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平成２８年度 第１回 四街道市ごみ処理対策委員会会議録 

 

開催日時  平成２８年５月１７日（火）１４：００～１５：４０ 

会  場  四街道市役所新館５階 第１会議室 

出席委員  荒井会長、矢澤副会長、阿部委員、岡田委員、奥山委員、櫻井委員、 

菅谷委員、福田委員、古川委員、森委員、森田委員、永野委員、山口委員 

欠席委員  日和委員 

事 務 局  環境経済部：本田部長 

クリーンセンター：丸山主幹 

廃棄物対策課：荒木課長、花島室長、上原主査補、日比野主事、池田主事、 

島﨑主事 

環境政策課：橋本主査補、三宅主任主事、木村主任主事 

オブザーバー：株式会社環境技研コンサルタント 石田技師長、菅原主任 

傍 聴 者    １名 

 

≪会議次第≫ 

１ 開 会 

２ 議 事 

１）一般廃棄物処理基本計画（案）について 

２）「四街道市一般廃棄物処理基本計画について（諮問）」に係る答申（案） 

について 

３ その他 

４ 答 申 

  「四街道市一般廃棄物処理基本計画について」 

５ 閉 会 
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１ 開 会 

 

〇事務局 ただいまから平成28年度第１回四街道市ごみ処理対策委員会を開催いたしま

す。 

  本日は、13名の委員の皆様のご出席をいただいております。四街道市ごみ処理対策

委員会条例第６条第２項に規定する委員の過半数に達しておりますので、本日の会議

は成立しておりますことをご報告させていただきます。 

  本日の議題は、お手元に配付の会議次第のとおりでございます。また、資料につき

ましては事前にお送りいたしました資料１の一般処理基本計画（案）と資料２、３、

４でございます。資料が不足している委員さんがおりましたら、お手数ですが事務局

までお願いいたします。 

  それでは、本日はお配りいたしました会議次第によりまして進めさせていただきま

すので、よろしくお願いを申し上げます。 

  これより進行は、荒井会長にお願いいたします。 

 

〇会 長 皆さん、こんにちは。今日は、あいにくの雨の中、多数の委員の皆様方に参

加いただきまして本当にありがとうございます。 

  皆さんのご協力で４回を重ねてまいりましたこの対策委員会も、一般廃棄物処理基

本計画を今日まとめるという時点まで参りました。ぜひ最後の最後まで活発な議論を

して、よりよい計画を策定していきたいと考えております。どうぞよろしくお願いい

たします。 

  それでは、これより会議に入ります。 

  運営要領第４条第２項に基づき、会議の公開・非公開について委員の皆様にお諮り

いたします。今回の会議については、公開ということでよろしいでしょうか。 

 

［異議なし］ 

 

〇会 長 それでは、今回の会議は公開で行いますので、事務局につきましては、傍聴

人の方がいましたら、入室させてください。 

 

〇事務局 傍聴はおりません。 

 

〇会 長 傍聴人がいないということですので、それでは議事に入ります。 
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  議題の第１点目、一般廃棄物処理基本計画について、事務局より説明をお願いしま

す。 

 

２ 議 事 

 

１ 一般廃棄物処理基本計画（案）について 

 

〇事務局 それでは、ご説明させていただきます前に、これからご説明いたします計画

案につきましては、会長、副会長には事前にご説明を行い、確認をいただいてござい

ます。また、委員の皆様におかれましても、先日資料をお送りいたしまして、恐縮で

はございますが、５月12日までと期限を設けさせていただきご意見をお待ちしており

ましたが、特段のご意見はございませんでしたので、今会議ではご質問について主に

お答えし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、本日お配りいたしました資料の内容に入る前に、前回の27年第３回の委

員会で岡田委員のほうからご質問がございました町田市の粗大ごみリユース事業につ

きまして、お答えを保留させていただいた箇所がございますので、その点につきまし

てまずご回答を申し上げたいと思います。 

  ご質問ですが、町田市の粗大ごみのリユース事業に関連しまして、粗大ごみの搬出

量と粗大ごみに係る歳入はいくらかということでございましたが、町田市の粗大ごみ

の搬出方法は２通りございまして、四街道市と同様、市に依頼して取りに来てもらう

方法と、市民が直接、市の処理施設に搬入する方法、この２通りがございます。 

  まず、市が取りに伺う場合ですが、品目ごとに400円、800円、1,200円と400円単位

で単価が決まっておりまして、平成27年度の実績値はまだ決算が出ていないというこ

とではございましたが、概算ですが、収集量につきましては1,259トン、歳入は約1,06

5万円ということでございました。 

  次に、市民が直接、市の処理施設に搬入する場合でございますが、価格は10キログ

ラムごと250円ということで、受け入れの量につきましては、市民が直接搬入するごみ

の中には粗大ごみ以外のものも同時に搬入されてしまうということで、純粋な粗大ご

みだけの量というのは町田市でも把握はしていないという回答でございました。 

  参考にはなってしまいますが、こちらも概算で、粗大ごみ以外のごみも含んだ持ち

込みごみの搬入量につきましては3,228トン、歳入が約8,070万円ということでござい

ました。以上です。 
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何かご質問等はありますか。 

 

〇阿部委員 一番最初にいただいた素案の18ページに「最終処分の内訳及び最終処分

率」という項目がございますが、その中でプラスチック・ビニール類というのが最終

処分に入っているんですけど、これは燃やしてしまうのが一番簡単な方法だと思うん

ですが、何で燃やさないんですか。 

 

〇事務局 プラスチック・ビニール類については、全て燃やしているわけではなくて、

容器包装リサイクルということでリサイクルのほうに回しているものも当然ございま

す。それ以外については、今、現施設が建っている地元の自治会の方々と協定を結ん

でおりまして、協定の中で現施設では、プラスチック・ビニール類を燃やさないとい

うことになっていまして、燃やせない、リサイクルに向かないプラスチック・ビニー

ル類につきましては、今、県内の千葉産業クリーンというところに持っていきまして

焼却を依頼しているところでございます。 

 

