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平成２５年度第２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 6月 27日（木） 13：30～15：00 

場所    さくらリサイクルセンター大会議室 

 

司会  ：  挨拶 

 

委員長 ：  皆さんこんにちは。昼から梅雨らしい空模様になってきた今日この頃、会議にご参

加いただきありがとうございました。先般も言いましたが、本日を持ちまして２年間の

任期が一段落いたします。このメンバーでの会議は今日が最後となりますので、どう

ぞご協力お願いします。本当に２年間ありがとうございました。 

 

前川部長：  皆様こんにちは。皆様方には何かとご多用の中ご参加いただきありがとうございま

す。日ごろは、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。 

昨日６月議会が終わったところですが、一般質問が議員からありまして、最近屋

外焼却をしている場合が多いということで、これについては、煙の問題や臭いの問題、

有害物質の発生問題がありまして危惧がされているという指摘がなされました。 

この屋外焼却については、一定の事象以外は廃棄物の処理及び清掃に関する

法律で違法で１０００万円以下の罰金または５年以下の懲役ということになっており

まして、皆様方におかれましても地区で見かけられましたら、周知のほどよろしくお願

いします。 

         さて、これは先だってからお話させていただいていることですが、三重県の RDF 事

業が平成３２年度末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で、これも６月議会で提案しました。５月に庁内で検

討部会を立ち上げ、さらに７月には有識者による、外部の方の検討委員会を設置

して、１０月末までには、次のごみ処理のあり方の方向性を決めていこうかと考えて

おります。この件に関してはまた逐一皆様にご報告させていただきたいと思います。 

それでは、本日の議題について、どうかよろしくご協議お願いします。 

 

委員長 ： 本日の議長ですが、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について事務局から説明をお願いします。 

 

