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資料２－２ 

市町村からの御意見と県の考え方について 
 

該当箇所 御意見（要旨） 県の考え方 

計画（案）に

おける実績値

関係 

廃棄物処理の現状と課

題での最終実績年度が平

成 20 年度となっている

が、平成 21 年度実績を使

う方が良いのではないか。 

廃棄物処理計画の策定を行うに

当たっては、最新の実績値をもとに

現状と課題を把握することが必要

です。 

今回の計画（案）の策定において

は、平成 20 年度の実績値が確定し

ている最新の実績値となることか

ら、現状と課題の把握はその数値を

基にしたところです。 

なお、今後の進捗管理において

は、その時点における最新の実績値

をもとに計画の進捗状況を把握し

ていくこととしています。 

一般廃棄物の

最終処分量 

 

最終処分量の中に、エコ

セメントや溶融スラグと

して再利用されているも

のについては、統計から外

れているのか。 

焼却灰として県外に排

出したものがエコセメン

トや溶融スラグの施設に

搬入された場合、どこに示

されているか。 

焼却灰のリサイクル・有

効利用の計画量について

も数値化すべきと考える

が、どうか。 

エコセメントや溶融スラグとし

て再利用されているものは、「最終

処分」ではなく「再生利用」として

取り扱っています。この場合、県内

で排出された焼却灰等であれば、そ

の再生利用が県外で行われる場合

であっても、再生利用の実績として

取り扱っています。 

また、本計画（案）においては、

国の基本方針における目標設定を

踏まえ、一般廃棄物と産業廃棄物と

いう区分で排出量、再生利用率、最

終処分量についての目標を設定す

ることとし、個別の目標設定は行わ

ないこととしたところです。 

しかしながら、目標の設定に関す

る御意見については、今後の業務の

参考とさせていただきます。 



 

2 
 

資料２－２ 

該当箇所 御意見（要旨） 県の考え方 

市町村におけ

るごみ処理費

等の状況 

有料化を実施する自治

体と無料の自治体との生

活系可燃収集ごみ量の原

単位（一人１日当たりの排

出量）が示されている。 

本市は既に有料化実施

市町村の数値を下回って

いることから、廃棄物処理

基本計画に掲げた家庭ご

み有料化施策は必要ない

とする強い意見を受けた。 

ついては、有料化効果の

取り上げ方として、例え

ば、有料化実施前と実施後

のごみ量及び資源化量（又

はリサイクル率）の変化を

示してはいかがか。 

本計画（案）においては、ごみ処

理有料化の効果について、実施済み

市町村と未実施市町村の平均排出

原単位を比較し、有料化実施市町村

のほうが未実施市町村より排出原

単位が少ない傾向にあることを示

したところです。 

この場合、実際の排出原単位が有

料化実施市町村の平均値以下であ

るとしても、それが直ちにごみ処理

有料化の効果や必要性を否定する

ものではないと考えますが、御意見

を踏まえ、それぞれの区分における

排出量の状況について、最高から最

低までの幅を示すように修正しま

した。 

なお、有料化の効果検証方法に関

する御意見については、今後の業務

の参考とさせていただきます。 

し尿処理 近年急速にディスポー

ザーシステムが設置され

始めており、発生する汚泥

処理が課題となる。 

今後、千葉県廃棄物処理

計画にディスポーザーか

ら発生する汚泥の取扱い

（一般廃棄物又は産業廃

棄物）についてどのような

位置付け又は反映させて

いくのか。 

ディスポーザー対応型浄化槽の

認定等が行われてからまだ期間が

短く、その普及も進んでいない状況

から、本計画（案）では、ディスポ

ーザーから発生する汚泥の処理に

ついては特に触れていないところ

です 

ディスポーザー対応型浄化槽の

普及状況等を見ながら、今後必要に

応じて検討を行うこととします。 
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該当箇所 御意見（要旨） 県の考え方 

