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Ｎo.  地区 選出種別 氏名 

1 上野東部地区 住民自治協議会代表 服部 明 

2 上野東部地区 地域女性代表 平井 つゆ子 

3 上野西部地区 住民自治協議会代表 八尾 光祐 

4 上野西部地区 地域女性代表 川口 加代子 

5 上野南部地区 住民自治協議会代表 坂口 孝一 

6 上野南部地区 地域女性代表 松田 玉江 

7 小田地区 住民自治協議会代表 田村 輝之 

8 小田地区 地域女性代表 松本 明美 

9 久米地区 地域ブロック代表 山岡 正明 

10 久米地区 地域女性代表 辻 優子 

11 花之木地区 住民自治協議会代表 稲田 文郎 

12 長田地区 住民自治協議会代表 山添 久哉 

13 新居地区 住民自治協議会代表 吉藤 圭作 

14 新居地区 地域女性代表 山口 香奈 

15 三田地区 住民自治協議会代表 本城 尚武 

16 諏訪地区 住民自治協議会代表 八幡 仁子 

17 府中地区 住民自治協議会代表 山本 新 

18 府中地区 地域女性代表 藤林 勢津子 

19 中瀬地区 住民自治協議会代表 町野 兢治 

20 中瀬地区 地域女性代表 若森 ふみ子 

21 友生地区 住民自治協議会代表 上田 耕二 

22 猪田地区 住民自治協議会代表 藤原 四郎 

23 依那古地区 住民自治協議会代表 竹本 昇 

24 比自岐地区 住民自治協議会代表 辻森 一生 

25 神戸地区 住民自治協議会代表 木村 清俊 

26 神戸地区 地域女性代表 中嶋 久仁子 

27 きじが台地区 住民自治協議会代表 中川 妙子 

28 古山地区 住民自治協議会代表 冨沢 隆志 

29 花垣地区 住民自治協議会代表 中岡 紘一 

30 ゆめが丘地区 住民自治協議会代表 田中 健治 

31 ゆめが丘地区 住民自治協議会代表 谷上 敏治 

資料５ 
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Ｎo.  地区 選出種別 氏名 

32 柘植地区 住民自治協議会代表 福川 廣美 

33 柘植地区 地域女性代表 亀井 ゆり子 

34 西柘植地区 住民自治協議会代表 大薮 堅治 

35 西柘植地区 地域女性代表 服部 いつ子 

36 壬生野地区 住民自治協議会代表 岡森 幸雄 

37 壬生野地区 地域女性代表 北出 和美 

38 島ヶ原地区 住民自治協議会代表 國﨑 廣美 

39 島ヶ原地区 地域女性代表 島井 美紀子 

40 河合地区 住民自治協議会代表 松山 安利 

41 河合地区 地域女性代表   

42 鞆田地区 住民自治協議会代表 辻本 博一 

43 玉滝地区 住民自治協議会代表 磯矢 節之 

44 丸柱地区 住民自治協議会代表 奥野 勇 

45 山田地区 住民自治協議会代表 東 和則 

46 山田地区 地域女性代表 岡田 惠美子 

47 布引地区 住民自治協議会代表 辻 忠美 

48 阿波地区 住民自治協議会代表 藤森 荘剛 

49 阿保地区 住民自治協議会代表 田中 順三 

50 阿保地区 地域女性代表 古川 末子 

51 上津地区 住民自治協議会代表 森本 宏作 

52 博要地区 住民自治協議会代表 藤村 平一郎 

53 高尾地区 住民自治協議会代表 結城 義次 

54 矢持地区 住民自治協議会代表 三ツ森 義久 

55 桐ケ丘地区 住民自治協議会代表 村山 弘之 

56 桐ケ丘地区 住民自治協議会代表 林 國夫 

57 伊賀市商工会 団体 福岡 政憲 

58 上野商工会議所 団体 小西 靖子 
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 伊 清 第   号 

平成２５年６月１日 

 

   ○○○○住民自治協議会 様 

 

 

                         伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市ごみ減量・リサイクル等推進委員選出について(お願い) 

 

 向暑の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 日頃は、一般廃棄物の減量及び再資源化にご尽力をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて、ごみの減量、再資源化の推進を図る目的から、「伊賀市ごみ減量・リサイクル推進

委員会」を設置し、地域代表・事業者代表の皆様で構成しています。 

これにつきまして、各住民自治協議会より当委員会委員の選出についてお願いします。 

また、委員の選出基準について、別紙のとおり伊賀市で基準を定めておりますのでご確

認ください。 

特に女性委員の登用について、現在地域女性代表枠を設けていますが、女性委員の登用

率は３２％に留まっており、市の目標である４０％以上に及ばない状況であります。 

地域代表者についても積極的に女性委員の選出をお願いしますとともに、普段からごみ

の減量や分別に積極的に係わり、任期開始から満了まで継続して審議にご参加いただける

方の選出をお願いします。 

つきましては、別紙の「ごみ減量・リサイクル推進委員会委員届」並びに「口座振替依

頼書」を６月２８日（金）【必着】で提出をお願いします。 

 

記 

 

任 期      平成２７年６月３０日まで 

 

選出依頼委員   地域代表者   名 

         地域女性代表  名 

 
                    【事務担当】 

                 伊賀市ごみ減量・リサイクル等推進委員会 (事務局) 

 清掃事業課 平尾・西尾  

〒518-1155 伊賀市治田 3547－13 
ＴＥＬ  ２０－１０５０ 
ＦＡＸ  ２０－２５７５ 
E-Mail  seisou@city.iga.lg.jp 
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基本目標Ⅰ 

あらゆる分野における男女共同参画 
 

 

