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平成３０年度第１回袖ケ浦市廃棄物減量等推進審議会 

 

１ 開催日時  平成３０年７月２５日 午前１０時００分開会 

                   

２ 開催場所  袖ケ浦クリーンセンター ２階研修室 

 

３ 出席委員 

会 長 江澤 国夫 委 員 花澤 一男 

委 員 大橋 正明 委 員 上原 悦幸 

委 員 鈴木 英一 委 員 齋藤 麻依子 

委 員 茂田 稔夫 委 員 遠田 友里恵 

委 員 北島 勝正 委 員 在原 政枝 

 

 （欠席委員） 

委 員 小出 進一 委 員 池田 なおみ 

委 員 内藤 芳夫   

４ 出席職員 

市長 出口 清 環境経済部長 分目 浩 

環境経済部次長 苅米 幹隆 廃棄物対策課長 山口 桂一 

副課長 嘉茂 博明 主任主事 山田 和馬 

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 

 

６ 議題 

   (１)ごみ減量化推進事業について 

   (２)ごみ資源化推進事業について 

   (３)その他報告事項について 

 

７ 議事 

（１）開会 

事務局より小出委員、内藤委員、池田委員が欠席であるが、廃棄物減量等推

進審議会規則第３条第２項に規定される定足数に達しているため、会議が成

立していることを報告した。 
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（２）会長挨拶 

 

（３）市長挨拶 

 

（４）議事 

嘉茂副課長  それでは、議事に入りたいと思います。 

袖ケ浦市廃棄物減量等推進審議会規則第３条第１項の規定によ

り、会長が議長になると定められておりますので、これより江澤会

長に議長をお願いし、議事を進めていただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

江澤会長   それでは、議長をつとめさせていただきます。本日の議題は３

点、議題１がごみ減量化推進事業について、議題２がごみ資源化

推進事業について、議題３がその他報告事項についてです。事務

局から説明をお願いします。 

嘉茂副課長  それでは、説明をさせていただきます。まず議題１ごみ減量化

推進事業についてご説明いたします。 

 

（資料に基づき事務局説明） 

 

江澤会長   ありがとうございました。今、事務局説明がありましたが、こち

らについて議論いただきたいと思います。何かございましたらお

願いします。 

大橋委員   議題１の２ページ目の（４）について、市川市が平成２９年度か

ら収集回数を週３回から週２回に減らしたということで、この効

果・影響というのは確認していますか。 

嘉茂副課長  実際のごみの量としましては、市川市の場合は若干増えていま

すが、何が要因かというのは検証してみないとわからないところ

です。 

上原委員   現在は週３回月水金、火木土の収集でありますが、そうしますと

月曜日と火曜日のごみの収集の時間帯がだいぶ遅いんです。とい

うのも溜める日が１日分しかなかったのが２日分になるためで、

ステーションがよく満杯になっているのが見受けられます。また、

そのステーションも網でやってある場合と金属で覆ってある場合

とありますが、オーバーフローしそうな感じになりますから、結構

カラスなんかの鳥が突っついて散乱しているのがよく見受けられ

ます。その辺もよく考えていただきたいと思います。 
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嘉茂副課長  週２回にすると、その日に出されるごみの量は増えて、ごみステ

ーションがあふれることも想定されますので、その辺も考えたい

と思っています。 

 

在原委員   資料１にあります各市の指定ごみ袋の料金について、これ県内

全市町村じゃなくて３６市町村だけですが、そのほかの市町村は

全て有料化になっているということでよろしいんでしょうか。 

嘉茂副課長  有料になってない市町村もあります。 

在原委員   この３６市町村が有料になっているということは、これ以外は

無料でやっているということですか。 

山田主任主事 この３６の市町村はごみの処理経費を負担していただくという

形をとっていまして、それ以外の市町村は指定袋を使ってはいた

だきますが、それにごみ処理経費はかけないで、各事業所さんにご

み袋を作る権利を与えるといった形になっています。有料化を採

用しているのが県内５４市町村のうち３６市町村となっています。 

在原委員   有料化されているごみ袋の金額と、１人あたりのごみの量には

相関性はあるんでしょうか。 

山田主任主事 値上げの後どのくらい減ったかということで富津市と銚子市の

例を出してはいるんですが、それ以外のところでは調査していま

せん。 

嘉茂副課長  補足として、富津市と銚子市の例ですが、単純に値上げをしたか

らごみの量が減ったのか、そこの検証はしていません。 

大橋委員   富津市、銚子市は値上げ以降にごみの総排出量が１割ほどそれ

ぞれ減ったとなっているので、そういう結論にはならないですか。 

嘉茂副課長  そのタイミングで減ったことは間違いないですが、人口が減っ

た、資源物の取り組みが何か始まったということもありますので、

単純に料金を上げたからこれだけ減りましたという結論にはなら

ないです。 

       また、先ほどの市川市の説明の補足ですが、１人あたりの量では

なく、全体の量で見ると増えています。ただし人口も増えていると

いうことで、１人あたりの量がどうなっているのかは資料がない

のでわかりません。 

 

花澤委員   ２点確認させてもらいたいんですが、祝日に収集をやった場合

にどの程度の費用が加算されるのか。また週３回から週２回にし

た場合、費用的な面がどの程度減額されるのか、その比較をしてあ
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れば教えてほしい。 

嘉茂副課長  祝日をやった場合ですが概算ですが、単純に収集だけでなく施

設も動かさなくてはいけませんので、年間で１，８００万円くらい

の増額ではないかと試算しています。週２回にした場合の試算の

資料がないんですが、おそらく若干は安くなると思います。ですが

収集業者が集める機会と車の台数がそれほど変わってこないので、

それほど大幅に差はないと思います。 

江澤会長   資料２ページの祝日収集の中で、「収集回数が増加することによ

り、ごみが捨てやすい環境になるため、一般家庭からのごみの排出

量が増加することが懸念される」とあるけれど、排出量が増加する

といっても出るものは出るんですよ。これを３回に分けて出すか

２回に分けて出すかで、排出量そのものは同じだと思うんです。費

用的な面は花澤さんから質問が出たようによく検討したほうがい

いと思うんですが、量が増えるということを理由にしない方がい

いと思います。 

鈴木委員   私は事業者なのでごみ収集業者に頼んでいるんですが、週２回

にした場合、１回分の量が増えるわけですよね。ステーションの管

理状況というのはどうなんですか。今のごみステーションは通り

がかりに見ても満杯であったり、それが１回減ると、１回あたりが

増えるんじゃないか。 

また、衛生面を考えた場合、皆さん袋をきっちり締めて出してい

ると思うんだけれど、我々事業者は夏場は３回で収集しているけ

れども、２回だと物の腐りが多くなる。そういう衛生的な面から見

た場合はいかがでしょうか。 

嘉茂副課長  まず量ですが、１回に出される量は増えると思います。場所にも

よると思いますが、あふれるようなところも出てくると思います。

ステーションは地元で管理してもらってますので、そういった相

談が増えてくるものと考えられます。 

       衛生面の話ですが、回数を減らす狙いの１つとして、ごみを家に

溜めておく期間が長くなるので、その分を資源に回してもらうと

いう考えを持っている。今まで可燃ごみの日に出していた紙を資

源に出そうですとか、生ごみもリサイクルできる方法があります

ので、そちらの方に回してもらえればという考えもあります。ただ

そのままでいますと、ごみを家に置いておく期間が長くなります

ので、その辺はごみを出す人に適正に管理してもらうことになり

ます。 
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茂田委員   私の店舗では、市から委託されてごみ袋の販売を行っています。

私は住んでいるのが木更津なので私個人としては週２回の収集に

は慣れてしまっているところがあります。家族４人なので必ず一

番大きいごみ袋で出します。袖ケ浦市では週３回ですが、ごみ袋を

販売している中では一番大きなごみ袋が一番売れています。今後

２回に減らすことになれば、さらに大きい袋で出す頻度が増える

ことになると思いますので、収集場所がかなりあふれるのではな

いかということが懸念されることになると思います。 

嘉茂副課長  その辺も含めて考えるようにいたします。 

 