事務局 ： 資料１をご覧ください。資源・ごみ分別ガイドブック案について本日は伊賀北部版の

みの提案とさせていただきます。前回伊賀北部版・青山管内版を提示させていただき



 2 

ました。青山管内版については、前回の会議から特にご意見等ございませんでしたの

で、素案として決定させていただき、詳細は伊賀南部環境衛生組合・青山支所住民

福祉課と詰めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

伊賀北部版についてですが、粗大ごみ戸別収集実施とともに、分別区分・収集方法

の変更等を考えておりますことと、前回提案から若干変更もございますのでご説明申し

上げます。 

まず粗大ごみ以外の部分について説明します。ガイドブック６ページ可燃ごみについ

てご覧ください。生ごみ、カーボン紙や写真などリサイクルできない紙くず、草・落ち葉、

ラップ類や汚れの落ちない容器類などが対象です。こちらについては、週２回の指定ご

み袋による収集となり、現状どおりとなっております。 

続いて８ページ。硬プラ、靴・かばん類をご覧ください。名称については、前回燃やさ

ないごみとしていましたが、今回硬プラ、靴・かばん類としました。これについてもこちら

は、主に現在の可燃性粗大ごみで出していただいているものです。品目としては、硬質

プラスチック類、革・かばん類、ふとん・カーペット類、その他剪定枝、木片などが対象

です。収集回数は年６回です。出し方は原則袋出し。枝木類は５０ｃｍ以下にし、ひも

で縛って出すこととなっており、現状どおりです。変更点としては、木製家具類などの大

きなものは原則粗大ごみで出していただくことになり、５０ｃｍ以下に分別・解体した場合

のみ集積場収集となりますので、木製家具類の記載はしておりません。また、ふとん・カ

ーペット類も４５リットルの袋に入る場合は、集積場収集で出していただけますが、それ

以外の大きなものは粗大ごみとなります。またビデオテープ・カセットテープは今まで細

かく切ってくださいとしていましたが、今回埋立ごみに区分を変更することで、そのままで

出していただけることになりました。 

続いて９ページ容器包装プラスチックをご覧ください。品目については、カップ・パッ

ク・トレイ類、チューブ・ボトル類、ポリ袋・ラップ・フィルム類、キャップ・ネット・緩衝材類

が対象です。品目には、今回チューブ類を追加しました。これは、今まで汚れが落ちい

くいということで、あえて対象品目でありながら、記載してきませんでしたが、容器包装プ

ラスチックの分別意識が高まってきたことを受け、今回新たに追加しました。 

そして収集回数については、現行の月２回収集から週１回収集へ変更する方向で

考えていきます。祝日の関係で可燃ごみの代替日を設ける日や上野天神祭りで収集

が困難な日など以外は、原則週１回で曜日を固定化していきたいと思います。 

また、トロ箱は、袋に入れずそのまま出されているケースが多いので、２０ｃｍ以下に

切って出すこととさせていただきます。これは、大きい発泡スチロールは施設で破砕・

圧縮梱包が困難で、破裂したりして、作業に危険が伴うためです。 

次に１１ページ紙・布類です。新聞・雑誌、ダンボール、紙パック、その他紙類と衣 

類、古布類が対象です。月１回収集で現状と変更ございません。 

次に１２ページびん類です。飲料用のびんや調味料のびんなどが対象です。こちらは

月１回収集で、出し方など全て現状どおりです。 
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続いて１３ページの金属類をご覧ください。小型家電製品類、刃物類、金属容器・

製品類などが対象です。月１回収集で回数の変更はありませんが、袋出しのみとさせ

ていただきたいと思います。自転車やチャイルドシート等大型ごみについては、基本的

に粗大ごみとし、解体・分別し、袋に入れた場合は集積場へ出せることとさせていただ

きたいと思います。 

次に１４ページのペットボトル、アルミ缶は月１回収集１５ページ廃食用油は年４回 

収集です。収集回数は現状どおりですが、アルミ缶の出し方について、旧郡部で箱出し

となっている地域がありますが、袋出しに統一させていただきたいと思います。 

続いて１５ページ下の埋立ごみについてご覧ください。前回提案時は、カセットガス 

等の危険物とガラス・せともの等の埋立ごみを別々に収集区分としてあげていましたが、

危険物の収集量が少ないことから、今回埋立ごみの中と危険物を合わせて、収集回

数は同じ年６回のままで、区分を一本化しました。 

これは、現状のガラス・せともの・乾電池にテープ類とライター等の危険物加えたも

のとなり、箱出しとさせていただきたいと思います。現在処理困難（危険）物として収集

しているもののうち、ガスコンロ、ファンヒーターなどは大型危険物は原則粗大ごみとさ

せていただきたいと思います。 

最後に４ページの粗大ごみをご覧ください。粗大ごみでは、前段で説明しました、集

積場で収集できない大型家庭ごみついて、有料での収集としたいと思います。また、そ

れ５０ｃｍ以下のものでも、家具類や家電類等で戸別収集の依頼があるものは、収集

対象とします。また収集料金や詳細は庁内の検討部会等を立ち上げ、検討していきた

いと思います。前回委員会で、自転車等が有料収集になるのは、どうかという意見もあ

りましたが、粗大ごみ全般に関して各地域から直接施設へ持込む手段が無い人が多く、

また解体をして集積場へ出すのが困難であるという意見も多いこと。また、大型金属類

は集積場へ出すことで、資源泥棒に狙われる原因となり、治安悪化に繋がることから、

戸別収集としたいと思います。また排出者責任という観点から有料収集にさせていた

だきたいと思います。 

また、収集以外で直接搬入分については、今年度から解体処理を全て施設のほう

でさせていただいておりますので、地域に戻られましたら、ご周知のほどよろしくお願いし

ます。 

粗大ごみ戸別収集の詳細については、事項２でご説明申し上げます。以上です。 

 

副委員長： 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   ： 粗大ごみの金額は、品目によって異なるのですか？ 

 

事務局 ： 粗大ごみの処理料金については、今回明示しておりません。また、事項２で詳しく説   

明をしますが、現在同じ伊賀市内で伊賀南部が１点２００円という部分があることと、



 4 

考えている対象品目が伊賀北部と南部で異なることがございます。また、県内・近隣

市においても、１点いくら、又は収集料金と重量に応じた料金を徴しているところもあり、

料金体系が違いますので、本日金額にはご意見として聞かせていただきますが、決定

事項にせずに、今後検討を重ねていくということにしますのでお願いします。 

 

委員  ： もう１点例えば、石油ファンヒーターなどが品目に入っておりまして、これらは集積で収

集されていたものが、有料となったときに、気になるのがそこら辺に捨てておけとなりか

ねないし、ごみの山ができてもいけないのでその辺はどうですか。 

 

事務局 ： 当然おっしゃっていただいた不法投棄という点は懸念されますし、家電四品目が法

律で規制されて有料となったときに、大量に不法投棄された現実があります。しかし

ながら、ごみを適切に処理するという中で、特にファンヒーター等が未だに灯油が残っ

たままで排出されていることなどもあり、安全な処理や資源の有効利用ということを考

えながら料金設定等検討していきたいと考えています。 

 

