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平成２４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２４年１０月２９日（月） １０：００～１１：４０ 
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  ： おはようございます。多数ご出席いただき、ありがとうございます。昨日

は雨が降りましたが、他所にくらべて大雨にならずよかったと思います。ま

た、私ごとではありますが、１０月２３日～２５日にかけまして、上野天神

祭におきまして、交通障害等で皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫び申し

上げます。上野天神祭りも本年度は２４日、２５日と天気に恵まれ、盛大に

催させていただきましたのは、各皆様方の厚い後ろ盾あったものと感謝して

おります。 
       それでは、８月の部会の結果報告をはじめ、来年度のごみ収集の問題や浄

化槽補助金の問題等について審議させてもらいたいのでよろしくご協力お願

いします。 
 
前川部長 ： 皆様方には週始めの早朝という中、このごみ減量・リサイクル等推進委員

会全体会にお集まりいただき、大変ありがとうございます。日ごろは、廃棄

物処理に関しまして、格別のご理解・ご協力をいただきまして、この場をお

借りしてお礼申し上げます。今日の会議については、先ほど委員長の方から

話がありましたように、部会の結果や来年度のごみカレンダー等について、

いろいろご協議いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 
 
委員長  ： それでは、事項に入ってまいります。事項１の部会の結果について、まず

辻本さんよろしくお願いします。 
 
辻本委員 ： それでは、説明に入りますが、まず本日は冨田部会長様が欠席されており

ますので、代わりに私が説明させていただきます。 
      容リプラの説明では、回収してきた、容リプラの中にはまだまだ汚れや不適

物が多く、状態が悪いと引取時のランクが下がるという説明を受けました。 
また、施設見学をしましたが、現場では４～５名で異物を取り除くための

手選別しており、収集してきた容プラには、臭いや汚れがあり、良品を選別

するために人件費もかかり大変だということで、この分別作業の現場を住民
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の方に広く見に来ていただいて、こういう分別作業をしなくてもいいような

収集になるようにしていけたら良いという話になりました。 
また、地元で都合がつかず、現場にいけない場合でも、市の担当者に地域

にきて説明をしていただくとか、ＤＶＤをかけて勉強会を開いていただくな

どをしていただいたらどうかという話もありました。 
可燃ごみについては、紙類が多いということで、それらを可燃ごみに入れ

るのではなく。封筒や紙袋に入れるなどをして紙類として出して欲しいとい

うことです。 
生ごみの堆肥化処理についてですが、これらは私たちが生活をする上で、

大なり小なり出てくるわけですが、これらをどう処理するか。山間部におい

ては生ごみ処理が各家庭でおこなわれていますが、市街地では臭いや場所な

どの関係で問題があるのでこれをどうするのか、課題として残るという話で

した。 
また、私の意見として必要以上にものは買わない。これらは結果的にごみ

を出すことにつながっていきます。例えただで配っているような物で、使用

する計画のない物をもらう行為も同じです。こういったことに一人一人が注

意することで、ごみの減量につながっていくと思いますので、またこういう

機会があれば勉強していきたいと思います。 
 
委員長  ： ありがとうございました。次にごみ再資源部会長さんお願いします。 
 
服部委員 ： おはようございます。ごみ再資源部会ということで、この資料のとおり開

催させていただきました。私どもとしては、やはり再資源部会として、使え

るものをどうしていくか、という議題でございました。特にこの辺の山のな

かで不法投棄が多いとので、うまく利用すれば再利用できるのではないかと

いう意見もいただき、議論させていただきました。 
また、今回研修で見させていただいたＤＶＤについて、市内全域に行き渡

るように貸し出しするとか、自治協単位などで配布するなどができないかと

いう話もありました。 
そして次に、震災ガレキの話もでました。こちらは、受入れの話も出てい

ますが、伊賀市、三重県に合わせてこちらは動いていく、それにあわせて善

処していきたいというご意見をいただきました。 
また、再利用の中でここにＲＤＦという言葉が出てくるのですが、聞いて

はいても実際どのようにして作られるのか。採算性等いろいろ噂では聞こえ

てくるのですが、震災後電力の問題もありますので、ＲＤＦを製造すること

で電力源になればという話もありました。 
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今後とも施設見学等にとついても私たちだけでは人数も限られてきますの

