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  鎌倉市議会議員長嶋たつひろ（無所属2期目） 
 

    鎌倉夢新聞  
 

◆みんなで創る夢のある街「鎌倉」 

時間のある限りお会いしてお話いたします。 

 鎌倉市議会議会事務局 23-3000（内線 2448） 

〒248-0012 鎌倉市御成町 18-10 本庁舎 2 階。 

        ◆Ｗｅｂでの情報発信をパワーアップ！ 

・長嶋竜弘 Ｆａｃebook ページ 4 月 1 日オープン 

⇒議員として市政・議会・政治などの情報を中心に掲載。 

 ・鎌倉情報館 Ｆacebook ページ 4 月 1 日オープン 

⇒鎌倉の花などの季節情報を中心に掲載。 

 

 

◆ごみは確実に減っています…根本治療はごみを減らす事！ 

 

ごみ焼却量は 22 年度 40,389ｔ⇒25 年度 36,156ｔと、全体で約 10％の削

減が見込まれています。有料化と事業系値上げで 3,963ｔ削減する計画

なので残り 32,193ｔとなります。目標の 3 万トン達成が見えてきました。 

議員の 2/3 がこの計画では無理と言っていましたができるでしょ？ 

65 億の施設を建て生ごみを再分別して収集したら莫大な経費だった。 

将来負担増になる施設建設をしなくて本当に良かったと思います。 
 

 

◆1 人当たりのごみ排出量（平成 23 年） 

・鎌倉市民は 1 人当たり 1 日 1,063ｇ（家庭系 763ｇ）のごみを出している。 

⇒この量は 神奈川県内 33 自治体中 29 位 と下位のランクです。 
 

・全国平均は 1 人当たり 1 日 976ｇのごみを出している。 

⇒全国 1 位の掛川市は 642.5ｇ（人口 10～50 万人の区分で１位） 
 

・神奈川県内で家庭系排出量の少ないのは？  

⇒1位大和市…662ｇ 2位藤沢市…675ｇ←両市戸別有料収集実施市 

⇒3 位寒川町…681ｇ ←有料化実施市。 
 

鎌倉は全国平均や他市家庭系排出量と比べて 100ｇ程度多く出しています。 

これは、1 日 1 人当たり卵 1 個半分ぐらいの重量分です。 
 

実は鎌倉市民はごみを多く出しているのです 
↓↓↓↓↓↓ 

発生抑制（リデュース）する事が必要 
 

 

・鎌倉市の燃やすごみの中には、まだ約 1/4 の資源物が入っています。 

・市民が出す燃やすごみの内、約 47％が生ごみですが、その中に 550 トン 

もの手付かずの食品が含まれています。←これ燃やしているのです。 

・生ごみの水分は約 80％なので水切りで大きく減量ができる。 

・買い物する時ちょっと考えるだけで実は相当減らせるはず？ 
 

◆ごみ処理経費…赤ちゃんでもサラリーマンでも同じだけ使っています！ 

市民 1人当たり年間ごみ処理経費は19,202 円（平成 22 年） 

神奈川県で一番少ない平塚市は 9,938 円（23 年度）←違いすぎです！ 

・カン・ビン…経費 209,667,560 円、1人当たり 1,203 円(売却益 183 円) 

・植木剪定材…経費 229,943,871 円、1人当たり 1,319 円 

・紙類・布類…経費 336,012,137 円、1人当たり 1,928 円(売却益 458 円) 

・ペットボトル…経費 100,604,920 円、1人当たり 577 円(売却益 38 円) 

・容器包装プラ…経費 176,638,836 円、1人当たり 1,013 円(売却益 44 円) 

・燃やすごみ…経費   2,179,500,983 円、1 人当たり 12,503 円 

・燃えないごみ…経費 114,803,536 円、1人当たり 659 円 
 

一般会計上の処理なので意識しませんが多額の費用を使っています。 

いい加減に多く出している人も、きちんと分別して少なく出している人も、一人

当たりの使われている税金は同じ。これは不公平だと思いませんか？ 

また全体の金額のうち半分程度が運搬にかかる経費ですがこれも問題。 

藤沢市の有料化で、ごみ

が無料のままの鎌倉市に

流れ込んでいる可能性が

非常に大きい。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

◆家庭ごみ有料化のメリット・デメリット…ごみの減量がポイント！ 
家庭ごみの手数料が無料の場合、ごみの減量やリサイクルへの取り組み

が金銭的にメリットに結びつかないため、住民のごみ減量に対しての意識

が低くなりやすいと言われています。 
 

＊有料化のメリット 
・ごみ減量意識が高まり減量化につながる。 

・ごみ排出量減少により経費が削減できる。 

・費用負担の公平化がはかれる 

・有料化をしている藤沢などの他市からの、 

 流入ごみをシャットアウトできる。 

 

