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平成２４年度第３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１月２３日（水） １４：００～１６：００ 

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 ： 皆様、遅がけですが、改めて新年あけましておめでとうございます。早いも

ので 1 月も２０日が過ぎることとなりまして、このカレンダーとガイドブック

の改訂も来年の４月には出させていただきたいということで、最終的な委員会

として結論を出していきたいと思いますので、どうぞご協力お願いします。 

      また、本日の議長ですが、委員会条例により副委員長である山本さんにお願

いさせていただきたいと思います。 

       それともう 1 つ、皆様方の任期が２５年の６月３０日までとなりますので、

できましたら、4 月の改選などで代表者がお変わりになると思いますが、皆様

がたによって協議されてきたカレンダー等の問題が主になってくると思います

ので、任期を全うしていただき、改めまして７月１日の委員の変更になると思

いますので、改選で役員変更等がございましても、すいませんが委員として 6

月３０日までこちらの任期は全うしていただきたいと思います。どうぞよろし

くお願いします。 

      それでは、ただいまから開催させていただきます。 

 

前川部長： 皆様方にはなにかとご多用の中本会議にご出席いただき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。新年早々ということもありまし

て、本年もどうぞよろしくお願いします。今伊賀市の動きとしては、１２月議

会の一般質問でありましたように、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がありまして、平成２５年度から本格的に次の清掃工場

をどうしていくかという問題がありまして、今あらゆる手法を検討しておりま

す。また、浄化センターについても施設が随分老朽化しております。これをど

う整備してくかということについても併せて検討していきたいと思います。そ

の都度皆様方に情報もお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。 

      それでは、本日の事項についてご協議をお願いします。 
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副委員長： 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、まず説

明をよろしくお願いします。 

 

事務局 ： 伊賀北部版については本年度の２４年度版から様式・レイアウトなど大きな

変更はありません。 

平成２５年度ごみ収集カレンダー上野Ａ～Ｆと各支所分を資料として添付し

ております。日程につきましては、ほぼ決定ですが確定ではありませんので参

考程度にご覧ください。 

前回の会議でもお伝えしましたとおり、平成２６年度には分別ガイドブック

改訂版の発行を予定しており、それに合わせた内容に変更を予定していること

から、平成２５年度は文言の修正程度のみで大幅な変更はありません。 

また、平成２５年度につきましても２４年度から始めました偶数月の第一日

曜日を休日開場日として実施しますので、地域の美化活動などの際の参考にし

ていただき休日開場に合わせて計画いただければと思います。 

平成２５年度ごみ収集カレンダーは、例年どおり広報いが市３月１日号と当

時配布を予定しておりますのでよろしくお願いします。 

次に青山ごみ収集日程表につきましては、伊賀南部環境衛生組合にて青山・

名張市との収集日を調整しており、収集日が未定となっておりますので参考に

平成２４年度４月～９月の収集カレンダーを添付しております。 

青山版につきましても資料のとおり２４年度版からレイアウトなど大きな変

更はありません。 

 

副委員長： ありがとうございました。ここまでで質問等ございましたらお願いします。 

 

委員  ： スプリングベッドのスプリングは１ｍ以上あるかと思うのですが、あれはそ

のまま出せるのですか。 

 

事務局 ： 収集できませんので、施設への直接持込をお願いします。スプリングだけを

施設に直接持ち込みの際はそのまま布だけはずしていただければ結構です。 

 

委員  ： 農薬のびんはだめですか？ 

 

事務局 ： 農薬のびんは収集させていただいておりません。販売店又は廃棄物処理業者

へお願いしたいと思います。 

 

委員  ： ガイドブックには、家庭菜園用の農薬のびんなら大丈夫とありますが？ 
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事務局 ： 補足しますと、農薬のびんでも家庭菜園用など家庭からでるごみは出し     

ていただいて結構です。ただ米の栽培用などはその目的が自家消費用であって

も販売用であっても、農業用の産業廃棄物となるので、収集できません。 

 

委員  ： びんの収集ですが、色別に分けて出しているのに、業者が一緒に放り込んで

いるのはどうなっているのか。 

 