で、いろいろな自治会の方が申し込みをすればいつでも見学できるシステム

も必要ではないかという話がありましたが、現状でも事前に連絡をすれば、

各団体で見学をさせていただけるということで、利用していただけたらとい

うことです。以上です。 
 
委員長  ： ありがとうございました。ここで資料の修正で、資料１の１ページ中の「友 

 田地区」が正しくは「鞆田地区」ですので訂正お願いします。続きまして、 
 し尿浄化槽部会の方お願いします。 

 
三ツ森委員： 浄化槽部会ですが、まず下水道課の方から近況の生活排水処理施設の整備

率や、水洗化率等のこと、現在の整備計画の概要説明があり、その後浄化セ

ンター所長さんから、し尿・汚泥の搬入の概要説明がありました。２３年度

では約 55,000ｋｌの処理のうち、42,000ｋｌが汚泥で、し尿が 13,000ｋｌほ

どで約 77％が汚泥、23％がし尿である。市の直営と許可を受けている３業者

さんでし尿・汚泥の回収をしていただいているというご説明だったようでご

ざいます。 
       その後浄化センターを見学し、搬入から最終処理までのシステムの概要等

の説明をうけました。その後長田地区の農業集落排水を同様に見学し、説明

を受けました。長田地区は平成１５年から共用開始のようです。 
       委員の意見として、久米川の排水臭気等の苦情に対する浄化槽整備のＰＲ

をすべきであるという意見がでましたが、これは過去に設置した単独浄化槽

がそのままになっており、点検や整備をしないので、濁った水がそのまま流

出することが問題かと思いますので、定期的に汚泥の処理等をすることが重

要だと思いました。 
       農業集落排水の意見に対しては、整備が遅れると合併浄化槽を個人で設置

していくので、地域で意見をまとめることが難しくなっていく、足並みが揃

わなくなっていくので、市で速やかに実施していただきたいというご意見で

した。 
       また、浄化センターからの意見にし尿に油や味噌が大量に入っていたとい

うことでしたが、皆さん口に入れる水などはやかましくいいますが、最後の

し尿・汚泥等に関しては、臭い物には蓋をするというか、無頓着な部分があ

りますので、今後各地域で研修会やＰＲをおこなっていきたいと思いました。 
 
委員長  ： 各部会からご報告いただきましたが、何かご意見等ございますか。それで

は、事項２について説明お願いします。 
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尾登課長 ： 来年度から、この補助金の改正を考えているわけですが、まず資料２のＰ

