
第３回水戸市廃棄物減量等推進審議会 

 

 

   日時 令和元年５月 22 日(水) 

   午前 10 時から 
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次  第 

 

１ 開 会 

 

 

２ 議 題 

    粗大ごみの戸別収集に係るごみ処理手数料について 
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４ 閉 会 
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粗大ごみ処理券について（案） 

 

１ 基本的な考え方 

  市民にとって分かりやすく，利用しやすい粗大ごみ処理券とする。 

 

２ 処理券の規格 

(1) 名 称  粗大ごみ処理券 

  (2) 大きさ  縦：９センチメートル，横：12 センチメートル 

 (3)  色   未定 

 (4) 方 式  シール方式 

 (5) その他  偽造防止加工 

 

 【参考】粗大ごみ処理券（内原地区）実例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取扱方法 

 (1) 取扱場所  ごみ収集袋と同様に,ごみ収集袋等取扱店にて取扱う。 

           (※ 取扱店は,市ホームページに掲載の上,申込時に案内する。) 

(2) 取扱単位  １枚単位 

 

４ 使用方法 

 粗大ごみ小(又は大)１個につき，粗大ごみ処理券１枚(又は２枚)を貼付ける。 

資料１ 

 

     粗大ごみ（小）            粗大ごみ（大） 

（大きさ）縦：６センチメートル，横：９センチメートル 



 

 

受益者負担割合について 

 

１  負担割合について 

  行政サービスの提供に要するコストのうち，受益者が使用料又は手数料により負担す

る割合を検討する場合，使用料等審議会の審議においては，下表の負担割合を目安にし

ながら，他自治体や類似サービスの料金との均衡や経済情勢等を踏まえ判断しています。 

 

  ○ 負担割合(目安)の一覧 

サービスの種類 負担割合 

(目安) 使用料 手数料 

小中学校，市民センター，図書館など  0％ 

斎場（火葬場），幼稚園  25％ 

芸術館塔，入浴施設（老人福祉センター・園

芸指導センター），植物公園，ふるさと農場，

幼稚園預かり保育，体育施設，少年自然の家 

 50％ 

斎場（式場），市営住宅汚水処理場 
し尿処理， 

浄化槽汚泥処理 
75％ 

自転車駐車場，墓地公園，駐車場，市営住宅

駐車場，公設地方卸売市場 
一般的な手数料 100％ 

     

２ 粗大ごみの戸別収集に係るごみ処理手数料の考え方 

  市全域におけるごみ処理制度の統一に伴い，水戸地区及び常澄地区において新たに当

該制度を開始することから，円滑な制度移行を図るため，内原地区において浸透してい

るごみ処理手数料を大幅に変更しないことで，当初は実施したいと考えています。 

  なお，粗大ごみ戸別収集に係る利用状況の推移を見ながら，社会・経済情勢を考慮し

つつ，適宜負担割合について検証することとします。 

資料２ 



 

（案） 

廃推審答申第１号 

令和元年 月 日 

 

 水戸市長 高橋 靖 様 

 

水戸市廃棄物減量等推進審議会 

会 長  佐 川  泰 弘 

 

 

   粗大ごみの戸別収集に係るごみ処理手数料について（答申） 

 

 平成 31 年４月 26 日付けご対諮問第１号で諮問のあった粗大ごみの戸別収集に係る

ごみ処理手数料について，下記のとおり答申いたします。 

 

記 

 

１ 粗大ごみの戸別収集に係るごみ処理手数料の状況 

  現在，水戸市のごみ処理区域は，水戸地区，常澄地区及び内原地区に区分されて

おり，ごみ処理制度に相違があります。 

  2020 年４月の新清掃工場の供用開始にあわせてごみ処理制度の統一を図る中で，

現在，内原地区のみ実施している粗大ごみの戸別収集を市全域において実施するに

当たり，適正なごみ処理手数料を検討する必要があります。 

 