施 策 Ⅱ － ３

「再生資源の

利用の促進」 

要綱を作り、より積極的

に溶融スラグ・エコセメン

トの利用を図られたい。 

県では、全国に先駆けて平成 8 年

に「千葉県溶融スラグ利用促進指

針」を策定し、公共工事での利用の

促進を図っているところです。 

また、平成 21 年 3 月に策定した

「公共事業コスト構造改革プログ

ラム 2009」においても、環境対策

を進める施策の一つとして、溶融ス

ラグ・エコセメントの有効利用を進

めることとしています。 

施 策 Ⅲ － １

（１）「一般廃

棄物処理施設

関係」 

最終処分の多くを遠方

の他県の自治体に頼らざ

るを得ない現状からも、県

主導による最終処分場の

設置を望む。 

一般廃棄物処理施設の整備につ

いては、市町村が地域の実情等に応

じて計画的に進めていくべきもの

と考えています。 

そこで、本計画（案）では、市町

村が地域の実情に応じて行う広域

化・集約化による一般廃棄物処理施

設の整備を促進することとし、必要

な情報提供や助言を行うこととし

ています。 

施 策 Ⅲ － ４

「災害廃棄物

等の処理体制

の整備」 

各自治体とも、あらゆる

予期できない災害等につ

いては予断を許さない。 

これに備え、自治体間の

協定等が締結されている

が、県がより実効的に調整

を行うためにも、各自治体

の受け入れ余力の詳細情

報をリアルタイムに把握

し、明確な体制を設立され

たい。 

一般廃棄物処理は市町村が主体

となって行うものであること及び

震災廃棄物処理計画等が策定され

ていない市町村があることを踏ま

え、県としては、市町村における災

害廃棄物処理体制の整備を促進す

ることとしたところです。 

災害時には広域的な調整を図る

必要が生ずることも想定されるこ

とから、御意見については今後の業

務の参考とさせていただきます。 

施策Ⅳ 

不法投棄対策 

公共用地（県道・町道）

の不法投棄物の回収・撤去

を実施しています。 

この業務はかなりの負

担となることから、県には

市町村の負担を早急に軽

減していただけるように

要望します。 

道路の適正な管理については、道

路管理者の責任として行うもので

あると考えます。 

なお、不法投棄の防止対策等につ

いては、県と市町村等が連携して取

り組むこととしているところです。 
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該当箇所 御意見（要旨） 県の考え方 

施 策 Ⅳ － ２

「廃家電等の

処理費用負担

に対する意識

向上の推進」 

廃家電不法投棄対策の

充実などについて、早急に

国への働きかけを行う旨

の修正をしてほしい。 

廃家電の不法投棄対策の充実・強

化等については、既に国に対して要

望を行っていることから、原文どお

りとさせていただきます。 

なお、本計画（案）では、今後も

国への働きかけを行うこととして

いるところです。 

施 策 Ⅳ － ３

「不法投棄廃

棄物の適正な

管理の確保と

支障除去対策

の実施」 

 

不法投棄等の違反行為

者等の特定のため、防犯カ

メラの設置等の強化対策

に努める旨の記述を加え

てほしい。 

防犯カメラの設置は産業廃棄物

のみならず一般廃棄物の不法投棄

防止対策としても有効と考えられ

ることから、現場の実情に詳しい市

町村によるきめ細やかな不法投棄

対策が実施できるよう、補助制度を

設け、防犯カメラを設置する場合に

支援を行っています。 

これについては、施策Ⅳ－３「市

町村等との連携を図りながら、徹底

した監視活動に取り組みます。」と

していますので、原文どおりとさせ

ていただきます。 

施 策 Ⅴ － １

「一般廃棄物

処理困難物の

資 源 化 の 検

討」 

 

一般廃棄物処理困難物

の資源化の検討について、

この問題は従前より提起

されており、市町村等はそ

の間も処理に苦慮してい

る。 

具体的に今後どのよう

な計画があるのか（又は計

画を作成するのか）、本処

理計画に明記したらどう

か。 

一般廃棄物は市町村において処

理することが原則ですが、市町村で

の処理が困難な廃棄物があり、その

取り扱いに苦慮している実態を踏

まえ、本計画（案）において、資源

化や適正処理を確保する仕組みづ

くりを検討することとしたもので

あり、原文どおりとさせていただき

ます。 

 


