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平成２５年度第１回伊賀市ごみ減量・リサイクル等推進委員会会議録 

 

日時    平成２５年５月１４日（火） １４：００～１５：３０ 

場所    さくらリサイクルセンター大会議室 

 

司会  ： 挨拶 

      資料の確認 

 

委員長 ：  皆さんこんにちは。先般３月に６月までは、現委員でお願いしたいとしまして、引き

続いてお集まりいただきありがとうございます。 

毎日暑い日が続き本当に夏らしくなってきました。このガイドブックは、次回６月の

あと１回の会議で素案を決定し、また平成２６年度から新しいものを出すということで

ご協力こいうことでご協力お願いします。 

 

前川部長：  皆様こんにちは。皆様方には何かとご多用の中本日の会議にご参加いただきあり

がとうございます。平素は、伊賀市の廃棄物行政に関しまして、格別のご理解・ご

協力をいただきまして、重ねて厚くお礼申し上げます。先般より初夏を思わせるよう

な天候が続いております。伊賀市では昨日から地球温暖化防止・省エネルギー対

策ということで、クールビズで会議等にはノー上着・ノーネクタイで参加させていただ

きます、ご理解をお願いします。また、皆様方におかれましても夏場の省エネルギ

ー対策ということで、日常的な節電・節水にご協力いただきますようご協力お願いし

ます。 

         さて、本年度の清掃事業課の取り組みとしては、三重県の RDF事業が平成３２年

度をもって終了するということで、その後のごみ処理のあり方についてどう進めていく

か、ということが喫緊の課題となっております。これを本年度早々に検討していきた

いと考えております。また伊賀市は合併から８年経過したわけですが、やはり伊賀

南部地域との違いがあるわけで、これを一元化していくにはどういう課題があるかと

いうことで、本日の議題でもある粗大ごみの戸別収集について、伊賀南部が先行し

てやっていることでありますので、これを２６年度から実施できないかということで、検

討をしていきたい。またごみ袋の料金についても伊賀南部管内の名張市と料金の

差があります。これについてもまたご協議いただきたいと思います。どうかよろしくお

願いします。 

 

委員長  ： 本日の議長ですが、委員会条例により副委員長である岡森さんにお願いさせて

いただきたいと思います。お願いします。 

 

副委員長：  よろしくお願いします。それでは、事項１と事項 2 について一括で事務局から説明



 2 

をお願いします。 

 

