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１ 

出し方 ：電話予約での戸別収集 

（有料 １点につき２００円） 

・回収したものは、リユースを目的とし、市で再商品化販売することがあります。 

・５０ｃｍ以下のものでも、家具・寝具類、家電製品類で回収の依頼があれば、戸別収集させていた

だきます。 

・収集の際、処理券が貼付されていないものは回収しません。 

 

① 集積場に出せない粗大ごみなどを処分したい。 

ランニングマシン・ファンヒーター・電子ピアノなどの集積場へ出せ

ないごみなど 

受付番号は○○番です。 

○月○日の朝９時までに、指定場所（玄関先など）にごみを出し、 

粗大ごみ処理券を貼付しておいてください。 

○点ですので処理券を○枚購入してください。 

 
④ 粗大ごみ処理券を購入する。 

指定取扱店にて、粗大ごみ処理券を購入します。（１点２００円） 

⑤ 予約日にごみを出す。 

朝９時までに指定場所へ予約した粗大ごみを出し、見やすい

ところに粗大ごみ処理券を貼付する。 

処理券には、受付番号または氏名を記入しておく。 

当日の１６時までに収集に伺います。 

１枚○○○円×点数 

 

② 戸別（有料）収集受付センターに申込みをします。 

電話番号 ○○-○○○○（伊賀北部粗大ごみ受付センター） 

受付：月曜～金曜（祝日・年末年始除く） ９：００～１７：００ 

内容：住所・氏名・電話番号・品目と数量 １回５点まで 

対象品目や点数の数え方など、受付でご確認ください。 

 
③ 申込みすると、収集日の予約が取れます。 

 

 



 

  ○主な収集品目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※市内で日常生活を送る上で粗大ごみの搬出が困難な世帯を対象にした事業です。 

       引越しの場合等は、許可事業者へ収集を依頼するか、施設への持込処理で対応してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

高齢者や障がいのある人などで構成される世帯に限り、対象者のご自宅の玄関先まで

粗大ごみの収集に伺う福祉収集（無償）サービスを行っています。 
 

対象者（世帯） 
●７５歳以上の高齢者 

●介護認定を受けている人 

●障害者手帳を所持している人 

 

※世帯員が複数いる場合、構成員全員が上記のいずれかに該当する世帯に限ります。 
 

申請方法 

清掃事業課、住民課、市民生活課、各支所住民福祉課、各地区市民センター
に備え付けの「伊賀市粗大ごみ戸別収集（福祉収集）事業利用申請書」に記入
のうえ提出してください。 

家具・寝具類 

 

食器棚、机、椅子、タンス、学習机、鏡台、姿見鏡、

ベッド、マットレス、ソファ、障子戸、布団、じゅうたん、

座布団など 

（小型）家電製品類 

   

食器洗浄機、ズボンプレッサー、ガスコンロ、ミシン

（家庭用）、プリンター、餅つき機、扇風機、掃除機、

炊飯器など 

※家電リサイクル法・PC リサイクル法対象製品以外 

   

ランニングマシン、サイクリングマシン、スキー板、スト

ーブ、ファンヒーター、オイルヒーター、マッサージチ

ェア、スノーボード、自転車、滑り台、オルガン、電子

ピアノ、ゴルフバッグ、一輪車（運搬用）、草刈機、物

干し台、物干し竿、畳など 

 

集積場へ出せないごみ（P14 参照） 

    



【粗大ごみ処理券 取扱店】（案） 

 

○市役所本庁××課、各支所住民福祉課、さくらリサイクルセンター 
 

○上野支所管内 

 ・伊賀北部農協 

   [上野ふれあい店、新居ふれあい店（上野北支店）、三田野間ふれあい店、諏訪ふ 

   れあい店、小田ふれあい店、長田ふれあい店、久米ふれあい店、花之木ふれあい 

店、花垣ふれあい店（上野西支店）、古山ふれあい店、府中ふれあい店（上野東 

支店）、中瀬ふれあい店、依那古ふれあい店（上野南支店）、神戸ふれあい店、猪 

田ふれあい店、比自岐ふれあい店、友生ふれあい店] 