＊有料化のデメリット 
・負担が増える。 

・不法投棄が増える。 

・リバウンド現象が懸念される。 

◆戸別収集方式のメリット・デメリット…事業ごみ排除と高齢化がポイント！ 

クリーンステーションには事業者（お店・会社等）は出してはいけません

が、出している事業者がいます。戸別収集だとそれができなくなります。 

事業者はお金を出して自前で処理しなければいけないのに、そうなって

いない現状があります。戸別収集はそれが大きく改善できる。 
 

＊メリット…超高齢化時代の到来、その時あなたは？ 

・ごみ出しが近くになり便利になる。 

・高齢者などの排出負担が軽減される。 

・ごみステーション管理の負担が軽減される。 

・収集場所の不平等感が解消される。 

・排出マナーの改善が期待できる。 

・ごみ分別や排出時間を守ることが徹底される。 

・事業系ごみを切り離すことができる。 

・個別の排出指導等を行い易い。 

・他市からのごみ流入をシャツタアウトできる。 
 

＊デメリット 

・収集経費が増大する。 

・作業量が多くなり収集時間が増大する。 

・プライバシーの問題が指摘される。 

・集合住宅ではステーション収集と変わらない。 

・収集に時間がかかり、道路の混雑が発生する。 

・不法投棄やポイ捨ての増加が懸念される 

・排出者自身が収集箱等を設置する必要がある。 
 

◆ごみステーション方式のメリット・デメリット 
 

＊メリット 

・戸別収集に比べ、効率的に収集できる。 

・収集経費がかからない。 

  ・ご近所のコミュニケーションがはかれる。 
 

＊デメリット 

・排出マナーを完全に徹底できない。 

・排出時刻、排出品目を守らない等、不適正な排出が見受けられる。 

・排出者を特定できない。 

・ステーションの管理を町内会等で行う必要がある。 

◆鎌倉市の減量の計画 ＊合計 10,255ｔ まだまだ減らせます！ 
 

・有料化 3,487ｔ   

・事業系値上げ 476ｔ  

・プラスチックの資源化 500ｔ 

・木質廃材資源化 458ｔ 

・布団の資源化 52ｔ 

・竹・笹・シュロの資源化 240ｔ 

・畳の資源化 114t 

・資源物の分別の徹底 2,561ｔ   

・生ごみ処理機 340ｔ  

・家庭での取り組み 1,167ｔ 

・多量排出事業所での生ごみの資源化促進 860ｔ 
 

◆長嶋からの更なる削減の提案 ＊合計 2,500ｔ 

・ｴｺﾌｨｰﾄﾞ（飼料化）⇒日量 3ｔ処理・350 日稼動⇒1,000ｔ ←事業系生ゴミ 

・RPF（固形燃料化）⇒日量 5ｔ処理・300 日稼動⇒1,500ｔ  

ごみは減ればコスト面・環境面ですべて良い！生ごみをさらに分別回収

して、バイオマス施設を建設して処理するのはコストがかかりすぎる！ 

平成 24 年度のクリ

ーンステーションの

クレームは 1,154 件

もありました。色々と

問題があるのも事

実です。うまくいって

いる所ばかりではあ

りません。 

 

戸別収集をやらないで有

料化のみした場合、収入

が増える⇒焼却炉建設

の基金に積む（少なくとも

40～50 億必要）⇒高齢

化による歳入減・歳出増

が予想される中、今のう

ちに財源を確保しておか

なければ、他のあらゆる

事業ができなくなり、住民

サービスが低下する事に

なります。 

 

店舗兼用住宅等も、

店舗のごみは事業

系ごみなので、クリ

ーンステーションに

は出せません。 

守らない事業者が

多いですが、これは

法律で定められてい

る事です。 

現 在 事 業 系 の ご み は

1kg、13 円で受け入れて

います。しかし処理には

46 円～47 円かかってい

ます。差額は税金で補填 

クリーンステーションに出

してしまえば無料。 

これは大きな問題です。 

環境面・コスト面から考えてごみは減

らす事が一番いい。しかし鎌倉市はそ

れを今迄積極的に進めて来なかった。 

何故か？ごみが減ったら困る人達が

居るからではないでしょうか？ 

ごみ処理は地方自治体で最も利権が

発生しやすい分野。だから利権を排除

するには、ごみを減らしてコストがか

からないようにする事。 

松尾市長の進めてきた現在の方針は

正しい選択だと私は思います。 