事務局 ：   資料１をご覧ください。各地域の皆様からのご意見を受けて今回ガイドブック編成

に向け、ご検討いただく素案として、事務局で作成しました。 

大きな方針としては、平成２４年度に実施した県内自治体の分別収集処理に関

する調査により、近年のリサイクルの状況、市民のニーズの変化への対応を目的と

して見直しを進める。可能な限り伊賀市内での収集方法等の格差を是正するため、

伊賀南部環境衛生組合との整合を図る。とさせていただきます。処理施設の違い

はありますが、収集区分や方法については、近年のリサイクル法による資源化の状

況と整合を図ってまいりたいと考えております。 

その下の分別・処理区分の見直しをご覧ください。 

  伊賀北部の変更となります。まず容器包装プラスチックの収集ですが、月２回を

週１回にしていきたいと考えております。回数を増やすにあたっては収集経費や日

程調整の関係、また事業者からは、現在可燃ごみと同じ集積場であるため、数が

多く資源ごみの集積場に出すようにして欲しいなどの要望もあがっておりますので、

実現に向けて調整を進めてまいりたいと考えております。 

  続いて粗大ごみ戸別収集の一般収集の開始から処理困難（危険）物の見直し

までですが、これにつきましては、事項２で詳しく説明しますので、紹介だけさせてい

ただきます。 

続きましてガラス・せともの・乾電池の見直しですが、やはりカセットテープ・ビデオ

テープのカットが困難ということで、現状の可燃性粗大ごみからこちらに収集区分を

移し、収集後埋立処理に回すことで、テープの切断等の手間を無くしていきたと考

えています。 

伊賀南部は、現状どおりの分別・処理区分で行くという方針を確認しています。 

 次に分別ガイドブックの見直しですが、大きな方針として、カラーインデックスを付

け見やすくする。無駄な余白をなくし、わかりやすくするためにイラスト等の適切な配

置をする。容プラ等分別が難しいものについては詳細に記載し、分かりやすくする。

フォントはなるべく大きいものを採用し、見やすくする。ということで、今回別添に付け

させていただきました事務局案を出させていただきました。 

これについて、次回６月にもう一度本委員会を持ち、その結果を持って最終案を

作成しますので、また持ち帰って次回の審議会の際にご意見いただけたらと思いま

す。またこの場でもお気づきの点やご意見等あればいただきたいと思います。 

尚、伊賀北部の各ごみの分別区分や収集回数、ごみの出し方については、あく

まで現在の事務局案で決定事項ではありません。今後諸事情により十分変更の可

能性はありますので、各地域で説明していただく際にその点誤解のないようにお願

いします。 

また小型家電リサイクル法という法律も今年度より施行されておりますので、その
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対象品目についても周辺地域の動向も見ながら良い収集方法が出来ないか、ガイ

ドブック発行のぎりぎりまで検討をしていきたいと考えております。 

 続いて事項 2 粗大ごみの戸別収集（一般化）事業実施について説明します。 

伊賀市においては、皆さんもご承知のとおり伊賀北部地区のさくらリサイクルセンタ

ーと青山地域と名張市からなる伊賀南部地区の南部クリーンセンターとでは処理

施設が分かれており、同じ伊賀市でありながら収集・処理形態が異なっています。

伊賀南部クリーンセンターで処理する青山地域では、粗大ごみは集積場収集では

なく戸別による収集をしています。昭和６０年頃から始まったと聞いています。 

 伊賀北部地区においては、伊賀市全体の施策として平成２４年４月～粗大ごみ

の福祉収集で７５歳以上、介護認定、障がい者などで構成された世帯と条件を満

たす世帯に限り、無償で収集に伺う事業を始めたところです。  

      県内で見ますと、伊賀市を除く２８自治体のうち粗大ごみの集積場収集をしてい

る市町が５自治体、戸別収集を実施している市町が９自治体、直接処理施設への

持込としている市町が一番多く１４自治体となっておりますが、今後も高齢や１人暮

らしなどの増加に伴い市民のニーズに合わせた戸別収集実施市町が増えると考え

られます。 

先般、皆様方から回答をいただいたアンケート調査でも、家具類などは分解・解

体が困難と言う声が多くありました。 

    また、粗大ごみ戸別収集（福祉収集）を実施して以降、要件に該当しない方、

例えば女性の１人暮らし、７５歳に満たない老夫婦などから粗大ごみの戸別収集や

排出方法についての相談も多く受けています。 

  伊賀市の一般廃棄物の収集処理方法は、伊賀北部地区と伊賀南部地区とで

異なりますが市民サービスの公平化を図るため、伊賀南部地区同様、伊賀北部に

おいても粗大ごみの戸別収集、排出者に手数料をご負担いただく有料による一般

収集を平成２６年４月から実施したいと考えております。 

     実施内容については、まだ検討段階ですので資料的なものはありません。 

資料２をご覧ください。これは伊賀南部版の分別ガイドブックの「粗大ごみ」のペー

ジを抜粋したものになります。 

ここでは、粗大ごみの主な品目や排出方法（流れ）が掲載されています。また、次

のページでは、伊賀南部クリーンセンターで「粗大ごみ」と規定されている品目の一

覧を参考に添付しています。 

伊賀北部地区とは区分が違いますので全て同じような訳にはいきませんが、現

在可燃性粗大ごみで収集している内の「木製家具類」や「布団・カーペット類」、ま

た金属類で収集している「自転車・老人車」や「（袋に入らない）家電製品」、ほかに

処理困難物で排出している「ストーブやファンヒーター」などを粗大ごみとして扱う予

定をしています。 

今まで解体・分別をして集積場へ出していたものが解体・分解せずに出せる点、
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集積場での違反ごみの減少による区長や当番さんの負担軽減になる点などのメリ