事務局 ： あれは決して混ぜているわけではありません。びん専用車になっており、投

入口が中で分かれています。こちらの施設も一度ご見学に来ていただいたら、

と思いますが施設の搬入時においてもきちんと色別に分別されております。こ

れについては、平成２４年度と同時配布のガイドブックダイジェスト版にも掲

載しております。 

 

副委員長 ： 他には？それでは事項書２について説明をお願いします。 

 

事務局  ： 年度始めから当委員会でご協議いただいておりますとおり平成２６年度（平

成２５年度中）に、資源・ごみ分別ガイドブックの改訂を予定しております。 

別紙「資料２」の資源・ごみ分別ガイドブック改訂スケジュール（案）を

ご覧ください。 

委員の皆様に関係する箇所を二重丸で示しています。平成２５年１月、本

日２３日ですが、住民自治協議会の意見集約依頼となっております。これに

ついて、もう一枚の「調査表」をご覧ください。 

委員の皆様には、一旦地域にお持ち帰りいただきガイドブックについての

意見や収集計画に対しての意見をはじめ、清掃業務全般に関する意見を各住

民自治協議会の意見として集約し、２月２８日までに事務局まで提出いただ

きたいと思います。 

１住民自治協議会につき、複数名の委員が選出されている自治協について

は、ご相談のうえ取りまとめてください。提出はＦＡＸでも郵送でも地区市

民センター経由でもかまいませんのでよろしくお願いします。 

後日、これらの意見を取りまとめ、可能な限り次回のガイドブック作成時

に意見を反映させていただきたいと考えております。 

また、青山支所管内の収集計画等については、伊賀南部環境衛生組合で運

営している都合上、名張市との調整等の関係もあり伊賀北部版に比べ、意見

を反映しにくい部分もあるかと思います。しかしながら、いただいたご意見

を基に青山支所住民福祉課が中心となって環境衛生組合と協議しながら進め
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て行きたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 

商工会選出の委員の方につきましては、収集計画についての意見は取りま

とめにくいと思いますが、会員の皆様方からごみの出し方や分別区分などで

ご意見がありましたら取りまとめいただきご提出をお願いします。 

分別ガイドブックにつきましては、参考に現在配布中の資源・ごみ分別ガ

イドブック伊賀北部版と伊賀南部版、それからさくらリサイクルセンターと

同じＲＤＦ処理をしている桑名市・桑名広域清掃事業組合発行のハンドブッ

クを皆さんにお手元に置かせていただいています。 

伊賀北部版と伊賀南部版では、伊賀市で発行のため表紙と見開きは同様に

作成していますが、収集形態や処理方法が違いますので内容やレイアウト等

まったく違うものになっています。 

また、桑名市のガイドブックは表紙の目次、また２ページ目を見ていただ

くとわかりますが、同じＲＤＦ処理をしていても分別種類が伊賀北部地区よ

りかなり少ないことがわかると思います。資源ごみ以外はすべて指定のごみ

袋で出す、粗大ごみは集積場収集ではなく戸別の収集など違いはあります。 

市民の、住民の皆さんにわかりやすい、見やすいガイドブック・収集カレ

ンダーの作成、わかりやすい収集方法の検討など、高齢化や独居が進む中、

今の生活様式にあった収集方法、収集計画を委員の皆様方の意見をお聞きし

ながら一緒に考えていきたいと考えておりますので、お配りしました資料を

参考にしていただき、地域での声をできるだけ集約して報告いただきますよ

うお願いします。 

２月２８日の意見提出後のスケジュールをご案内させていただきます。 

２月２８日までに提出されたご意見を集約し、また収集や施設運転管理業者

等との調整の後３月下旬に全体会を開催し、それぞれの地域から頂戴した内

容を公表し意見交換をしたいと考えております。 

４月下旬の幹事会においては、意見交換会で討論した内容を集約したもの

を精査し、下旬に各支所担当部署からなる担当者・課長会議で諮らせていた

だきます。 

冒頭で委員長からもお話がありましたが、今の委員さんの任期は６月末日

となっていますので、６月上旬には分別ガイドブックや収集計画の素案を提

示し、意見を頂戴しながら、ある程度決めておきたいと考えております。 

７月は任期満了により委員の変更があり新しい委員さんになりますが、こ

の時には分別ガイドブックと収集計画については案でありますが決定事項と

して報告させていただき、出し方一覧、５０音リストについての追加要望な

どを住民自治協議会として意見集約を依頼させていただく予定です。 

１０月には印刷発注、平成２６年３月１日にごみ収集カレンダーと同時配布
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を予定しております。 

皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 

副委員長： それでは、ここまででなにか質問があればお願いします。 

 

委員  ： この調査の依頼は自治協宛てにはありますか？今日我々だけですか？できれ

ば事務局から自治協の会長宛に文書を出していただけたら、話をしやすいと思

います。よろしくお願いします。 

 

事務局 ： ご意見いただきましたので、自治協宛てにも送付したいと思います。 

 

委員  ： 住民の調査までやらないといけないのか？委員だけで決めても良いのではな

いか？ 

 

副委員長： やはり、ガイドブックについては、住民の意見を反映させるということが重

要ですので、よろしくお願いします。 

      それでは、事項書３について説明お願いします。 

 

事務局 ： 次に集積場の管理体制について、お願いをさせていただきたいと思います。 

先に伊賀北部管内について 

まず、容器包装プラスチックですが必ず袋に入れて出してください。トロ箱な

どは、細かくしてから袋に入れて出してください。これは特に市街地において

ですが、可燃ごみにネットをかぶせていても、容プラについてはネットをかぶ

せていない集積場が多く、風で飛ばされたりするために、業者も収集時には可

能な限り拾うようにしていますが、側溝に落ちたりして気づかないものがあっ

たりするので、各地区でネットをかぶせる等の飛散防止の対策にご協力をお願

いします。 

次に集積場の施錠についてですが、場所によっては防犯対策のために集積場

に施錠をしてあるところがありますが、収集日に当番さんが鍵を開け忘れてい

る事例が多く、こういう場合ですと、後から収集してくださいと連絡されても、

収集業者に落ち度がないため再収集はできませんので、各地区で次回まで待っ

て出し直しをしていただくなり、直接さくらへ持ち込んでいただくなどの対応

をお願いします。また、鍵は開いていることが確認できる状態にしておいてく

ださい。 

次にペットボトル回収容器固定禁止のお願いですが、こちらも地区によって

はペットボトルの回収容器を飛散防止用にひもなどで電柱等にくくりつけて
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いるところがあります。この場合において、引っ張ってすぐに解けるよう

な状態なら収集できますが、固結び等ですぐにほどける状態にない場合は

収集できませんのでよろしくお願いします。これは業者が回収容器ごと持

ち上げてパッカー車に投入するためで、紐が固定されていますと、投入口

まで持ち上がらないためです。 

次に金属類をはじめとした出し方が『袋に入るものは、袋に入れて出

す。』となっているごみについて、明らかに袋に入るであろう、細かいご

みをそのまま箱出ししている場合は、収集できませんのでよろしくお願い

します。 

また、これら以外についても、収集後に出されることがあります。回収

した後で集積場を通ると新たにごみが出されている場合があり、これにつ

いても収集はできません。ごみ出し時間について、伊賀支所管内は午前７

時３０分まで、それ以外の伊賀北部管内については、午前 8時までに指定

の集積場に出すというルールになっておりますので、必ずこれを守ってい

ただくようお願いします。 

また、ごみ収集運搬委託事業者用マグネットシートについて、この１月

から伊賀北部管内の収集委託事業者に配布しております。家庭ごみ収集作

業中は車両に伊賀市の委託車両であることを示すマグネットシートを貼

付するようになりました。 

これが車両に貼付されている間については、伊賀市の家庭ごみを専属的

に収集しているということですので、地区で不審な車両を見かけたという

場合については、まずこのマグネットで伊賀市の委託業者かどうかをご確

認いただきたいということをまた地域に戻って住民の皆様にご周知くだ

さい。 

次に青山地域での集積場管理体制についてです。青山については、伊賀

南部環境衛生組合にも確認したところ、1点だけ、北部と同様 1部地域に

おいて、集積場に施錠されていてごみが収集できないということがありま

すので、ご確認をお願いします。 

また先の事項の補足になりますが、青山版のごみ収集カレンダーについ

て、半年毎に発行しており、１０月～３月分については９月１５日号の広

報で４月～９月分については３月１５日号で配布させていただきます。そ

してカレンダーについては、主に日付の入ったものと、分別方法や出し方

について書いたものとの２枚セットで配布させていただいております。よ

ろしくお願いします。 

 