委員  ： 一般市民からしたら、集積場で無料でいけたものが、有料になったときになぜ金を払

わなければいけないのかということになる人が沢山いると思いますし、後々の懸念がさ

れます。現委員の任期は今日で終わりですが、後から問題となって今の委員が納得し

て賛成したのか？と聞かれてここで反対をしたのだが、と言い訳をしなければいけない

状況になっても嫌なので、そこら辺をしっかりと考えていただきたいです。 

 

委員  ： あくまで有料は戸別収集だけなのでしょ？一般収集は無料でしょ？袋に入らないもの

は戸別収集扱いという意味ですか？そこら辺ははっきりさせないと。 

 

委員  ： ステーションに持って来ない方は、有料で仕方ないと思いますが、今各地区でお金が

かかるものは無料で回収します。といういやらしいチラシがどんどん入っている。だから

料金がかかるのであればこういう業者に頼もうかとなり兼ねないので、今までどおりステ

ーションに出すものは無料で、解体できないものは有料としていただけたらと思います。 

 

事務局 ： 基本的に先ほどガイドブックの改訂案で示したとおり、４ページのところで、どうしても

解体が困難なベッドや大きなタンス、また先ほど申したストーブなどの処理困難（危険）

物においては戸別収集とさせていいただきたいと思います。 

       ただ、もしタンス類や危険物以外の金属類については、５０ｃｍ以下に切っていただき、

集積場へ出していただいた場合は集積場で収集とさせていただきたいと思います。 

       現在県内市町の調査等をしているところですが、粗大ごみについては、処理施設へ

の直接搬入としているところが最も多く、その次に戸別収集をしているところが多いとい

うことで、集積場収集を粗大ごみとして収集しているところは少ないという現状がありま
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す。というのは、やはり、どうしても個人がベッドや机を自宅で集積場に出せるサイズま

で解体ということが難しいということが多くありますので、それを踏まえてこの４ページの

ような対象品目としております。これについては、また７月以降詳しく詰めていきたいで

すが、大まかにはこのとおりですので、ご理解をお願いします。 

 

委員 ：  戸別収集という名称をやめて有料収集としたほうがはっきりしたら分かりやすいので

は？袋に入らないものは有料収集ということで。戸別収集とすると有料か無料か分か

らないので。 

 

事務局 ： また、名称については、市民の皆様に分かりやすい名称を考えていきたいと思いま

す。 

 

委員  ： 戸別収集としたら、各家の前に取りに来ていただけると思いますので、戸別収集とい

っても良いが。 

 

事務局 ： 戸別収集については、集積場ではなく、原則自宅前まで取りに行かせていただく予

定です。 

 

委員  ： じゃあ今まで食器乾燥機などは、そのままでも持っていてくれたが、必ず袋にいれな

いと集積場では持っていってくれないということですね。それじゃあ今までとそんなに変

わらないのではないか。石油ストーブなども 45 リットルの袋に入れたら良いということで

すね。 

 

委員  ： 事務局で進行の仕方が悪いように思う。前回からの審議で丁寧な説明がなかったよ

うに思う。また戸別収集ということはガイドブックの説明より先にして、次にガイドブックの

説明に入るべきである。もっと事務局側から誠意のある話し合いという形で進めて欲し

い。 

 

委員  ： はっきりと有料なら有料とはっきりいって言った方が良い。 

 

委員長 ： この戸別収集の実施について、市内中を戸別にばらばらに回るのは大変と思います。

今日は地区で戸別をやると決めていかないと、大変なことになると思うが、また料金

の１点いくらというのは申し込みのときに払うのですか？その辺青山はどうなっている

のか。 

 

委員  ： 電話で申し込みをすると、いつ出してくださいと調整をされる。そして何枚券を買って

下さいと言われるので、出す日にごみに処理券を貼っておけば持っていってくれます。 
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委員長 ： その辺をもう少し、きちんと説明してください。 

 

前川部長：  先ほど委員様から指摘があったように、事務局の進行でまずい点があったと思い

ますが、次の事項２で粗大ごみについて、説明させていただきますので、まずこちら

を聞いていただいてから、ご意見をいただくようにお願い申し上げます。 

         また、自宅に無料回収のチラシが入っているという声もありましたが、実はこれに

ついて、私どもの環境センターと県の環境と警察も入って、いろいろ調査をしている

ところでございます。これらは無料で回収し、有価物だけを取りそれ以外の部分を

不法投棄しているという事例が多く見られるためです。ですので、無料回収という業

者があっても、それによらず、きちんと行政で処理をさせていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 