ットと、無料で収集されていたものが有料になるデメリットがありますが、ご理解いた

だきたいと思います。 

また、収集方法については、伊賀南部版の分別ガイドブックの抜粋ページにあり

ますように、受付センターでの申し込み、収集品目の確認、収集日の決定までを委

託、当日の収集を直営で、と考えております。 

１点あたりの処理手数料は伊賀南部が１点２００円と設定しており、採算は取れ

ないが市民サービスを第一に検討された結果、決定されたとのお話もあり伊賀北部

地区についても１点２００円に合わせたいと考えております。 

伊賀南部で規定されている品目一覧の裏面に、これも南部地区のものですが収

集当日粗大ごみに貼っていただくごみ処理券のひな形（証票１）を参考に添付して

います。証票２については、伊賀北部地区では今回の粗大ごみ戸別収集の対象と

していません。このごみ処理券の販売所、また品目についても今後検討していきた

いと思っております。 

 粗大ごみの戸別収集（一般収集）事業実施に伴い、粗大ごみが含まれていた

「可燃性粗大ごみ」、「金属類」、「処理困難（危険）物」の内容が変わることから、分

別区分や収集方法なども検討しているところです。 

         検討資料（案）としてお渡ししています、資源・ごみ分別ガイドブック伊賀北部版

にも新たに実施しようとしている粗大ごみの戸別収集（有料による一般収集と無償

で行う福祉収集）について掲載しています。 

         現在の可燃性粗大ごみについても、粗大ごみとビデオテープ、カセットテープを

除いたとりあえずの名称として「燃やさないごみ」とさせていただいているものと、処

理困難（危険物）からストーブなどの大きなものを除くと、カセットガス、スプレー缶、

ライターなどだけになってしまいます。 

これらの排出方法、収集方法、更に「粗大ごみ」となる品目を検討していくととも

に、粗大ごみの排出が少なくなることから、集積場管理の負担軽減なども併せ、今

後集積場の集約なども考えていきたいと思いますのでご協力をお願いします。 

以上、粗大ごみの戸別収集事業について提案させていただきますので、ご協議

賜りますようお願いします。 

 

副委員長：   ありがとうございました。それではここまででなにかご質問ありますでしょうか。 

 

委員  ：    北部でお金がかかる分だけもう一度説明してもらえますか？ 

 

事務局 ：   粗大ごみの有料については、料金を徴収することになりますが、１点２００円は案

ですので、料金については今後また検討していきます。 

         粗大ごみについても、解体が出来て規定の大きさにまで分解していただけるよう
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でしたら、今までどおり集積場に出していただけるということです。 

 

委員長 ：   １つ質問なのですが、例えば私が取りに来て欲しいといって、次の日に隣のAさん

が取りに来て欲しいとなった場合は、近所に２日続けてくるとかそういうことになるの

ですか？その辺伊賀南部はどうなっているのですか？ 

 

事務局 ：   伊賀南部エリアにおいては、NTT のコールセンターで電話回線による受付をおこ

なっており、その際に予め地区割りをしてあります。例えば A 地区の住民の収集日

は何日、B 地区は何日と決まっており、その日時を受付時にお知らせするという形

です。 

         そしてもし沢山予約があり、１日の回収量を超える場合は、次の収集日にお回り

いただくということです。 

         伊賀北部でもこれを参考にしていきたいと考えております。 

 

委員長 ：  また、そういう方向で検討いただきたいと思います。 

 

委員  ：   大きなやつを取りにきてもらって、小さいやつも出したらそれも２００円になるかもわ

からないので、この金額については、大きさ何、重量何、という案を次までに事務局

で作っていただけたらと思います。 

 