副委員長： ありがとうございました。ここまででなにかございますでしょうか？ 
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委員  ： この間、集積場に持ち去り禁止看板を配布してもらって貼ったがその効果は

あったのでしょうか？ 

 

事務局 ： 昨年度よりも通報件数や発見件数は少なくなっておりますので、それなりの

効果はあったかと思います。 

 

委員  ： 諏訪地区ではよく持ち去りがでるので、番号を控えたりして、市や警察に通

報していますが、別になにをしてくれるわけでもなく、通報する意味があるの

かと思ってしまいますがどうでしょうか？ 

 

事務局 ： 一応条例では２０万円以下の罰金となっております。防止のための早朝パト

ロールも場合によってはしていますが、諏訪地区へはいかせていただいたこと

はございません。 

      また、通報をいただいて、現場に犯人がいれば良いのですが、連絡いただい

てから駆けつけても犯人がいないケースがほとんどなので、手を焼いておりま

す。 

 

委員  ： 私は現場で注意したことがあるが、その場合においても謝りはするが、その

まま持っていくということがありました。その後追いかけたりもしたが、その

時はそれ以上なにもなかったのですが、それで変に逆恨み等をされてもいやな

ので、管理方法をきちんとして、統一して持ち去りを徹底的になくすというも

のであれば、ごみ集積場の囲いをきちっとして統一したものを作るなどしてい

かないといけないと思います。 

 

副委員長： この問題はどこの集積場でもある問題ですが、私どもの集積場でも当番が見

ていますが、もし注意して逆になんかされても困るので、あまり言うなといっ

ています。 

      特に金属泥棒が多いので、私どもの地区では福祉会などとタイアップしてア

ルミなどはなるべく別に出すようにして、鉄くずだけを出すようにしています。 

      とりあえず、車のナンバーを控えて警察や市に通報して、所有者なりに警告文

を発してもらうということもやってもらうなどするとか、対応を考えて欲しい

と思います。なかなか現行犯でないと捕まえにくいという面もあろうかと思い

ますが、よろしくお願いします。 

 

委員長 ： 各地区でまた工夫して、飛散防止対策などを取っていただくなど、収集しや
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すいようにしてもらうように、私からもお願いしておくのと、また泥棒につい

ては、どうしようもない部分がありますので、この問題についてはいろいろあ

ろうかと思いますけど、地域でよりよい集積場を作ってもらうなど協力しても

らって、その辺をまた市の担当者にも収集業者へその辺ご理解いただくように

伝えていただきたいと思います。 

 

副委員長： それでは次は事項 4について説明をお願いします。 

 