２ 審議の経過 

  審議に当たっては，ごみ処理手数料算定の基礎となるコストの内訳，受益者負担

の考え方，事業の実施方法などについて，市から説明を受けました。 

  審議の中では，事業実施の前提として，市民目線に立った分かりやすく，利用し

やすい制度になるよう配慮し，円滑な制度移行を図る観点からごみ処理手数料の金

額を検討する必要があるとの意見がありました。 

  また，事業の実施により，不法投棄を抑制する効果が見込まれるとの意見があり

ました。 

 

３ 審議の結果 

  審議の結果は以下のとおりです。 

 (1) 粗大ごみの戸別収集に係るごみ処理手数料について 

  ごみ処理制度の統一に当たり，円滑な制度移行を図るため，内原地区において

浸透しているごみ処理手数料を考慮し，粗大ごみ小は 500 円，粗大ごみ大は 1,000

円とすることが適切である。 



 

2 

 

 

 (2) その他 

  ア ごみ処理制度の市民への事前周知に努めるとともに，市民ニーズを踏まえた

行政サービスの改善に継続的に取り組むことにより，利用の拡大を図ること。 

  イ 制度の運営に一定のコスト(税金の投入)を要することが見込まれることから，

受益者負担の適正化に向け，ごみ処理手数料について適宜検討を行うこと。 

    検討に当たっては，利用状況，他自治体や類似サービスの料金との均衡など

を十分調査すること。 



受付方法 受付件数

1 日立市 実施 電話 4,757
長さ（620円：縦＋横＋高さ＜３ｍ，
　　　1,240円：縦＋横＋高さ＞３ｍ）

近隣自治体を参考

2 土浦市 実施 電話 7,160 品目別（200円～1,200円） 20円／㎏

3 古河市 実施 来庁 1,390 一律（1,000円）　　　　　※品指定 不明

4 取手市 実施 電話 7,522
一律（500円）
※長さ３ｍ以下，重さ50㎏以下

一部事務組合の構成市による協議で設
定

5 つくば市 実施 電話
インターネット

10,538
長さ（400円：最大辺の長さが50㎝以上120㎝未満，
　　　800円：最大辺の長さが120㎝以上180㎝未満，
　　　1,200円：最大辺の長さが180㎝以上200㎝未満，）

平均重量×処理単価

6 ひたちなか市 実施 電話 842
長さ（800円：３辺の合計が３ｍ未満，
　　　1,600円：３辺の合計が３ｍ以上）

他市事例を参考

7 筑西市 実施 来庁 368 一律（750円） 業者見積から設定

8 大洗町 実施 電話 1,108
長さ＋重さ（300円：１ｍ超，両手で持ち運びできない重さ，
　　　　　　800円：２ｍ超，一人では持ち運べない重さ）

他市町村の事例を参考

9 那珂市

10 城里町

11 茨城町

※笠間市は内原地区と同一内容で実施。

受付方法 受付件数

1 金沢市 実施 電話 24,651 品目別（500円，1,000円） 他市事例を参考

2 八尾市 実施 電話 32,732
長さ（400円：１点につき400円,
　　　800円：３辺の長さの合計が３ｍ超）

粗大ごみ収集処理経費は１点当り,約
800円～900円。受益者負担(1/2)とし,
１点当り400円を算定

3 東大阪市 実施 電話 219,076
長さ（400円：３辺の長さの合計が３ｍ以下,
　　　800円：３辺の長さの合計が３ｍ超）

他市事例を参考

粗大ごみの戸別収集に係る他市調査結果（平成29年度実績）

１　茨城県内（対象：人口10万人以上，又は隣接自治体）

番号 自治体名 実施状況
申込み

料金体系 料金の積算根拠

２　中核市（対象：取扱規格又は料金体系の類似自治体）

番号 自治体名 実施状況
申込み

料金体系 料金の積算根拠

(実施なし)