 ・アピタ伊賀上野店 

 ・イオン伊賀上野店 

 ・オークワジョイシティ伊賀上野店、伊賀緑ケ丘店、伊賀上之庄店 

 ・マックスバリュ上野東インター店、上野小田店、佐那具店 
 

○伊賀支所管内 

 ・伊賀北部農協 

   [西柘植ふれあい店（伊賀支店）、柘植ふれあい店、壬生野ふれあい店、グリーン 

   ショップ] 

 ・オークワ伊賀新堂店 
 

○島ヶ原支所管内 

 ・伊賀北部農協 

[島ヶ原支店、グリーンショップ] 
 

○阿山支所管内 

 ・伊賀北部農協 

   [河合ふれあい店（阿山支店）、鞆田ふれあい店、玉滝ふれあい店、槙山ふれあい 

店、丸柱ふれあい店] 
 

○大山田支所管内 

 ・伊賀北部農協 

   [山田ふれあい店（大山田支店）、布引ふれあい店、阿波ふれあい店] 

 ・アニーズ 
 

○青山支所管内 

 ・伊賀南部農協 

[Ａコープ青山店] 
 

○名張市 

・オークワ名張西原店 

 

３ 



粗大ごみ戸別収集事業（一般）実施スケジュール
業務名 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

予算編成
　　　　　　　　　　　政策法務委員会 　　　議会上程（条例改正）

第11回市政運営会議

　　　　　議員全員協議会

受付電話専用回線申込

　　　 　　　　　　　　　受付業務委託入札・契約
　　　　　　　　　（コールセンター） 受付業務打合せ

（コールセンター）

処理券販売手数料の協議 処理券販売契約書（案）作成

ＪＡ、大手スーパー協議（処理券販売） 処理券販売店契約

　　　　　　処理券印刷発注・納品
車両購入入札・発注

　　　　　　説明会実施（資源・ごみ分別ガイドブック改訂に併せて）

事業実施に係る経費
平成２５年度（歳出） 　　　　　　　　　　　（歳入）

粗大ごみ戸別収集受付業務（初期費用） ９７６，５００円
受付回線申込（申込２，８００円＋使用料） １０，０００円

平成２６年度（歳出） 　　　　　　　　　　　（歳入）
嘱託職員報酬（１名分） ２，０４４，８００円 粗大ごみ処理券販売手数料（＠２００） １，０００，０００円
嘱託職員保険料（１名分） ２９４，８８８円 粗大ごみ再生品（＠２，０００） ２４０，０００円
需用費（燃料費） 運搬車輌用 ７２７，０５６円
　　　　（印刷製品費） 処理券作成 １０８，０００円
役務費（通信運搬費）回線使用料 ３８，４００円
役務費（手数料） 車輌リサイクル預託金 １１，８００円
役務費（自動車損害保険料） ５６，８４０円
委託料 受付業務 ３，７７７，８４０円
備品購入費 運搬車輌 ３，４８７，０５０円
公課費 車輌重量税 ２４，６００円

１１，５５７，７７４円 １，２４０，０００円

粗大ごみ有料
戸別収集事業

構築



日付 会議等 協議内容

・料金を高額にすると不法投棄が増える心配がある。

・市民の利便性の向上が目的とするのであれば、料金は２００円で開始
し、将来的に伊賀南部と一緒に考えていけばよい。

・処理券の販売店は市役所閉庁時においても購入できるよう、土日や夜
間営業しているスーパーなどで販売してほしい。また、神戸地区について
は、生活圏が名張方面となるため、青山や名張市でも購入できるようにし
てほしい。

