を加算し

た額。ここで規則で定める額となっておりますので、具体的に資料の４で規則

を改定するということになります。 

 それでは資料の４をご覧願います。先ほどご説明いたしましたとおり直接搬

入ごみが１０キログラムまでごとに１００円が２００円になりますので、それ

に準拠した品目別料金は１００円から２００円に、つまり２倍になります。そ

れで例えば「あ」の欄の「映像または音響機器」１００円が２００円になり、

エレクトーンが７００円から１,４００円に、こちら９ページにわたり書かれて

おりますが、ほぼ全てが２倍になっているということをご理解いただきたいと

思います。 

 以上、本日ご提示させていただきました全ての資料の説明を終わらせていた

だきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

【大山会長】はい、ありがとうございました。ただ今の説明で納得していただ

けたと思いますけれども、設定した手数料の負担がですね、事業系搬入ごみに

ついては事務局案ですと３００円でどうかということですが。事業者の場合に

はおおよそ９０パーセントを負担をして、３５０円になると、資料２にある、

市が利益を得ることになるのですね。家庭系搬入ごみはまだ総原価との割合が

低いわけですね。あと細かく品目別の設定が大体２倍になる。その辺の金額が

適正かどうか、各委員の方どうでしょうか。 

 

【梅澤委員】今示された改定案のことですけれど、平成２２年度でごみ処理に

使っている費用約１２億ですか。その費用はこういう改定案に基づいて、例え

ば１２億が１０億になったり、９億になったりするのでしょうか。 

 

【事務局・浜口】廃棄物処理手数料は収入でございますので、収入がどれだけ

上がりますということしか考えられない。そうしますとこの廃棄物処理手数料

を仮に上げるとすると、１００円ずつ上げた形で平成２４年度は６か月で２，

８００万円、平成２５年度は１年間で５，３００万円くらいの収入が増えると

いうことでございます。 

 

【大山会長】市の財政状況からもっと上げた方がいいとか、逆にもっと下げた

方がいいとかいう議論があるかもしれませんが、個々の問題についてもう少し

議論したいと思います。 

 

【梅澤委員】市政だよりにごみ処理に２２年度かかった費用が１２億というの

が出ているのですよ。１２億ごみ処理にかかった金額がですね。この改定によ
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って平成２４年度は２，８００万円、平成２５年度は５，３００万円収入が増

えるとしたら、例えば１２億とすると１１億７０００万円、１１億５０００万

円という考えに置き換えていいのですか。 

 

【事務局・鵜澤部長】ごみ処理につきましては、水道のように単独で原価主義

をとっているわけではなくて、あくまでも市の歳入と歳出ですので、市として

は歳入部分が増えるので、平成２４年度は２，８００万円、平成２５年度は５，

３００万円の歳入が増えることによって税金の投入がその分他に使える。単純

にクリーンセンターに掛かる、掛からないということではない、という考えで

すね。 

 

【大山会長】総経費は公になっているわけですが、これから経費がまた変わっ

てくるわけです。収集運搬費なども毎年同じではありませんから。 

  

【事務局・本田課長】収支のバランスということで申し上げますと、平成２２

年度決算ベースで見ると先ほど梅澤委員がおっしゃられたように歳出の方は１

２億くらいなのですけれども、歳入にはごみ処理手数料とか資源物を皆さんが

排出していただいて、それを売り払った収入があります。そういうのを合わせ

ると約２億円ということで、要は１１億何千万円に対して２億円の収入しかな

いということで、あとは持ち出しです。その中で今ごみ処理手数料を改定して

平成２４年度は２，８００万円、平成２５年度は５，３００万円上がるとしま

す。それは当然収入として入りますので、経費の差の縮減効果としては出てき

ますけれども、それ以外にもごみが減ることによって、例えば可燃ごみが減る

ことによって焼却灰、焼却したときに出る灰の量が若干減ることになる。そう

いった処理にかかる経費もそれに連動して下がってきますので、若干歳出は、

理論上ですけれども下がる傾向にあると思います。 

 

【大山会長】他の委員の方は何かありませんか。 

  

【大倉委員】今非常に不景気になっている世の中で、どうしてここで約２倍の

値段に上げなくてはいけないのかなと疑問を感じたのですけれど。いかがです

か。 

 

【事務局・浜口】もちろん景気についてはそれ程良くはないということは存じ

上げております。ただごみ処理対策委員会からの答申では、概ね３年ごとにご

み処理のかかる費用に対して処理手数料を考えなさいということがありまして、

既に５年を経過しています。景気状況はそうなのですけれども、当然ながらご

みの減量化とリサイクルをさらに図らなくてはならないところでございます。

そういった総合的なところから、先ほど言った５つの主眼がございまして、そ
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れに基づいてやっておりますので、ある場面を捉えて景気の状況ということも

あるのですが、総体的にその主眼で考えていきましょうということでございま

す。 

 