副委員長： それでは事項２について説明をお願いします。 

 

事務局 ： お手元の「資料２」をご覧ください。 

前回５月１４日の会議におきまして伊賀北部地区と伊賀南部地区の粗大ごみ収集

システムについて、サービスの公平化を図るため平成２６年４月～伊賀北部地区にお

いても実施したいと提案させていただきました。委員の皆さまからいただいたご意見を

参考にシステム案を作成させていただきましたので、説明させていただきます。 

粗大ごみとは・・・と言うのは先ほどガイドブック改訂版の説明の中でご覧いただきま 

した。 

大きく家具類・家電類・そのほか最長の一辺が５０ｃｍ以上のもの、４５ℓのごみ袋に

入らないものが対象となり、これまで解体・分解し集積場で収集していた大型ごみを、

自宅の玄関先まで収集に伺う有料の戸別収集を平成２６年度から実施したいと考えて

おります。 

資料が前後しますが、２枚目をご覧ください。（ページのふってないものです） 

粗大ごみの収集について、県内自治体と近隣の奈良市と甲賀市の実施状況を調査し

ました結果一覧になります。 

県内の中でも「市」だけで言いますと、伊賀市を除く１３市のうち１１市、約８５％が戸

別収集もしくは処理施設への直接搬入としており、集積場収集をしているのはほんの数

件で、今後も社会情勢に合わせて収集体制が整備されることと考えられます。 

収集処理手数料についても前回５月の会議で、１点あたりの料金を伊賀南部地区

に合わせて２００円でと提案させていただきましたが、料金については今後の検討とした

いと考えております。 

実際有料による戸別収集を実施している市町の手数料についても参考に一覧表に

掲載しています。 
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１点いくらと言う所もありますし、別途収集料金を徴収しているところもあります。解体

できない、処理施設まで運搬できない方などの市民の皆さま方のニーズに対応じた制

度にしていきたいと思います。 

それでは１ページに戻っていただき、粗大ごみの排出方法についてのフロー図をご覧

ください。 

粗大ごみを排出する場合で、５０ｃｍ以下に解体できない、４５ℓのごみ袋に入らない

場合は集積場に出すことができなくなりますので、粗大ごみ戸別有料収集を利用しま

す。 

申込みは「（仮称）伊賀北部地区粗大ごみ戸別有料収集受付センター」へ電話に 

よる受付とします。電話で「ご住所」、「氏名」、「電話番号」、「排出する粗大ごみの品

名と数量」を伝えます。１回の申込みにつき５点まで受付できます） 

申込と同時に受付センターより、収集日、排出場所等の指定があります。基本的に

戸建の場合は、玄関先収集となります。 

受付センターから当日受付分のデータ（申込者の住所・氏名・周辺地図・収集品目

及び数量など）が清掃事業課へ報告されます。 

裏面をご覧ください。 

申込みされた点数分の「粗大ごみ処理券」を購入いただきます。処理券の販売店 

につきましても、今後の検討としていますが、市役所、支所のほか市役所の閉庁時に

おいても例えば、午後５時以降・土曜日・日曜日なども対応できる、サービスカウンター

のある大手スーパーなどへも取扱をお願いしたいと考えております。 

処理券購入後は、受付時に通知された収集日までに処理券に「氏名（または受付

番号）」を明記し、排出物１点につき（例外もありますが）１枚を貼付けます。 

その後、収集日の朝９時までに指定された排出場所へ出しておきます。 

粗大ごみの収集は市直営で行い、市の職員が回収します。収集は処理施設のさくら

リサイクルセンターの閉鎖時間が４時３０分のため、地域や当日の収集件数にもよりま

すが、遅くても夕方４時までには最終の廃棄物積込みを完了しているようにしたいと考

えております。１日の収集件数、１件あたりの収集にかかる所要時間など収集に関する

詳細については、既に実施している伊賀南部環境衛生組合を参考にしていきたいと思

っています。 

収集したその後の流れとしては、収集した物の中から再商品化できるものと処分す 

るものを選定し、再商品化できると判断した物は、洗浄や小修繕を施した後、期間を定

めて展示し入札により販売することにより、資源の循環・リサイクルの促進を図りたいと

考えております。粗大ごみの戸別有料収集については以上です。 

 