齋藤委員   私は住んでいるのが田舎の方なんですが、モノを燃やす敷地が

結構いっぱいありまして、ごみの収集回数を減らすということは、

ごみを家に溜めておきたくないという思いから、自分の敷地内で

燃やしたりですとか、そういったことがあると思います。一応燃や

しちゃいけないというのは条例で決まっていると思いますが、そ

こら辺の徹底をもう少ししてもらいたい。空気が悪くて常に燻さ

れているようなので、洗濯物についたりするのが嫌だなと思う。で

もどうしても田舎の方は燃やすのが習慣づいてしまっていて、近

所だから言いにくいところもあって、収集回数を減らすと燃やす

家庭が増えちゃうのではないかということも想定しながら考えて

もらえれば助かります。 

嘉茂副課長  もともとやってはいけないことなのでそこまで考えていなかっ

ったんですが、週２回にして燃やすような状況が増えるようであ

れば、周知などの手立てをしていくことになります。 

在原委員   ３回から２回になれば、うちの方でも燃やされている状況は見

受けられるので、ごみを燃やしている場所がある限りは増えるの

ではないかと思っています。ごみの量を減らすとは別に、もっと周

知してほしいと思います。 

嘉茂副課長  もし２回に変えるということになりましたら、周知を徹底した

いと思います。 

在原委員   収集回数を変えるとかの前にお願いしたい。 

分目部長   そもそも燃やしてはいけないものなので、市へ通報をしていた

だければ、市の方から指導します。そこはいまでも徹底しなくては

いけないので、もし皆様方もご近所でそう言った話が出ましたら

私どもが直接現場に出向いて、廃棄物対策課と環境管理課の両方
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で対応してますので、お知らせしてください。 

 

遠田委員   週３回のごみ収集についてですが、これを週２回に減らそうと

すると、今の週３回でも祝祭日が絡むと収集日ではないのに、その

まま出す人もいるんです。月水金で月曜が祝日で回収がありませ

んというのが認知されてない方とか、土曜日と日曜日にごみが溜

まったから出してしまおうとかいう人もいます。収集場所の管理

は地域に任されているんですが、その地域の担当になっている方

からの苦情ってすごく多いんですね。なのでこれをまた減らすと、

町内会の方々はみんな分かっているんですけど、アパート世帯の

方は収集日がわかってないので、それが増えるんじゃないかなと

思います。 

嘉茂副課長  ごみステーションの収集日の看板などで祝日の収集はしません

と書いてはあります。 

遠田委員   でも見てないんですよ。それで出されて、地区によっては自宅に

ごみを持ち帰っているんです。不法に出されたものを持ち帰って、

また収集日に持っていくっていうのが増えるんじゃないかなと思

います。そういう問題もあわせて考えてもらいたいです。 

嘉茂副課長  週２回に減らすことにした場合は祝日も収集をするように考え

ているところです。 

遠田委員   何日か分のごみを家で保管するのも全ての世帯でそれができる

わけじゃないので、アパート世帯とかだと難しいとなると、収集日

ではない日に出してしまう人が増えると思います。 

嘉茂副課長  ごみの量が増えることについては、こちらも考えていきたいと

思います。 

 

分目部長   収集回数についてのご意見を結構いただきました。議題１の中

に指定袋の料金というものがありますが、こちらについてもご意

見をいただきたいと思います。 

遠田委員   木更津市に住んでいる人がいるんですが、木更津市のごみ袋は

かなり高いんですよね。なので袖ケ浦市のごみ袋を買って袖ケ浦

市に出している人がいるんです。わざわざ持ってきて。かといって

袖ケ浦市でごみ袋の値段を上げたりすると、今でもごみの有料化

に賛成している人が全員というわけでもないので、どうなのかな

と思います。 

江澤会長   料金の方どうですか。花澤さんご意見はありませんか。 
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花澤委員   料金は安ければ安い方がということはありますが。 

分目部長   安ければ安いほどいいというのは、皆様方の率直なご意見だと

思います。ただ、県内自治体の状況を調べていきますと袖ケ浦市が

極端に安いというところもあります。どのくらいの範囲であれば

市民の方もご理解いただけるのか、そのあたりをつかみたいと思

っています。今日の資料の一番最後に意見書を入れていますので、

これは紙媒体ですがメールでも構いませんので、家に帰ってご家

族の方やご近所の皆様方や集まりがあったときに、こんな話があ

るんだけどどういった形に持っていくのがいいかとお話しいただ

いて担当課までご提出いただいて、我々も方向性を出すのにいろ

いろな意見を伺いたいのでよろしくお願いします。 

鈴木委員   ちょっとお伺いしますけど、ごみ袋が１Ｌあたり０．４円という

のはずっとなんですか。最初から値上げしたことはない？ 

嘉茂副課長  そうです。有料化した時から変えてないです。 

分目部長   平成１３年度から変えていません。近年では県内自治体でも見

直しをしているところも出てきています。 

花澤委員   いっぺんに料金の値上げと、収集回数の減をやってしまうと、こ

れでは市民が納得できるものではないと思います。段階的に行っ

ていくしかない。ただ料金を上げると、先ほど遠田委員からも市外

の人が袖ケ浦市の袋を買って、袖ケ浦市に捨てていくといった話

もありましたので、不法投棄とか多くなっていくのではないかと

思いますので、よく検討したほうがいいと思います。両方いっぺん

にではなく、どちらを優先にするか、その辺を出してもらえればと

思います。 

分目部長   両方いっぺんに見直しを行うことは難しいと思います。委員の

皆様から意見をいただきながら、また次の審議会の中で検討して

いきたいと思います。 

 

齋藤委員   ごみ袋の容量が３種類ありますが、茂田委員の言うように私も

４０Ｌのごみ袋しか買ったことがないんですけれども、この大き

さを１つに統一しようという考えはあるのでしょうか。それとも

３種類のままでいくのでしょうか。１つの大きさにした方が大量

にできるのではないかなと思うんですが。 

嘉茂副課長  今のところ容量を変えるという考えはありませんが、大きい袋

を買う人が多い一方で、２０Ｌでも大きい、もっと小さい袋はない

のかという方もいます。例えば１人暮らしの方とか。そういう声も
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ありますので、収集回数を見直す段階になればそういったことも

検討することになると思います。 

分目部長   昨年、平川地区の行政懇談会の中で、ごみ袋の大きさについて、

袖ケ浦市の一番大きいごみ袋は４０Ｌ、市原市や木更津市は４５

Ｌ、なぜ４５Ｌにしないのかという話がありました。４０Ｌでは一

度に入らないけれど、もう１つ４０Ｌの袋を使うほどでもない。ポ

リバケツは４５Ｌなのに袖ケ浦は何を基準に作っているか、４５

Ｌの方がいいのではという意見が出ました。大きさについては検

討の余地があると考えています。 

江澤会長   他になければ議題１については終了として、続いて議題２の説

明を事務局からお願いします。 

 

（資料に基づき事務局説明） 

 

江澤会長   議題２について、ご意見はありますか。 

在原委員   資源物の収集方法は自治会回収とごみステーションと２つあり

ますが、自治会回収は回収品目が細かく分けられているので、今ま

で知らなかったこう分けるのかという勉強にもなります。２回出

すこともできるのでごみステーションだけの収集でもいいことは

いいんですが、自治会の回収は勉強の場になること、また、資源回

収を増やしたいということもあるので、私は一本化よりも、出す機

会が多い方がいいと考えています。 

花澤委員   資源回収につきましては今井地区でも行っており、それによっ

て大きな収入源になっている自治会もあります。ごみステーショ

ンでの収集に一本化することで手間も省けるかと思いますが、自

治会の資源回収の意識を高めるために自治会回収は必要なもので

はないかと思います。 

       議題２の２番のプラスチックリサイクルは、難しいと思います。

同じような製品もありますので、それをキチンと分別できるのか、

これだけ処理費用が高くなると、これで再資源化という意識を高

めていくことは難しいと思います。 

嘉茂副課長  いま委員さんのおっしゃられたように、容器包装プラスチック

ですが、非常に分別がむずかしい状況でして、いま国の方でも容器

包装だけでなく製品プラスチックも一緒に収集してリサイクルで

きるか考えているところですので、その辺を見ていきたいと考え

ています。また各市町村によって対象となっているものが違って
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いますので、袖ケ浦市で始めるなら何を対象にするのかも考えて

いきたい。 

 

