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議 長 令和 2年度第 1回甲州市廃棄物減量等推進委員会を始めさせていただく。 

次第に則り進める。 

 

事務局 廃棄物減量等推進委員の職務等について説明を行う。 

続いて、諮問書の提出を行う。 

    「廃棄物減量化、資源化及び適正処理に関する条例に基づき、下記の通り諮

問します。諮問事項、条例別表第 1に掲げる生活系粗大ごみの手数料の見直

しについて」 

ご審議、よろしくお願いいたします。 

 

事務局 環境センター使用期限及び解体事業について説明を行う。 

 

議 長 解体工事は令和 3年度から入るということで、環境センターは来年の 3月

31 日で終わりということでよろしいか。以上の件について何か質問はある

か。 

 

議 長 ないようなので次の説明をお願いする。 

 

事務局 粗大ごみの回収の仕組みについて説明する。 

粗大ごみの収集の現状の体系について、粗大ごみは環境センターで家庭系

粗大ごみの積み替え場所として、市民の利用、市民の持ち込み専用に計量

器を設置して 10kg あたり 200 円の手数料で受け入れを行っている。また、

家庭系不燃粗大ごみを各地区の拠点収集場所にて無料で回収を行ってい

る。続いて粗大ごみに係る現状は、ここ 2年粗大ごみの収集量は減少傾向

ですが、一方で持ち込みの車両台数は増加傾向である。可燃物で主な品目

は、布団毛布、木製家具類、テーブル等で、不燃物で主な品目は、自転

車、スチール整理棚、掃除機、扇風機などとなっている。粗大ごみ全体の

排出量における可燃物の割合は約 60％、不燃物の割合は約 40％となってい

る。粗大ごみの回収の状況について説明を行う。山梨県内の 13 市における

粗大ごみの回収の実施状況を記載している。県内では粗大ごみに関して排

出者が直接ごみ処理場へ持ち込む方法をとっている。甲府と笛吹市におき

ましてはセンターを解体、またはセンターがないので、直接、甲府・峡東

クリーンセンターに持ち込みを行っている。その他シールを貼り、月に 1

回、もしくは 2回ごみステーションへ出す方式も併用している。富士吉田
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市と上野原市では、戸別回収を併用して行っている。なお、県外の自治体

では、主に直接ごみ処理センターに持ち込む方法か戸別収集方式が用いら

れている。 

続いて、新たな収集体系について令和 3年度に先ほど説明した通り、解体

工事が始まることから環境センターによる家庭系粗大ごみの積み替え場所

の可燃、不燃粗大の受け入れについて、新たな代替の収集方法を構築する

必要があり市では検討してきた。代替策については、甲府・峡東クリーン

センターの受け入れについて運営基準や収集を委託する山梨・甲州環境協

同組合で費用面、市民に対する状況等を念頭にいくつかの候補を検討して

きた。環境センターごみ処理場の廃止に伴う今後の粗大ごみの排出方法

は、確定前から実施している拠点回収の実施回数を増やして導入を進めて

行く。新たな収集体系は、粗大ごみの具体的な仕組みについて説明を行

う。 

事務局 粗大ごみの収集の具体的な仕組みについては、年間 45 回の各収集地区の収

集日が定められ収集日の前までに電話または市の窓口で申し込みを行い、

収集日当日までに品目ごと定められた金額の納付書を用いて金融機関で支

払い、排出者が地区の拠点回収場所へ直接持ち込むものとする。 

受付方法は先ほど説明した通り、電話もしくは市の環境政策課窓口で受付

を行う。収集頻度について、市内各 12 箇所における指定日に収集を行う。

可燃、不燃併せて 45 回なので、会場は市の候補用地もしくは民間事業者に

ご協力をいただき予定をしている。申込の頻度と個数の制限は、どうして

も会場が狭いということで、1世帯あたり出せる個数を 5件までとする。ご

みの出し方は、排出者が地区の拠点場所へ予約した指定日に直接持ち込む

ものとする。周知、啓発方法は、市の広報またはホームページや CATV 等で

周知を行う。また、ごみの分別ガイドブックの方も作成を行う。 

 