１について、これが平成２５年度からの補助金の見直しの基準となります、

三重県浄化槽設置促進事業補助金の改正内容でございます。 
       三重県は、基本的な考え方として、公共水域の保全のためには、生活雑排

水の処理など、環境への負荷軽減が必要であるとの考え方から、単独処理浄

化槽及び汲み取りから合併処理浄化槽への転換の促進が重要であるとしてお

ります。平成２４年３月３０日付けで要綱・要領の改正を行い、平成２４年 4
月１日付けで施行しております。ただし、平成２４年度に限り、改正前の要

綱・要領を摘要できるとなっております。 
       ここには、書いておりませんが、現在の補助金額の財源内訳としては、３

分の１が、国からの補助金、３分の１が県からの補助金、３分の１が市費と

いう内訳です。 
ページの下のほうに書いてありますが、改正された内訳①と②があります

が、①については、転換の場合は、これまでの補助に加えまして、単独処理

浄化槽の撤去費用９０，０００円と配管費用６０，０００の上乗せを行う。

ただし、②の場合、更地等への設置等転換以外については、補助金の減少が

設置基数に殆ど影響しないということから、平成２５年度は半額、平成２６

年度以降は廃止、という県の方針でございます。 
       この制度の伊賀市の利用状況は、過去３年間の平均が２００基ほどござい

ます。そのうち、およそ半分が転換・半分が新設等と拮抗した状況です。 
       こうした状況から、県の変更をそのまま伊賀市に適用した場合、単独処理

浄化槽からの転換では、従来の額から合計１５０，０００円加算。汲み取り

槽からの転換では、従来の額より６０，０００円が加算になるわけですが、

②の転換以外については、更地等への新設では、２５年度は半減、２６年度

以降廃止となるわけです。伊賀市としては、この補助金制度が平成２４年度

を境として、利用者の皆様に極端な格差を生むのではないか、また経過措置

期間も短く、今後住宅着工を計画している人に対し、制度利用上の混乱を生

じさせることも懸念されます。現行の制度と同様に均衡をはかって、市費の

有効的な利用を今後も図ること、また年度の違いによる補助金の格差を縮小

させることを前提として、補助金交付要綱を改正する予定をしております。 
       資料２ページをご覧ください。この県の補助金制度要綱改正ともないまし

て、伊賀市の補助金を見直すための試算です。試算①については、三重県の

補助基準額をそのまま当てはめた場合です。この案は、単独浄化槽、汲み取

り槽からの転換を促進する観点からは、最大１５０，０００円増額となりま

すが、新設の方に対しては、平成２５年度半額、２６年度以降廃止となりま
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す。これは、伊賀市における当該制度の利用者の５０％の方が適用対象外と

なってくるわけです。 
       次に試算２です、これは補助金の半分が転換以外（新築等）であることか

ら、転換・転換以外を問わず設置補助金額を同額になるよう心がけたもので

あります。市の財政状況が大変厳しい中、現行の市費の負担を増額をするこ

とが困難であることから、現在の一般財源を確保・維持しながら転換・転換

以外を区別することなく、これまでと同様に補助金を同額交付しようとする

ものです。平成２５年度は、５人槽で２４年度比５６，０００円の減額、２

６年度以降は、５人槽で２４年度比１１３，０００円の減額となりますが、

年度間の格差は最小にできるのではないかと考えております。 
       尚、試算３につきましては、県の改正内容と同様に、転換に係る工事費及

び配管費用を補助金として上乗せしつつ、また市の一般財源を現行の水準と

する場合として試算をおこないました。この結果転換の補助金を上乗せ財源

を確保する必要がありますので、補助金の額は試算２より、基本となる補助

金を引き下げる必要があります。２５年度は５人槽で２４年度比９０，００

０円減額、２６年度は２４年度比１４６，０００の減額となります。また、

試算１と同様、転換と転換以外で最大１５０，０００円の補助金格差を生じ

ることとなります。 
       それから、別添の資料でございます。これは、今回の内容について、分か

りやすく表にしたつもりでございますので、比較してご覧ください。市とし

ては、伊賀市の制度利用の実態から市費の効率的な活用と、年度間の格差を

最小にとどめ、今後も安定した制度とするには、試算２によることが望まし

いのではと考えており、去る１０月１６日開催の庁内の政策調整会議でも試

算２が望ましいのでは、と決定いただいております。今回は委員の皆様に今

回初めて内容についてご説明させていただくわけでございますので、改正内

容についてご理解いただいた上で、ご意見等いただけたらと思います。 
       それから、浄化槽というパンフレットでございます。これは、先ほどの意

見発表でもございましたように、単独槽の維持管理がなされていないという

懸念もなされているところでございます。浄化槽の重要なもので、１番が保

守点検で、法によりますと、２０人槽以下のものは年３回実施しなければな

らない。２番目に清掃（汚泥の汲み取り）が年１回。３番目に指定検査機関

による法定点検も年１回しなければならないことになっています。浄化槽の

場合は、あくまで個人管理になりますのでこういう日常の維持管理が重要で

あることをご理解いただきたいと思います。また市としましては、あらゆる

機会を通しまして、浄化槽維持管理のＰＲに努めてまいりたいと思います。

よろしくお願いします。 
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委員長  ： これについて何かご意見等ございますでしょうか。 
 