遠田委員   プラスチックなんですが、お魚とかの入っている容器は販売店

舗で回収してくれるところもあります。ポイントとかに還元して

くれており、そこまでは簡単に資源として出せると思うんです。た

だそれより分別が細かくなってくると、わからなくなったら一般

ごみとして出してしまうと思うので、スタートさせるなら、誰でも

わかる分別のところから、トレイだけなら資源として出せますよ

という形で少しずつ浸透させた方がいいかなと、誰でも、子供でも

分かるところから、お肉が入ったトレイが資源だよと言えるとこ

ろから始めた方がいいと思う。 

 

上原委員   容器包装プラスチックについて聞きたいんですが、かずさクリ

ーンシステムの場合は焼却しているが、リサイクルというのは焼

却の３倍くらいの処理費用になるという。どうしてこんなに高く

なるんですか。というのもペットボトルなら、キャップは普通のプ

ラスチックですよね、ポリエチレンプラスチック。包装がこのリサ

イクル法の対象となり、本体のペットボトルは他の材質であるた

め、ペットボトルは３種類の材質となります。また、お菓子の包装

も対象になります。ポリエチレンは溶かしてまた樹脂として使え

るというのはわかるんですけれども、ペットボトルの包装はどの

ような扱いになるんですか。処理費用がちょっと高いので気にな

ったところです。 

山田主任主事 この容器包装プラスチックのリサイクルの用途は２種類あり、

材料リサイクルということで新しいプラスチック製品に生まれ変

わる、その原料として使うものと、ケミカルリサイクルといって助

燃材などの燃料として使うものですとか、用途が不透明なものも

あります。処理費用については選別費用が高いということと、前提

に書いてある収集日を減らしたり、先ほどお話しいただきました

けれども祝日の収集をした場合も含んだ費用で容器包装プラスチ

ックの費用を計算しているので、処理費用がかなり上がってしま

うのではとなっております。 

 

分目部長   資源物の自治会回収というのはこれまで各地区の自治会で取り

組んでもらっていますが、住民の皆様方の意識を高めるというこ
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とで必要というのが委員の皆様方の考えでありますか。 

 

（多数の委員がうなずく） 

 

遠田委員   ただ、新しいアパートへ入居された世帯ではなかなか分別して

出してくれないです。そこはどうしてもステーションでの回収に

なると思います。 

分目部長   アパートなどに入居している世帯の方々から協力はなかなか得

られないですか。市民の皆様方の意識を高めていくことで、さらに

資源物の収集ができ、燃やしてしまうものを減らしていくことが

必要と思います。 

 

大橋委員   今市原市に住んでいるんですが、古紙に関しては家の前に置い

ておくと業者の方が回収して、ごみ袋をくれるので、ごみ袋を買っ

たことがありません。ごみ袋が余るとポケットティッシュにして

くださいということもできるので、ここのところはとても便利だ

なと感じています。そういう自治体もあります。もうひとつプラス

チックのことなんですが、私は県外に実家があり、その自治体は紙

とプラスチック、２種類の分別だけで出すことになってます。だか

ら実家には必ず紙のごみ箱とプラスチックのごみ箱があって、見

た目だけで、紙かプラスチックかだけで分けています。 

江澤会長   他に意見もないようですので議題２は終了とします。次に議題

３の説明をお願いします。 

 

（資料に基づき事務局説明） 

 

江澤会長   ありがとうございました。それでは議題３について、質問等があ

ればお願いします。 

 

（委員から質問なし） 

 

江澤会長   それではこれを持ちまして、今日の議事は全て終了となります。 

嘉茂副課長  江澤会長ありがとうございました。 

 

（５）その他 

嘉茂副課長  それでは次第のその他になりますが、先ほど部長の方からご説
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明いたしましたが、お配りした資料の中に意見書というものをつ

けさせていただいております。本日のご意見のほかに何かご意見

がありましたら、またご家族の方などから、こういうことはどうか

とありましたら、意見書の方に記載していただいて、返信用封筒を

付けておりますので送付の方をお願いします。またこの用紙によ

らず、メール等で送っていただければと思いますので、よろしくお

願いします。８月いっぱいくらいまでにいただければと思います

が、その後でも構いませんのでよろしくお願いします。その他の件

は以上となります。何かご質問等ございますか。 

分目部長   皆様の日々の生活や事業を行っている中で、廃棄物関係の気づ

いた点とかございましたらお願いします。不法投棄の関係でも結

構ですので。 

 

江澤会長   ごみステーションの設置について、以前は補助金も出ていたと

思うんです。補助をやめたばかりですぐ復活はできないかもしれ

ないですが、可能であればそうしてほしいと思います。 

分目部長   ごみステーションの収集箱の補助金ですが、設置経費の２分の

１以内で上限が３万円まで補助していました。先ほど委員さんの

中でもあったように、ごみステーションを固定するのではない自

治会も結構出てきています。また、他市町村の状況を見て平成２８

年度に廃止したところですので、すぐに復活ということは難しい。

そういったご意見が多数出てくれば、対応については考えていく

ことになります。 

 

（６）閉会 

嘉茂副課長  それでは以上を持ちまして廃棄物減量等推進審議会を閉会いた

します。本日はお忙しい中ありがとうございました。 
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議題１ ごみ減量化推進事業について 

 

１ ごみ指定袋の料金の見直しに関する調査報告 

 

（１）調査の概要 ※資料１参照 

袖ケ浦市の一人１日当たりのごみ総排出量は全国平均を上回っており、一

層のごみ排出抑制と分別収集の促進及び再生利用を図る必要があります。 

排出抑制効果が期待できるものとして、本市では平成１３年から、ごみ指定

袋制度を導入し、排出者に対してごみ処理経費の費用負担を求めることによ

り、大量排出者と減量化・資源化に努める者と公平化を図っています。 

前回審議会（H3012127）にて報告しました、ごみ指定袋の料金の見直しの検

討を行うにあたり、調査を行いました。 

 

（２）他市町村との比較 ※資料１、資料 2 参照 

本市のごみ指定袋の料金は、県内の有料化を行っている市町村の中でもっ

とも低い金額でした。 

ごみ袋１リットルあたりの金額は、本市では０．４円となっており、一番高

い市町村が１．６３円で、平均は１．１５円となっております。 

 

（３）近年見直しを実施した他市町村の状況 ※資料１参照 

直近でごみ指定袋の料金改定を行った市町村の状況を、資料１に記載して

あります。 
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２ ごみ収集日の見直しに関する調査報告 

 

（１）調査の概要 

現在、本市では平日及び土曜日にごみの収集を行っており、可燃ごみにおい

ては通常では週３回「月・水・金」及び「火・木・土」で収集を行っており、

不燃ごみや資源物については週１回の収集を行っております。 

祝日につきましては、基本的には収集を行っておりませんが、ゴールデンウ

イークや年末においては、特別収集日を設けるなどして、必ず週２回は収集を

行うようにしており、現行の祝日に収集を行わない体制でも十分な回数の収

集を行っておりますが、祝日の偏りによってごみの収集回数に格差が生じて

おり、一部の市民から祝日収集の実施を求める声があります。 

 今回の調査は、市民サービスの向上や格差の是正について解消するため、ご

みの祝日収集についての見直しの検討を行うものです。 

加えまして、可燃ごみの収集回数について、県内の状況をみると半数以上が

週２回となっていることから、収集回数についても併せて検討します。 

 

（２）他市町村との比較 ※資料３参照 

 本市と同じく可燃ごみの収集を週３回行っている県内の自治体は、千葉県

全体の約４割となっており、週２回の収集は約６割となっています。 

  また、不燃ごみや資源物については、それぞれ月２回の収集で対応している

自治体が多い傾向にありますが、本市では週１回の収集を行っております。 

  祝日の収集については本市では行っておりませんが、県内の８割以上の自

治体では収集を実施しております。 

  

（３）祝日収集の検討について 

祝日収集を開始した場合、収集格差の是正が図れ、公正な市民サービスを提

供することができます。 

一方で、課題として、収集日が増えることによる収集費用の増加が見込まれ

ることや、収集回数が増加することにより、ごみが捨てやすい環境になるため、

一般家庭からのごみの排出量が増加することが懸念されます。 

 

