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平成２５年度第６回伊賀市ごみ減量・リサイクル等推進委員会全体会会議録 

 

日時    平成 26年 1月 28日（火） 10：00～12：15 

場所    さくらリサイクルセンター大会議室 

 

委員長 ： 挨拶、議長の指名：平井委員 

 

前川部長： 挨拶 

 

事務局 ： 資料の確認。 

 

議長  ： それでは、議題１について、部会結果報告について、西口部会長から、幹事会結果

報告について三ツ森副委員長からご報告をお願いします。 

 

西口部会長・三ツ森副委員長 ： 資料１に基づいて報告。資料１幹事会の開催日を１２月２１

日から１月２１日に訂正。 

 

議長  ： ありがとうございました。続いて事務局からご報告をお願いします。 

 

事務局 ： その後事務局で検討した内容についてですが、部会・幹事会を通して一定の方向

性を見出していただきました。この指定ごみ袋制度の改正時期については、平成２６

年１０月ということを予定しています。現在製造しているごみ袋の在庫もありますし、ま

た、市民の皆様への周知期間等も取らせていただくということで、よろしくお願いしま

す。 

それから、ごみ処理コストの問題についてですが、当然ごみ袋代を上げるだけではな

く、いかにごみ処理コストを下げていくか、という部分がありますし、そのためにはごみの

減量に対する啓発を強くしていくことや、ごみの収集・処理にかかる経費を削減していき

たいと考えています。また、集積場について伊賀北部地区１，２００～１，３００箇所ほど

集積場がありますが、これについても集積場の集約をしていきたいと考えています。市

民の皆様のご理解・ご協力が必要ですが、平成２６年度１年間かけて諮っていきたいと

考えております。 

そういったことで、さまざまな政策を実施しながら、ごみ処理コストの削減とごみ袋制

度のありかたを考えております。 

また、幹事会からの意見を頂戴した部分で、どういうごみを資源ごみ袋の対象とする

かということですが、資料１の一番後ろです。可燃ごみについては伊賀北部、青山ととも

に、同料金での設定を考えていますが、資源ごみ袋については伊賀北部のみでの運

用を考えています。現在完全にごみ袋出しとなっているものについて資源ごみ指定ご
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み袋にさせていただきたいと思います。 

それ以外は今までどおりで、出し方が「袋に入るものは、・・・」となっているようなごみ

袋については、指定無しのごみ袋です。また、これも幹事会でご指摘いただいたことで、

できるだけ広い範囲のなかで周知をして欲しいというご意見をいただきましたので、資

料２に付けていますが、２月１０日頃にダイジェスト版が出来上がりますので、まず市民

センター単位での周知ということで２月１１日以降３月一杯まで。その後ご希望がござい

ましたら、各自治会へも説明へ出向くことを考えています。 

それと今回特に粗大ごみの部分で大きく変わりますので、集積場で従来出せていた

ものが違反となる場合の対応について、資料３の裏面につけていますが、現在使用し

ている黄色い違反シールに加えて粗大ごみ違反シールというものを別に作ろうと考えて

おり、これを別に貼らせていただこうと考えています。伊賀北部についてだけですが、こ

のような形で進めてまいりたいと思います。以上です。 

 

議長  ： ここまでで、何か質問等ございますか。 

 

委員長 ： １０月１日以前に買われた袋はどうなりますか。シールか何かを貼って区別をするの

ですか。 

 

事務局 ： 今の在庫が有るのが１０月ぐらいまでということで、考えていますので、できるだけで

早く周知をして、１０月以降はできるだけシールを貼っていただかなくて良いような形で

と考えています。万が一それ以降残ったごみ袋については、シールなりを貼って出して

いただくというような形で考えていますが、できるだけ早く周知をして、１０月１日から切り

替えできるようにと考えています。シールについては、大が３５円ですと、今２０円で買

われたものに１５円のシールを貼って出していただくという形で対応をお願いします。指

定ごみ袋制度が始まった当初はシールだけを別売りしていたことがございましたが、そ

のような形で、大４５リットルについては、１５円の差額シールということで対応をお願い

します。 

 

委員  ：  ガイドブックの校正について、確認・意見をお願いしますという依頼が先日郵便で送

られて来たが、その期間が短すぎてしっかり確認できない。先般ＹＯＵで伊賀市のパブ

リックコメントに関することでそういうご意見もあったが、伊賀市はパブリックコメントの期

間設定についても、他市町と比べて短いようですので、今後もう少し余裕を持って意見

を求めるという形でお願いします。 

 