8月20日 ごみ減量・リサイクル
等推進委員会　ごみ
再資源部会

・事業の流れとシステム
・収集品目、収集点数
・料金設定と処理券の販売店

・民間のコールセンターで住所を伝えるだけで、場所の特定や排出場所
の指定などできるのか不安がある。実施までに詳細な調整をしてほしい。

・発火危険物・破砕困難物・解体困難物については、収集・処理の過程で
問題があるため大きさに関わらず集積場不可としたい旨について了承さ
れる。

・１回当たりの収集点数は南部地区同様５点程度でよい。

・品目の詳細や数え方について、他市町を参考に事務局で調整いただき
たい。

・料金については品目や大きさによって料金を設定するのではなく、一律
の方がよい。

・解体・分解すれば今まで通り集積場で収集できるし、直接搬入もでき
る。新たな排出方法（サービス）が追加されると理解すればよい。

7月23日 清掃事業担当者会議 ・戸別有料収集利用方法（案）
について

・受付は委託、収集は直営で了承。

・コールセンターで極狭地など把握でき、適正な排出場所を指定できるか
既に実施市町の状況を確認すること。

7月30日 ごみ減量・リサイクル
等推進委員会　全体
会

・事業実施の提案（意見聴取）

・現在の「可燃性粗大ごみ（集積場収集）」を残しつつ、戸別収集も実施
する（完全移行は難しい）。

・対象品目や料金について、今後担当部会で検討する。

・現在、施設への持込のみになっているものは全て戸別収集対象とする
（施設へ直接持込も可）。

7月4日 総合政策会議 ・事業実施計画の提案
・検討部会の設置

・県内で粗大ごみ戸別収集を実施している全自治体と契約している。

・県内で同様の扱いをしている業者はない。

7月12日 ＮＴＴマーケティング
アクト打合せ

・コールセンターにおける業務
内容
・経費面
・県内他市町の状況

・事業実施については担当課が中心となって進めていくこと。

・事前に電話回線を確保する（転送によりコールセンターで受付）。

　業務に一番詳しい担当者などで、知識を持ってしっかりと検討して案を
作る。　経費の面で意見を聞きたいときは、関連する部署へ相談する。
案を作成し、詳細を詰めながら部長を通してすり合わせをしていけばよ
い。

・内容が特定されているので庁内検討部会の設置は必要ない。

・平成２６年４月実施に向けてのスケジュールを立てておくこと。

・申込から実施までの期間３ヶ月必要（遅くとも年内の契約）。

・市町により「粗大ごみ」の定義が違うため、品目（判断基準)を決めてお
く。

・伊賀北部地区と伊賀南部地区の公平性

・処理券の取扱店

6月20日 清掃事業担当者会議 ・戸別有料収集利用方法（案）
について

5月13日 清掃事業担当者会議 ・事業実施について

・手数料について

・品目について

粗大ごみ戸別（有料）収集事業について

市内における生活ごみの収集は、集積場の委託収集と、施設への直接搬入が主であり、青山支所管内においては有料
による粗大ごみの戸別収集を実施している。平成２４年度から市内全域において、排出が困難方を対象とした粗大ごみ
戸別収集（福祉）事業を実施しているが、事業の対象とならない方においても個人では解体が困難であったり、運搬車輌
を所有していないなど、搬出が容易な状況ではない方がいるため、市直営による粗大ごみ戸別収集事業を実施する。