（４）可燃ごみの週２回収集の検討について 

収集回数を減らすことにより、収集運搬費用が削減されるとともに、市民の

ごみに対する意識が高まり、ごみの量が減り、資源化の推進が期待されます。 

また、可燃ごみが減ることにより、指定袋の製造費や中間処理費用を削減す

ることができます。 

課題として、収集回数が減ることによる市民の利便性の低下や、１度に出さ

れる可燃ごみの増加に伴うごみステーションの適正管理、及び増加したごみ

を１日で収集可能かの検証が必要となります。 

県内では、千葉市が平成２１年４月から、市川市が平成２９年４月から収集

回数を週３回から週２回に減らしており、船橋市においては、今年１０月から

週３回から週２回に変更する予定です。 
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３ 今後について 

  ごみ指定袋の料金、祝日収集及び収集回数の見直しについては、市民生活へ

の影響が大きいものと考えられますので、併せて検討していく必要がありま

す。 

 今回の調査結果及び審議会の意見等を踏まえまして、今後、市としての方向

性をまとめてまいります。 
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議題２ ごみ資源化推進事業について 

 

１ 資源物収集方法のあり方検討について 

 

（１）事業の概要 

資源回収自治会事業は、資源回収を行う自治会を支援することで、ごみの資

源化・減量化を促進し、ごみの搬入量を抑制して施設の延命化を図るために、

平成５年度に開始しました。 

開始より２０年以上が経過し、資源回収自治会事業は全自治会の２／３が

実施しておりますが、ごみステーションでの資源物収集もあることから、費用

対効果等を勘案して将来の資源物収集のあり方について一本化を含めて検討

しておりました。 

前回審議会（H30.2.27）にて報告しました、資源物収集方法のあり方の、今

後の考え方についてご報告します。 

 

（２）資源物の収集方法について ※資料４参照 

  本市の資源物の収集方法については、次の３通りの方法があります。 

  ① ごみステーション収集 

  ② 資源回収自治会事業 

  ③ 団体回収 

  それぞれの内容については、資料４に記載してあります。 

 

（３）一本化を行うことの検討について 

 資源物の収集方法を一本化する場合、以下のとおりの影響があると考えら

れます。 

 

①市民の資源化に対する意識の低下 

事業開始より２０年以上が経過しており、事業を継続している自治会

では資源回収自治会事業が定着しており、資源化に対する意識は高まっ

ていると思われます。 

ごみステーションに一本化する場合は、自治会活動ではなくなり、資源

化に対する意識が低下する懸念があります。 

また、実施している地域では資源物収集日が実質週２日あることにな

るため、資源物の収集日が１日減ることになります。 

 

②資源物の収集量が減少する 

資源回収自治会事業の資源物収集量は大きく、資源物の総量のうち約 

１／４を占めています。 

資源回収自治会事業に熱心な自治会も多く、また自治会にとってのメ

リットも大きいことから、ごみステーションに一本化した場合は経済的

動機の消失から資源物の収集量が減少する恐れがあります。 
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  ③資源物売却益の減少 

資源回収自治会事業では、ごみステーションでの資源物収集より分別

が細かく、より純度の高い資源物を収集しています。 

このことから資源売却単価が高くなっているため、ごみステーション

に一本化することで市の歳入が減少します。 

 

 ④ペットボトルキャップ、廃食用油の資源化ができなくなる 

上記の２品目は資源回収自治会事業限定のものであり、ごみステーシ

ョンに一本化した場合はその資源化ができなくなります。 

 

⑤助成金の減少 

平成２９年度の実績で、資源回収自治会事業の助成金は１自治会平均

で年間約５０，０００円になります。 

ごみステーションに一本化した場合は自治会への助成金がなくなるこ

とになります。 

 

 ⑥一部地域で資源回収自治会事業が困難である 

    資源回収自治会事業は２／３の自治会で行っていますが、自治会によ

っては回収場所を設置したうえで収集車が通れるだけの道路がなく、ま

た設置が可能な土地も確保できないことから開始していない地区があり

ます。 

残りの１／３の自治会全てで事業を開始することは困難となっていま

す。 

 

 ⑦資源物を排出するスペースの確保が難しい 

    平成２９年度の実績で、資源回収自治会事業では約１，４００トン、ご

みステーションでは約１，０００トン（不燃ごみとして排出されたものを

含む）の資源物が排出されています。 

どちらに一本化した場合でも、収集場所に資源物が収まりきらない可

能性があります。 

 

（４）経費について 

ごみステーションに一本化した場合、ごみステーションでの収集量が増え

ます。 

それにより、ごみ収集用の車両を増車する必要があり、ごみ収集委託費は増

額となりますが、資源物回収事業費、推進員関係費及び助成金等がなくなるこ

とにより、経費が下がることが見込まれます。 

 一方、資源回収自治会事業に一本化した場合は、ごみステーションの収集が

なくなります。 

ただし、不燃物等の収集に車両を使用するため、ごみ収集委託費の軽減は見

込めず、資源物回収事業費のみが増額となるため、経費は高くなることが見込

まれます。  
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２ 容器包装プラスチックリサイクルの検討について 

 

（１）事業の概要 ※資料５参照 

 容器包装プラスチックリサイクルとは、商品を入れている「容器」および「包

装」で、プラスチックでできたものをリサイクルするものです。 

本市では平成２０年度に開始についての検討を行うためご審議いただきま

したが、ごみ収集の体制や日程に調整が必要となり、市民生活への影響が大き

い一方で、かずさクリーンシステムで処理するより経費が高額であることか

ら見送られ、国の動向を注視しながら検討するとしていました。 

  前回審議会（H30.2.27）にて報告しました、容器包装プラスチックリサイク

ルの、今後の考え方について報告します。 

 

（２）事業を開始した場合に見込まれる排出量 

  見込まれる量としましては、近隣市の状況から市民１人あたり年間約５㎏

の排出量が見込まれます。 

 

（３）現在、事業を実施していない理由 

 

①前提 

    容器包装プラスチックリサイクルの収集日を設定するためには、燃せ

るごみの収集回数を週３日から２日に変更して、減らした１日を容器包

装プラスチックの日のあてる必要があります。 

収集回数を見直すことで祝日の収集が必要になると思われます。 

重さは軽いものが多い一方で容積が大きいため、圧縮機能のあるパッ

カー車を流用します。 

 

 ②処理費用について 

   かずさクリーンシステムの処理委託費は約２．６万円／トンであるこ

とに対して、容器包装プラスチックリサイクルでは約７．７万円／トンの

処理費用が発生する試算となっています。 

 

  ③再資源化にあたっての問題点 

    容器及び包装のプラスチックのみが対象となっていることから、分別

が非常にわかりにくいということがあります。 

これにより分別が不十分となり残渣が発生し、引取事業者が選別を行

うことになるため、手間と費用が多くかかります。 

 

（４）国の動向 

 「容器包装リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」（平成

２８年５月 産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員

会、容器包装リサイクルワーキンググループ、中央環境審議会循環型社会部容

器包装の３Ｒ推進に関する小委員会 合同会合）によると、次のような提言が
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されています。 

 

① プラスチック製容器包装の分別収集・選別保管の在り方として、「手間

や費用の負担等を理由に分別収集・選別保管をやめる自治体も出てきて

いる現状を踏まえて、自治体の負担感軽減策を検討すべき」とあります。 

また考えられる施策の例として、容器包装以外の製品プラスチックの

一括回収の実証研究を検討・実施すべきとあります。 

② プラスチック製容器包装の再商品化の在り方及び再生材の需要拡大と

して、「再商品化製品の質の向上や再商品化製品需要の拡大（再商品化製

品利用製品の用途の透明化を含む）を通じて、消費者等の理解と協力を広

めつつ従来よりも高付加価値な最終用途商品への利用を促進することが、

消費者の分別排出や自治体の分別収集の協力拡大による環境負荷低減と

社会全体のコスト削減にもつながる」とあります。 

 

 環境省では、製品プラスチックは再資源化が可能なものも多く含まれて

いるにも関わらず、容器包装リサイクル法の対象外であるためリサイクル

がされていないことから、製品プラスチックの効率的な回収システムの構

築、回収した製品の再資源化、再製品化及び消費者認知の向上策の検証を目

的として、製品プラスチックの店頭回収・リサイクルの実証事業を行ってい

ます。 

 