〇阿部委員 今度の新しい焼却場に当たってはそのような協定は結ばないようにお願い

します。 

 

〇会 長 最近の施設については、公害防止設備も万全になっておりますので、従来プ

ラスチックごみを燃すと塩化水素が出るとか、焼却炉が壊れると言っておりましたけ

れども、その辺の心配はないと思いますので、今後地元との意見を交換しながら市と

して対応決めていただけたらと思いますけれども。 

 

〇事務局 はい、わかりました。 

  ほかに何かご質問ありますでしょうか。 

 

（発言する者なし） 

 

〇事務局 それでは、ないようでございますので、資料の説明に入らせていただきます。 

  資料１の「一般廃棄物処理基本計画（案）」についてご説明させていただきます。 

  お配りをしております、計画（案）につきましては、前回お示しした素案よりいく

つか変更を加えております。それでは、大きな変更点につきまして順次ご説明をさせ

ていただきます。 
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  まず、変更点の１つ目といたしまして、市民の皆様になるだけ気軽に読んでいただ

けるよう本編につきましてはデータ、図等をできるだけ簡素化しまして見やすくいた

しました。 

  変更点の２つ目でございますが、計画の構成を変更しております。計画（案）を１

枚めくっていただき目次をご覧ください。こちらにつきましては、素案では各章の小

項目につきまして数が多くございましたが、今回お配りしました計画（案）のほうで

は関連項目につきましては、可能な限り同じ項目で扱う、またはまとめる等いたしま

して、小項目の数を減らしてございます。そしてコンパクトな構成といたしました。

また、第２章に前回素案までにはなかったのですが、新たに四街道市の概況という項

目を設けております。構成につきましての、素案との対比につきましては資料２に載

せてありますので、そちらをご覧いただければと思います。 

  続きまして、変更点の３つ目といたしまして、前回まで家庭のごみの有料化につき

ましては、平成33年度を予定しているとご説明をさせていただきましたが、その後、

市の内部検討の結果、32年度の実施へと１年前倒しして実施を検討することとなりま

したので、今回お配りしております計画（案）につきましては、そのように変更を加

えてございます。 

  続きまして、変更点の４つ目でございますが、前回お配りしました資料ですと、資

料２になるんですが、本計画の数値目標等、将来のごみの搬出予測についてご説明を

させていただきました。その際に荒井会長より、ごみ搬出量のトレンド予測で相関係

数が0.3の修正指数を将来予測の関数として採用することはどうなのか。５年ではなく

て10年の実績を使って予測をやってみてはどうなのかというご指摘をいただきました

ので、10年の実績値をもとに推計を今回いたしました。 

  それでは、最初に資料１の95ページの生活系ごみのトレンド予測について、下から

２行目の相関係数のところをご覧いただきたいと思います。今回、10年のトレンド予

測を行った結果、相関係数を見ていただくと、どの関数も相関係数は0.9以上となって

いるのがわかると思います。前回もご説明をさせていただきましたが、この相関係数

というのは１に近ければ近いほどその実績値との相関性があるということになってお

りますので、ここで今回お示しさせていただいた１から６の関数は全ておおよそ実績

値と相関性が認められるということになります。 

  荒井会長がおっしゃるとおり、５年の実績をもとにした推計結果よりも、今回行っ

た10年の実績を用いた推計結果のほうがより相関性が認められましたので、今計画で

は５年ではなく、10年の実績値を用いたトレンド予測を将来のごみ排出原単位の予測

を行う上での参考とすることといたしました。 
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  そこで、また同じく95ページの上の折れ線グラフのほうを見ていただきたいのです

が、▲の修正指数、×の２次曲線の関数以外は、今後、ごみの排出原単位が減少の一

途をたどるという軌跡を取ってございます。どの関数も相関係数は0.9以上ありますけ

れども、ごみの原単位の推移としてはとても現実的ではないということが見てわかる

と思います。 

  また、×の２次曲線についても、ごみの原単位はどんどん増加する軌跡をとってお

りまして、ごみの排出原単位の予測としては採用に疑問があるところでございます。

今申し上げた点を考慮しますと、将来設計としてもっとも現実的なのは、ほぼ現状を

維持している▲の折れ線グラフが示す修正指数の関数となります。 

  では、次に下の表をご覧ください。26年度のごみ原単位の実績値は１人１日当たり

の排出原単位706グラムとなっております。これに対して３の修正指数の列を見ていた

だくと、27年度が例えば715グラム、28年度が713グラムと、26年度の実績と比べると

若干ではございますが、増加する推計となってございます。ここで、将来の目標につ

いて考えてみますと、この修正指数の推計では今ご覧いただいたように若干ではござ

いますが、ごみの排出原単位が増加する推計となってございます。つまり、この関数

をそのまま目標値として採用しますと、27年度以降は「現状よりごみを出しても大丈

夫だよ」という目標設定になってしまうため、今回の計画ではこの修正指数の関数を

そのまま採用することにも疑問が残ります。 

そこで、今回のトレンド予測ではこの修正指数の関数を参考としまして、その上で

第２回の会議でもご紹介いたしましたが、全国的にも千葉県内の約60％の自治体が家

庭ごみの有料化を実施している中、有料化を実施していない当市の生活系ごみの排出

原単位は、おおよそ中位程度を維持していることなど勘案しまして、ごみの減量効果

が大きいごみ処理手数料導入前までは平成26年度実績値であるごみ原単位、１人１日

当たり706グラムを維持していくという目標といたしました。 

  続きまして、48ページをご覧ください。本計画に掲げます施策を進めることで、平

成31年までは26年度の値、１人１日当たり706グラムの排出原単位を維持していきまし

て、32年度に有料化を実施しまして、可燃ごみが10％、不燃ごみは５％の減量を見込

み、目標値の設定をしてございます。また、有料化実施後のリバウンドにつきまして

は、最近の先進自治体の現状も見ましても、顕著なリバウンドというのは見られなか

ったことなどから、今回の計画では有料化による減量効果をそのままリバウンドがな

く維持していくということで推計をしてございます。 

  続きまして、96ページの事業系ごみのトレンド予測の結果をご覧ください。こちら

につきましても、生活系ごみ同様、10年のトレンド予測を実施いたしました。しかし
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ながら、事業系ごみにつきましては、前回もご説明しましたとおり、当市の事業系ご

