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不法投棄対応フローの策定について 
 
 

はじめに： 現在の不法投棄処理対応の問題点について。 
 
現在、環境パトロール事業にて主に市道沿い（農道・林道・市の所管施設含む）を巡

回し、不法投棄されているごみを回収・その後市の施設等で処理している。 
 最近では耕作地の荒廃化などにより不法投棄される場所が多く、民有地への不法投棄

も見受けられる。また、所有者によっては、不法投棄がなされている場所あっても、そ

のまま放置しており、新たな不法投棄を招くような場所。或いは客観的に見て明らかに

ごみと思われるものであっても、自己所有の土地に煩雑に放置し景観を損なうことで、

不法投棄現場と誤解を招く場所もある。 
 不法投棄の量自体は、特に中山間部の国道や県道敷を中心に増加傾向にあり、民有地 
で所有者に管理責任があるといっても個人では対応しきれないような場所もある。 
 
 
 
 今回のフロー策定の主旨 
 現在の問題点を踏まえたうえで、今まで減免処理を断ってきた民有地への不法投棄物

について、行政としてできる限り協力をさせていただけるように、また同時に公平性を

保てるように、清掃事業課・各支所・地元での役割を整理し、一定の条件を付すること

により、協力体制を確立しようとするものである。 
 
 

 フローの策定（役割整理）のポイント 
 
・ 環境パトロール事業の役割について。 
市道を中心とした伊賀市の所管施設のみの巡回・回収事業とする。軽トラックの２名

乗車で巡回。民有地のごみについては本事業では回収しない。 
対象となるごみは、基本的に巡回車から目視ができること、その場で回収可能なごみ

であることとし、市が所管する道路敷であっても、巡回車が進入できない場所や、河川

敷などでごみの引上げ自体が困難な場所については、建設１課・２課など所管課対応と

する。民有地からの排出連絡があった場合は、区長名等での処理申請書を作成していた

だいた後、施設へ直接持込してもらう。 
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・ 地元の役割について 

市で処理しようとする場合、処理したごみに後から所有権の問題が発生しないように

責任を持っていただく。特に山間部では、公図等を用いても誰の所有地か確認が困難な

場合がある。その場合においても、必ず地元で責任を持って関係地権者と協議をするな

ど対処していただく。また、そのごみについても、行政では本人が自己の土地に置いた

ごみか、他人に不法投棄されたごみか、区別し難い状況があるので、確認をしてもらう。 
（例：ごみ屋敷のごみを地元で片付ける場合などは、本人の同意があり、所有権の問題が

ない場合であっても不法投棄ではないので市での処理はできません。） 
 

  これらの条件をクリアし、自治会等から申請をいただくことを行政での処理協力の前

提とする。 
 
・ 各支所の役割について 

通報の受付。不法投棄の処理・対応に関する相談をおこなう。 
 

・ 清掃事業課の役割（不当投棄物の処理）について。 
今まで民有地ごみの処理は基本的に断っていたが、自治会（自治協）でごみについて

責任を持ち、行政に協力していただくことを前提とし、減免での受付による処理をおこ

なう。（処理依頼申請書により施設への持込をしていただく。） 
 

※ ただし、タイヤ・処理困難物等専門業者へ市から別途処理料金を支払いして処分するものに

ついては、処理量や処理内容に応じお断りさせていただくことがございます。 

できる限りの協力はしますが、処理についてはあくまで所有者の管理責任の範囲内です。 

 

大規模なもので、職員や市の車両等を出動する必要がある場合は、事前に処理後の予

防計画を立てていただいた上で、市と地元で予め協議をし、協力処理をする。 
基本的に自治協単位での申請を想定。日程等調整の後処理を行う。地元の役割として

は、ごみの分別と道路敷までの搬出が原則。その後の積込補助・運搬・処理までを行政

協力の対象とする。 
また、逆に市の施設であっても場合によっては、地元等に協力を要請する場合がある。

（相互協力） 
支所管内については各支所が中心となって調整を行う。 



主な連絡先
20-1050
20-9272
45-9104
59-2109
43-0333
46-0140
20-9105
24-8078
24-8200
21-2403
21-0110

※環境パトロール事業で回収する不法投棄物は、市道（則面含む）・市の施設への不法投棄物に限る。
※民有地から出たごみについては、区長名等での減免申請要。基本的に施設へ持ち込んでもらう。
※民有地から出たごみについて、市の協力が必要となる場合は、予防計画を添えて区長名等での申請書提出要。

例：さくらリサイクルセンターで処理できないもの

そ
の
他
処
理
不
可
物
品

あぜシート 自動車用ワックス

衣類乾燥機 水上バイク

エレクトーン 石膏ボード
オイル 洗濯機

ホイール 伊賀支所住民福祉課
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エアコン（本体、室外機） 炭 ボウリングの球 島ヶ原支所住民福祉課
ボタン電池 阿山支所住民福祉課

噴霧器（動力式） 清掃事業課
育苗箱 消火器 ペンキ さくらリサイクルセンター

浴槽 環境室(県民局)