事務局 ：   これについては、県内各市町においても、料金設定や取扱い廃棄物などが異な

っているところです。今ご質問いただいたように、小さいものは２００円大きいものは

１，０００円というように料金が異なる自治体もありますし、１品目３００円・５００円と

固定している自治体もあります。 

         さきほどの伊賀南部の戸別収集エリア設定についても、伊賀北部では一般戸別

収集がはじめての試みというようなことがあり、この方法についても皆様方のご意見

をいただきながら進めたいと思います。 

        ただ、全般的には伊賀南部との整合性を図りながら進めてまいりたいと考えており

ます。 

 

委員   ：  集積場に出すごみは今までどおりで良いということですか。 

 

事務局 ：   今回の戸別収集の実施に際して、ある程度の基準を決めてまいりたいと考えてお

ります。現在粗大ごみとして出してもらうものについては、全て５０cm 以下に切って

もらうなどの対応をお願いしております。 

         必ず５０ｃｍ以下に切ってもらえるようなものであれば良いのですが、例えばファ

ンヒーターなど５０ｃｍを超えるようなものについては、全て粗大ごみ戸別収集として
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扱いにしていきたいと思います。 

         木製タンスなどで、５０ｃｍ以下に切って出せるものは、可燃系のところで収集も

できるようにしたいと思いますが、基本的には５０ｃｍを境にして判断をしていきたい

と考えて思います。 

委員  ：   例えば自転車などは、５０ｃｍ以上ありますので、これら５０ｃｍを超えたものは地

域の集積場へは出せないということですか。 

 

事務局 ：   基本的にはそういう考え方であります。 

 

委員  ：   あまり、規制が厳しくなってくると、また不法投棄等が増える可能性もありますの

で、考えていただきたいと思います。 

 

委員  ：   例えば、扇風機など今まで出せたものが今度は粗大ごみ扱いになれば全てお金

を取られるということになるのですか。 

 

事務局 ：   どの品目をどう扱うかなどはこれから決めていくところでありますし、例えば扇風機

にしても５０ｃｍ以上のものもそれ以内のものもありますので、それを一概に品目で

指定できるものかという問題もありますので、その辺を皆様の意見を聞きながら精

査していきたいと思います。 

 

委員  ：   これ専門の検討委員会というものはあるのですか？ 

 

事務局 ：   いえ、特にありませんのでこの委員会で決めていきたいと思います。ガイドブックの

策定については平成２６年４月から運用をしていくということで、この６月で大まかな

分別の種目をつめていきたいと考えております。５０音準表については、７月以降の

検討ということで、最終印刷発注が１０月の予定ですので、９月までには全ての品

目についてこの委員会で決めていきたいと考えております。また必要に応じて部会

等で対応をしていくということです。また今回の提案についても地域に帰っていろい

ろな意見を聞いてきていただきたいと考えています。 

 

委員  ：    戸別収集の実施について、伊賀南部との整合性を図る以外に、こういう理由で

必要などそれが必要な背景があれば。もう一度詳しく教えていただけますか。そうし

ないと賛成も反対もできませんので。 

 

前川部長：   伊賀南部については、既に昭和６０年ごろから実施しているということ以外に、伊

賀市として平成２４年度より、７５歳以上の高齢者等を対象に福祉収集を実施して

おります。 



 7 

         しかし、その年齢に達しない人などから、タンスなどの粗大ごみをどうしようもない

のだがどうにかならないか。という意見を市民生活課のほうでも良く聞きますので、

それに対応していきたいということです。また、品目や料金等について皆様の意見

を聞いて検討をしていきますので、また地域に帰って考えていただけたらと思いま

す。 

 

委員  ：   今まで分解が困難であったマットレスなどが、これでいけるということは、大変ありが

たいと思うのですが、収集のほうばかりの話になっていますが、持ち込みの場合の

対応について。わざわざ持ち込んで来ているのに有料でお金を取られる。そしてこ

れは産業廃棄物なのでだめだ、あっちに行ってくれなどといわれたりする。この処理

については、もう少し明確にしていって欲しいと思います。 

 