議 長 説明に関して、環境センターが来年 3月 31 日に利用が終了すること、その

代替事業として市で考えた粗大ごみ拠点回収の仕組みの説明を受けた。こ

のことについて、最初に質問を受ける。 

 

委 員 排出場所は市内各箇所と書いてあるが、今の 12 箇所とは何を基準にしてい

るのか考えを聞きたい。 

 

事務局 塩山地区は、市役所の駐車場、市民文化会館の駐車場の他、松里、神金、
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大藤、玉宮、奥野田の旧村単位の地区で計 7箇所を予定している。勝沼地

区は、ぶどうの丘南側駐車場、勝沼支所南側駐車場、勝沼図書館北側駐車

場、勝沼健康センター北側駐車場の計 4箇所を、大和地区は大和スポーツ

公園駐車場を予定している。各地区の収集場所は合計 12 箇所で実施をする

計画で進めている。 

 

委 員 粗大ごみ回収の受付は電話で品目やサイズや拠点回収場所と書いてある

が、やはり品目やサイズや個数も申込時点での確認の方法はどのようにす

るか。電話での受付だとものを持ってなく、わからないのではないか。本

人の申請だけで確認をするのか。 

 

事務局 品目ごとに価格の方を設定したいと考える。タンスであれば 300 円、自転

車であれば 600 円、あまり複雑で 100 とか 200 品目にならない形で、一目

でわかるような品目であればいくらというように、特に寸法とか個々にあ

る。ただ細かく寸法を制限すると非常に複雑になるので、例えばタンスで

あれば 3辺が 210cm 以内であれば 300 円、それよりも大きいものであれば

600 円。一つの品目で 2段階くらい、もしくはソファーであれば一人掛けと

二人掛けで価格を変える、というところで考えているので、複雑にならず

に本人が迷わないようガイドブックを作成したいと考える。 

 

委 員 この受付をしたときの方が確認をする時は、その申請書だけで確認をする

のか。例えばタンスだと何 cm がいくらとか、それ以上がいくらとか分かる

が、本人が分からないけど品目を書く。でも実際にここで持って行く時

は、右と左に分かれて持っていくようにも見えるし、拠点の回収のものと

手数料のものとがあって、そこの確認はどうなるのか。 

 

事務局 品目ごとに設定した金額に基づき、申請者の粗大ごみの品目確認をする。

なお、それぞれの品目に全部金額が入っているものを各家庭に配るような

形をとる。50 音順の方がいいと考えるが、50 音順で探してその品目を一つ

言っていただく、二つあれば二つ言っていただき受付をするような形にな

る。 

 

委 員 排出場所の市内 12 箇所は、例えば一か所で受付がマンモスになることも考

えられるが、その場合はそちらの方の排出場所に出してください、という
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こともあり得るのか。 

 

事務局 予約制の形をとらせていただくので、1会場に制限を設けさせていただく。

例えば、45 回の中の 26 回を可燃ごみ、19 回を不燃ごみにしているが、あ

る程度制限させていただかないと運べないという理由があるので、その日

に予約していない人はもう受け取れないと話をさせていただく。 

 

議 長 他に意見はあるか。 

 

委 員 現在行っている年一回の各地区での拠点回収はしないということか。 

 

事務局 今まで年一回行っていた無料はなくなり、全部この形にシフトさせていた

だく。環境センターに持ってきたことを地域に広げて回収させていただく

形なので、無料という形はサービスがついてしまうので無くなるという形

で了承いただきたい。 

 

委 員 収集頻度は、12 箇所における指定日が年間 45 回ということだが、その 45

回のとらえ方は 45 回を 12 箇所で割ってそれを 4回ということか。45 回と

いうのは全部で 45 回なのか、それか今が年間 1回なのでそれが 45 回を 12

箇所あるから 12 で割ってだいたい 4回ということか。 

 

事務局 全ての可燃と不燃を含めて年間 45 回に設定する。塩山地区の市役所の東側

駐車場、市民文化会館については両方合わせて 15 回、その他は引くと 30

回になるので概ね 3回程度回らせていただく形になる。 

 