事務局 ： さくらリサイクルセンターにおけるごみ処理の状況について説明させていた

だきます。 

資料３の容器包装プラスチックの分析調査結果一覧表をご覧ください。さく

らリサイクルセンターでは定期的にごみの分析調査を行っています。 

資料には平成 22年度～24年度の分析結果を掲載させていただいております。

最新のデータでご説明いたしますので、3 段目の平成 24 年度のデータをご覧く

ださい。 

平成 24 年は 12 月までに上野 A～F の 6 地区、伊賀、阿山、大山田、島ヶ原

の全 10地区において各地区 4、5回ずつ、延べ 47回調査を行い、平均適合率は

68.4％となっております。平成 22 年度 12 月～3 月の平均適合率 73.2％、平成

23年度の平均適合率 76.6％と比べると分別適合率が下がってきています。 

分析内訳としては、容器包装プラスチックではあるものの汚れが残っている

ものが 10.4％となっております。また、分別が適合していないその他の内訳と

して可燃ごみが 10.1％、可燃性粗大ごみが 9.3％ということで、可燃性のごみで

20％近くを占めています。 

分別が適合していないものとして具体的には、ゴム手袋や PPバンド、ビニー

ルシート、ハンガー、硬質プラスチック、ペットボトル、時には注射器や点滴

チューブ、乾電池などが入っている場合もあります。 

このままの分別状態では容器包装リサイクル協会へ再商品化を委託すること

ができないので、これを作業員の手選別により一つ一つ分別基準に合わない不

適物を取り除いて分別適合率を上げています。 

この作業にはかなりの時間と労力が必要となりますので、ご家庭において正

しい分別を心掛けていただくことで作業員等による作業も減り、経費の削減や

安全性の向上にもつながっていきますので一人ひとりのご協力をお願いしたい

と思います。 

ただ、容器包装プラスチックの分別については判断が難しいためお電話でお

問い合わせいただくことも多く、中にはプラスチックという言葉のイメージだ

けが先行してプラスチック類はすべて容器包装プラスチックに分別できると思
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われている方もいらっしゃるようです。なかなか言葉ではイメージしていただ

きにくい部分もあると思われますので、実際に施設見学していただいたり、分

別についてのビデオを見ていただける機会を増やしていきたいと思います。 

続いて下段の可燃ごみの分析調査結果一覧表をご覧ください。可燃ごみにつ

いては平成 24年 10月から 12月にかけて全ての地区の調査を行い、平均適合率

は 83.5％、分別が適合していないその他のものが 16.5％となっております。そ

の他の内訳の中で多いのはお菓子の箱や製品の箱などの紙類の 9.4％と容器包

装プラスチックの 4.6％です。 

これらを正しく分別していただければ、リサイクルによる資源の有効利用だ

けでなく可燃ごみの更なる減量化を図ることができ、ＲＤＦ化処理するための

灯油等燃料費や処理委託料のコスト削減にもつながります。 

平成２３年度の実績から試算しましたところ、可燃ごみに含まれる容器包装

プラスチックを適切に分別することにより、それらのコストが４８０万程度削

減できるという試算結果となっております。 

適切な分別により資源化の促進や可燃ごみの減量化を図ることができ、また

コスト削減にもつながりますので、容器包装プラスチックや可燃ごみだけでな

く、すべてのごみの適切な分別の徹底について委員の皆様方にも地域での周知

のほどよろしくお願いします。 

また、施設においても可燃ごみの減量化の取り組みとして、この１月から可

燃性粗大ごみとして搬入された硬質プラスチックをピックアップして資源物と

して売払いを行います。 

1月 23日現在で 1,630kgを資源として搬出しております 

今後も市民の皆様の分別のご協力をお願いし、施設における減量化の取り組み

も進めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

最後になりましたが、休日開場のお知らせをさせていただきます。来月 2月 3

日（日）は定期の休日開場日となっております。ご存知のとおり、さくらリサ

イクルセンターでは偶数月の第 1 日曜日を休日開場日とし、環境ボランティア

活動や家庭ごみの持込の受入れを行っています。 

また環境ボランティア活動による持込については、事前申請により減免させ

ていただきますので、地域でのボランティア活動時にご活用いただきますよう

お願いします。 

 

副委員長： これらは普段からの住民の意識の問題かと思いますが、これにつきまして、

市のほうから地域へ説明会にきてもらうということは可能ですか？それがある

ともっと円滑に分別ができるようになると思いますが。 

 



 10 

事務局 ： それにつきましては、地域からの要望があれば、日程等調整をさせていただ

いて、随時説明にいかせていただいておりますので、また何かありましたら、

ご連絡ください。 

 

委員  ： 地域で区長などに説明をしていただいても、なかなか下まで降りていかない。

例えば集積場単位でここの分別はいつもひどい、ということを行政から区長へ

言ってくれれば我々もそこの区長と集積場へ出す住民を皆集めて指導ができる。 

     そういうことをやっていかないといつまで経っても問題がなくならないと思

う。だから市ははっきりとあなたのところの集積場はめちゃくちゃだと言って

欲しい。 

 

事務局 ： 実際にもう分別の悪い場所には幾つか指導させてもらっています。特に入れ

替わりの激しい集合住宅などが多いですが、指導していて管理人のほうでもな

かなか難しい実態があるということは聞いております。 

 