委員   ： 今の説明を聞いて南部はどうなっているのか聞かせていただきたい。 

 

委員   ： 桐ヶ丘ですが、戸別収集については、受付センターに、何個取って欲しいという、電
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話申し込みをします。そうすると、何日という指定を受付からされます。その後、処理

券をＡコープ等で購入し、指定された日に門のところに出しておいて処理券を貼って

おくと引き取ってくれるというシステムです。 

 

委員   ： ある程度収集エリアというのは調整がかかる訳ですね。 

 

委員   ： そうです。受付センターでエリアを何箇所かでまとめて配車の関係で件数等コントロ

ールをしていると思います。 

 

前川部長： この戸別収集については、前回の全体会で専門の部会を設置させていただき、検

討してはどうかとお示しさせていただきました。 

        また、新しい委員に中で、１０月までを目処に何名かの委員を選出させていただいて、

決めていきたいと思います。 

        その中で戸別収集が決まっていかないと、なかなかガイドブックも決定できないという

部分がありますので、先延ばしになりますが、よろしくお願いします。そして戸別収集が

まとまりましたらガイドブックにも反映させていきたいと思います。 

 

委員   ： 有料なら有料とはっきりして、しっかりしたルールを決めていただいたほうが住民とし

ても出しやすいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

副委員長： それでは事項３について説明をお願いします。 

 

事務局 ： 資源ごみの持去りについて、資料３をご覧ください。 

前回会議で資源ごみ持去りの被害状況等について報告させていただきました。その

後、集積場における分別指導と合わせて、早朝パトロールの取組みをさせていただきま

したので、その結果を報告させていただきます。 

まず５月２２日上野Ｅ地区（紙）の日に集積場監視及び巡回パトロールを行いました。

しかし、集積場ではすでに新聞紙が持去りされて無くなっている状況で、巡回班が不審

車両を発見するも逃走されました。 

次に５月２４日上野Ｃ地区（金属）の日に同じく集積場監視と巡回パトロールを行いま

した。これについても、現場へ到着する直前に既に持去られておりました。また、巡回パ

トロール車が不審車両を発見するも、逃走されました。 

次に６月１０日上野Ｄ地区（金属）の日に集積場監視を行いました。不審車両を２台

発見し、うち１台の積込現場を確認。その後条例に基づき警告を行いました。 

次に６月１２日伊賀地区（金属）の日に集積場監視と巡回パトロールを行いました。こ

れについては、伊賀警察署にも協力していただき、共同で対応しました。不審車両を３

台発見し、うち１台の積込現場を確認。その後警告を行いました。 
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総括として、数台同時に窃盗に訪れていることから、グループによる犯行が行われ

ていることが分かってきました。また、警察との相談の結果、市の車両で巡回パトロール

中に犯人を追跡することは、通学時間と重なること、緊急車両でない市の車両で追跡

することは危険が伴うのでやめたほうが良いという指導がありました。 

今後は集積場での監視を重点的に行うこととし、継続して取組みをしてまいりたいと

思います。また、各地域でいつも持去りに来ている場所がありましたら、対象の資源物、

持去りの時間帯と車両ナンバー、集積場の位置などを特定し、情報を寄せていただき

たいと思います。 

他に伊賀で被害が多い原因として、大型金属を集積場収集しており、一度に大量 

の金属等を収集しやすいこと。前日出ししている集積場や、当番がいない集積場も多く地

域での防犯体制ができていないことも原因と考えます。これについては、今後広報等で周

知をしていきます。裏面には広報７月１５日号の掲載案が載せてありますので、また確認

とご周知のほどよろしくお願いします。 

また、資源の持去りについて啓発チラシの写しもあわせて付けておりますので、後ほど

確認をお願いします。事項３は以上です。 

 

副委員長： 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   ： これは大変難しい問題ですね。無料回収のチラシ問題もありますし、家の前に置い

ておいた物を持っていった場合は、違法になるのですか？ 

 

前川部長： 資料３にあわせて添付させていただいたチラシをご覧いただきたいのですが、これら

の業者は有価の金属部分のみを抜き取り、その他部分を不法投棄しているという問

題が多く生じておりますので、どうか適正処理をしていただくようにお願いします。 

 

委員   ： 個人からお金を取るとなると、どうしても銭がもったいないとなりかねないので、項目

にどうしてむちゃくちゃ大きいものでもないもの、例えばプリンターや餅つき機など 50ｃ

ｍもいかないと思うし、袋に入ると思うが、それが粗大ごみに入っていることが納得で

きないが。 

 