議 長 理解できなかったが、45 回という計算は各拠点 1か所あたり 4回程度とい

うことか。年間可燃不燃 1 か所あたり 45 回やるということか。 

 

事務局 実施回数は全部で 45 回とさせていただく。45 回を 12 箇所に回らせていた

だくという形で、市役所と文化会館を 15 回。15 回の内訳は可燃と不燃をそ

れぞれの割合で分けた形で 15 回とさせていただく。他の地区は年間 3回ぐ

らいさせていただいてそれを可燃中心にするのか、月の組み合わせの中で

どうするか、先ほどと違うが年間 45 回が週 1回程度あると思っていただけ

ればいい。各場所は概ね現状やっている無料拠点回収の地域を中心に計画
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させていただいているが、これについては塩山の方が大和の会場で予約が

受けられれば大和に運んでもいいし、大和の方が塩山に運んでもいいよう

な運用を考える。 

 

議 長 全体の 12 箇所すべてで 45 回で塩山地区は若干多めで週 1くらいは回収す

るが、週 1というのはあくまでも可燃と不燃は別だから今週可燃やったら

次週は不燃で回収してくれる。どうしても今日片付けたく別の場所に予約

できればそちらに持って行ける。他に質問はあるか。 

 

委 員 7 番のごみの出し方では拠点回収場所への指定日があるのですが、例えば申

し込まない人が境川の甲府・峡東クリーンセンターに持ち込むことはでき

るのか。対策はどうなっているか。 

 

事務局 甲府・峡東クリーンセンターは、4市の市民の方が出せる排出場所になって

いるので、今回計画している拠点回収以外に、甲府・峡東クリーンセンタ

ーへ平日と土曜日に営業しているので、直接持ち込んでもらうことは可

能。 

 

議 長 甲府・峡東クリーンセンターは何しろランダムに受け入れしていただけ

る。しかも土曜日も営業していただける。他に質問はあるか。 

 

議 長 では説明に対して何か意見はあるか。 

 

事務局 一般廃棄物処理手数料について説明を行う。手数料の現状、粗大ごみは排

出者自ら甲州市の環境センターごみ処理場へ直接持ち込んでいただき、計

量器でごみの総重量によって手数料の算出を行っている。10kg あたり 200

円。次に収集関係は、収集対象の品目の目安として甲州市のごみの指定

袋、黄色いごみ袋のうちの 45L に入らないものを粗大ごみとして考えてい

る。 

粗大ごみの有料化の背景について、粗大ごみの有料化を導入した自治体の

導入目的は、ごみを有料化にかかわる効果によれば、粗大ごみの減量化、

税金の負担の公平化、住民意識の向上と三つが目的として挙げられてい

る。その中で有料化した自治体での具体的な実施目的として、以下の 5点

を挙げている。まず 1として、物を大事に使い、多少壊れても修理して長
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く使う意識と行動を誘発させ、ごみの減量を推進する効果が期待できる。