みの排出原単位は全国的にも千葉県内でもかなり少ない値であること。また、事業系

ごみの適正排出の励行によりまして、生活系ごみからのごみの移行も考えられますこ

とから、前回同様、現状を維持していくということで目標値を設定してございます。

目標値につきましては、55ページに記載がございます。将来のごみ排出原単位の算出

を変更しましたことから、一番上の１人１日当たりの排出原単位以下、数値が前回の

素案より変更になってございます。目標値の詳細につきましては、資料編に記載がご

ざいまして、例えば、１人１日当たりの排出量につきましては97ページ、家庭系ごみ

の排出量については99ページ、リサイクル率、最終処分量につきましては101ページに

記載がございますので、後ほどで構いませんのでご覧いただければと思います。 

  最後に変更点３つ目といたしまして、今ご覧いただいた55ページの最終処分量の数

値目標につきまして、前回の素案では11％となっておりましたが、最終処分の算出の

考え方にミスがございまして、見直しを行った結果、55ページ記載のとおり、9.3％と

目標値を変更してございます。具体的な見直しの内容でございますが、当市はプラス

チック・ビニール類で収集されたもののうち、再生利用に向かないものについては外

部委託を行い、焼却処分をしております。素案の段階では、この外部委託した重量そ

のものを最終処分量に計上し、最終処分率を算出しています。しかし、本来最終処分

というのは焼却、減量をした後、実際に埋め立てをする処分の量を計上すべきとの考

えのもと、今回お示しした計画案では55ページに記載のように9.3％と変更になってご

ざいます。 

  以上が一般廃棄物処理基本計画（案）のごみの部分の説明となりますが、今、ご説

明させていただいた以外の変更点、委員からご指摘で変更させていただいたものにつ

きましては、資料３のほうに載せてございますので、そちらをご確認ください。 

  

  続きまして、素案の段階では説明等はしてございませんが、一般廃棄物処理基本計

画の中の生活排水のことについてご説明をしていただきますが、ここで１度ごみの部

分のご説明を終わらせていただいたということでご質問等があればお受けしたいと思

います。いかがでしょう。 

 

〇会 長 ただいま事務局から説明がございましたけれども、このような計画（案）に

ついて、私と副会長は確認をしております。委員の皆様からご質問などございました

ら、挙手をお願いいたします。 

 



‐8‐ 

 

〇阿部委員 今までの過去数年間のトレンドから見ると、たくさんのごみが出るという

ような将来的な推計になっているように思うのですが、もし、ごみがでなくて減った

場合、それは良いことなんですか。それとも計画よりも減った場合には、何か支障が

起こり得る可能性がありますか。 

 

〇事務局 ごみが減ることは当然悪いことではございませんので、そちらについては望

ましいことなのかなと思っております。ただ、支障といいますと、今回、一般廃棄物

処理基本計画（案）に基づきまして、今後、施設建設を行っていきますが、もしかす

ると施設の処理トン数などに変更が出てしまう。ごみが余りにも減り過ぎたりすれば、

処理トン数のほかに、収集や車の量などに関係してくると考えられます。 

 

〇阿部委員 ごみ処理については、多分１人のごみの量によって変動する変動費よりも

固定費のほうが非常に大きいんじゃないかというふうに私は素人ながら推定している

んですが、そうなった場合にごみが減れば、当然ごみのトン当たりの必要経費が増え

ると。さらに有料化してしまいますと、入ってくるお金も減るというようなことにな

るんじゃないかと思うのですが、その辺は大丈夫なんですか。 

 

〇事務局 委員がおっしゃられるのも一理あるとも考えております。ただ、だからとい

ってごみを出せと、こちらは当然できませんので、今後新しい施設についてはどうい

う処理方式をとるのかとか、そういうことも議論になってくると思うんですが、その

辺についても、もしそういうことがあるのであれば、ぜひとも検討の中に考えを入れ

てどういう施設をつくるのかというところに取り組んでいきたいと思います。 

 

〇阿部委員 わかりました。別にごみを増やせという意味じゃなくて、減った場合に支

障がないようにちゃんとした計画を進めていただきたいというだけの話です。 

 

○会 長 一応ごみ処理基本計画をもとにごみ処理施設整備基本計画というのもつくっ

てきます。そういう中で、仮にごみの排出量が減ってくれば施設規模の見直しをやる

というようなことをやって、もし減って費用がかからないような事態があれば、なる

べく税金を使わないで施設規模を小さくしたいということは出てきます。少なくとも

今の予測で見ると横ばいということですので、今の計画でいくということですけれど

も、当然１年後、２年後、３年後と実績値が増えてきますから、それを見ながら最終

的な決定をしていくという形になります。 
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〇阿部委員 わかりました。 

 

〇会 長 いかがでしょうか。 

 

〇永野委員 計画（案）の中で、平成32年度よりごみ処理の手数料導入ということです

が、このごみ処理手数料の導入に当たって、分別の変更等あるんでしょうか。 

 