未使用のマッチ 大山田支所住民福祉課
床用ワックス 環境政策課オートバイ タイヤ

クーラー（本体、室外機） バッテリー
金庫（設置式） パソコン（本体・ディスプレイ）

冷蔵庫 伊賀建設事務所
携帯電話（本体、付属品） 発電機 練炭、豆炭 木津川上流河川事務所

原付（５０ｃｃ） ピアノ 薬品 伊賀警察署
サーフボード 肥料袋 注射器

不当投棄対応フロー図(伊賀北部管内）

●不法投棄物の発見

●場所はどこか？

市の施設・市道沿い
●清掃事業課・各支所住
民福祉課
　（現場の写真・場所・連絡
先等）

県道・国道敷、河川敷等
●対応する事務所へ連絡。
伊賀建設事務所、河川事
務所等

集積場等地区管理地
●各地元で対応

民有地
●基本的に所有者の責任
において処理。

●産業廃棄物の大量投棄など悪質な場合。警察・県の環境室・市の環境政策課等へ通報・対応依頼

●さくらリサイクルセンター
で処理可能なごみか？

●清掃事業課へ連絡。
区長・自治協会長名で申請
要・清掃施設等へ持込・処
理（処理協力）

●処理業者へ依頼
三重中央開発・ヤマゼンな
ど専門処理業者（有料）

●個人で対応できない場
合、自治協等の環境美化
活動等で協力を得られる
か？

●環境パトロール事業によ
る、定期回収等で対応可能
か？

●支所住民福祉課等で情
報取り纏め。

●清掃事業課処理

●パトロール巡回時に引き
取り。

●事前協議（支所・自治協
等・清掃事業課）のち、協
力回収・清掃施設へ搬入
※民有地の場合区長・自
治協会長名での申請要

●管理者による処理

●行政協力なしでさくらリサ
イクルセンターへ運搬可能
な量か？



主な連絡先
53-3227
53-1120
20-1050
20-9105
24-8078
24-8200
63-1611
62-0110

※環境パトロール事業で回収する不法投棄物は、市道（則面含む）・市の施設への不法投棄物に限る。
※民有地から出たごみについては、区長名等での減免申請要。基本的に施設へ持ち込んでもらう。
※民有地から出たごみについて、市の協力が必要となる場合は、予防計画を添えて区長名等での申請書提出要。
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青山支所住民福祉課
伊賀南部クリーンセンター

清掃事業課
環境政策課

環境室(県民局)
伊賀建設事務所

木津川上流河川事務所
名張警察署

不当投棄対応フロー図(青山支所管内）

●不法投棄物の発見

●場所はどこか？

市の施設・市道沿い
●青山支所住民福祉課
　（現場の写真・場所・連絡
先等）

県道・国道敷、河川敷等
●対応する事務所へ連絡。
伊賀建設事務所、河川事
務所等

集積場等地区管理地
●各地元で対応

民有地
●基本的に所有者の責任
において処理

●産業廃棄物の大量投棄など悪質な場合。警察・県の環境室・市の環境政策課等へ通報・対応依頼

●伊賀南部クリーンセン
ターで処理可能なごみか？

●伊賀南部クリーンセン
ターへ
減免申請許可後・持込・処

●処理業者へ依頼
三重中央開発・ヤマゼンな
ど専門業者（有料）

●個人で対応できない場
合、自治協等の環境美化
活動等で協力を得られる
か？

●環境パトロール事業によ
る、定期回収等で対応可能
か？

●基本的に伊賀南部クリー
ンセンター処理・処理困難
物等センターで処理できな
いものについては、清掃事
業課処理

●パトロール巡回時に引き
取り。

●事前協議（青山支所・自
治協等・清掃事業課）の
ち、協力回収・清掃施設へ
搬入
※民有地の場合区長・自
治協会長名での申請要

●管理者による処理

●行政協力なしで伊賀南部
クリーンセンターへ運搬可
能な量か？
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廃棄物（不法投棄物）処理申請書 

 
平成  年  月  日 

清掃事業課長様 
 

申請者（自治会長・住民自治協議会長）      
 

住 所                     
氏 名                印    
連絡先                     

 
  
下記廃棄物において、現場確認をおこない、当自治会（住民自治協議会）として、不

法投棄された廃棄物であると認定しました。投棄した犯人を特定する有力な証拠もない

ことから、廃棄物を処理するにあたり、貴施設において、手数料免除による処理をお願

いします。 
また、処理後に所有権等のトラブルが発生した場合は、当方の責任に於いて対処しま

す。 
 

記 

１． 発生場所  伊賀市 

２． 発見日時  平成  年  月  日（ ）   時 

３． 土地所有者（管理者） 

４． 投棄された廃棄物の種類・量など 

  

 
 
 
 
※ 添付書類：現場の写真、ゼンリン地図等位置がわかるもの。 
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廃棄物（不法投棄物）撤去・処理申請書 

 
平成  年  月  日 

伊賀市長様 
 

申請者（住民自治協議会長・自治会長）      
 

住 所                     
氏 名                印    
連絡先                     

 
  
下記廃棄物において、現場確認をおこない、当住民自治協議会（自治会）として、不

法投棄された廃棄物であると認定しました。関係諸官庁に相談しましたが、投棄した犯

人を特定する有力な証拠もないことから、廃棄物の処理を計画しています。 
つきましては、所有者並びに地元のみでの収集・運搬及び処理が困難であり、行政協

力が必要ですので、清掃事業課並びに各関係各部署の協力をお願いします。 
また、処理（収集・運搬）協力後に所有権等のトラブルが発生した場合は、当方の責

任に於いて対処します。 
 

記 

１． 発生場所  伊賀市 

２． 発見日時  平成  年  月  日（ ）   時 

３． 土地所有者（管理者） 

４． 投棄された廃棄物の種類・量など 

  

 
 
添付書類： 現場の写真、ゼンリン地図等位置がわかるもの。また回収後の不法投棄

予防計画届出書 
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不法投棄予防計画届出書 
 

 平成  年  月  日 
伊賀市長様 
 

申請者（自治会長・住民自治協議会長・所有者）  
 

住 所                     
氏 名                印    
連絡先                     

 
 
 不法投棄の収集・処理に行政協力を依頼するに当たり、収集・処理後の不法投棄予防

の方法について、下記のとおり計画しましたので、提出します。 
 

記 

１． 計画場所 

２． 土地所有者（管理者） 

３． 手段・方法 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