前川部長： 先ほどからのごみ袋制度の改正について補足ですが、条例等の改正手続きが必要

ですので、あくまで議会の承認を得ての対応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。 
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事務局 ： 先ほどの校正の期間が短すぎるというご意見ですが、これまで何度も長時間ご審議

を重ねてきたということで、最終校正を確認してください。ということでお示しをしましたが、

期間が１週間もなかったということで、申し訳なく思います。以後はきちんと精査をさせ

ていただきたいと思いますので、お願いします。 

 

委員  ： 資源ごみ指定袋についてですが、容プラやアルミ缶についてはこの袋に入れないと持

っていってくれないということですか。 

 

事務局 ： そのように考えています。 

 

委員  ： 持って帰らないということは資源ごみが減っていくということですね。月１回ですよね。

また来月に、となるということですか。 

 

事務局 ： 容プラについては、週１回の収集になります。これについては、今まで可燃ごみで排

出されていた方が多かったかなと思いますので、特に容プラでの資源化を図りたいとい

う形で、週１回収集にさせていただくということでお願いします。 

 

委員  ： 資源ごみ袋の有料化については、いつからですか。 

 

事務局 ： 先ほど指定ごみ袋ということで話をしましたが、これも１０月１日からの実施ということ

でお願いします。 

 

委員  ： また、指定ごみ袋の販売店などで売ってくれるということですね。 

 

議長  ： 他に何か質問等ございますか。 

 

委員  ： 資源ごみ指定袋で布類は現在袋に入れて出すとなっていますが、その取り扱いは。 

 

事務局 ： 紙・布類は、紙が縛って出すことになっており、布類は袋の指定はありません。ただし

布類の日に指定ごみ袋を使って出していただいた場合も収集はいたします。 

 

委員  ： 議会の関係はどうなるのか。 

 

事務局 ： 議会の関係ですが、実施は１０月１日からということですが、なるべく早くから皆様に

周知をしていきたいということから、一番近い３月の議会に提案をさせていただきたいと

考えています。 
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委員長 ： 否決の場合もあるということですね。 

 

事務局 ： 当然そういう場合もございます。 

 

委員  ： 袋が同じ袋で１２円の袋と３５円の袋があると、高齢者の方などで、可燃ごみを１２円

の袋で出したりする人もいると思いますよ。種類を増やすと紛らわしいのでは。 

 

事務局 ： 指定袋の区分については、他市町の状況等を見ていますと、当然分かりやすいとう

形で色分け等をしているところがほとんどです。料金の違うものについては、色分け等を

するとともに、字のほうも可燃ごみと資源ごみと分かりやすくさせていただきたいと思いま

す。 

 

委員  ： アルミ缶が指定ごみ袋ということですが、私たちの認識ですと、非常に高価な資源ご

みを出しているという認識です。今適当な袋に出しているわけですが、それが横取りさ

れるという場合もあります。そういうときに特にアルミ缶は高価な代物ということで、それ

を有料の袋に入れて出すということはイメージ的に抵抗があるので、これまでどおりでは

いけないのか。 

 

委員  ： それだったら、集めに来る有料のところなどに出そうかとなるので、今のところプラスチ

ックは洗って再生に協力しよう。有料であっても出そうとなると思うのですが、アルミ缶

は、有料業者等に自分で出しに行こうとなりかねない。 

 

委員  ： 容器包装プラスチックもそれだったら、そのままごみで出そうと思うのではないか。収

集回数も増えていますよね。ごみを減らしていこうとする主旨とは外れるのではない

か。 

 

委員  ： この委員会で、皆さんの意見で止めようとなったら議決のような扱いとなるのか。 

 

委員  ： この可燃ごみの料金については、部会等で何回も協議・検討等を重ねた結果、処理

コストの問題は大変なので仕方ないなとなったが、この資源ごみについてはどうか。 

 

委員長 ： 幹事会で話が通った後、全体会で否決となった場合はどうなるかなどは、条例に何

も無い。この判断等はどうか。 

 

前川部長： 条例には委員会では、市が実施する施策に協力し、所掌事務について検討をする

となっていますが、決定権のことは定められていません。 
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委員長 ： 色々な意見がでましたが、アルミ缶の問題はもう少し考えていただいたらどうか。 

 