次に 2として、ごみの問題に対する住民意識を向上させる。次に 3とし

て、粗大ごみの排出量は世帯間格差があり、処理費用を一律に平均で賄う

ことは公平でなく、排出量に応じて排出者が処理費用の一部を負担するこ

とで負担の公平化を図る。次に 4として、家庭系ごみ全般の減量化促進を

さらに図る。次に 5として、減量化によるごみの処理費用すなわち焼却

部、破砕処理、および最終処理費の削減を図る。 

続いて、ごみの有料化制を説明する。処理料の設定の方式は、品目別に手

数料の設定をする方法、定額制の処理料を設定する方法、大きさ別に手数

料を設定する方法、一定以上有料とした手数料の設定をする 4つの方法が

ある。まず 1番目では品目別に料金の設定をする方法について、概ね 1個

300 円から 1500 円の間で品目別に、大きさ別に 5ランク程度の料金を設定

し、排出の依頼者から料金を徴収する。メリットは、市民の皆様には品目

名が一覧表になっており、粗大ごみはどんなものか具体的なイメージを伝

えることができる。市では品目別の排出量の推移や季節変動を把握するこ

とができ、収集計画や処理計画への反映ができる。共通項目として、品目

別の料金設定方式では、測定作業が不要であるとともに、事前に納付書に

より手数料の納付が可能であり収集現場での手間が省略できる。デメリッ

トは、ごみの手数料一覧に排出する品目と一致する品目があれば手数料が

わかるが、一致していない場合は判断しにくい。過度に細かく品目別、大

きさ別の処理手数料を設定すると一覧から該当する品目を探すのが大変で

ある。電話対応で処理料を説明しにくい場合がある。粗大ごみの収集時に

料金が適正に払えているかどうか納付書の収納印等で確認するが、過度に

細かく品目別、大きさ別に処理料を設定すると確認がしにくい。典型的な

品目別の料金設定の例では、300 円はホットプレート。600 円は自転車。

900 円はカラオケ。1200 円はソファーベッド。1500 円は本棚食器棚。ま

た、大きさ別の設定方法の例としては、高さ幅奥行が 180cm 未満だと 300

円。同じく 240cm 未満だと 600 円。300cm 未満だと 900 円。350cm 未満だと

1200 円。410cm 未満だと 1500 円以上などである。 

続いて、2番目の定額制の料金設定について、定額制料金の設定方法は粗大

ごみを大きさや品目にかかわらず 1個いくらだという料金の設定を行う方

式である。メリットは、個数に比例するので支払う料金が分かりやすい。

粗大ごみの収集時に料金が適正に払われているかどうかラベル等で処理手

数料の確認をする。単価方式では現場で重量や容量の測定や、処理料の納
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付が必要となるが、定額料金制の方式では別料金設定方式と同様に計量作

業が不要であるとともに、事前に手数料を納付することが可能であり収集

現場での手間を省略できる。デメリットは、品目別の排出量の推移や季節

変動を把握することができず実績形態に基づく収集計画や処理計画が策定

しにくいことがある。これの事例では、市の指定ごみに入らないものを粗

大ごみとし、一辺が 1.5m 以下で持ち運びできるものを一律 300 円。長辺が

1.5m を超え 3m 以下で持ち運びができるものを一律 600 円。そういった場合

で 600 円の場合は 300 円の処理券を 2枚貼って出す形式になる。これは主

にルート回収、ごみステーションに何時までに出すという場合に使うケー

スで、この手法ととっている自治体もある。もう一つ定額料金制は、申請 1

個について 2000 円トラック 1台分までの同一料金という設定方式もある。 

続いて、3番目の重量当たりの単価設定方式は、甲州市環境センターの現行

方式、重量で粗大ごみの料金を設定する方法の内容である。45L のごみ袋に

入らない重さ 5kg 以上のものを粗大ごみとし、10kg あたり 200 円等の単価

を設定して処理手数料を徴収する。メリットは、客観的に計測できる重量

や容量がごみ手数料の算定の基礎となり処理手数料について納得がしやす

い。料金が重量や容量の計測だけで処理料が計算できるため市民に説明し

やすい。デメリットは、品目別の排出量や推移や季節変動の把握ができ

ず、実績形態に基づく収集計画や処理計画が策定できない。共通事項と

て、現場で重量や容量の測定作業や処理手数料の納付が現場で必要になる

ことから排出者の立ち合いが必要になる。 

最後に、一定量以上の有料方式では、一定個数までは無料収集し一定量を

超す場合処理手数料を徴収する。これは一定量のレベル、例えば 20 個まで

は無料で、それ以上超えた場合には有料にするという方式になる。デメリ

ットは、一定量が多すぎる場合には粗大ごみの発生抑制に対する経済的な

優良効果が発生しにくい。一定量以上排出したかどうかの判定のため事務

作業が生じる。例として毎年各世帯に無料配布シールを 20 枚配布し、シー

ルが貼ってあれば無料で粗大ごみを収集するという手法になる。 

この粗大ごみの収集の設定方法について、市では拠点回収の手法を進めさ

せていただくが、その手法に応じた設定方法はどの方法がいいかで、先ほ

どの 4つの中から検討を重ねた結果、品目別に手数料を設定することとし

た。品目ごとに設定をさせていただいたが、次回の審議会では料金設定の

案に基づき粗大ごみの手数料の額について審議していただきたい。 

続いて手数料の徴収方法と特徴については、以上の四角の表に示す通り三
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つの方法があり、現金の徴収方法と納付書の方式と手数料券の方式の 3種