協議結果

・平成２６年４月実施予定で今後進めていく。

・出し方（システム）について

・伊賀南部地区（青山地域）で既に実施しており、戸別収集の利点をＰＲ
していく。　（集積場における違反ごみの減少、区長や当番の負担軽減な
ど）

・事業実施に向けて懸念されることなど各支所から意見をもらう。

・申込の流れ、品目、料金、処理券販売店、条例改正など１１月を目処に
進める。



日付 会議等 協議内容 協議結果

8月27日 ごみ減量・リサイクル
等推進委員会　ごみ
減量部会

・平成２６年資源・ごみ分別ガイ
ドブック改訂について

10月29日 その他
伊賀北部農協　総務
課吉森さんより連絡

・粗大ごみ処理券販売について

・自治センター化は全地区一斉ではないため、市のセンターである所と指
定管理である所とで対応がまちまちになる。

・販売手数料や委託契約など事務的なことについては、今後調整してい
く。

・ＪＡで処理券の販売をしてもらえるので、地区市民センターでの販売は
依頼しないこととする。

10月30日 その他
課内協議

・粗大ごみ処理券販売について

・今後、大手スーパーへ販売について意向をうかがう。

10月17日 市民活動推進課との
打ち合わせ

・地区市民センターにおける粗
大ごみ処理券販売について

・販売についてはＯＫ
ただし、金融商品取扱い店舗に限る（Ａコープ・給油所はできない）

・ＪＡの店舗がない地域では検討する必要があるが、ＪＡの結果を聞いて
から慎重に進めたほうがよい。

10月8日 ごみ減量・リサイクル
等推進委員会　全体
会

・ごみ減量・リサイクル等推進委
員会　ごみ再資源部会・ごみ減
量部会、幹事会の報告

10月16日 伊賀北部農協本店
総務部との打ち合わ
せ

・ＪＡいがほくぶ各店舗における
粗大ごみ処理券販売について

9月10日 清掃事業担当者会議 ・ごみ減量・リサイクル等推進委
員会　ごみ再資源部会・ごみ減
量部会の報告
・事務局（担当者）における検討
事項（品目・販売店など）

・持込時の手数料と戸別収集での料金形態について説明ができるように
しておくこと。

9月27日 ごみ減量・リサイクル
等推進委員会　幹事
会

・ごみ減量・リサイクル等推進委
員会　ごみ再資源部会・ごみ減
量部会の報告

・地区市民センターでの処理券販売については、センター長会議で諮る
必要がある。

8月20日 ごみ減量・リサイクル
等推進委員会　ごみ
再資源部会

・事業の流れとシステム
・収集品目、収集点数
・料金設定と処理券の販売店

・収入印紙や切手などと同様で、金券を扱うことになるため金融業務のあ
るところでしか取扱できない。（ＡコープやＳＳは難しい。グリーンショップ
はＯＫ）

・販売店として協力できるかどうか、１０月末までに連絡する。

・集積場で収集できないもの（戸別有料収集利用もしくは処理施設へ直
接持ち込み）については、その理由を理解してもらえるよう記載する。

・実施の当たってのＰＲ方法⇒内容が掲載されたガイドブックを３／１配
付予定であり、分別についての説明会も順次行う。チラシの配付は考え
ていないが、本庁・支所・市民センター等の窓口に置く程度にする。

・処理券販売店について、旧支所単位で最低一箇所を設ける。

・狭小地の排出場所、処理券の販売場所、点数の数え方の調整は事務
局にお願いする。

・指定ごみ袋の販売とは違い、地域差が出るように思うが本店一括管理
の場合は、支店から連絡をもらってから届けるとなると、即日お客の手元
には届かず不便をかける。

・支所での処理券の販売は可能である。地区市民センターについては、
平成２７年度～自治センター化を視野に入れ協議をしていく。

・処理券販売手数料の設定（他自治体を参考にする）

・不用になった処理券については、返却制度は設けないとしたい。

・排出指定場所について（道路幅の狭いところなどに排出すると通行の
邪魔にならないか。事故等の問題が生じていないかなど地市町へ確認す
ること。）

・収集品目の大きさについて上限を設けた方がよい。

・申込者以外の人（便乗）から出された時の対応（管理）を事前に考えて
おくこと。

・収集方法（地区割り）の具体的な案を検討する。



粗大ごみ戸別収集事業（一般）収集地区割【案】
[時間]　午前：９：００～１１：３０　　　午後１３：３０～１６：００
[配置車輌・人員]収集車輌３台、人員５名（うち職員３名、嘱託職員２名）

島ヶ原支所管内 806 緑ケ丘東町 417 伊賀支所管内 城北・北平野 987 花之木地区 448
　　島ヶ原地区 　　柘植地区 1372 　　大野木、法花
      大道、奥村、中村 緑ケ丘中町 420 　　　岡鼻、小林、上町 　　大内、七本木
　　　町、山菅、川南 　　　下町、倉部・山出 服部町１～３丁目 568
　　　中矢、不見上、住宅 緑ケ丘本町 437 　　　前川、ｌ野村、中柘植 服部団地 久米地区 2071