委員   ： 市としては、浄化槽設置に奨励をされるのか、予算が無いからお金を削る

ともとられるのですが、主旨としてはどちらを優先させるのでしょうか。 
 
尾登課長 ： 市としては、普及推進はしたいのですが、当然財源に限りがあります。 
 
委員   ： 県の補助金の改正で２６年度から新設の補助金が廃止になることについて、

何か政策的な裏があるのではないか。そもそも県が新設をゼロにしていくの

は、例えば農村部については農業集落排水にしなさい、というような強い意

志があってしているのか、それとも財政的に苦しいだけなのか、政策展開的

に意義がわからないので、教えてください。 
 
尾登課長 ： 県の主旨は、まず１番は普及促進はあるのですが、やはり合併槽に使える

財源の問題です。新築の方については来年度２分の１、再来年度は無しとい

うことは、現行の補助金に照らし合わせると、大幅に削減されていくという

ことになりますので、目論見としては、財政上の問題が１番と考えています。 
 
委員   ： 関連して２６年度以降、転換については、国・県・市で３分の１ずつ補助

をし、転換以外については額自体が減るが全額市単独で補助を行うというこ

とですか。 
 
尾登課長 ： そういう理由ではございません。当然国・県の３分の１ずつの補助がなけ

ればこの制度の運用はできませんので、県は財源を減らしていく苦しいなか

で、市は一般財源を確保していこうとするものです。 
 
委員長  ： お分かりいただけましたか。難しいことですが、他には。 
 
委員   ： お金が無いから減らすということですが、それ以前にこの合併処理浄化槽

を推進するのか、それとも公共下水や農村集落排水を推進するのか、そちら

を問題にしたい。 
合併浄化槽を設置できる家は良いのですが、それすらできない家、家の都

合や地形的な問題等で要するに合併浄化槽から溢れ出た水を流すことができ

ない家が必ずあります。こういう家はいつまで経っても合併浄化槽設置すら

できないので、集落排水や公共下水の設備を作ってもらわない限りいつまで
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経ってもぽっとん便所で我慢しなければならないということです。 
だから伊賀市の中でも殆ど市街地や一部地域を除いたところでは、農村集

落排水なりでできることになっていますが、まだ私の地域では、結局農村集

落排水はできていないし、されるような様子もないし、だから辛抱できない

家が合併浄化槽を設置していくことになる。ただそれも条件的にできる家が

設置しているだけであって、どうしても設置できない家がたくさんある。そ

うした家はどうすれば救われるのか。またそういう家は永久にぽっとん便所

で我慢してくださいということなのか、公共下水等なんとかお金がかかるけ

ど進めますという気があるのか一度お聞きしたい。 
 
尾登課長 ： 地域によりまして、いろいろ条件があるということも聞いております。公

共下水道の上野処理区にしても、その周辺の農業集落排水にしても、規模的

に伊賀市の財源を集中的にそこにつぎ込めば別かもしれませんが、かといっ

て何十年かかる事業でございます。そのなかでどう考えていくのかというの

は非常に難しい話でございます。 
これは、市長そのものの政策によるところがあろうかと思いますが、一般

的に考えて、現在小さな単位で農業集落排水等を進められている地区等ござ

いますが、それ以外はなかなか難しい話であろうと思います。永久的に汲み

取りで回るのかという意見であろうかと思いますが、１つは、地域を分けて、

今現在は恐らく公共下水のエリアに入っているのではないかと思われますが、

例えば将来的に地域をやりやすいように分けてという模索が必要かと考えて

います。 
また、農村集落排水事業については、地域の申請事業になりまして、なか

なか難しいところですが、基本合意が１００％必要な事業となりますので、

その部分で尻込みしている部分もございますし、排水が流せないということ

であれば、ある地区では雑排水の管路のみを整備しているような地区もある

ことはあります。その辺は地域の実情によって違いますので、機会を作らせ

ていただき、地域の実情を確認させていただけたらありがたいと思います。 
 
委員   ： なにがもう１つ問題かといいますと、整備が遅れれば遅れるほど、個人で

辛抱できずに合併処理浄化槽を設置していく、そうしていくと市が重い腰を

上げてくれたところで、いまさらなぜ家は自費で浄化槽を設置したのに、そ

こに百万も２百万も出して加入しなければならないという話になってくるの

で、今おっしゃってくれたような悠長な考えをしてもらうといつまでもでき

ない。箱物ばかりに金を掛ける時代ではなくそういう生活の基盤にしっかり

目を向けて、行政の姿勢なり、方針をしっかりしていただきたいと思います。 
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尾登課長 ： ご意見として、お受けします。ありがとうございます。 
 