３ 今後について 

資源収集方法については、費用面を考えればごみステーションでの資源物

収集が望ましいが、資源回収自治会事業の実施により、市民の資源化に対する

意識の向上につながっており、廃止した場合、市民の資源化に対する意識が低

下し、リサイクル率の低下につながるものと予想されます。今後審議会の意見

等を踏まえまして、方向性をまとめてまいります。 

  容器包装プラスチックリサイクルについては、処理費用が高額になること

や分別が難しいこと、また、収集日の見直しが必要になること等の課題があり、

実施は難しいものとなっていますが、今後も国の動向を注視し、時期を見極め

て事業開始の検討をしたいと考えています。 
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議題３ その他報告事項について 

 

１ 枝・草のリサイクルについて 

 

平成３０年度より新規事業として開始した剪定枝及び刈草等再資源化処理

委託について報告します。 

 

（１）事業の概要 

  一般廃棄物処理基本計画の取り組み№２７「剪定枝の資源化」について、平

成２９年度までは剪定枝中型粉砕機によりチップ化を図ってきましたが、処

理能力が低いことから全量処理することができず、大半をかずさクリーンシ

ステムにて焼却処理をしてきました。 

よって、本年６月から資源化が可能な民間事業者に外部委託することで、資

源化を推進するものです。 

 

（２）再資源化方法 

 民間事業者に引き渡した枝は、破砕処理後にチップ化され、敷材等での活用、

たい肥化、バイオマス燃料化されます。 

 

２ ごみ処理施設長寿命化事業について 

 

（１）本市のごみ処理施設の現状 

本市のごみ処理施設については、平成元年度の稼働から約３０年が経過し、

老朽化により修繕の回数も増えてきており、維持管理費も増大している状況

であります。 

今後も安定的かつ継続的なごみ処理を実施していくため、既存施設の修繕

及び更新を実施する必要があります。 

 

（２）ごみ処理施設長寿命化事業 

平成２９年度において、外部委託により現状の施設の状況調査や改修工事

の設計を行い、施設整備の方向性や具体的な改修内容を定めました。 

 

【平成３０年度実施工事】 

①ストックヤードの建設工事 

シートハウスによる紙・布類のストックヤード 

屋外での草・枝木・不法投棄物のストックヤード 

②ごみ処理施設クレーン更新工事 

１号クレーンの更新 

走行レーンの更新 
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【平成３１年度以降の工事予定】 

①ごみ処理施設改修工事 

屋上防水・電動シャッター・金属建具・消防設備等の改修工事 

②粗大ごみ処理施設改修工事 

プラットホーム・屋上防水・電動シャッター・金属建具等の改修工事 

③破砕機更新工事 

剪断式破砕機から回転式破砕機への更新 

④ごみ処理施設煙突解体工事 

解体後の跡地利用に屋外でのペットボトルのストックヤードを建設 

※オリンピック需要により工事費が高騰していることから情勢を考慮

し工事を発注します。 

 

（３）今後について 

平成３１年度に、破砕機更新工事を予定していますが、破砕機の更新をする

場合は、千葉県知事へ一般廃棄物処理施設の変更の届出をする必要があり、届

出には、生活環境影響調査の結果を記載した書類を添付することとなってい

るため、今年度、生活環境影響調査を実施いたします。 

また、この生活環境影響調査の結果については、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第９条の３第２項において、「条例で定めるところにより、公衆の縦

覧に供し、意見書を提出する機会を与えなければならない。」とされています

が、本市には、この縦覧及び意見書の提出について定められている条例がない

ことから、今年度、「袖ケ浦市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関

する条例」の一部改正を行う予定です。 

 

【改正内容】 

 生活環境影響調査の結果の縦覧等に関する規定を追加する。 

① 縦覧等の対象となる施設 

② 縦覧等の告示 

③ 縦覧の場所及び期間 

④ 意見書の提出先及び提出期限 

⑤ 環境影響評価（環境アセスメント）との関係 

⑥ 他の市町村との協議 

 

 



資料１

１　平成２８年度の１人１日あたりのごみ総排出量
袖ケ浦市 木更津市 富津市 千葉県平均 全国平均

949ｇ 1,142ｇ 1,056ｇ 925ｇ 925ｇ

２　袖ケ浦市のごみ指定袋（容量、料金は燃せるごみ・燃せないごみ共通）
容量 料金 1Ｌあたりの料金

20Ｌ 11円/枚 0.55円

30Ｌ 13円/枚 0.43円

40Ｌ 16円/枚 0.40円

３　千葉県内でごみ処理手数料を徴収している市町村のごみ指定袋1Ｌあたりの料金
№ 市町村名 1Ｌあたりのごみ袋代 №

1 袖ケ浦市 0.40 19

2 八千代市 0.60 20

3 香取市 0.75 21

4 東庄町 0.75 22

5 大網白里市 0.78 23

6 九十九里町 0.78 24

7 東金市 0.78 25

8 神崎町 0.78 26

9 千葉市 0.80 27

10 君津市 1.00 28

11 木更津市 1.00 29

12 富津市 1.00 30

13 勝浦市 1.00 31

14 栄町 1.04 32

15 銚子市 1.04 33

16 御宿町 1.11 34

17 大多喜町 1.11 35

18 いすみ市 1.11 36 　　平均1.15円

Ｈ21 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

1,139 1,104 1,092 1,060 1,071 1,063 1,056

0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

- 96.2 95.1 92.3 93.3 92.6 92.0

Ｈ26 Ｈ28

1,288 1,100

0.68 1.04

- 96.2

６　その他直近で料金改定・有料化制度導入を行った市町村

平成28年4月1日より、超過従量制（無料可燃袋90枚（1人世帯は20Ｌ、2～4人世帯は30Ｌ、5人以上
の世帯は40Ｌ）・無料不燃袋20枚を配布、超過分は1Ｌあたり4.5円で購入）から単純比例制（1Ｌあたり
1円）に改定

君津市

平成29年4月1日より、1Ｌあたり1.11円から1.33円に改定。他に10、20Ｌ袋を廃止し、15、30Ｌ袋を新設

平成28年12月1日より、1Ｌあたり1.28円から0.75円に改定。他に20、30Ｌ袋を廃止し、25Ｌ袋を新設

平成26年2月1日より、1Ｌあたり0.8円の有料化制度を導入

館山市

香取市・東庄町

千葉市

市町村名 概　要

-

改定前（Ｈ22）との比較（％）

１人１日あたりのごみ総排出量（ｇ）

-

Ｈ27

1,144

指定袋の料金（１Ｌあたり・円）

改定前（Ｈ27）との比較（％）

0.68

５　直近でごみ指定袋の料金改定を行った市町村の状況（銚子市、約１．５倍の値上げ）

ごみ総排出量

館山市

芝山町

1Ｌあたりのごみ袋代

1.16

市町村名

鴨川市

南房総市

鋸南町

山武市

君津市

932ｇ

1.11

1.16

1.33

1.33

1.33

1.63

1.63

1.50

1.33

1.33

横芝光町

多古町

匝瑳市

1.63

1.33

※容量・種類ごとに１Ｌあたりの金額が違う市町村があるため、各市とも最大の容量の可燃ごみ袋を参考にしています

Ｈ22

1,148

旭市

睦沢町

長南町

茂原市

0.50

超過従量制のため対象外

１人１日あたりのごみ総排出量（ｇ）

長生村

一宮町

長柄町

４　直近でごみ指定袋の料金改定を行った市町村の状況（富津市、２倍の値上げ）

1.63

1.63

指定袋の料金（１Ｌあたり・円）

白子町

1.63

1.63

※指定袋の料金体系は、野田市以外の単純比例制（排出時に１袋○○円の袋を購入する）、野田市の超過従量制（年に
○○枚の無料袋を配布し、超過した分は高額なごみ袋を購入する）となっています。