参考資料



受付方法
受付件数
（H29実績）

1 日立市 実施 電話 4,757
長さ（620円：縦＋横＋高さ＜３ｍ，
　　　1,240円：縦＋横＋高さ＞３ｍ）

近隣自治体を参考

2 土浦市 実施 電話 7,160 品目別（200円～1,200円） 20円／㎏

3 古河市 実施 来庁 1,390 一律（1,000円）　　　　　※品指定 不明

4 取手市 実施 電話 7,522
一律（500円）
※長さ３ｍ以下，重さ50㎏以下

一部事務組合の構成市による協議で設
定

5 つくば市 実施 電話
インターネット

10,538
長さ（400円：最大辺の長さが50㎝以上120㎝未満，
　　　800円：最大辺の長さが120㎝以上180㎝未満，
　　　1,200円：最大辺の長さが180㎝以上200㎝未満，）

平均重量×処理単価

6 ひたちなか市 実施 電話 842
長さ（800円：３辺の合計が３ｍ未満，
　　　1,600円：３辺の合計が３ｍ以上）

他市事例を参考

7 筑西市 実施 来庁 368 一律（750円） 業者見積から設定

8 大洗町 実施 電話 1,108
長さ＋重さ（300円：１ｍ超，両手で持ち運びできない重さ，
　　　　　　800円：２ｍ超，一人では持ち運べない重さ）

他市町村の事例を参考

9 那珂市

10 城里町

11 茨城町

※笠間市は内原地区と同一内容で実施。

受付方法 受付件数
（H29実績）

1 金沢市 実施 電話 24,651 品目別（500円，1,000円） 他市事例を参考

2 八尾市 実施 電話 32,732
長さ（400円：１点につき400円,
　　　800円：３辺の長さの合計が３ｍ超）

粗大ごみ収集処理経費は１点当り,約
800円～900円。受益者負担(1/2)とし,
１点当り400円を算定

3 東大阪市 実施 電話 219,076
長さ（400円：３辺の長さの合計が３ｍ以下,
　　　800円：３辺の長さの合計が３ｍ超）

他市事例を参考

３　粗大ごみの戸別収集に係る他市調査結果

１　茨城県内（対象：人口10万人以上，又は隣接自治体）

番号 自治体名 実施状況
申込み

料金体系 料金の積算根拠

料金の積算根拠

(実施なし)

２　中核市（対象：取扱規格又は料金体系の類似自治体）

番号 自治体名 実施状況
申込み

料金体系



受付方法 受付件数

1 日立市 実施 電話 4,757
2トン平ボディ１

台
長さ（620円：縦＋横＋高さ＜３ｍ，
　　　1,240円：縦＋横＋高さ＞３ｍ）

近隣自治体を参考

2 土浦市 実施 来庁，電話 7,160
４トン平ボディ，
バン６台

品目別（200円～1,200円） 20円／㎏

3 古河市 実施 来庁 1,390
2トン平ボディ，軽ト

ラ８台
一律（1,000円）　　　　　※品指定 不明

4 取手市 実施 来庁，電話 7,522
平ボディ，パッ
カー車５台

一律（500円）
※長さ３ｍ以下，重さ50㎏以下

一部事務組合の構成市による協
議で設定

ごみ集積所で回収

5 つくば市 実施 電話，インターネット 10,538 平ボディ19台
長さ（400円：最大辺の長さが50㎝以上120㎝未満，
　　　800円：最大辺の長さが120㎝以上180㎝未満，
　　　1,200円：最大辺の長さが180㎝以上200㎝未満，）