〇事務局 有料化した後の分別区分の変更については、現在のところ予定はございませ

ん。 

 

〇永野委員 収集回数等はどうなのでしょうか。 

 

〇事務局 現在可燃ごみの収集回数については、市の内部検討組織で見直しの検討を実

施しておるところなんですが、具体的に減らすかどうかについては決まってございま

せん。 

 

〇永野委員 わかりました。 

 

〇会 長 ほかに何かございますでしょうか。 

 

〇森田委員 表記の関係で、まず29ページに可燃ごみ組成の内訳の表がありますね。一

番右の平均値の変更数字、小数点以下２桁の数字かな。普通は変更数字１桁で表記す

るから、平均値の小数点以下も１桁に並べないといけないです。ところが、平均値が

小数点以下２桁になっています。これは四捨五入して小数点以下１桁に直さないとい

けないんじゃないかと思います。 

 

〇事務局 すみません。おっしゃるとおりです。そのように修正いたします。 

 

〇森田委員 それから、46ページのリデュースの英語のつづりが間違っていますよね。

リデュースの「ス」、「ｓｅ」じゃなくて「ｃｅ」ですよね。 

 

〇事務局 ｃｅであります。 
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〇森田委員 それから、59ページ下の語句の説明の下から４行目、「ごみを減量として

再利用する」の「げんりょう」の漢字が間違えています。 

 

〇会 長 29ページの有効水準の取り方、それから平均値が45.6と書いてあるところ、7.

54とか7.82という２桁の数字が出ている点。それから、46ページのリデュース、リユ

ース、リサイクル、基本的な方針と書いてあるところの４行下にリデュースというの

があるんですが、これは「ｓｅ」ではなくて「ｃｅ」ではないかというご指摘。それ

から、59ページの語句の説明の中のマテリアルリサイクル、「ごみを減量として再利

用することです。」の「げんりょう」が、減らすじゃなくて、もと、「原」の「料」

にですね、「原料として再利用する」と。こういうご指摘ありました。正しいものへ

と直していただけたらと思います。 

 

〇森田委員 そういうことでもう一回チェックしてください。 

 

〇事務局 はい、すみません。この後しっかりとチェックいたします。 

 

〇矢澤副会長 私も１つ気がついたとことがあるのですが、６ページに気候があって文

章の一番最後の２行というのが「平成27年の状況は」となっています。降水量が年間

平均と書いてあるんですが、これは平均ではなくて、「Ｈ２７の年間降水量が1,513m

m」ですので、「平均」はいらないですね。 

 

〇事務局 そうですね、はい。 

 

〇矢澤副会長 それから、44ページ３行目に「焼却残さは・・・民間の最終処分場で埋

立処分をしています。また、焼却残さの一部からは、鉄などを資源回収し、」と書い

てあるんですが、もしかしたらこれは課題の１行目に書いてある破砕選別残さから総

回収して行うのかなと思う。 

 

〇事務局 44ページの上の「また、」のところですか。 

 

〇矢澤副会長 はい。文章の流れから言うと、焼却残さはエコセメから民間の最終処分

場で処分しています。もし、そこから一部とるなら「なお、」なのかなと。焼却残さ

から鉄を回収しているなら。「また、」になっているから違う話をしているかなと。
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だから、これはもしかしたら焼却残さの一部から鉄を回収しているのではなくて、破

砕選別残さから鉄を回収してそれも民間で埋め立てしていますよという解釈の流れか

なと思うんです。 

 

〇事務局 「なお」のほうがよろしいですか。 

 

〇会 長 実態として焼却残さの中から焼き鉄といって、焼けた鉄を回収してリサイク

ルルートにのせるケースが１つあります。それからもう一つ、ご指摘のように、破砕

選別した後の金属を回収してリサイクルルートにのせる。その２つがあるからどっち

なのかということです。もし焼き鉄、焼却残さからとっているんだったら、これは、

「なお」だろうと。 

 

〇矢澤副会長 「また」だったら素直に破砕かなという。 

 

〇事務局 わかりました。これは、「なお」に変更いたします。 

 

〇会 長 「なお」に直すということで。 

 

〇矢澤副会長 そうすると、「民間の最終処分場で埋立処分していきます。」と続けて

２回出てくるので、どっちか整理していただければと思います。 

 

〇事務局 はい、わかりました。そちらももう一度文章を再検討させていただきます。 

 

〇矢澤副会長 あと、30ページのごみ処理経費のところで、年々、ごみ処理経費が増え

ているのですが、何が何で増えてきているんでしょうか。この次のページには内訳で

人件費と収集運搬費等が書いてありますよね。この傾向はこれからも続いていくのか

どうかについて質問です。 

 

〇事務局 30ページの合計のところでよろしいでしょうか。 

 

〇会 長 平成22年が11億937万7,000円に対して、23年、24年、25年、26年と漸増して

いると。26年については13億3,718万１千円になっていると。その理由は何ですかとい

う質問です。 
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〇事務局 ごみ処理経費が年々高くなっている一つの要因としまして、ごみ量の総量が

年々減ってきている中で維持管理費がさほど変わっていないために、重さに対する単

価が年々上昇しております。 

 

〇矢澤副会長 単価はわかると思うんです。トータルで、総計ですか。 

 

〇会 長 原単位の話じゃなくて合計額の話です。10億円で100トン処理すれば10万円で

しょう。それが今の説明だと、90トンになっているから11万とかかっているよという説

明なんでしょう。そうじゃなくて、今の質問は総額です。11億から13億になった理由は

何ですかと。 

 

〇会 長 森田委員のほうからご指摘があったのですけれども、一般的には経年ととも

に焼却施設が劣化をしてというか、故障、修理を必要とする場所が増えて、その費用

がかさむようになっているんではないかという指摘です。 

 