野田市



資料２

県内市町村　指定袋料金一覧

有料指定袋制：○　無料・認定指定袋制：△　指定袋制無し：× 平成30年7月調査

1 千葉市 ○

10Ｌ：8円
20Ｌ：16円
30Ｌ：24円
45Ｌ：36円

○
10Ｌ：8円
20Ｌ：16円

× 270円／10ｋｇ
370円、750円、
1120円、1500円

平成26年2月1日有料化開始

2 銚子市 ○

15Ｌ：17.7円
20Ｌ：22.6円
30Ｌ：31.9円
45Ｌ：46.6円

○ 45Ｌ：46.6円 ○
ビン・缶・ＰＥＴ・容プラ
20Ｌ：10.3円
45Ｌ：18.7円

59円／10ｋｇ 許可業者利用のみ
平成16年10月有料化開始
平成28年4月1日値上げ改正
※可燃20Ｌは在庫終了次第廃止

5 館山市 ○
15Ｌ：20円
30Ｌ：40円
45Ｌ：60円

× ×

可燃　30ｋｇ未満：無料
　　　　　　　30ｋｇ：150円
　　　　30ｋｇ以上：　50円／10ｋｇ加算
　　 　110ｋｇ以上：150円／10ｋｇ加算
不燃　50ｋｇ未満：無料
　　　　　　　50ｋｇ：1570円
　　　　50ｋｇ以上：520円／50ｋｇ加算

500円
平成29年度より、
指定袋の料金・サイズ改訂

6 木更津市 ○
20Ｌ：20円
30Ｌ：30円
45Ｌ：45円

○
20Ｌ：20円
30Ｌ：30円
45Ｌ：45円

△
びん・缶・ＰＥＴ・容プラ
20Ｌ、30Ｌ、45Ｌ

130円／20ｋｇ 800円

8 野田市 ○

無料券配布後、
不足分は購入
20Ｌ：85円
30Ｌ：125円
40Ｌ：170円

○

無料券配布後、
不足分は購入
20Ｌ：85円
30Ｌ：125円
40Ｌ：170円

× 135円／10ｋｇ 540円
無料券は可燃・不燃合計で年120枚
資源物は、全て本市の自治会回収と同
様の方法で回収

9 茂原市 ○
20Ｌ：35円
30Ｌ：50円
40Ｌ：65円

△ 約30Ｌ、約40Ｌ ×
340.2円／20ｋｇ

小数点以下切り捨て
集積所で無料収集 長生郡7市町村共通

12 東金市 ○
20Ｌ：15円
30Ｌ：25円
45Ｌ：35円

△ 30Ｌ △
缶・ビン・ペットボトル
30Ｌ

100円／10ｋｇ

150円
300円
450円
600円

平成20年7月1日から可燃ごみ有料化
不燃ごみ・資源物共通指定袋
東金市外三市町清掃組合（粗大のみ共
通）

13 旭市 ○
15Ｌ：25円
30Ｌ：45円

○ 40Ｌ：45円 ○

缶　　　40Ｌ：25円
ビン　　30Ｌ：25円
ＰＥＴ　 45Ｌ：25円
容プラ　45Ｌ：25円

100ｋｇ未満：100円／10ｋｇ
100ｋｇ：1500円

100ｋｇ以上：150円／10ｋｇ加算
※資源物については、100ｋｇ以上でも

100円／10ｋｇ

許可業者利用のみ

16 勝浦市 ○

20Ｌ：20円
30Ｌ：30円
40Ｌ：40円
製造費込みの販売
金額はおおよそ
20Ｌ：37円
30Ｌ：52円
40Ｌ：67円

△ 30Ｌ、45Ｌ △
缶・ＰＥＴ・容プラ
・その他プラ
30Ｌ、45Ｌ

60円／10ｋｇ 500円

・指定袋代は処理手数料＋製造費
　製造業者から販売店に直に納品されて
いるため、販売店ごとに製造費が異な
り、販売額が異なる。
・不燃ごみ・資源物共通指定袋
・可燃性粗大のみ有料

Ｎｏ 自治体名 可燃ごみ 不燃ごみ 資源物 備考粗大ごみ

1 / 4



資料２

Ｎｏ 自治体名 可燃ごみ 不燃ごみ 資源物 備考粗大ごみ

19 八千代市 ○

10Ｌ：8.5円
20Ｌ：12円
30Ｌ：18円
40Ｌ：24円

○ 20Ｌ：12円 ×
150円／点
300円／点

300円
600円

21 鴨川市 ○

20Ｌ：20円
45Ｌ：50円
袋代込みの販売金
額はおよそ
20Ｌ：27～30円
40Ｌ：61.5～67円

△ 20Ｌ △
缶・ビン・ＰＥＴ・乾電池・
有害ごみ
20Ｌ、45Ｌ

【可燃ごみ】
50円／10ｋｇ

100ｋｇ以上：120円／10ｋｇ加算
【破砕を要するごみ】

70円／10ｋｇ
100ｋｇ以上：120円／10ｋｇ加算

【粗大ごみ】
70円／10ｋｇ

（1点500円を上限）

500円
指定袋代は製造業者の自由価格であ
り、下記価格はごみ処理手数料のみ

23 君津市 ○
20Ｌ：20円
30Ｌ：30円
40Ｌ：40円

○
20Ｌ：20円
30Ｌ：30円
40Ｌ：40円

× 430円／点 860円 Ｈ28.4.1より超過量従量制から変更

24 富津市 ○
20Ｌ：20円
30Ｌ：30円

○ 30Ｌ：15円 ○

びん・缶・ＰＥＴ
30Ｌ：15円
容プラ
45Ｌ：15円

90円／ｋｇ 800円

27 袖ケ浦市 ○
20Ｌ：11円
30Ｌ：13円
40Ｌ：16円

○
20Ｌ：11円
30Ｌ：13円
40Ｌ：16円

× 100円／10ｋｇ 500円、1000円

32 南房総市 ○

10Ｌ：16円
20Ｌ：31円
30Ｌ：42円
45Ｌ：52円

× ×
20ｋｇ以下：無料

20ｋｇ以上100ｋｇ以下：51円／10ｋｇ
100ｋｇ以上：154円／10ｋｇ

566円／点 鋸南地区環境衛生組合

33 匝瑳市 ○
15Ｌ：20円
30Ｌ：40円

○ 40Ｌ：40円 ○

缶・びん・ＰＥＴ・容プラ・衣
類・金属類・ガラス類
20Ｌ：10円
40Ｌ：20円
紙　シール：20円

400円／100ｋｇ
基本料金　2000円

従量料金　400円／100ｋｇ
匝瑳市ほか二町環境衛生組合

34 香取市 ○
25Ｌ：20円
40Ｌ：30円

△ 40Ｌ △
びん・缶　40Ｌ、20Ｌ
ＰＥＴ　40Ｌ

可燃　100ｋｇ以上：100円／10ｋｇ
不燃　100ｋｇ以上：200円／10ｋｇ

集積所で無料収集 Ｈ28.12.1より指定袋値下げ

35
(1)

山武市
（成東地域）

○
10Ｌ：20円
30Ｌ：40円

○
金属・ガラス
19Ｌ：30円

○
缶・びん　19Ｌ：30円
ペットボトル　37Ｌ：20円

100円／10ｋｇ

150円
300円
450円
600円

東金市外三市町清掃組合（粗大のみ共
通）

35
(2)