事務局 ： 失礼します。 

戸別収集について、沢山の意見を出していただきましたが、プリンターなどは、確か

に家庭用については、袋に入るもののほうが多いということがあると思いますので、これ

らの表現の件につきましては、今後の検討部会などで再度詰めてしていきたいと思いま

す。 

現在のガイドブックで施設へ直接持込みとなっているものを中心に品目を整理してま

いりたいと思いますので、よろしくお願いします。 
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委員   ： いろいろ説明をいただいたが、この戸別収集事業というのは、逆に市民にとって非

常に歓迎されるべきことではないかと思います。ベッド・ソファ・マッサージチェア・電

子ピアノといったものは、これまで排出の機会や経験がある方は収集対象に入ってこ

なかったので、どうしたものだろうと思ってきたと思います。 

        これらを収集対象としていただくと、これらを業者に頼むとなると、販売に伴う引取り

の場合、料金は考慮していただけると思いますが、いらなくなったものを排出するとな

ると、業者によっては法外な料金を請求してくる場合もある。 

        だから、戸別収集を行政の手により、一定の価格で処理をしていただけるということ

は、逆に非常に評価できることだと思います。 

        私の意見としてはもう一歩進んで、現在処理困難物ということで、業者へ持込をし

なさいとなっているもの、例えば代々農家を営んできた家には、古くなった薬品類で

中身が何か、どう処理をして良いかわからないということがあると思います。 

        これらに関しても一定のルールを作って処理の手伝いをしていただける方法がある

とありがたいと思います。 

        それを川に捨てると、フナが死んだ、鯉が死んだなどなって河川の汚染や水環境   

の汚濁に繋がりますので、この辺も前向きにご検討いただきたいと思います 。 

        皆様の意見と違う部分もあるかと思いますが、この粗大ごみ戸別収集ということで、

一歩進めていただいたということは、ありがたいことだと思います。 

 

副委員長： 他になにかありませんか。それではその他事項について説明をお願いします。 

 

事務局 ： 野外焼却の禁止について、資料４をご覧ください。 

ごみの焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、ダイオキシン対策の一

環として、災害の予防や応急対応、復旧のために必要なものや、慣習上や宗教上必

要なもの、農林漁業を営む上でやむを得ないもの、焚き火や日常生活で行われるもの

で軽微なもの以外は原則禁止となっております。 

また、市では、家庭から排出されるごみについて、分別基準等を定め、集積場収集

等により適正かつ衛生的に可燃ごみを処理しております。 

しかし、家庭ごみの処理について、未だに農村部など一部の地域において、自家焼

却がなされている現状があるようです。 

また、地域で生ごみ等を自家焼却している方がいらっしゃったら、このように法律で

禁止されているので、やめていただくように声かけをしていただくようお願いします。 

 

副委員長： 他になにかありませんか。  

 

委員   ： ガイドブックの件ですが、今のものでは分別が１１種類あり、新しいものも同じ１１種類

かと思うが、中身が変わっている部分について、今の現在の分と変わっている部分
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を箇条書きにして、周知したほうが解りやすいし、４月から収集もスムーズに行くよう

に思います。 

        また、現在のガイドブックの５０音順表について、色が白とグリーンで見にくいので、

お金がかかるかもわからないが、品目を分別の種類ごとに色分けしていただけたらあ

りがたいと思います。 

 

事務局 ：  このガイドブックについては、本年１０月頃には原稿をつくり、来年３月ぐらいには完

成品が出来ると思います。当然変更点などは、広報等で周知もしていきたいと考え

ています。そして、また３月以降になるかと思いますが、ガイドブックが出来上がった

時点で市民の皆様にはご説明をさせていただく機会も作って行きたいいと思いま

す。 

        また５０音順表については、分別項目に沿って内容を７月以降詰めていきたいと思

います。色の配色についてはどのようなものが見やすいかということがありますので、

これも７月以降検討会で詰めていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いしま

す。 

 

副委員長： 他に何かありませんか。  

 

委員長 ： 今本委員会宛に伊賀市における廃棄物処理のあり方検討委員会について、本委員

会の中から、１名出してくださいということに、なっております。できれば女性委員をと

いうことですので、また新委員の中から選んでいきたいと思いますので、また我こそは、

という方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。 

それでは、本日は長い間ありがとうございました。 

 


