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○伊賀市ごみ減量・リサイクル等推進委員会条例 

平成19年12月26日条例第52号 

改正 

平成22年３月30日条例第２号 

伊賀市ごみ減量・リサイクル等推進委員会条例 

（設置） 

第１条 一般廃棄物の処理及び清掃に対する市民意識の高揚と、清潔で住みよい街づくりを推進し、

併せて一般廃棄物の減量化・再資源化及び環境美化を図るため、市長の附属機関として、伊賀市

ごみ減量・リサイクル等推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、一般廃棄物の減量等のため市が実施する施策に協力し、次に掲げる事項を所掌

する。 

(１) ごみ排出の減量、分別、再生利用及び再資源化に関すること。 

(２) ごみ集積場（ステーション）に関すること。 

(３) ごみ又はし尿の不法投棄の防止及び監視に関すること。 

(４) さくらリサイクルセンター、しらさぎクリーンセンター、浄化センター及び不燃物処理場

に関すること。 

(５) その他地域の環境美化及び啓蒙啓発に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会の委員は、60人以内とする。 

２ 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 地域代表 

(２) 事業者代表 

(３) その他市長が必要と認める者 

３ 委員会には、次の部会を置く。 

(１) ごみ減量部会 

(２) ごみ再資源部会 

(３) し尿・浄化槽部会 

（委員） 

第４条 委員会に委員長１人及び副委員長３人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、それぞれ委員の互選によって選出する。 

３ 前条第３項に定める各部会にそれぞれ部会長１人及び副部会長２人を置く。 

４ 部会長及び副部会長は、それぞれ部会員の互選によって選出する。 

（委員長等） 

第５条 委員長は、委員会を代表し委員会を統括する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、別に委

員長が指名した順によりその職務を代理する。 

３ 部会長は、部会を代表し部会を統括する。 

４ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、別に部

会長が指名した順によりその職務を代理する。 

（任期） 

第６条 委員の任期は、２年間とする。ただし、前任者が欠けたことによりこれを引き継いだ委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第７条 委員会の会議は、全体会、幹事会及び部会とする。 

２ 全体会は、全ての委員で構成し、幹事会は、委員長、副委員長、部会長及び副部会長で構成す

る。 
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３ 全体会及び幹事会の会議は、委員長が招集し、議長は委員長が指名した副委員長がなる。 

４ 部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、人権生活環境部清掃事業課において処理する。 

（補則） 

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮

り別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成20年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、伊賀市ごみ減量・リサイクル等推進委員会設置要綱（平成

17年伊賀市告示第44号）により、委嘱を受けた委員は、この条例の相当規定により委嘱されたも

のとみなす。 

附 則（平成22年３月30日条例第２号） 

この条例は、平成22年４月１日から施行する。 
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Ｎo.  地区 氏名 部会 性別 

1 上野東部地区 西口 保次 ごみ減量 男 

2 上野東部地区 平井 つゆ子 ごみ再資源 女 

3 上野西部地区 八尾 光祐 し尿浄化槽 男 

4 上野西部地区 川口 加代子 ごみ減量 女 

5 上野南部地区 坂口 孝一 ごみ再資源 男 

6 上野南部地区 松田 玉江 し尿浄化槽 女 

7 小田地区 田村 輝之 し尿浄化槽 男 

8 小田地区 松本 明美 ごみ減量 女 

9 久米地区 吉村 裕幸 ごみ減量 男 

10 久米地区 今髙 英理子 し尿浄化槽 女 

11 花之木地区 内田 禮三 ごみ再資源 男 

12 長田地区 北寺 敏昭 し尿浄化槽 男 

13 新居地区 河島 保男 ごみ減量 男 

14 新居地区 堀 真智子 ごみ再資源 女 

15 三田地区 貝増 統太郎 ごみ再資源 男 

16 諏訪地区 八幡 仁子 ごみ減量 女 

17 府中地区 松嵜 敏之 ごみ再資源 男 

18 府中地区 田邊 由美子 し尿浄化槽 女 

19 中瀬地区 石田 昭雄 ごみ再資源 男 

20 中瀬地区 山本 一子 し尿浄化槽 女 

21 友生地区 村主 則夫 ごみ減量 男 

22 猪田地区 竹森 道雄 ごみ再資源 男 

23 依那古地区 中岡 宗治 ごみ再資源 男 

24 比自岐地区 森岡 悟 ごみ減量 男 

25 神戸地区 荻田 哲郎 し尿浄化槽 男 

26 神戸地区 岡上 真由美 ごみ再資源 女 

27 きじが台地区 甲斐 加代子 ごみ再資源 女 

28 古山地区 森 克也 ごみ減量 男 

29 花垣地区 中岡 紘一 ごみ減量 男 
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Ｎo.  地区 氏名 部会 性別 

30 ゆめが丘地区 谷上 敏治 し尿浄化槽 男 

31 柘植地区 岡﨑 修美 ごみ再資源 男 

32 柘植地区 亀井 ゆり子 ごみ減量 女 

33 西柘植地区 佐々木 良晴 ごみ減量 男 

34 西柘植地区 服部 いつ子 ごみ再資源 女 

35 壬生野地区 東 正朗 し尿浄化槽 男 

36 壬生野地区 平田 美佐 ごみ減量 女 

37 島ヶ原地区 西口 健男 し尿浄化槽 男 

38 島ヶ原地区 西口 美智 ごみ減量 女 

39 河合地区 山本 久一 ごみ減量 男 

40 河合地区 宮本 真理 ごみ再資源 女 

41 鞆田地区 岡本 正直 ごみ減量 男 

42 玉滝地区 磯矢 節之 し尿浄化槽 男 

43 丸柱地区 小林 行雄 ごみ再資源 男 

44 山田地区 東 和則 し尿浄化槽 男 

45 山田地区 岡田 惠美子 ごみ再資源 女 

46 布引地区 廣岡 繁信 ごみ減量 男 

47 阿波地区 山口 優 ごみ再資源 男 

48 阿保地区 田中 順三 し尿浄化槽 男 

49 阿保地区 古川 末子 ごみ減量 女 

50 上津地区 城山 廣三 ごみ再資源 男 

51 博要地区 宮本 哲男 し尿浄化槽 男 

52 高尾地区 岡山 義明 ごみ減量 男 

53 矢持地区 三ツ森 義久 ごみ減量 男 

54 桐ケ丘地区 林 國夫 し尿浄化槽 男 

55 桐ケ丘地区 西川 美樹 ごみ再資源 女 

56 伊賀市商工会 福岡 政憲 ごみ再資源 男 

57 上野商工会議所 森西 博美 ごみ減量 女 
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～役員の選出～ 
 

会合名 役職名 氏名 

全体会 委員長 
 

全体会 副委員長 
 

全体会 副委員長 
 

全体会 副委員長 
 

ごみ減量部会 部会長 
 

ごみ減量部会 副部会長 
 

ごみ減量部会 副部会長 
 

ごみ再資源部会 部会長 
 

ごみ再資源部会 副部会長 
 

ごみ再資源部会 副部会長 
 

し尿・浄化槽部会 部会長 
 

し尿・浄化槽部会 副部会長 
 

し尿・浄化槽部会 副部会長 
 

 

 

 

廃棄物処理のあり方検討委員 
 

 