類から市では納付書の方式をとらせていただく。回収方式が拠点回収方式

のため、先に記載しております現金の徴収方法では、各拠点回収場所で現

金をその都度徴収すると混雑を招く欠点、手数料券方式では、事前にシー

ルの作成が必要なことや案内不足や齟齬による不適正排出が生じ、自己判

断で手数料券を買い不適正排出が生じることもあり、電話で申し込みをい

ただき品目を聞いて価格の設定をする納付書の方式を取らせていただく。

支払方法は、予約後に送る納付書を用いて金融機関等で手数料を納めてい

ただく。メリットは、適正な料金案内が可能、そして立ち合い不要で対象

物の残置がない。デメリットは、郵送するので納入通知が必要となり、先

払い方式でない場合は滞納が生じやすく手続きが煩雑になる。懸案事項

は、事前の払いは確認手続きに時間を要し、事後払いは滞納や不納欠損に

対応する必要がある。以上が手数料の設定方式と特徴の説明をする。 

続いて、4番目の手数料の支払い方法は、納付書による事前払いの方式をと

らせていただく。 

先に収集方法、2番目として手数料関係の説明、対象品目に関しては 45L に

入らないものを目安として、受付方法については電話か窓口で願いする。

収集頻度は 12 箇所を 45 回で実施する。申込頻度と個数の制限は、一戸あ

たり 5点までとし、ごみの出し方は排出者が拠点回収場所へ指定日に直接

持ち込んでいただく。周知啓発方法は、甲州市ホームページによる周知の

徹底や説明会の開催、ごみのガイドブックを作成する。手数料の徴収方法

は、納付書方式とする。手数料関係の手数料の設定は、次回の審議会で審

議をしていただき答申をいただくことになる。 

 

議 長 それでは説明について、何か質問はあるか。 

粗大ごみの考え方の目安で甲州市の指定ごみ袋に入らないものと謳われて

いるが、現状はごみのガイドブックにこれは粗大ごみだから環境センター

へと書いてある。その関係とこれとはどうするか。 

 

事務局 現在、ごみのガイドブックにはかなりの品目の記載があり、45L で可燃ごみ

として処理できるものに関して整理を行っている。ただ混乱を招いてはい

けませんので、基本的にはガイドブックに沿った粗大ごみの出し方の記載

があるものはそのまま残させていただくように考えている。 
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議 長 ごみのガイドブックに書いてある 45L に入るものだと、いわゆる複合素材

のものは基本的に環境センターに持って行くことになっている。 

 

事務局 基本的には複合素材は可燃と不燃に分けていただき環境センターで受け入

れを行っている。現場に作業員がおり、そこで分解作業をお手伝いいただ

きながら分別して回収しているが、今回の拠点回収では場所が非常に狭

く、また危険性もあるので基本的には可燃と不燃で分けた収集を行うの

で、複合素材については事前に分けていただくか、例えばマットレスでス

プリング入りのものは、そのまま現場で分解分別できないので基本的に甲

府・峡東クリーンセンターに直接排出していただくか、一般廃棄物の運搬

業者を紹介させていただくので、そういった業者にお願いをする手法を考

えている。 

 

議 長 他に質問はあるか。 

 

委 員 今の説明でいかにガイドブックをどのように作成するかとの大きな課題が

見えてくる。年齢もだんだん増してくると見えにくく、分からないことが

多々あるので市民にわかりやすいガイドブックを作ってくれるとありがた

い。ごみ出しにおける一人暮らしの高齢者対策を含め、そういうことを市

で周知して地域の人たちに困ったら、一人暮らしとか一人暮らしでなくて

もそういう質問を投げかけられた時に保健環境委員が答えて手助けをして

いただけるとありがたいと感じるので行政もご指導をいただきたい。 

 