　　　上村、小杉、柘植青葉台 　　木興町、八幡町

緑ケ丘西町 472 　　久米町、守田町

長田地区 507 府中地区 1138 　　陽光台、四十九町
　　朝屋、百田、平尾 緑ケ丘南町 837 　　壬生野地区 1317 　　服部町（１～３・団地除） 　　問屋町
　　市場、寺内、木根 　　　西之澤、川西、川東 　　印代、一之宮
　　木根団地、三軒家 友生地区 733 　　　山畑、希望ヶ丘 　　千歳、ハイツ芭蕉 猪田地区 871
　　上野ニュータウン 　　喰代、高山、蓮池 　　　川西青葉台、春日丘 　　佐那具町、外山 　　大東、西出、田中

　　上友生、向芝 　　坂之下、東条 　　上野センターランド
　　界外、中友生 　　西条、土橋、山神 　　猪田ハイツ、笠部

新居地区 1366 　　下友生、生琉里 　　西柘植地区 1221 　　山出、山出団地
　　東高倉、西高倉 　　緑ケ丘ニュータウン 　　　愛田、南出、中出 　　上之庄、上之庄団地
　　西山、岩倉 　　　上市場、物堂、楯岡 阿山支所管内 1299

ゆめが丘地区 1508 　　　新堂、御代、柏野 　　河合地区 花垣地区 597
　　ゆめが丘１～６丁目 　　　石川、千貝、馬田 　　予野、白樫、治田

小田地区 1306 　　　田中、馬場、川合 　　大滝、桂

　　小田町 依那古地区 820 阿山支所管内 　　　円徳院、大江、波敷野

　　依那具、城ケ丘 　　鞆田地区 509 　　　阿山ハイツ、東山タウン 中瀬地区 1668
　　市部、沖、才良 　　　上友田、東湯舟、西湯舟 　　西明寺、南西明寺

三田地区 902 　　下郡、下郡南 　　　中友田、下友田、湯舟 　　下荒木、荒木団地
　　大谷、東三田 　　上郡、森寺 上野旧町部 4781 　　上荒木、荒木ケ丘
　　西三田、安福寺 　　東丸之内、西丸之内 　　南寺田、寺田
　　高砂、野間 比自岐地区 190 　　玉滝地区 537 　　赤坂町、農人町 　　高畑、羽根

　　比自岐、摺見 　　　城出、川上、里出 　　玄蕃町、西大手町
　　岡波 　　　鈴鹿、中之村、界外 　　片原町、東町、中町 大山田支所管内

諏訪地区 215 　　　山生田、内保、槇山 　　西町、幸坂町、 　　山田地区 1297
　　諏訪 古山地区 313 　　下幸坂町、向島町 　　　千戸、真泥、畑村、炊村

　　蔵縄手、古山界外 　　新町、鍛冶町、魚町 　　　甲野、虹が丘、鳳凰寺

　　菖蒲池、鍛冶屋 　　小玉町、福居町 　　　中村、出後、野下団地

阿山支所管内 237 　　東谷、安場、湯屋谷 　　相生町、紺屋町 　　　富岡、中島、平田、大沢

　　丸柱地区 　　三之西町、徳居町
　　　　丸柱、音羽 きじが台 332 　　桑町、恵美須町 　　布引地区 189

　　きじが台西・東 　　池町、鉄砲町 　　　川北、広瀬、奥馬野
　　愛宕町 　　　中馬野、坂下

神戸地区 1138
　　上神戸、下神戸 　　阿波地区 399
　　枅川、上林、古郡 　　　上阿波、子延、平松
　　比土、朝日ケ丘町 　　　猿野、富永、須原

　　　下阿波

5,339 6,479 4,956 8,773 7,540

月 火 水 木 金