委員長  ： この意見は非常に大事なことですので、１つ行政は身をもってお願いした

いと思います。他にご意見ございませんか。それでは事項３のごみ分別収集

についてお願いします。 
 
事務局  ： 平成２３年度にさくらの資源棟ができ、そこでの処理と現在の収集体系に

ついて若干異なる部分が出ております。平成２６年度にごみ分別ガイドブッ

クの改訂を予定しており、それに合わせて収集カレンダーの区分の変更を考

えておりますが、平成２５年度については、本年度と同じ形式・収集区分で

カレンダーを作成していきたいと思います。伊賀北部のカレンダー案につい

て、休日指定開場日については、偶数月の第１日曜日で決定しておりますが、

それ以外の部分は最終調整段階ですので、今回提示いたしません。 
       また、青山地区についても、現在のカレンダーを資料に出していますが、

大きな変更等はないと聞いております。よろしくお願いします。 
       そした、最後の分別説明会の実施について、これを読んでいただき、是非

説明会をという声があれば、連絡していただければと思います。また短時間

ではありますが、この文書についてご確認いただき、問題なければ１１月１

日付けの文書で各自治協等へ配布したいと思いますのでお願いします。 
 
委員長  ： 分別収集のカレンダーについて説明ありましたが、なにかございますでし

ょうか。 
 
委員   ： 収集カレンダーで廃食用油に植物性のサラダ油等書いてあり、左のほうの

容器包装プラスチックで汚れの落ちないものは可燃ごみというような書き方

をしている。しかし油のボトルの場合プラマークがついており、容器包装プ

ラスチックにいれようとした場合、どうしても洗いきれないし、洗えば水を

汚すこともあるので、いっそのこと食用油の容器については、プラマークが

あっても燃えるごみとしてはどうかという意見も地区でありますがどうでし

ょうか。 
 
事務局  ： 油の場合、電話での問い合わせなどの場合は、可燃性粗大に出していただ

くようにはお願いしていますが、カレンダーに油類のボトルの表記を入れる

かという部分については、検討させていただきたいと思います。 
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委員長  ： この油という表現について１つ考えていただけたらと思います。他ござい

ませんか。ナイロンの布なのは、いつ出せばよいのですか？ 
 
事務局  ： 家庭から出るものは衣類に出してください。 
 
委員長  ： それでは事項４の不法投棄処理についてお願いします。 

 
事務局  ：  不法投棄処理フローの策定についてご覧ください。まず、１ページ目と

２ページ目は策定の概要について書いております。３ページ目には、伊賀

北部の処理フロー図、4 ページ目には、青山管内の処理フロー、図となって

おります。こちらには、発見から処理までの一連の流れを掲載しておりま

す。基本的な流れは北部・青山とも同じですが、青山管内の場合は、基本

的に一般廃棄物についてはまず伊賀南部クリーンセンターで処理するとい

う部分が前提にあり、そこで処理できないものについては、こちらに相談

いただくという形になりますので、その部分が若干異なります。 
また、5 ページ目は、こちらに減免処理で持込いただく場合の様式となっ

ております。基本的に自治会長様からの申請を想定しております。次の 6
ページ目には、行政協力が必要な場合の様式です。こちらの場合は申請書

と併せて、撤去後の不法投棄の防止計画を事前に地域でお考えいただいた

上、ご提出いただきたいと思います。こちらのほうは基本的に住民自治協

議会長様からの申請を想定しております。 
こちらのほうは、委員の皆様に１１月１６日（金）までに修正点等ご意

見ございましたら、いただきたいと思います。その後１１月下旬～１２月

初旬にかけて各住民自治協のほうへ文書配布を出させていただきたいと思

います。よろしくお願いします。以上です。 
 
委員長  ：  １つお聞きしたいのは、不法投棄ではないかもわかりませんが、近所で

イチョウの木が道路に飛び出している家があって、その屋敷の持ち主が誰

か分かりませんが、そういうものについては市民生活課ですか。 
 
前川部長 ：  それについては、今空き家の適正管理について、東部地区住民自治協議

会から請願があり、庁内で議論しております。その土地の所有者に対して、

指導や勧告をおこなっていくということでありますので、立ち木も含めて

検討をおこなうことになりますので、条例化の際にはまたこちらのほうに

お出ししたいと思います。 
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委員   ：  不法投棄物が水で流れてきた場合はどうですか？台風などで不法投棄物