〇矢澤副会長 計画を直せとかと、そういう話ではなくて、この数字の背景を教えてく

ださい。計画がまずいとかじゃありませんので。 

 

〇会 長 それでは、今、字句の修正の箇所、それからご質問が１点ありました。ほか

に何かございますでしょうか。 

 

（発言する者なし） 

 

〇会 長 特にないようでしたら、ご指摘の部分を修正して質問に対する答えをして、

この中味については委員会として了承したいと思いますが、いかがでしょうか。よろ

しいですか。 

 

「異議なし」 

 

〇会 長 では、そのように取り扱いたいと思います。早急に直していただきたいと思

います。 

 

〇事務局 はい、修正いたします。 
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〇事務局 先ほどの26年ですか、その前もそうなんですけど、改修工事費ですね。26年

度にガス冷却室の中の耐火物の更新をかけていまして、それによる上昇となります。 

 

〇会 長 森田委員のご指摘のような修繕費かかっているんですね。 

 

〇事務局 はい。 

 

〇矢澤副会長 わかりました。 

 

〇会 長 この案については必要な修正を加えた上で了承させていくという話になるか

と思います。 

 

〇事務局 続きまして、排水計画のご説明させていただきたいと思います。 

 

〇会 長 それでは、75ページ以降に生活排水処理基本計画、いわゆる、し尿関係の計

画がございますので、これについて事務局から説明願います。 

 

〇事務局 それでは、生活排水処理基本計画について説明させていただきます。計画

（案）の63ページから81ページまでとなっておりまして、基本的には前回の平成21年

３月に策定したものと同じ内容であり、計画や施策、具体的な取組に変更はございま

せん。ですが、変更点といたしまして、数字を直近の数字、計画である５年間分を更

新した箇所ですとか、表や図などを入れ、ごみ処理基本計画とあわせて簡素化や拡大

して一般の方が見やすいように修正をさせていただいております。 

  まず、63ページから74ページまで、こちらに四街道市の生活排水の現状ということ

で記載させていただいておりまして、この中身の数字を主に更新しております。また、

表についても、簡素化や見やすいようにさせていただいております。なお、67ページ

と68ページに参考といたしまして、千葉県全体のし尿処理状況及び県内各市町村の公

共下水道人口の割合比較を追加で載せさせていただいております。 

  続きまして、75ページから81ページまでになりますけれども、こちらで生活排水処

理基本計画に関する基本方針や数値目標を載せておりまして、おおむね目標等につき

ましても前回と同じですけれども、表やデータをつけて見やすいように変更等をさせ

ていただいております。 

  続きまして、79から81ページには計画実現への取り組みということで、今まで文字
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だけだったんですけども、わかりやすいように行事の写真を載せさせていただいてお

ります。基本的には前回の平成21年の３月策定のものと同じ内容になっておりまして、

数字等が変わっているところでございます。 

  簡単ではございますが、以上で説明のほうとさせていただきたいと思います。ご検

討のほど、よろしくお願いします。 

 

〇会 長 ありがとうございました。ただいま生活排水の処理の基本計画について説明

がありましたけれども、公共下水道や全国平均で大分、四街道市では上回っている。

全国平均72.3％に対して、四街道市は84.6％で、公共下水道で処理できない部分につ

いては、合併処理浄化槽、単独浄化槽、あるいはし尿の汲み取りというような形で処

理をしていくと。その浄化槽汚泥については、印旛衛生施設管理組合のほうで再生処

理センター、し尿処理施設ですけれども、そちらへ持ち込んで処理をしてもらうとい

うことで、トイレから出る水、台所から出る水は今後もきちっと処理していきますよ、

ということでございます。いかがでしょうか。 

 

〇阿部委員 家庭ごみの有料化というものが実施されますと、台所の厨芥なんかをごみ

として出さずにディスポーザーで下水に流してしまうほうが安上がりだというふうに

考える人がいて、そういうものが増加するという可能性もあるんじゃないかと思うん

ですが。そういうものにシフトして下水の量が増えるんじゃないかというような懸念

はないんですかという質問です。 

 

〇事務局 いわゆるディスポーザーとはマンション等についている、それにシフトする

可能性がどうかというお話でございますよね。印旛沼流域下水道事務所のほうではデ

ィスポーザー自体を推奨はしておりません。というのは、終末処理場にディスポーザ

ーの処理をしますと非常に負担がかかるんです。そういうものが普及すれば便利なん

でしょうけれども、片やいわゆる終末処理場のほうでは処理をしきれなくなってしま

うという問題もありまして、だめだとは言っておりませんけれども、推奨はしており

ません。ですので、千葉県としては普及の度合いから言えばこのままかなと。 

 

〇阿部委員 わかりました。どうもありがとうございます。 

 

〇会 長 生ごみを粉砕して下水に流しちゃうと、そうすると下水処理場のほうの負荷

が大きくなって、余り好ましいことではないんで、県としては、それは遠慮してもら
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えるように要求を。四街道市も同じ方針だということですね。ほかに何かございます

でしょうか。 

 

（発言する者なし） 

 

〇会 長 特にないようでしたら、この生活排水処理基本計画の件についても、委員会

として了承するということで、そういうことにいたしたいと思います。よろしいでし

ょうか。 

 

○森田委員 この資料だけで全然話し合いがなくてここまで来ているんですが、問題は、

これまでどういう問題点があったのか、また、どういう点が良かったのかというよう

な、そういうお話が全然今なかったので、何か検討するにしても、案を出すにしても

よりどころがないんです。だから、今までこういうやり方でやってきて、何か問題点

があったのかどうかについてお話ししていただきたいなと思います。 

 