【事務局・本田課長】大倉委員のおっしゃったのは、１００円から２００円と

家庭系の搬入ごみの場合、倍くらいになるということかと思うのですが。資料

の４ページをご覧いただけますでしょうか。廃棄物処理手数料の改定について

ということで、４ページをご覧いただけますか。これは平成１８年１１月に改

定したときの内容でございますが、上段の表が改定前、それから下段の表が現

行でございます。それで上段の表の「その他の一般廃棄物」をご覧いただきた

いと思うのですけれども、その中の中段「一般家庭から排出されるごみで自ら

市の施設に搬入した場合」に「５０キログラム以上１キログラム当たり９円」

ということで、家庭系のごみ処理手数料が設定されておりましたが、これを下

段のほうの同じところを見ていただきますと、「その他の一般廃棄物」のところ

で、「１回につき１０キログラムまでごとに１００円」というふうに改定をして

おります。これは９円から１００円ということで相当上がっているようにご覧

になると思うのですけれど、単位が違いまして、キログラム単位にしますと９

円から１０円に上がったと解釈していただければと思いますが、そうしますと、

このときの改定というのは家庭系ごみについては、手数料設定という意味では

ほとんど上げていないのですね。ほとんど横ばいで９円を１０円にしましたと

いうような感じでございます。それが平成１８年でございますので、それから

５年以上経っているという中で、上げてきていなかったということも参考まで

にご記憶いただければと思います。 

 

【梅澤委員】今、本田課長が説明された件ですけれども、書類上は１円という

ことですね。けれども実際にクリーンセンターへ行ってごみ処理をお願いする

ときに、台貫の上に乗るのです。１キロ単位の計量は不可能なので、１０キロ

グラム単位で実務はやられているのですよね。ということは、これは早い話が

同じことなのですね。例えば１キログラムのものを持っていって、１キログラ

ムで台貫で量ってくれるかというと、量ってくれません。実務は最低１０キロ

グラムなのですよ。ですからその辺の書類はこうなっていますけれど、現場は

そういうことだということを理解していただきたく申したものです。 

 

【篠崎委員】四街道は１００円から２００円ということで、千葉市、習志野市

並にしたいということで提案あるのですけれど、この資料で組合が３５０円。

これを考えたときに、将来ごみ処理を一緒にやろうというときに、２．５倍一

気にというのは厳しいかもしれないけれども、その辺どうなのですかね。確か

に一市民として考えれば２００円でもいいのですけれど、組合との絡みを考え

て、組合の３５０円というのはちょっと無視できないのかなと思うのですけれ
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ども。 

 

【事務局・本田課長】今のごみ処理の関係では、広域処理ということで佐倉市、

酒々井町清掃組合と加入協議をしておりますが、清掃組合側の施設に入った場

合には３５０円ということがもう料金設定されております。もし私どもが組合

に加入するということになると、自己搬入された場合については、四街道市民

も構成団体の一つとしてこの手数料がかかってくると考えております。今回の

手数料改定というのは、あくまで私どもが今まで改定をしていなかったという

ことで、先ほどの理由の中で見直しをかけて２００円という提案をさせていた

だいておりますが、もし加入となれば、加入は平成２７年４月で協議をさせて

いただいておりますので、もし加入協議が整えば平成２７年４月から自己搬入

される場合には、３５０円という手数料が掛かってくるということになると思

います。 

 

【大山会長】 平成２７年の話はさておいて、今回は当面の５年間見直しを行

っていないという前提で進めておりましたので、今回こういう形で委員会を開

いております。金額的にはこういうもので適正かどうかという、一つ一つ税収

との関係で議論していますとかなり問題は複雑になりますが、市の方としては

皆さんからいただいた税収が、どういうふうに使われているか、少しでもマイ

ナスを減らそうということもあります。他にご意見、ご質問ありましたら。 

 

【永野委員】先ほどから資料を見させていただいているのですけれども、他市

との比較、また先ほど説明がありましたように平成２４年度は２，８００万円、

平成２５年度は５，３００万円くらいの収入増というのですね。そういうこと

で、あと家庭直接搬入ごみ等の自己負担のパーセント、こういうのを見ていく

と、事務局案でよろしいのではと感じております。 

 

【中村委員】私も、今永野さんがおっしゃった意見とほとんど変わりません。

今回の資料の中に書いてある手数料改定の主眼という問題からすれば、ここの

金額は妥当ではないかと。そして確かに２倍と聞きますと抵抗感ありまして、

１００円から２００円という改定はそんなには大きな影響はないのではないか

と。それよりも私の方えは、組合の３５０円は、これは大変大きいなという印

象が残っています。それはあるのですけれども、この案で私はいいなと感じて

おります。 

 

【難波委員】今お二人の方が賛成のような意向を示されましたが、私も厳しい

財政状況から鑑みてやむを得ないのではないかと思います。しかも５年間据え

置いたということで、平成２４年度は２，８００万円、平成２５年度は５，３

００万円歳入が増えるというのは全体からすると少ないかもしれませんが、進
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めていただいてよろしいのではないかと思っております。 

 