事務局 ： まず資源ごみですが、県内市町では、燃えるごみ、燃えないごみと同料金で指定袋

制度を実施しているところもありますし、資源を含めた全てを指定袋にしているところも

あります。ただ、伊賀北部地区については、袋に入るものは袋に入れて出す。入らない

ものは縛って出す。などとしている部分もあり、本来ならば全て指定ごみ袋にしたいので

すが、考え方としては、製造単価・流通単価程度で考えております。例えばお店で売ら

れている袋については特別安いものもありますし、１０枚１００円程度ものもありますので、

他の袋を買ってもらっても値段はそんなに変わらないなということがあります。また、安

いものについては破れやすかったりしますし、ある程度の品質も必要ということで、可燃

ごみ袋と同じような材質で作ることを考えています。 

       実際集積場へ出されているごみについても、レジ袋や色付きの袋などで出されてい

ることも多く、それらについて収集業者がいちいち中身を確認できませんし、例え施設

にそれが入ってきても、中身が確認できない場合は、手で破いたりという作業も発生し

ますので、全て指定で透明の袋に入れて出していただきたいという考えです。 

 

委員長 ： アルミ缶もペットボトルのような回収容器を作っていただいたらどうか。 

 

委員  ： これまで本会で問題点や質問があっても、了承ください。といことで済んだり、意見が

あっても精査します。ということで終わってしまったりしてきたように感じる。そうなるとこ

の委員会の意味があるのかと感じてしまいます。 

また、ここまで、足を運んで意見をいただいても執行部の意見に沿わなければ、了解

くださいという形で済んできたように感じる。資源ごみ袋についてもごみを出す側の都合

はほとんど無視されたような形で、回収側の都合で出されてきたように思います。 

この委員会がどのような位置付けをまず明確にしていただいて、この委員会で決定し

たことがなにか計画を左右する権限があるのか、そうでないとただ説明を聞いてはい。

さようなら。となりますので、まず位置付けをはっきりさせていただきたい。 

 

前川部長： 先ほども委員会の設置義務と所掌事務について説明をしましたが、これは市が提

案することに対して意見を求めるということが本来の姿だと思います。皆様のご意見も

参考にしながら決めていきたいと思います。設置も目的は市の廃棄物の処理及び清

掃に関する市民意識の高揚を図ることが一番の目的ですので、皆様の意見を参考に

しながら意思決定をしていきたいと思います。 

 

議長  ： 参考にということですが、よろしいでしょうか。 
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委員  ： 順序がおかしい。この議題については前回の部会・幹事会で全員承認をして通って

きているのですから、その時の導入の経過について、委員が理解していなかった。こう

いう意見が出るということも含めて。まず、その部会・幹事会が承認をしたけど申し分け

なかったと訂正しないと、行政ばかりを責めるわけではなく、承認した委員にも責任が

あるのですから。その辺を議長が采配していただかないと議題が進まない。 

 

委員長 ： 確かに、部会で承認を受け、幹事会で報告もありました。そして意見もありましたが、

皆様方がご納得いただき、本日の経過報告にあったことについても事実でございます。

しかし、その部会・幹事会の中で今意見がありましたような、アルミ缶がどうとか意見が

出るという想定をしていませんでしたので、お詫びをさせていただきます。 

       この可燃ごみ袋の値上げと、容器包装プラスチックの指定袋は大体皆様ご納得いた

だけると思いますがアルミ缶については、指定袋というのは少し考えていただいたらと

思います。 

 

事務局 ： 資源ごみ指定袋の対象物については、前回幹事会で内容について事務局で整理を

せよというご意見でしたので、今回提案するのがはじめてでございます。提案の理由に

ついては先ほどのとおりですが、アルミ缶については、色々ご意見がございますので、

容器包装プラスチックのみ対象ということで再提案をさせていただきたいのですがどう

でしょうか。 

 

議長  ： アルミ缶は袋の指定無しということで、再提案されましたがよろしいでしょうか。 

 

委員  ： スーパーで回収等しているのは、後で市にお金を払っているのですか。 

 

議長  ： スーパーはそれぞれ企業としての取組みとしていただいているということです。 

 

委員  ： アルミ缶は市が回収したら、業者に売るのですよ。市が売ってそれを資金とするので

すから、市に協力する形が、一般市民の考え方です。 

ですから袋を買うのも、市が施設の処理費用がかかって大変だから、お金を出して、

アルミ缶も市に出してあげたら助かるのではという発想が今は無いから、意見の違いが

生まれているのではないか。 

       そういう啓蒙活動がされていないから、意見が違ってくるのではないか。 

 

委員長 ： まあ色々な意見がありますが、指定袋は可燃ごみと容プラとして、また啓蒙活動はし

ていくということで次に進めていきたいのですが、よろしいですか。 

 

議長  ： それでは、再提案を了承として、次に議題２、資源ごみの分別ガイドブック改訂につい
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て説明をお願いします。 

 