事務局 貴重なご意見をいただき、これから取り組むごみ出しにおける高齢者への

対応、分かりやすいガイドブックの作成について取り組みを進めたい。先

ほどの徴収方法の中で金融機関という話がでたが、来年 1年目で諸々な作

業的ができないので、もし金融機関に行けなかった場合にも予約だけいた

だければ一年の期間を見ながら現金徴収もやむを得ないと考えている。そ

れでも極力現金は扱いたくないシステムなので、なるべく事前納付してい

ただけるよう周知をしていく。 

 

議 長 他に意見で何かあるか。 

 

委 員 今の委員の話が大変貴重だと思うけれども、いつもごみの収集のお知らせ
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を見るけれど、ガイドブックを見るのもわかるが、概要版というか、大事

なところを抜き出したようなものも一つ出していただくと身近に置ける。 

 

議 長 今の意見は、詳細なガイドブックではなく別の概要版など見えるようにし

て判別ができるものがあってもいいという話。 

 

委 員 文章を、単純明快でわかる言い回しをしていただきたい。行政側の文章っ

て難しいというか、作るのでしたらわかりやすく細分化した文章をできる

だけ使うところに力を入れていただきたい。 

 

事務局 大変貴重な意見を頂戴した。ガイドブックの他に一般的に多いものを抽出

している。これを工夫して冷蔵庫に磁石で貼って見ていただき、それで迷

ったらガイドブックを見ていただくようなものを考えておく。 

 

委 員 それに絵が欲しい。 

 

事務局 あまり絵を入れるとページ数も多くなるが、意見としていただき工夫す

る。この審議会を 3回予定している。約束できないが 3回目に間に合え

ば、そういうものを提示したいと考えている。 

 

議 長 その他に意見はあるか。 

 

委 員 今でも結構粗大ごみをリサイクルステーションへ捨てられることがある。

これが始まるともっと増えると思うが、頻度とか、その辺はどう考える

か。 

 

事務局 粗大ごみの収集方法は、出したい時に出せないという不便な部分がある。

今まで環境センターのみで収集していたものを各地区に分散させていただ

くので、その部分ではこのような手法で出しやすくしますというアナウン

スを十分にさせていただく。また、わかりやすい資料を作り粗大ごみはこ

ういう品目でこういう適正な出し方をしてくださいということは十分に強

めたい。ただ一方で今の話の通り、不適正排出もしくは不法投棄は現状も

あり、その部分では市でも監視体制を強めることも当然検討している。市

民周知の重要性の部分と、一方で監視体制を強めることをしっかり行いた
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い。 

 

議 長 私もリサイクルステーション管理をしているが、委員の通り毎週、毎週対

応している。その感覚からいうと、これはすぐに片付けなくてはならない

ものが出てくる可能性がある。その場合に今まで環境センターに持って行

くことができたが、これからは環境センターがないので、一時的に預かっ

てもらえることも考えていただきたい。そういう一時的な置き場所を確保

していただけるとありがたいがどうか。 

 

事務局 保健環境委員の皆様には不法投棄について地区の回収にご協力いただき感

謝している。市でも今まで環境センターに役員に持ち込んでいただいた不

法投棄物は保管をして処理しているが、この度の解体により市では保管で

きる場所を探して検討したが見つかっていない。4月以降の不法投棄、不適

正排出は、一度市役所に現物を持ってきていただいて、その日に処分を業

者にお願いすることを考えているので、そのままの状態で長期間放置する

ことは各地域で行わないようスムーズな処理を行えるよう体制を検討して

いる。 

 

議 長 お願いしたい。他に質問や意見はあるか。この方法では嫌だとか反対とい

うのはよろしいか。 

    もう一点、先ほど複合素材の場合の扱い、例えばバネ入りソファーなど中

に鉄が入っている家具や不燃物の中に入っている可燃性の粗大ごみが結構

ある。そういうものは基本的には解体して可燃と不燃と分けていただくこ

とで先ほど説明があったが、それは難しいからこそ環境センターで係員の

方が壊している。ただそれが拠点回収だと作業場所がなく作業員もいない

ので受け取れなく持ち帰りくださいと言わざるを得ないケースも出てく

る。その場合に利用者としては切ない話になり、その辺を防ぐためには事

前に、こういうものを出したいという電話での予約の中できっちり丁寧に

説明をしないとならない。その電話対応についても考えているか。 

 