〇事務局 問題点につきましては、この計画実現への取組ということで、こちらの施策

を実施しておるところなんですけども、下水道区域外については、単独処理浄化槽や

汲み取りし尿ですと、生活排水がそのまま河川等に流れることになってしまうことか

ら、高度処理型の合併処理浄化槽への転換の補助等を以前から実施しておるところな

んですけれども、最近はその転換する件数が若干鈍ってきているというのはございま

す。ここ数年なんですけれども、申請件数が５年以前の半数くらいになってしまって

いることから、その啓発等含めて今後、より働きかけを行った上で生活排水処理100％

を目指していきたいと考えております。 

 

〇会 長 それは、74ページの「生活排水処理の課題」と出ているんですけど、汲み取

りし尿から高度処理型合併処理浄化槽への転換、または公共下水道への接続推進、そ

れから単独処理浄化槽から高度処理型合併処理浄化槽に転換、または公共下水道接続

推進、それから公共下水道供用開始ということで未接続者の早期接続推進ということ

で、より水質をよくするための設備に転換を進めるというのが課題であると。ただ、

その動きが今鈍ってきているということで。それから、あと⑤にありますけども、適

正な生活排水処理施設の維持管理。浄化槽なんかは大体１年１回とか半年１回とか掃

除しないといけない。機能を果たさなくなりますので、そういったものも、ちゃんと

やってもらえるように指導をしていくということですね。協力をお願いするというこ
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とだね。このあたりの課題に対してやはり頑張っていただきたいなという気がいたし

ますけれども、とりあえずこういう課題があって、それについて十分な認識をしてい

くということだと思います。 

 

〇森委員 後半の水のところだけではないんですけれども、計画の62ページのところで、

少しだけ災害対策について、これから変更していきますというようなところが（４）

番に書いていらっしゃるかと思います。本業の仕事柄、今回の熊本地震ですとか、昨

年の常総市の水害の業務をいろいろしている関係で災害時、普段はこういった場で皆

さんルールを決めて、ある意味粛々とスケジュールに則ってごみ処理とか水の処理を

されるわけなんですけれども、あれぐらいの規模の災害が起きてしまうと、皆さん大

変な量のごみに市民の方も市役所の方も向き合うことになって、急に普段、何気なく

流していたごみが目の前にあふれ出るというような問題になって、大変ご苦労を各地

域でされていらっしゃいます。災害廃棄物処理計画を作成するということなんですけ

れども、これはコメントになるんですが、余り長い時間ゆっくりかけてすごく立派な

計画をじっくり作っている場合では余りないかなという気がしています。それこそこ

の夏、秋にここで大きな水害が起きてもおかしくないような昨今の気候状況ですので、

例えばこういった地域のリーダーの方が集まるネットワークを四街道市で持っておら

れるのであれば、災害が起きたときに、まずそれぞれの地域で大量に出た片づけごみ

とか、ごみをそれぞれの地域でまず仮置きをするんです。いきなりごみ処理場に持っ

ていけないので、それぞれの地域で空き地なんかに仮置きをするんですけれども、そ

れとどこに置こうかということ。場所の問題です。それから、どういうルールで出す

か。その分別の区分、多少災害時変わったりするので、どういうルールで置こうかと

いう、そのルールの問題と、それからその仮置き場の場所とルールをどうやってその

地域の方に周知するのかという、この３点さえ決めておけば、比較的初期の対応はう

まく回るかなと思いますので、余り立派な計画を時間かけて作るよりは、その３点だ

けでもぜひこういった地域のネットワークを持っておられる四街道市だからこそ早目

に決めてしまえば、もうそんなに発災の当初すごく常総市のような大混乱になるとい

うことはないんじゃないかなと思います。決めておかないと、常総市の場合も児童公

園に皆さん勝手にごみを置き始めて大変なことになって、ちょうど夏ですとにおいの

問題とか、害虫が湧いたりして、一気に衛生状況が悪くなったりするということも実

際起きていますので、その場所とルールと、ルールの周知の方法だけは、ぜひ決めて

おいていただけるといいかなと思います。今後また頑張っていただければと思います。 
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〇事務局 とても参考になりました。市といたしましても、昨日も地震があり、そうい

う状況でございますので、何があるかわからないと考えておりますので、今、森委員

がおっしゃられましたように、解決できるような体制を今後したいと思っております。 

 

〇会 長 ありがとうございました。災害対策は、今、一つの国の重点施策となってお

りまして、社会インフラの強靱というのを打ち出していますので、ぜひ。 

 

〇奥山委員 今の補足なんですけれども、ある市町村は災害体制、要するに産業廃棄物

も全部燃せる施設をつくったんですよね。これからつくるのであればこういうことも

関連性のあるものですよね。そうしないと、もう何年か後には必ず災害が起こるとい

うのはわかっていますので、こういうこともやってほしいなと思っているんです。 

 

〇会 長 例えば、最近はごみ処理施設の中にいわゆる仮置き場を設けて、それを計画

的に焼却していくとかという施設をつくっているところもあるかと思います。常総で言

えば、本当にみんなが勝手に置いちゃったから、分別もしないような状態ですので、本

当ににおいが酷いし、害虫は湧くし…… 

 

〇奥山委員 自分のところなんかに捨てられませんからね。災害が起こってからね。 

 

〇会 長 ぜひそのところは取り組んでいただきたいと思います。 

 

〇事務局 はい、わかりました。 

 

〇会 長 ほかに何かございますか。 

 

（発言する者なし） 

 

〇会 長 では、特に災害対策については、奥山委員からも、それから森委員からも指

摘いただきましたので、ぜひ、市として、これは基本計画ですから、方向を決めてよ

り具体的な施策の転換を図って順次進めていただきたいと思います。 

 

〇事務局 はい。 
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〇会 長 それでは、今後この計画（案）についてはパブリックコメントを実施すると