女性の社会進出が進み、様々な分野で活躍する女性も増えてきました。しかし、政治及

び経済活動への女性の参画を示すジェンダー・エンパワーメント指数(GEM)※をみると、

平成 21（2009）年では 80か国中 57位と低くなっています。他の先進諸国に比べて、

女性が政治経済活動に参画する機会が十分でないといえます。 

就労の場では、法律面での整備は進んでいるものの、人々の意識の中に性別による役割

分担意識や、男性よりも女性を下にみる見方が残っているために、職務分担や処遇に影響

を与えています。その結果、女性が男性と対等な仕事上のパートナーとして扱われなかっ

たり、女性が能力を発揮する機会が失われていたりすることもあります。 

女性目身の意識の中に、大きな責任を負うことを避けたり、自分のカを過小評価したり

する傾向もあり、これまで以上に積極的に政策・方針の決定過程に参画することも必要で

す。 

男女が対等な社会の構成員として、責任を分かち合うために、あらゆる分野において女

性が男性とともに参画することを進めます。 

数 値 目 標 

指 標 項 目 
実 績 
Ｈ１７ 

現 況 
Ｈ２１ 

目 標 
Ｈ２７ 

審議会等への女性登用率 23.5% 29.8％ 40％ 

市における女性管理職の割合 19.9% 27.1％ 30％ 

商工会議所、商工会加入企業のうち女性の経

営者数 
－ 197人 207人 

農業従事者の家族経営協定※締結件数 8件 14件 20件 

認定農業者※の女性数 7人 7人 10人 

住民自治協議会※運営委員会の女性の参画率 － 
H19～20 年調査 

約 13% 
30% 

男女共同参画ネットワーク会議※加入団体数 36団体 37団体 45団体 

女性のエンパワーメント※に関する研修等の 

延べ受講者数 
－ － 100人 

※認定農業者制度・・・平成５（1993）年に施行された、「農業経営基盤強化促進法」に基づく制度。具体的

には、計画的に自らの農業経営の改善を図っていこうとする農業者が、おおむね５年後を見通した「農業経

営改善計画」を作成し、市町村の認定を受ける制度。 
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○附属機関の委員等の選任に関する基準 

平成21年４月28日訓令第27号 

改正  平成22年３月31日訓令第13号 

平成23年３月31日訓令第10号 

平成24年４月１日訓令第14号 

附属機関の委員等の選任に関する基準 

（趣旨） 

第１条 この基準は、法令等に定めがあるもののほか、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138

条の４第３項に規定する附属機関の委員等（以下「委員等」という。）の選任に関する基準につ

いて、必要な事項を定めるものとする。 

（選任の基準） 

第２条 委員等の選任に当たっては、幅広い意見及び専門的視点からの意見の反映並びに公正の確

保を図るため、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。 

(１) 広く各界各層の中から適任者を選任するようにすること。 

(２) 選任時における年齢が、新たに選任する場合には70歳未満、再任する場合には75歳未満で

あること。 

(３) 附属機関への女性の参画促進のため、女性の委員登用については、当該附属機関の定数の

40パーセント以上となるよう努めること。 

(４) １の委員等の在任期間は、継続して10年を超えないこと。 

(５) 関係団体等（以下「団体」という。）に対し委員等の推薦を依頼する場合においては、前

各号の規定の趣旨を十分考慮すること。また、当該団体内の適任者の推薦を得る等当該団体の

長のみを選任することとならないよう努めること。 

２ 前項の規定に関わらず、専門的知識又は経験を有する者を選任する場合にあって、他に選任す

る者が得られない場合には、前項第２号及び第４号の規定を適用しないことができる。また、前

項第５号により、団体に対し委員等の推薦を依頼する場合においては、団体の構成内容等により

この基準に適合しないと認める場合にあっては、前項第２号の規定を適用しないものとする。 

（重複選任の制限） 

第３条 同一人を複数の委員等に選任する場合は、前条第２項に規定する場合を除き、重複して選

任できる委員等の数は、１人につき10未満とする。 
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（公募による選任） 

第４条 市民の意見をより広く反映させるため、伊賀市自治基本条例（平成16年伊賀市条例第293

号）第17条第１項の規定に基づき、審議会等の委員の一部を公募により選任するよう努めなけれ

ばならない。 

（自治組織から選出する委員の選任） 

第５条 自治組織から選出する委員の選任については、附属機関の内容により、必要となる区域の

住民自治協議会から選任するものとする。ただし、附属機関の条例等により、住民自治協議会か

ら選出するとされているものに限る。 

２ 附属機関の内容が市全域を対象としているものについては、全住民自治協議会へ推薦を依頼す

るものとする。この場合において、次に掲げる事項を明らかにした上で依頼しなければならない。 

(１) 推薦を依頼する附属機関の内容 

(２) 推薦を必要とする理由 

(３) 推薦を依頼する人数 

(４) 委員の任期 

（職員の制限） 

第６条 一般職に属する職員（以下「職員」という。）は、次の各号に掲げる場合を除き、委員等

に選任しないものとする。ただし、法令において職員を委員等に選任することが定められている

場合は、この限りではない。 

(１) 職員を取り扱う附属機関 

(２) 関係行政機関相互の連絡調整を行う附属機関 

(３) その他専門的知識等を有する職員を委員等に選任することが、特に必要と認められる場合 

（名簿の管理） 

第７条 審議会等委員名簿（以下「委員名簿」という。）の管理は、企画財政部秘書広報課におい

て行い、グループウェアの秘書広報課公開キャビネットを利用した附属機関委員管理システム

（以下「システム」という。）により管理するものとする。 

２ 附属機関の庶務を所掌する課等は、委員等を選任したときは、委員名簿をエクセルで作成し、

名簿のデータを秘書広報課へ送付するものとする。 

（その他） 

第８条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 