平均重量×処理単価 ごみ集積所で回収

6 ひたちなか市 実施 来庁，電話 842
２トン平ボディ

１台
長さ（800円：３辺の合計が３ｍ未満，
　　　1,600円：３辺の合計が３ｍ以上）

他市事例を参考

7 那珂市 実施なし

8 筑西市 実施 来庁 368
２トン平ボディ

１台
一律（750円） 業者見積から設定

9 茨城町 実施なし

10 大洗町 実施 来庁，電話 1,108
1.5トン平ボディ，パッカー車，

軽トラ等10台

長さ＋重さ（300円：１ｍ超，両手で持ち運びできない重さ，
　　　　　　800円：２ｍ超，一人では持ち運べない重さ）

他市町村の事例を参考 ごみ集積所で回収

11 城里町 実施なし

受付方法 受付件数

1 宇都宮市 実施 電話 5,380
2トン平ボディ１

台
一律（830円）
※長さ50㎝以上2.5ｍ以下，重さ100㎏以下のもの

審議会の答申や他市の状況

2 柏市 実施 電話 12,756
1.5トン平ボディ１

台
一律（1,080円）
※長さ１辺が1.2ｍ以上

直営による収集経費により手数料を
算出

3 金沢市 実施 電話 24,651 パッカー車８台 品目別（500円，1,000円） 他市事例を参考

4 八尾市 実施 電話 32,732 パッカー車３台
長さ（400円：１点につき400円。
　　　800円：３辺の長さの合計が３ｍ超）

粗大ごみ収集処理経費は１個当たり，約800円
～900円。受益者負担（１／２)とし，１個当
たり400円を算定。

ごみ集積所で回収

5 東大阪市 実施 電話 219,076
2トン平ボディ，
パッカー車10台

長さ（400円：３辺の長さの合計が３ｍ以下。
　　　800円：３辺の長さの合計が３ｍ超）

他市事例を参考 ごみ集積所で回収

１　対象　本市と料金体系が類似している中核市一覧

収集車

１　対象　県内において人口10万人以上又は水戸市隣接の自治体を調査                                                          ※笠間市は内原地区と同じ内容で実施。

粗大ごみの戸別収集に係る他市調査結果（平成29年度実績）

番号 自治体名 実施状況
申込み

料金体系 料金の積算根拠 備考

料金体系 料金の積算根拠 備考番号 自治体名 実施状況
申込み

収集車

資料



番号 自治体名 料金体系

1 函館市
重さ（200円：30㎏未満
　　　400円：30㎏以上50㎏未満
　　　600円：50㎏以上）

2 八尾市
長さ（400円：１点につき400円,
　　　800円：３辺の長さの合計が３ｍ超）

3 秋田市 品目別（200円～1,500円）

4 宇都宮市
一律（830円）
※長さ50㎝以上2.5ｍ以下，重さ100㎏以下のもの

5 船橋市 品目別（360～1,440円）

6 柏市
一律（1,080円）
※長さ１辺が1.2ｍ以上

7 岐阜市 品目別（200円～1,600円）

8 豊田市 品目別（300～900円）

9 大津市

重さ（300円：10kg
　　　600円：10kg以上30kg未満
　　1,200円：30kg以上60kg以上
　　2,400円：60kg以上）

10 豊中市 品目別及び長さ（300円～1,800円）

11 長崎市
長さ（514円：長さ1ｍ以下,かつ重さが30㎏以下
　　1,028円：長さ1ｍ超2ｍ未満,又は重さが30㎏を超60㎏未満）

12 佐世保市 重さ及び大きさ（520円～1,560円）

13 那覇市
重さ及び大きさ（600円：10kg超又は１㎥以上）
　　　　　　　　300円：上記以外）

番号 自治体名 料金体系

1 日立市
長さ（620円：縦＋横＋高さ＜３ｍ，
　　　1,240円：縦＋横＋高さ＞３ｍ）

2 土浦市 品目別（200円～1,200円）

3 古河市 一律（1,000円）　　　　　※品指定

4 取手市
一律（500円）
※長さ３ｍ以下，重さ50㎏以下

5 つくば市
長さ（400円：最大辺の長さが50㎝以上120㎝未満，
　　　800円：最大辺の長さが120㎝以上180㎝未満，
　　　1,200円：最大辺の長さが180㎝以上200㎝未満，）

6 ひたちなか市
長さ（800円：３辺の合計が３ｍ未満，
　　　1,600円：３辺の合計が３ｍ以上）

7 筑西市 一律（750円）

8 大洗町
長さ＋重さ（300円：１ｍ超，両手で持ち運びできない重さ，
　　　　　　800円：２ｍ超，一人では持ち運べない重さ）

１　中核市

粗大ごみの戸別収集に係る他市調査結果

２　茨城県内（対象：人口10万人以上又は隣接自治体）