が流れてくるのは非常に困るわけですが。不法投棄とは違うが、流れてく

るものは不法投棄物と思われるわけです。その辺はどうでしょうか。 
 
前川部長 ：  それは流れてきた地元で、協力して処理していただきたいと思います。

またお手伝いさせてもらうことがあれば協力させていただきたいと思いま

す。 
 
委員   ：  市街地は高齢化につき、空き家が多い、所有者不明につき、どう処理し

ていくのかという問題がある。家の中にはものすごくごみなどが詰まって

いる場合もあり、もし、火災等が起こったらどうするのかという部分もあ

り防犯上良くない。不法投棄の問題は地域では山のなかにロープを張った

り苦労しているような話も聞く。捨てる人のモラルの問題もあるが、知ら

ない間に捨てられるとなかなか防げないということがある。空き家の問題

も含めて、自治協全体や組全体で監視していくというシステム作りも必要

かと思います。 
        また、市内で見かける無料回収などは大体が無料で一部冷蔵庫などは料

金を取るような業者があり持込等しているのですが、それは市の行政で管

轄されているのでしょうか。 
 
事務局  ：  不当投棄の防止については、今おっしゃったように地域ぐるみで取り組

んでいただくのが、今考えられる最善の策かと思います。 
        無料回収商への持込については、市ではあまり推奨できません。法律的

にグレーゾーンな部分がありますので、市からそこに持ち込むようにとは、

言えません。廃棄物という考え方をすれば、許可をとる必要があるとは思

いますし、難しい部分であります。 
 
委員   ：  不法投棄の看板に伊賀市と警察署の連名で捨てたら１００万円以下の罰

金のように書いてあるが現実に罰金などはあるのですか。 
 
事務局  ：  伊賀市では罰金まで至った事例はございませんが、犯人が分かれば、警

察等に連絡をし、捨てた本人に片付けさせているということはあります。 
 
委員   ：  また撤去の部分については、市役所にご相談させていただきたいことも

あるかと思いますのでよろしくお願いします。 
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委員   ：  フローシートについて、自治協等の協力を得られない場合は、Ｎｏで行

政協力不可という表記は、自治協が行政的な役割を持って判断するという

ことですか。 
 
事務局  ：  そう意味ではなく、行政にも自治協に合わせて相談等があるが、話のな

かで、自治協ではこの案件については協力できないということになれば、

行政として減免処理等の協力もできないという意味で、不可とさせていた

だきたいと思います。 
 
委員   ：  表で自治協等とあるが、ここに自治会等を入れては、自治協単位になる

と範囲が広くなるので、人を集めてなどとなると難しくなると思う。 
 
委員   ：  青山地区ではクリーンデーがあるが、粗大ごみについては、クリーンデ

ーで収集できないというので、地区でも粗大ごみについては道に落ちてい

ても放っておこうというという話になる。 
 
委員   ：  これは不法投棄をされた地域などとすれば？ 
 
委員   ：  自治協は行政で認めているが自治会は認めているという部分もあるので

は。 
 
事務局  ：  また、表現について、修正するなどをし、お出ししたいと思います。 
 
委員長  ：  その他何かございますか。無いようですのでその他の事項に入りたいと

思います。 
 
事務局  ： その他でございますが、まず平成２４年度の広報活動一覧として、今年度

の取組を掲載しております。夏に開催させていただいた部会においても市民

の分別や減量の意識がまだまだ浸透していないというような厳しいご意見も

あり、特に 9 月以降広報活動に力を入れております。 
また、どうしても広報等での啓発には限界がありますので、委員の皆様に

は各地域、地域でのごみ問題について、伊賀市の委嘱委員として。主体とな

って啓発活動に取り組んでいただきますよう、よろしくお願いします。 
        また裏面には、今年度の環境美化活動による処理手数料の減免申請の状況

についてまとめたものになっておりますのでご覧ください。地域の環境美化

活動については、減免措置をとらせていただいております。臨時休日開場に
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ついては、３ヶ月前までに減免申請をいただき、申請状況を審査し、開場を