事務局 ：   ただいまマットレスの例をあげていただき、持ち込みの処理についてお話をいただ

きました。現在さくらリサイクルセンターのほうでは、ベッド等搬入いただきましたら、

委託会社のほうで分解等させていただくように、本年度からさせてもらっていただい

ております。 

        集積場で出していただく場合には、全て解体をして５０ｃｍ以下に切っていただき、

しばっていただくなどありますが。持ち込みの場合は、解体作業につきましてお手伝

いもさせてもらいますので、料金をいただくということでお願いします。 

        産業廃棄物と一般廃棄物の違いについてもご意見いただきましたが、特に農工

業や商業の関係は産業廃棄物となりますので、場合によってはお断りさせてもらっ

ています。しかし、産業廃棄物と一般廃棄物の区分が難しいものがあり、場合によ

ってはご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、こちらのほうについても、職

員・委託職員とも情報交換をしながら整理を進めてまいりたいと思いますのでよろし

くお願いします。 

 

委員長 ：   また各地域でこれはどうだ？自転車はどうだ？などという意見を聞いてきてもらっ

て事務局へ提出してもらったら良いと思います。 

 

前川部長：  またこのことについて、専門委員会の設置も意見がありましたが、必要があれば作

業部会などの設置もして進めてまいりたいと思います。 

 

委員  ：   今まで無料のものが有料になるということで、やはり今までどおり集積場に出すもの

を特例として出せるようにしていただかないと。 

 

委員  ：   これはあくまで戸別収集で一般収集とは違うということで、一般収集は今までどお

りということではないのか？ 
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委員  ：   去年福祉収集の話が出て決まったときに、そのときに７５歳以上とか決めたときに、

それ以下の人からも要望があがるのは、想定できたはずですよね。良い方法があれ

ば変えていくとうのは良いのですが、ごみの出し方が定着しないうちに、また次の新し

い方法を言われて、間違えたごみ出しをしたといわれても一般市民も戸惑うと思い

ますので、少し定着する時間を設けていただけたらと思います。 

 

委員  ：   戸別収集は有料で仕方ないが、一般収集は今までどおりにしないと、出して泥棒

に取られても、市は文句言えない。自転車なんか今すぐに取りに来る。 

 

委員長 ：   戸別収集は集積場に出すのも嫌なので取りに来てくれというもので、一般収集と

は別の話だとする発言だということですね。 

 

委員  ：   そうです。一般収集は税金を使ってやっているのだから、取りに来てもらわなけれ

ばいけないと思う。今まで持って言ってくれていたのがだめだというのは話がおかし

い。 

 

委員  ：   また、次回に提案する側で整理をして出して欲しいと思います。 

 

事務局 ：  今の戸別収集について、いろいろご議論いただいておりますが、また次回伊賀北部

版の戸別収集案をご提示させていただきたいと思いますのでお願いします。 

 

委員  ：   伊賀北部では今自転車などでも取ってもらっていますのですか？青山では、袋に

入るもの以外は持ち込みか戸別収集のみで、通常の収集はしてくれませんよ。傘な

ども折って袋に入る場合のみです。 

 

委員長 ：  青山の状況も加味して考えていかなければならないと思います。それでは、また次

回６月に事務局案をお願いします。 

 

副委員長：  それでは、次に事項３について事務局から説明をお願いします。 

 

事務局 ：  資料３をご覧ください。資源ごみ持去り・不法投棄問題について、まず資源ごみの

持ち去り問題でございますが、各住民の皆様から通報等いただいておりますが、なか

なか犯人検挙や被害の軽減ができていないということで、裏面に通報記録を載せて

おりますが、これらのデータを分析し、早朝パトロールの強化を図ってまいりたいと考

えています。 

まずパトロールを行うことで犯人に対して抑止力になればと考え、金属類と紙・布
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類の日に清掃事業課では上野エリアを３～４台程度で、各支所については住民福祉