山武市
（山武地域・
松尾地域・
蓮沼地域）

○
22Ｌ：30円
30Ｌ：40円

○ 35Ｌ：20円 ○

缶・びん・衣類・その他布・
雑誌・新聞・ペットボトル・
紙パック・白色トレイ・段
ボール　35Ｌ：20円

100円／10ｋｇ 200円 山武郡市環境衛生組合

36 いすみ市 ○
20Ｌ：30円
45Ｌ：50円

○ 20円／ｋｇ 30円／ｋｇ
H28.10より不燃ごみと資源物は共通袋
H28.10より粗大ごみ値上げ

不燃・缶・びん・ペットボトル
20Ｌ：10円
45Ｌ：20円

2 / 4



資料２

Ｎｏ 自治体名 可燃ごみ 不燃ごみ 資源物 備考粗大ごみ

37 大網白里市 ○
20Ｌ：15円
30Ｌ：25円
45Ｌ：35円

△ 100円／10ｋｇ

150円
300円
450円
600円

東金市外三市町清掃組合（粗大のみ共
通）

39 栄町 ○
15Ｌ：16円
25Ｌ：26円
45Ｌ：47円

○
15Ｌ：16円
30Ｌ：31円

○

缶・びん・ＰＥＴ・プラ・布
15Ｌ：10円
30Ｌ：15円
40Ｌ：20円
紙類　シール：20円

無料
110円、330円
550円、770円

印西地区環境整備事業組合
※有料化は処理手数料ではなく、収集運
搬量としてやっている。

40 神崎町 ○ 45Ｌ：35円 ○ 45Ｌ：35円 ○
びん・缶・ＰＥＴ
45Ｌ：35円

可燃　100ｋｇ以上：100円／10ｋｇ
不燃　100ｋｇ以上：200円／10ｋｇ

許可業者利用のみ

41 多古町 ○
15Ｌ：20円
30Ｌ：40円

○ 40Ｌ：40円 ○

缶・びん・ＰＥＴ・容プラ・衣
類・金属類・ガラス類
20Ｌ：10円
40Ｌ：20円
紙　シール：20円

400円／100ｋｇ
基本料金　2000円

従量料金　400円／100ｋｇ
匝瑳市ほか二町環境衛生組合

42 東庄町 ○
25Ｌ：20円
40Ｌ：30円

△ 40Ｌ △
びん・缶　40Ｌ、20Ｌ
ＰＥＴ　40Ｌ

可燃　100ｋｇ以上：100円／10ｋｇ
不燃　100ｋｇ以上：200円／10ｋｇ

許可業者利用のみ Ｈ28.12.1より指定袋値下げ

43 九十九里町 ○
30Ｌ：25円
45Ｌ：35円

△ 30Ｌ △ 30Ｌ 100円／10ｋｇ

150円
300円
450円
600円

東金市外三市町清掃組合（粗大のみ共
通）

44 芝山町 ○
22Ｌ：30円
30Ｌ：40円

○ 35Ｌ：20円 ○

缶・びん・衣類・その他布・
雑誌・新聞・ペットボトル・
紙パック・白色トレイ・段
ボール　35Ｌ：20円

100円／10ｋｇ 200円 山武郡市環境衛生組合

横芝光町
（横芝地域）

○
22Ｌ：30円
30Ｌ：40円

○ 35Ｌ：20円 ○

缶・びん・衣類・その他布・
雑誌・新聞・ペットボトル・
紙パック・白色トレイ・段
ボール　35Ｌ：20円

100円／10ｋｇ 200円 山武郡市環境衛生組合

横芝光町
（光地域）

○
15Ｌ：20円
30Ｌ：40円

○ 40Ｌ：40円 ○

缶・びん・ＰＥＴ・容プラ・衣
類・金属類・ガラス類
20Ｌ：10円
40Ｌ：20円
紙　シール：20円

400円／100ｋｇ
基本料金　2000円

従量料金　400円／100ｋｇ
匝瑳市ほか二町環境衛生組合

46 一宮町 ○
20Ｌ：35円
30Ｌ：50円
40Ｌ：65円

△ 約30Ｌ、約40Ｌ ×
340.2円／20ｋｇ

小数点以下切り捨て
集積所で無料収集 長生郡7市町村共通

47 睦沢町 ○
20Ｌ：35円
30Ｌ：50円
40Ｌ：65円

△ 約30Ｌ、約40Ｌ ×
340.2円／20ｋｇ

小数点以下切り捨て
集積所で無料収集 長生郡7市町村共通

48 長生村 ○
20Ｌ：35円
30Ｌ：50円
40Ｌ：65円

△ 約30Ｌ、約40Ｌ ×
340.2円／20ｋｇ

小数点以下切り捨て
集積所で無料収集 長生郡7市町村共通

49 白子町 ○
20Ｌ：35円
30Ｌ：50円
40Ｌ：65円

△ 約30Ｌ、約40Ｌ ×
340.2円／20ｋｇ

小数点以下切り捨て
集積所で無料収集 長生郡7市町村共通

ビン・ガラス・カン・ペットボトル・金属類
30Ｌ

45

3 / 4



資料２

Ｎｏ 自治体名 可燃ごみ 不燃ごみ 資源物 備考粗大ごみ

50 長柄町 ○
20Ｌ：35円
30Ｌ：50円
40Ｌ：65円

△ 約30Ｌ、約40Ｌ ×
340.2円／20ｋｇ

小数点以下切り捨て
集積所で無料収集 長生郡7市町村共通

51 長南町 ○
20Ｌ：35円
30Ｌ：50円
40Ｌ：65円

△ 約30Ｌ、約40Ｌ ×
340.2円／20ｋｇ

小数点以下切り捨て
集積所で無料収集 長生郡7市町村共通

52 大多喜町 ○
30Ｌ：30円
45Ｌ：50円

× × 20円／ｋｇ 集積所で無料収集

53 御宿町 ○
10Ｌ：20円
20Ｌ：30円
45Ｌ：50円

○ 90円／ｋｇ 90円／ｋｇ Ｈ24.10より排出量単純比例型を実施

54 鋸南町 ○

10Ｌ：16円
20Ｌ：31円
30Ｌ：42円
45Ｌ：52円

× ×
20ｋｇ以下：無料

20ｋｇ以上100ｋｇ以下：51円／10ｋｇ
100ｋｇ以上：154円／10ｋｇ

566円 鋸南地区環境衛生組合

10Ｌ：5円
20Ｌ：7円
45Ｌ：15円

4 / 4



資料３

県内市町村　収集回数調査表

単位：回

可燃 不燃 有害 瓶 缶 PET 容器 紙 布 家電

1 袖ケ浦市 3 1 月1 1 1 1 1 1 1 ×

2 千葉市 2 月2 月2 1 1 1 1 1 ○

3 銚子市 2 月2 月2 月2 月2 月2 1 1 月2 ×

4 市川市 2 月2 月2 月2 月2 1 1 1 1 月2 ○

5 船橋市 3 月1 月1 1 1 1 1 1 ○

6 館山市 2 月2 月2 月2 月2 月2 ○

7 木更津市 2 月2 月2 1 1 1 1 月2 月2 ×

8 松戸市 3 月1 1 1 1 1 1 1 1 1 ○

9 野田市 2 1 1 ○

10 茂原市 3 月1 月1 月2 月2 月2 月2 月2 ○

11 成田市 2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 ○

12 佐倉市 3 月2 月2 月2 1 1 月2 ○

13 東金市 3or5 月2 月1 月2 月2 月2 ○

14 旭市 2 月2 月2 1 1 1 1 1 1 ○

15 習志野市 3 月2 月1 1 1 1 1 1 月2 ○

16 柏市 2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 ○

17 勝浦市 2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 ○

18 市原市 3 月1 月1 1 1 1 1 1 月1 ○

19 流山市 2 月2 月2 月2 1 ○

20 八千代市 3 月2 月2 1 1 1 1 1 月2 ○

21 我孫子市 2 月2 月2 月2 月2 月2 1 1 1 ○

22 鴨川市 2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 ○

23 鎌ヶ谷市 3 月2 月2 1 1 1 1 1 1 ○

24 君津市 2 月1 月1 月2 月2 1 1 月2 月2 ○

25 富津市 2 1 1 2 2 2 1 月2 月2 1 ○

26 浦安市 3 月2 月2 1 1 1 1 ○

27 四街道市 3 月1 月1 1 1 1 1 1 1 ○

28 八街市 3 月1 月1 月1 月2 月2 月3 1 1 月1 ×

29 印西市 2 月2 月2 1 1 1 1 1 1 ○

30 白井市 2 月2 月2 1 1 1 1 1 1 ○

31 富里市 3 月2 月1 月1 月1 月1 月1 ○

32 南房総市 2 月1 月1 月2 月2 月2 月2 月2 月1 ○

33 匝瑳市 2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 ○

34 香取市 2 月2 月2 月2 月2 月2 1 月2 月2 ○

35 山武市（成東地域） 2 月2 月2 1 1 1 月2 ○

36 山武市（上記以外） 2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 ○

37 いすみ市 3 月2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 ×

38 大網白里市 3 月1 年2・3 月1 月2 1 月1 ○

39 酒々井町 2 月1 月1 月2 月2 ○

40 栄町 2 1 月1 1 1 1 1 1 1 1 ○

41 神崎町 2 月1 月1 月1 月1 月1 1 ○

42 多古町 2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 ○

43 東庄町 2 月2 月2 月2 ○

44 九十九里町 2 月1 年2 月1 月1 1 月1 ○

45 芝山町 2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 ○

46 横芝光町（横芝地域） 2 月2 年3 月2 月2 月2 月2 月2 月2 ○

47 横芝光町（光地域） 2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 月2 ○