副委員長： 他になにかありませんか？また、ひどい集積場には直接指導してもらうとい

うことでお願いします。 

 

委員  ： うちの地区では集積場に当番をたてているが、違反ごみの警告シールを貼っ

ているものであっても、当番が気を利かせてもって帰ったりしている。それで

はだめなので、やはり排出者へのみせしめのようなことはきちっとやっていか

ないといけない。 

 

委員  ： 我々の地区では、当番が責任を持って違反ごみも持ち帰るルールになってお

ります。そうすることで、違反ごみを出した人も次に当番が回ってくることに

なりますし、例え自分に責任はない場合でも地域の環境は保てるので、そうい

うルールになっています。 

 

委員  ： 私のほうの地区では、違反ごみを区長がビデオにとってこういうごみをここ

に入れないでくださいといって回覧をまわしたら、捨てた人がごめんなさいと

謝ってきて治まったことがあります。 

 

委員  ： 私の地区では非常にあれた場所があって１つの原因は、幹線道路敷にあった

ので地区外のものが捨てていく。という問題がありましたので集合住宅内に集

積場を移動させたらなくなったという例がありました。 
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副委員長： わたしどもの地区でもそのような場所がありますので、集積場を移動させる

など検討していこうと思っています。他になにかございますか。それではその

他事項で何かありますか。 

 

事務局 ： 今回分別ガイドブックの検討を依頼しましたが、伊賀市版のガイドブックに

ついては在庫に余裕がありますので、また地域において検討をする際にガイド

ブックが欲しいというようなご要望があれば、事務局までおっしゃってくださ

い。 

 

委員  ： 施設の処理手数料について、以前もいったが家庭ごみの持込に対しては無料

化できないのか。その時は業者のごみと区別できないといわれたが、このカレ

ンダーには業者のごみはいけませんと書いてある。じゃあ施設に搬入してくる

のはどういう業者か教えて欲しい。 

      環境ボランティアのときには減免すると書いてあるが、一般家庭も無料にで

きないかと考えております。 

 

事務局 ： まず事業者とはどんなものかということですが、それについてはあらゆる事

業者でございます。そのカレンダーに書いてあるのは、事業所のごみは市では

収集しませんという意味で、事業所が施設に持ち込み出来ないわけではござい

ません。一般廃棄物でこの施設で処理可能なごみついては、持込していただい

て結構です。 

 

委員  ： 個人の場合だったら軽トラックとか乗用車できて、業者であったら会社の車

などで入ってくると思うが、そこで区別できないのか。また量的にもごみ袋２

袋程度で大量でなければ無料にするとかできないのか。 

 

事務局 ： 実際業者でも個人商店のような場合ですと普通の乗用車で入ってきたりしま

すし、2袋ぐらいしかごみがなかったりする場合もあります。持ち込みに際して

は市の指定袋は使用しなくてもいいことになっていますのでお願いします。 

 

委員  ： 搬入を無料にしたら、個人からの搬入量が増えて収集で集める量が減るので

はないですか？業者に委託しているので、別に集める量が多くても少なくても

同じという考えをお持ちかもしれませんが。 

 

事務局 ： 今言われたように集積場収集は多少減るかとは思います。ですが、せっかく

収集にいっているのに、普通出せる方は集積場に出していただけたらと思いま
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す。 

 

委員  ： 私としては、わざわざ向こうから持ってきてくれるんだから無料にしてはと

いうことです。 

 

副委員長： 今畳で自治会長の証明を出していただいており、そのような形で家庭ごみも

証明するということができなくもないかもわかりませんが、基本的には集積場

へ出すという形かと思います。 

 

事務局 ： 伊賀南部においても持込ごみは家庭ごみでも有料となっています。また持込

ごみは家庭ごみでも全国的に有料としているところがほとんどです。また伊賀

南部の場合は指定ごみ袋で持ち込みがあった場合は手数料はかからないという

ことはあります。 

 

委員  ： 指定ごみ袋について大中小で色を変えてもらえませんか？間違うことがある

ので。 

 

事務局 ： 意見として頂戴します。 

 

副委員長： 他にありませんか？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。皆さんありがとうございました。 