課で巡回をする計画です。エリアが広いので１日で全ての地区をパトロールできるわ

けではありませんが、地域の皆様にもまたご理解とご協力を賜りながら進めてまいりた

いと考えております。 

         また、現在の持去りに関する条例の運用ですが、一度犯人に注意をし、次に市が

警告文書を送付。それでも持去りをした場合は警察が検挙し、罰金を科すという運

用になっております。 

         この運用で難しいのは、警告は市で検挙は警察ということで、市と警察の間での

情報共有の持ち方難しいことが１点。また罰金の対象は車輌ではなく、人であること

の難しさがもう１点であります。現行犯で指導をし、注意・警告までしても、次に同じ車

を捕まえても別人が乗っていたりして、その場合はまた注意から始めるということにな

り、なかなか罰金まで至りません。これは恐らく元締め組織があり、外国人などを使っ

て盗難行為をさせ、危なくなったら人を変えるということをしていることが原因と考えら

れます。 

これらについても警察へ、より簡単な手続きで罰金を科せないか？より緊密な連

絡体制を作れないか？また元締め組織などについても積極的に捜査してもらえない

か？など相談をしながら良い方法を検討してまいりたいと考えております。 

次に不法投棄問題ですが、昨年１１月に民有地への不法投棄であっても地元から

の協力が得られる場合に限り。減免処理等の協力をさせていただくこととし、すでに協

力依頼は中瀬・神戸・河合・依那古と４件。持込による減免処理も６件ほどご利用い

ただいております。 

この地元の協力の条件ですが、不法投棄物について、地元で地権者等と話をし

ていただくこと。さらに出合いなどで地元から人を出していただき、分別や搬出してい

ただくことが前提となっておりますので、よろしくお願いします。 

また、犯人検挙に繋がるものが出てきた場合は、まず現場を保持した状態で警察

へ連絡をしていただくようにお願いします。 

 市道に関しては、本年度も環境パトロールにより巡回をし、環境美化に努めておりま

す。 

そして今後の防犯体制づくりですが、市で何か良いものがあれば、またご紹介等さ

せていただきますが、各地域でも独自の防犯体制づくりなど取組みをいただき、良い

事例があれば、市に紹介していただいて、全市的に広めてまいりたいと考えています

ので、よろしくお願いします。 

 

副委員長：  ここまででなにかございますか。 

 

委員  ：   今まで不法投棄において減免をお願いしたことがあったのですが、パソコン等は減

免になるのでしょうか。 
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事務局 ：  パソコン・テレビ・冷蔵庫・タイヤなども対象として受付しております。 

 

委員  ：   環境パトロールで谷底などに落ちているものについても、なんとか考えてもらえない

か。少ないうちに処理すればなんとかなると思いますので、拾う段取りを考えてもらえ

ないだろうか。看板も自分で作ったら金がかかったので、市で作ってくれないか。 

 

事務局 ：  基本的に環境パトロールでは道沿いのものだけの回収となります。谷底などのごみ

については、１１月にご提案させていただきましたように、自治協からご協力いただくこ

とを前提に申請いただいた場合のみ対応を考えてまいりたいと思います。また看板の

件についても伊賀市で看板を作成しておりますので、ご要望があればお声かけくださ

い。 

 

前川部長：  あくまで地域と行政の協働での解決ということで、不法投棄問題はあくまで地域の

課題として取り組んでいただきたいと思います。地域で解決できないものは行政と協

力して考えていくということでお願いします。また不法投棄をさせないという取り組みも

重要ですので、いろいろ地域でご協議いただきたいと思います。 

         また、看板代が高いという話も出ましたが、伊賀市としては地域包括交付金という

ことで地域へ財政支援もおこなっております。合わせてステップアップ事業交付金と

いうものも、平成２４・２５年度とございますので、これらを活用して地域の課題に取り

組んでいただきたいと思います。 

 

副委員長：  それでは事項４について事務局から説明をお願いします。 

 