48 一宮町 2 月2 月2 月2 1 ○

49 睦沢町 3 月1 年3 月1 月1 月2 月1 月1 ○

50 長生村 3 月1 年3 月1 月1 月1 月1 月1 ○

51 白子町 3 月1 年3 月1 月1 月1 月1 月1 ○

52 長柄町 3 月1 年3 月1 月1 月1 月1 月1 ○

53 長南町 3 月1 年3 月1 月1 月1 月1 月1 ○

54 大多喜町 3 月1 月1 月1 1 1 月1 月1 月1 ×

55 御宿町 2 月2 月2 月2 月2 1 1 1 月2 ×

56 鋸南町 2 月1 月1 月2 月2 月2 月2 月2 月1 ×

集計表 単位：地区

可燃ごみ 21 38% 34 60% 1 2%

不燃ごみ 4 7% 33 59% 19 34%

有害ごみ 3 5% 26 47% 15 27% 4 7% 8 14%

瓶 1 2% 16 28% 24 43% 11 20% 4 7%

缶 1 2% 14 25% 27 48% 9 16% 3 5% 2 4%

ペットボトル 1 2% 22 39% 23 41% 6 11% 4 7%

容器包装プラスチック 19 34% 10 18% 26 46% 1 2%

紙 20 36% 19 34% 7 12% 10 18%

布 17 30% 18 32% 6 11% 15 27%

小型家電 4 7% 11 20% 7 12% 34 61%

祝日収集

収集方式

ステーション方式

 祝日収集

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

資源以外 資源物Ｎｏ 自治体名

収集回数

ステーション方式

ステーション方式

週3回 週2回 週1回 月2回 月1回

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

その他（一部個別）

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

回収なし その他

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

ステーション方式

実施している

48 86%

実施していない

8 14%



資料４

資源物収集方法比較表

ごみステーション収集 資源回収自治会事業 団体回収

回収頻度 週１回 週１回 団体による（１回～１２回）

回収品目
（分け方）

・ガラスびん
・缶類
・ＰＥＴボトル
・古布類
・古紙
※ガラスびんと缶類は同じ曜日に収
集
※ＰＥＴボトル、古布類、古紙は同じ曜
日に収集

・ガラスびん（無色）
・ガラスびん（茶色）
・ガラスびん（その他の色）
・アルミ缶
・スチール缶
・ＰＥＴボトル
・ＰＥＴボトルキャップ
・新聞紙
・雑誌
・段ボール
・紙パック
・雑がみ
・古布類
・廃食用油
※全て同一の曜日

団体による

排出方法
透明な袋に入れるなど分別をして、ご
みステーションに出す。

自治会が決めた回収場所に市がコン
テナなどを配布。
廃棄物減量等推進員がコンテナを展
開し、分別指導をする。
市民が分別して出す。

団体による

回収箇所数 約1,500箇所 約300箇所　※114自治会 17団体

助成金 － ４円／㎏　※回収した自治会に助成 ４円／㎏　※回収した団体に助成

分別の主体 市民が分別後、市が磁選別、手選別 自治会 団体

収集方法 市（ごみ収集委託３社） 市（資源物収集委託１社）
各団体と契約した
資源物買取業者

売却益 市 市 団体

特徴

分別があまり細かくないため排出し易
い。
廃食用油とＰＥＴボトルキャップが出せ
ない。

回収した自治会に助成金が入る。
分別指導のため、各自治会に１名ず
つ廃棄物減量等推進員を配置してい
る。
推進員の指導もあり、細かい分別をし
ており、また、資源物の状態がきれい
なため売却価格が高くなる。

売却益と助成金の両方が活動団体に
入る。

回収量
（Ｈ29実績）

1043.29ｔ 1441.49ｔ 763.87t

助成金額
（Ｈ29実績）

－ 5,738,016円 3,055,480円



資料５

容器包装プラスチックの対象品の例

対象 対象外

項目 物を入れたり包んでいるもの 物を入れても包んでもいないもの

対象品

1. 食料品を入れたトレイ
2. 乳製品を覆ったシュリンクパック
3. 乾電池等のシュリンクフィルム
4. 乾電池等のシュリンクフィルム（両端開放）
5. 表面積1/2超のラベル・テープ・ステッカー・シール
6. PETボトルの①キャップ②ボトル ③ラベル（分離可
能）
7. PETボトルの①キャップ②ボトル③ラベル（分離不可
能）

1. 飲料用ストロー・弁当用のスプーン・フォーク
2. 表面積1/2以下のラベル・テープ・ステッカー・シール
3. キャンデーの棒

項目 容器のフタ、キャップ、中フタ、シール状のフタ等
他の部分と一体となって、物を入れても包んでいないも

の

対象品

1. 住宅用洗剤等に付属するトリガー（引き金式ノズル）
部分
2. ホームサイズシャンプー等に付属するポンプ部分
3. 食パン等の袋の口をとめるための留め具
4. 豆腐容器の上部のフィルム

1. にぎり寿司の中仕切り

項目 中仕切り、台紙、緩衝剤等

対象品

1. 段ボール箱の中の緩衝材
2. 中仕切り
3. 箱に入っているパソコンのモニターフィルム
4. 袋に入っている靴下に付けられている厚紙やフック

項目 中身が商品または商品の一部であるもの 中身が商品でないもの

対象品

1. お弁当につけられた割りばしの袋や飲料パックのス
トローの袋
2. 商品を入れるために提供されるレジ袋や紙袋
3. 新聞の雨除けの袋
4. 有料のカタログを入れた袋
5. 説明書の袋
6. 商品と同一の試供品や景品の容器

1. 試供品や景品の容器
2. 家庭で付した容器や包装
3. クリーニングの袋
4. ＣＤレンタルの際に使用される袋

項目 通常、商品が費消された場合に不要となるもの 通常、商品の一部であると考えられるもの

対象品

1. お菓子の袋
2. シャンプーの詰め替え容器
3. 非常食用のレトルトパック
4. 口紅の入れ物
5. マスカラの入れ物
6. スティックのりの入れ物
7. キャラクターの形をしたシャンプーの容器
8. 出前の①使い捨て容器②上部を覆っているラップ
フィルム

1. 硬プラスチック製の植木鉢（皿も含む）
2. 湿布薬の台紙
3. 使い捨てライター
4. 保冷剤や乾燥剤を直接入れた個袋
5. 薬、薬用酒等に添付されている計量カップ

項目 通常、商品が分離された場合に不要となるもの
持ち運びに支障をきたすため分離しても不要とならな

いもの

対象品 1. 背広が入った①カバーや②その中にあるハンガー
1. CDやDVDのケース
2. 電動工具のケース

項目
保管時の安全や品質保持等に支障をきたすため分離

しても不要とならないもの

対象品

1. 歯磨きのトラベルセットのケース
2. 化粧品の携帯用ポーチ
3. ネックレス等の貴金属の保管用ケース
4. シェーバーやドライヤーの収納ケース

項目 対象となる素材 対象とならない素材

対象品

1. PETボトルの①キャップ②ボトル③ラベル
2. バイオマスプラスチックでできているレジ袋
3. 複合素材（アルミ40ｇ、プラスチック60ｇ）でできている
ラミネートチューブ

　容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の定義では、「商品の容器及び包装（商品の容器
及び包装自体が有償である場合を含む。）であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要
になるもの」が容器包装であるとなっています。容器包装プラスチックはこのうちプラスチック製のもので、リサイクル
マークが付いたものが対象（一部リサイクルマークがないものもあります）となります。

リサイクルマーク

※出典　容器包装リサイクル協会ホームページ　再商品化義務の対象となる「容器」か「包装」か
（プラスチック製以外ののものは除外しています）

「容器」または
「包装」に該当

するか

商品の容器ま
たは包装か

中身の商品が
分離・費消され
た場合に不要

となるか

再商品化義務
の対象となる
容器包装区分

か
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平成３０年度第１回廃棄物減量等推進審議会 意見書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 

                  袖ケ浦市役所廃棄物対策課 

電話 ０４３８－６３－１８８１ 

f a x ０４３８－６２－２８２０ 

Mail sode18@city.sodegaura.chiba.jp 

議題 1 ごみ減量化推進事業について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議題２ ごみ資源化推進事業について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議題３ その他報告事項について 

 

 

 

 

 

 

            ※欄が足りない場合は裏面の余白をご利用ください。 