いうことでございますので、この前に今出ました意見について十分配慮していただき

たいというふうに思いまして、この計画を承認させていただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

  それでは、第２点目、「四街道市一般廃棄物処理基本計画について(諮問)」に係る

答申（案）について、 

当委員会といたしまして、四街道市一般廃棄物処理基本計画についてでございます

けれども、これを検討してきて、それによってごみ処理とし尿処理、生活排水の全体

の工程、四街道市というのはどう処理していくかということについて、計画をつくっ

てまとめたわけでございますけれども、市長にこの計画について諮問をいただいてい

るというかたちになっておりますので、その答申というかたちで市長にお渡しをした

いと思っております。事務局による答申（案）がお手元にございますので、この内容

をもとに協議をお願いしたいと思います。それでは事務局にご説明をお願いします。 

 

２ 「四街道市一般廃棄物処理基本計画について（諮問）」に係る答申（案） 

 

〇事務局 それでは、お手元の資料４の答申書をご覧いただければと思います。それで

は、全文を読み上げさせていただきます。 

  平成28年５月17日付、本日でございますが、四街道市ごみ処理対策委員会会長が四

街道市長である佐渡斉に対して、四街道市一般廃棄物処理基本計画について答申とい

う形で文書を作成しております。 

  平成27年11月18日付け廃第67号で諮問のありましたこのことについて、下記のとお

り答申します。 

  記 

１ 答申 

一般廃棄物処理基本計画の策定については、別添の四街道市一般廃棄物処理基本計

画（案）のとおり取り纏めましたので報告します。 

  また、計画の推進にあたっては、次の意見を申し添えます。 

  四街道市は、平成20年度に策定した現一般廃棄物処理基本計画や循環型社会形成推

進基本法その他の法律等を背景とし、これまで様々なごみ処理施策の展開に取り組ん

できており、本市のごみ処理の水準は、全国・県内水準と同等以上のレベルにありま

す。 

  しかしながら、地球規模へ目を向けると、今日の大量生産・大量消費型の経済活動
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により形成された大量廃棄型の社会は、地球温暖化や天然資源の枯渇など様々な環境

問題を引き起こす一因とされており、当委員会では更なるごみの減量化等を行い、国

の目指す資源循環型社会形成に寄与していくべきことは本市の当然の責務と認識する

ところです。 

  当委員会は、このような認識のもと、行政には更なる一般廃棄物処理事業の推進を

目指し、新たな一般廃棄物処理基本計画に記載されるごみ減量施策の実施はもとより、

この計画が市民に広く周知され、理解を得られるよう努めることを期待するものです。 

  一方で、ごみの減量を進めるためには、市民・行政のごみの減量努力に加え、製品

の販売によって利益を享受する事業者についても、環境に配慮した製品の開発など廃

棄物の減量に積極的に取り組むことが不可欠だと考えます。このため、これらの取組

を行っている事業者が社会的に評価されるよう様々な機会をとおして国等に要望する

よう求めます。 

  排水処理に関しては、河川等の水質改善のためには、本市単独の取組みだけではな

く、千葉県や近隣市町村等との連携も不可欠であることから、より一層の関係機関と

の協力も視野に入れた取り組みを進めていただきたい。 

  なお、現在、本市が着手している次期ごみ処理施設等用地へのクリーンセンターの

移転については、多くの市民が関心を持っているところであり、新施設建設において

は、建設地の地元住民はもとより市民全体にできる限り進捗状況等を開示するととも

に、新施設においては公害の発生しない、熱エネルギーをより有効利用できる施設と

されることも併せて要望します、という文書になっております。 

  なお、こちらの答申案につきましては、前回の会議のときに皆様から頂戴しました

ご意見や本市のごみ処理行政の現況を踏まえまして、会長のご意見を伺いながら作成

させていただきました。計画（案）同様、副会長にも内容をご確認いただいておりま

す。 

  以上となります。 

 

〇会 長 ありがとうございます。 

  ただいま答申（案）について説明がありましたが、何かご質問ご意見あれば。 

 

（発言する者なし） 

 

〇会 長 あえて入れるとしたら、先ほどの災害対策の話を入れるのも一つかもしれな

い。こちらにおいては、昨今の災害状況を見ると、災害によって排出されるごみの処
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理について十分留意されないとかね、そういうことを入れたらいかがですか。例えば、

東日本大震災や、常総大水害、あるいは熊本の大地震等の災害の発生状況を鑑みると、

災害廃棄物処理について十分な準備が必要だとかいうぐらいの文章。委員会の趣旨が

入りますので。もし市が差し支えなければ。 

  委員の皆様、いかがですか。さっきご指摘のあったとおり災害がれきの処理の十分

な配慮ですけれども。 

 

（発言する者なし） 

 

〇事務局 それでは、今会長のほうから、災害廃棄物等についてもということでござい

ますので、これより答申書のほうを作成し直しますので、しばらくの間お待ちいただ

きたいと思います。 

  暫時休憩とさせていただきます。 

 

（休 憩） 

 

（再 開） 

 

〇事務局 先ほどご指摘のありましたところ、裏面の「また、」の後になりまして、そ

この部分だけ読み上げます。 

  「また、災害対策については、昨今の東日本大震災や平成28年熊本地震の教訓を踏

まえて、適正な廃棄物処理体制の確立に向けた取組を推進していただきたい。」この

部分をつけ加えましたが、その中で、常総市であります、去年水害についても入れた

ほうがいいんじゃないかというようなご指摘がございましたので、28年熊本地震など

のというふうに、再度訂正させていただいて、答申（案）とさせて、答申とさせてい

ただきたいんですが、よろしいでしょうか。 

 

〇会 長 いかがでしょうか。平成28年をとっても大丈夫じゃない。 

 

〇事務局 調べたところ平成28年熊本地震と…… 

 