事務局 ：  まず最初にさくらリサイクルセンターの休日開場の件でございます。さくらのほうでは、

偶数月の第１日曜日に休日開場をさせていただいております。 

        平成２５年度は４月７日に開場させていただいております。次回は６月２日となりま

す。 

         当日の受入は、一般家庭からの排出ごみ及び住民自治協議会や自治会、事業

所、各種団体で実施する地域の環境美化活動で集められたごみに限りますのでよろ

しくお願いします。 

         また環境美化活動によるごみの持込は、処理手数料免除の対象となりますので、

2週間前までに処理手数料減額（免除）申請書を提出してください。 

         次に再生品販売についてですが、 昨年度から福祉収集をはじめており、リサイク

ル活動の一環として、軽い修繕等を施し、再生品展示販売をしたいと思います。期

間は 6月 10日（月）～21日（金）午前 9:00から午後 5時まで 15日（土）は除き

ます。 展示場所は伊賀市ストックヤードで旧のしらさぎクリーンセンターの跡地です。
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対象者は市民で未成年者、古物商業者、法人は除かせていただきたいと考えており

ます。 

         販売方法は展示期間中に展示場所（ストックヤード）にきていただき、氏名や金額

など申込書に必要事項を記入し、申込箱に投函していただき、後日最高買受希望

額の人に売り払います。1人 3点以内程度としたいと思います。6月 24日（月）に買

受者を決定し、文書にて通知し、6 月 28 日（金）、29 日（土）に取りに来ていただき

たいと思います。 

           また 6月 1日号広報、ケーブルテレビでもご案内しますが、委員の方はまた地域

に帰ってお伝えいただければと思います。 

 

副委員長：  なにかございませんか？それではその他の項に移りたいと思います。 

 

事務局 ：  資料５をご覧ください。任期満了による委員選出のお願いについてですが、現在の

各委員の皆様の任期が６月末までとなります。７月１日よりの委員の選出については、

また各住民自治協議会の方へ資料のとおり選出を依頼する予定です。 

この選出については、伊賀市の選任基準が設けられておりますので、ご協力いた

だくようお願いします。 

特に女性委員の登用についてですが、まだまだ先進諸国に比べて女性の政治経

済活動への参画機会が十分でないということで、伊賀市では男女共同基本参画計

画において、平成２７年度に４０％以上という目標を掲げております。現在住民自治

協議会代表と地域女性代表ということで選出をお願いしておりますが、なかなか住

民自治協議会の代表として女性の委員を出していただけない状況で、現在の本審

議会の女性登用率が３２％となっております。 

次の委員様の任期が平成２７年６月３０日までとなっていることから、住民自治協

議会代表者についても積極的に女性委員を登用していただき、今回の改選で目標

を達成したいと考えておりますので、ご協力お願いします。 

また選出方法についてですが、できましたら当て職等で毎年交代される方でなく、

任期中継続して審議に参加していただける方。地域の廃棄物事情に精通し、市の

委嘱員として啓発活動等積極的に担っていただける方。ということで選出いただきた

いと思いますので、また地域に帰ってお伝えいただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

 

副委員長：  他になにかございませんか？ 

 

委員  ：  小型家電の収集を伊賀市はやらないのですか？テレビではスーパーに収集箱を置

いたりしているようですが。 
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事務局 ：  今質問いただきました、小型家電リサイクル法については平成２５年４月から施行

されております。この法律の主旨としては、レアメタル等国内の都市鉱山といわれる

ものを海外に持ち出させず、国内で再利用していこうとするものです。 

        まだ県内においても具体的に取り組みが進んでいない状況でして、この方法には、

処理施設でのピックアップ収集や、スーパーなどでの店頭回収、環境イベント等での

回収などいろいろな方法が考えられますが、伊賀市においてもガイドブック作成と併

せてできるものから取り組みをしようと考えておりますので、お願いします。 

 

副委員長：  他になにかございませんか？ 

 

委員長 ：  ここの課の名称について、清掃事業課という名称について、みなさまが取り組みや

すい名前などあれば考えていただいたらと思います。それではこれで会議のほうを終

わらせていただきます。 