事務局 職員はシミュレーションして説明ができるようマニュアルを作らせていた

だき、極力持ってきた方が不都合のない状況をつくりたいと考えている。

ただ電話のやりとりでお互いの疎通が難しい場合もあると思うが、そこは

少なくする努力をさせていただく。また、大量でトラックがある方は申し
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訳ないが、直接境川の甲府・峡東クリーンセンターに持って行っていただ

ければその場で処理ができるので案内できるようにする。 

 

議 長 甲府・峡東クリーンセンターでは複合素材の粗大ごみも OK ということか。 

 

事務局 市が行う拠点回収では、甲府・峡東クリーンセンターで可燃の粗大ごみし

か受け付けてもらえない。ただ、市民の皆様が直接持ち込む複合素材また

は不燃粗大ごみはすべて受け入れが可能で、破砕の機械があるので係員と

一緒に分解する必要もなくそのまま持ち込める。手数料としては甲州市が

現状 10kg あたり 200 円に対し 103 円で処理していただける。甲府・峡東ク

リーンセンターまでは距離があるため時間はかかるが手数料は安く、手間

をかけず処分ができることを電話での対応を考えている。また、複合素材

についてもできるだけ引き受けができるよう関係機関との調整を行ってい

きたいと考えている。 

 

議 長 それでは説明のあった形で進めるということで了解をいただいたことでよ

ろしいか。 

 

委 員 意義なし。 

 

事務局 ご承認いただいた手法について確認の意味で再度説明する。 

 収集関係について、収集対象品目は目安として 45L に入らないもの、基本

的にはガイドブックに沿った品目で設定をさせていただく。受付は電話ま

たは窓口での対応とさせていただく。収集頻度は各地域 12 箇所における年

間 45 回のスケジュールで実施予定である。申込頻度と個数の制限は一回あ

たりに出せる個数を 5点まで、ごみの出し方は排出者が拠点回収場所へ指

定日に直接持ち込んでいただく。周知啓発方法は広報やホームページへの

掲載、ごみのガイドブック等を作成する。手数料の徴収方法は納付書の方

法とさせていただく。品目ごとの手数料の金額設定は次回の審議会で審議

をしていただく。 

 

議 長 手数料の納付は甲州市指定機関と書いてあるがコンビニが入ってないの

か。 
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事務局 コンビニの対応については今後の検討課題ということで、4月以降のスター

トにつきましては、現状の市の指定機関のみでの支払いとさせていただく

とことでお願いしたい。なお、既に予約済みの場合に限り直接搬入したと

きに現金で納入する対応も考えている。今後コンビニについては対応でき

るように、また手法は検討していくことを考えている。 

 

議 長 再確認の説明があったが、質問や意見よろしいか。 

 

委 員 なし。 

 

議 長 令和 3年 4月 1日以降にこのような形で進めることとする。 

 

事務局 次回の審議会までに事前に確認していただき、審議会時に詳細説明のうえ

料金の決定を行い答申いただきたいと考えている。 

 

議 長 第 2 回審議会資料という青い付箋が貼ってあるが、次回は来週か再来週に

したい。 

 

事務局 その他で、第 2回審議会資料を用意させていただいた。同会場で夜 7時を

予定しているが、できれば全員の審議員に出席を願いたいので、日を設定

させていただきたい。 

 

議 長 それでは 11 月 4 日水曜日で今日の時間帯と同じ 7時でよろしいか。2回目

の審議会の協議事項として手数料、料金について決定したいということ

で、審議委員の説明責任的なものが出てくるので、ぜひ事前に目を通して

いただいて審議をお願いしたい。日時はよろしいか。 

 

委 員 意義なし。 

 

議 長 最後に何かあればお願いしたい。ないようなので議事は終了させていただ

く。 

 

事務局 以上で廃棄物減量等推進委員会を閉会する。 