【目黒委員】私も今までおっしゃられたことに賛成です。あと、平成２４年度

は２，８００万円、平成２５年度は５，３００万円歳入増ということで、それ

が他の方に回せるということで、それはとても意味のあることだと感じました。

もう５年経っておりますし、妥当だと考えます。 

 

【山本委員】一般廃棄物処理基本計画書をいただきまして、平成１９年度、資

料で見ますと、処理費用が１１億５０００万円、人口が８万６０００人と書い

てありまして、これを基に計算しますと一人当たりに掛かる処理費用は１３，

３００円ということになっています。ここで原単位というものが記載されてい

るのですれども、これはデータ処理量を３６５日で割ることの人口でいきます

と、一人当たり私どもが排出するごみの量は９５４．４グラム、約１キロをご

みとして１日出しているという計算になるのです。 

今回の改定が、ごみをできるだけ少なくしたい、このような狙いでございま

すので、こういう対策を立てて、検討されていることは大変結構なことだと思

うのですが、これがどういうふうに変わってきますか、考えられることがあっ

たら教えていただきたいと思います。つまり１１億５０００万円がですね、全

体人口で割ると１３，３００円になる。今回改定を行うことによってどの程度

の期待値がありますかということをお聞きしたい。 

 

【事務局・浜口】今委員のおっしゃったとおり、ごみ原単位というものがござ

いまして、総ごみ量を総人口と１年３６５日の日数で割って、１日当たりどれ

くらいのごみ量が１人当たり出るのか、これがいわゆるごみ原単位ということ

でございます。委員のおっしゃったとおり、今回のごみ処理手数料の改定によ

って、いわゆる経済用語でインセンティブが働くのではないかと、つまり通常

集積所に出すのが家庭系のごみの基本ですが、それが例えば一時多量ごみにな

ったときに、それを少しずつ持っていくと高いから集積所に小分けして出そう

とか、あるいは事業者の方から見ると今まで多量に出していたのを、少しこれ

をみんなで考えようかとか、そういうインセンティブが働くことが考えられま

す。そして委員のおっしゃったとおり、今の経済状況もありますが、皆さんの

減量への意識の拡大によりまして、ごみ原単位が減ってきている。平成２７年

度には、私どもの総合計でごみ原単位を８０９まで落とす計画でございます。

現在のところ平成１９年度で９５４、平成２１年度で９０７まで落ちてきてい

ますので、この目標を達成することによって、ごみ量も減っていったと、です

から今回のごみ処理手数料は、私としてはかなりのインセンティブを持ってい

るのではないかと想定しています。 

 

【大山会長】市民の皆さんのごみ減量の努力がね、値上がりしたら急に高くな
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るとは思いませんが、引き続き努力していかなくてはならないわけです。いろ

いろな外部的な要因で値上げ幅が少ないのではないかという考え方もあるのか

もしれません。他にご意見ありましたら。 

 

【奥村委員】私は四街道市から許可をいただいて事業をやっているのですけれ

ども、やはり何年も改定を行っていないということで、やむを得ないと思うと

ころもありますけれども、その他に他市町村との比較で処理費用が安いという

ことで、他市町村からのごみが搬入されるわけです。これをとても気にしてい

るのです。やはりそういうところの相乗効果ありますので、処理費の改定はや

むを得ないのかなと私は思っております。 

 

【大山会長】他市町村のごみの流入も多いわけですね。その処理経費も非常に

かかって、せっかく市民が減量に協力してもらっても経費に掛かってくるわけ

です。 

 

【青柳副会長】事前に配布された資料を読みまして、ごみの量が次第に減って

いるということを大変喜ばしいことだと思いました。それから他市と比べて料

金が低いと、それは今まで幸いだったなと思っているわけですけれども、そこ

の均衡を図ると、これはもっともなことだと思っていましたけれども、今日配

られた資料で市の負担が非常に高いということで、この料金改定ということが

一層納得できました。それであとマイナスの方に響くかと思うのですけれども、

ごみの不法投棄ですね。私は「四街道をきれいにする会」で毎月１５日にごみ

拾いをしていますけれども、不法投棄が非常に多い。前に比べれば減っている

のかもしれませんが、多いことを嘆かわしく思っております。その辺も私ども

ボランティアとしても努力いたしますし、市も監視を続けていただきたいと思

っております。 

 

【大山会長】事務局から説明を聞いて、共通の認識は得られたと思います。次

回の予定は事務局の方で、スケジュール等どうですか。 

  

【事務局・浜口】今回の会議におきまして私どもが改正案をお示ししまして、

ほぼご了解を得たという形でよろしいでしょうか。それでは次回の会議におき

ましては、具体的な答申案についてご提示をさせていただきまして、これにつ

いてのご審議を次回お願いしたいということで、よろしくお願いいたします。 

 

【大山会長】今日の委員会で大体、意思統一されたということで、あと事務局

と相談しまして、市長への答申案を次回にまとめて皆さんにお諮りしたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

長時間ありがとうございました。次回よろしくお願いいたします。 