○会 長 入るんだっけ。 
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〇森委員 正式名称なので入ります。 

 

〇会 長 わかりました。では、「など」を入れてもらう。東日本大震災や平成28年熊

本地震などのと。 

 

〇事務局 あともう一点。「また、」のところ、災害対策となっている。こちらは、

「災害廃棄物処理については」と直させていただきたいと思います。 

 

〇会 長 はい。 

 

〇事務局 もう一度、直させていただきます。 

 

〇森委員 災害廃棄物処理ではなく、災害廃棄物対策のほうが。 

 

〇事務局 災害廃棄物対策で。 

 

〇事務局 では、再度読み上げます。「また、災害廃棄物対策については、昨今の東日

本大震災や平成28年熊本地震などの教訓を踏まえて、適正な廃棄物処理体制の確立に

向けた取り組みを推進していただきたい。」こちらでいかがでしょうか。 

 

○会 長 いかがでしょうか。 

 

（発言する者なし） 

 

〇事務局 では、再度、暫時休憩させていただきます。 

 

（休 憩） 

 

（再 開） 

 

〇事務局 お待たせしました。それでは、修正させていただいたところについて再度読

み上げさせていただきます。裏面の３段落目、「また、災害廃棄物対策については、

昨今の東日本大震災や平成28年熊本地震などの教訓を踏まえて、適正な廃棄物処理体
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制の確立に向けた取り組みを推進していきたい。」こちらでいかがでございましょう

か。 

 

〇会 長 こういう形で答申になりますから、ある意味委員会と市長のお約束の取り扱

いになりますので、これでよろしければ答申という方向に持っていきたいと思います

けれども、よろしいですか。 

 

「異議なし」 

 

〇会 長 異議なしということですので、この答申（案）について委員会として了承し

たいと思います。 

  それでは、委員会としてはこの答申（案）をもって市長に対して答申を行いたいと

思います。 

  それでは、会議次第の３、その他について事務局よりお願いいたします。 

 

３ その他 

 

〇事務局 それでは、今後のごみ処理対策委員会の開催についてご案内させていただき

ます。一般廃棄物処理基本計画に係る（案）につきましては、この後市長に答申をい

ただき、本日で終了となります。次回の開催は、第３回の会議で諮問のありました

「四街道市における一般廃棄物処理施設の施設整備」につきまして、専門部会での審

議が終了した後、審議内容の結果報告とあわせまして答申を行っていただきたく、予

定としては今年度末の開催を考えております。具体的な日時は改めて開催通知を差し

上げますのでよろしくお願いいたします。以上です。 

 

〇会 長 現在専門部会のほうで検討している内容の審議が終了した時点で結果報告を

この委員会でするということですよね。専門部会からこの委員会に対して、専門部会

の審議が終了した時点で審議内容の結果報告をします。それをもって、また市長に答

申をするということでございます。いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

「異議なし」 

 

〇会 長 それでは、以上で議題の審議が終了いたしました。長い間ありがとうござい



‐23‐ 

 

ました。 

 

〇事務局 委員の皆様には大変長い間ご審議をいただきまして、大変ありがとうござい

ました。この後、ただいまご審議をいただきました四街道市一般廃棄物処理基本計画

の答申につきまして、荒井会長より市長に答申をいただきます。今市長が参りますの

で、若干ではございますが、自席にてお待ちいただくようお願いいたします。 

 

（市長入室） 

 

○事務局 それでは、荒井会長より市長のほうへ答申をお願いいたします。 

 

４ 答 申 

 

〇会 長 四街道市長、佐渡斉様、平成28年５月17日、四街道市ごみ処理対策委員会会

長、荒井喜久雄。 

  四街道市一般廃棄物処理基本計画について（答申）でございます。 

  平成27年11月18日付廃第67号で諮問のありましたこのことについて、下記のとおり

答申します。 

  記、１答申 

  一般廃棄物処理基本計画の策定については、別添の四街道市一般廃棄物処理基本計

画(案)のとおり取り纏めましたので報告します。なお、答申の内容については、答申

書に記載しておりますので、本席では省略させていただきます。 

  計画推進に当たっては、答申の内容を十分ご理解いただき、取り組んでいただくよ

うお願いいたします。 

  以上でございます。 

  どうぞよろしくお願いします。 

 

〇市 長 お願いします。ありがとうございました。 

 

〇事務局 ありがとうございました。 

  それでは、最後になりますが、四街道市長より皆様に一言ご挨拶をいただきたいと

思います。 
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〇市 長 昨年の11月に諮問をさせていただきましたところ、ごみ処理対策委員の皆様

におかれましては、これまで慎重審議を重ねられ、そして本日答申をいただきました。

この一般廃棄物処理基本計画につきましては、四街道市の今後のごみ処理が、また施

設建設の根幹となります重要な計画でございます。この計画で定められましたごみ処

理等の指針、これにつきましては市民生活に直結する重要かつ欠くことのできないも

のでございます。 

  今後も、今ご答申賜りましたが、ごみの減量化、またごみの適正処理に取り組み、

安心安全、そして住みよい四街道のまちづくりに邁進してまいります。最後にごみ処

理施設の建設につきましては、引き続き今後もさまざまな計画の策定等を行ってまい

ります。委員各位におかれましては、今後もさらなるご指導ご協力を賜りますようお

願いを申し上げまして、答申をいただきました御礼とさせていただきます。 

  本日は答申をいただき、まことにありがとうございました。 

 

５ 閉 会 

 

〇事務局 ありがとうございました。 

  長時間にわたり委員の皆様におかれましては、慎重審議いただきまして本当にあり

がとうございました。以上をもちまして、平成28年度第１回四街道市ごみ処理対策委

員会を閉会いたします。 

  本日はありがとうございました。 

 

―  終了  ― 