決定して、実施の２ヶ月前までに広報いが市にて周知させていただきます。

これらをご活用いただけるように委員の皆様からも地域にご周知いただけた

らと思います。 
        補足ですが、処理手数料の減免については、火災や風水害により発生した

廃棄物についても対象とさせていただきます。このようなことがないほうが

良いのですが、万が一罹災されたときには、このような制度があるというこ

とをご承知おきください。 
 
委員長   ： ご報告いただいたとおりですので、今後とも環境美化活動等ご協力お願

いします。他はありますか。 
 
前川部長  ： 本日岩手県久慈市の震災がれきの状況について、三重県からのお知らせ

をつけさせていただきました、これについて三重県から説明の時間を与え

ていただけないかと依頼がありましたので、どうかよろしくお願いします。 
 
三重県   ： 失礼します三重県農林商工環境室長の和田です。震災がれきについて、

ご説明申し上げたいと思います。皆さんご承知のとおり、３月１１日の東

日本大震災にともないまして、津波等によりまして、多くの災害がれきが

発生しました。このことにつきましては、全国的な対応をしていくという

ことで、今年の３月に国からの要請を受け、本県においても、これに協力

をしていきたいと手を挙げている状況であります。 
        この８月に国から岩手県久慈市の災害廃棄物の受入れを検討していただ

けないだろうか。という要請をいただき、現在県内各地で処理できるとこ

ろはないだろうか。と三重県からご相談させていただいているところでご

ざいます。 
        この伊賀市におきましても、伊賀市内での焼却処理、あるいは民間業者

による灰の処理について、地元等にご相談等をさせていただいているとこ

ろでございます。このことについては、全県的なご理解をいただく必要が

ある。あるいは伊賀市内の多くの方に情報を提供していく必要があるとい

うことで、本日お時間をいただきました。 
本日お配りした１枚物のパンフレットについては、１０月２日に新聞折

込で配布させていただいたものと同じです。また、県の広報、あるいは本

日から隣の名張市役所でパネル展での広報等させていただいているところ

でございます。 
実際岩手県の久慈市において、多くのがれきが発生したということでご



 13

ざいますけれども、この災害がれきの処理については、福島での第１原発

の事故もありまして、放射性廃棄物の放射線による影響も懸念も合わせて

されているところでございまして、風評等被害の心配・懸念もあり、なか

なか処理が進まないという現状があります。 
そんな中、今回三重県が要請を受けた久慈市の災害廃棄物については、

幸いなことに、福島第一原発事故の影響はほとんど被らずに済んだ、とい

うことがございまして、実際は津波廃棄物の処理と考えていただいて結構

だと思います。 
しかしながら、やはり全体的には放射線の影響等を懸念されるというこ

とで、風評被害等についてのご心配をいただいております。県についても

この風評被害対策については、専用窓口を設けるなどの対応を取っていま

すが、やはり県民多くの方にご理解をいただいて、廃棄物の処理を進めて

いきたいと考えております。皆様におかれましても、今回のチラシについ

て、改めて配布させていただきますので、引き続きのご理解をいただけた

らと思います。 
本日につきましては、このような取組を進めているという説明と、また、

各処理施設をお持ちの地元に対しては、このような説明以外のきちんとし

た説明をして参りたいと考えておりますので、よろしくお願いします。ま

た、裏面のがれきの安全性について、記載しておりますが、現実的には放

射線は検出されておりませんので、この廃棄物に対しては安全に処理でき

ることは確実です。しかし、やはり風評被害対策については、慎重に慎重

を期して対応して参りたいと思いますよろしくお願いします。 
 
委員長  ： 今のご説明のとおりですので、またよろしくお願いします。それではこれ

をもちまして本日の会議を終了させていただきます。 