事務局 ： 資源ごみ分別ガイドブック改訂についてですが、本日資料２でお出ししている地域住

民説明会の案内文書案とともに、お住まいの地域ごとに分別ガイドブックを付けさせて

いただいております。これについて、先日皆様に最終校正の提示をし、確認依頼をさせ

ていただきましたが、ご意見にもありましたとおり、出すのが遅くなってしまい、十分な期

間をとることができなかったことをお詫びします。 

       これについてですが、先週末に意見をまとめてから、既に印刷発注をかけました。そ

して、広報３月１日号で北部版・南部版とも同時配布させていただく運びとなっておりま

すので、よろしくお願いします。 

       さて、資料２をご覧いただきたいのですが、この改訂については、ルールの変更等が

多数ありますので、地域住民説明会ということで、まず各住民自治協議会単位での説

明会を２月１１日～３月末までで開催させていただきたいと思います。 

       この２月１１日からというのは、本来ならガイドブック配布後の３月１日以降説明にい

ければ良いのですが、伊賀市で全３８住民自治協議会があることから、１ヶ月では日程

的に厳しいことがあり、なるべく早い段階で、調整の取れた地域から始めていきたいとい

うこと、また資料２の末尾に伊賀北部のガイドブックダイジェスト版をつけさせていただい

ておりますが、特に伊賀北部については、変更点が多いことから、このようなＢ３サイズ

で伊賀北部地区配布のカレンダーと同じサイズのものを作り、説明会ではこれを主とし

て、実施をしていきたいと考えています。この納品が２月１０日ということがあり、その準

備が出来次第と言う関係で２月１１日からとさせていただきました。 

       また、会議開催については、先日幹事会でご提案いただきましたが、変更点が多く、

自治会長だけでは末端の住民まで話が降りていかないので、直接住民に話を下ろして

いただける方の参加を事務局でするべき、とのことでしたので、今回小場長、組長、集

積場管理者程度までの参加をということでお願いをさせていただきます。 

       本日の資料のような文面で各住民自治協議会に日程調整の依頼をし、裏面である

ような日程調整表をいただきながら、事務局で開催決定をしていきたいと考えています

ので、ご理解とご協力をお願いします。また、その次にはすでに予定が入っているもの

を掲載させていただいていますので、あわせてご確認をお願いします。以上ご承認賜り

ますようよろしくお願いします。 

 

委員  ： 説明会については、このダイジェスト版のみで説明をおこなっていくのですか。 

 

事務局 ： ガイドブック配布以降は、会議の際に本冊をお持ちいただくように、各住民の方に呼

びかけをしていただけたらと思いますが、それ以前については、基本的にダイジェスト版

での説明を行いますが、戸別収集や小型家電については別刷りで資料を作って説明

を行う予定です。 
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委員  ： 色々な人を集めるとなると昼間は無理だとなった場合は、夜などでも対応していただ

けるのか。 

 

事務局 ： 当然そのようなことがあるかと思いますので、夜間の会議であったり、土日の会議で

あっても可能な限り対応をさせていただきます。 

 

委員長  ： この会議スケジュールについて、各支所では、自治協連絡会の予定が入っている

が、上野は個別に行うのか。 

 

事務局 ： 既に支所管内では連絡会の開催が決まっているので、このように予定を組ませてい

ただいていることと、上野地域について、各自治協単位で戸別に説明会の実施をしま

すし、各支所管内でも連絡会以外に各住民自治協議会へ戸別に説明会をさせていた

だきます。 

 

委員  ： 分別説明会で、ごみ袋の問題等も必ず意見が出ると思うので、それも説明をしていた

だいたほうが良いのではないか。 

 

事務局 ： 先ほどから指定ごみ袋の料金のお話もいただいていることですが、この会議では、分

別区分のことや、粗大ごみ戸別収集事業や小型家電リサイクルといった、２６年度から

新たに始まる事業について主に説明をしていきたいと考えています。指定ごみ袋につい

ては、先ほどの説明で申し上げたとおり、３月の議会を通るまでは、これは決定ではな

いので、具体的なお話をさせていただくことは出来ません。ご質疑等があれば考え方な

りの説明は可能かと思いますが、その時点では詳しい話をするのは差し控えさせていた

だきたいと思います。たちまち４月からの集積場トラブルが無くなるようにと考えています

ので、お願いします。 

 

委員  ： 市議会を通らないと駄目だということはわかるのですが、袋代が上がるというのは重要

なことですので、また１０月１日までに値上げのことだけで説明会を実施していただけれ

ば良いのですが、それはお互い無駄でしょう。だからこの値段が上がるという大きな変

更についてもきちんとしたことは言えませんが、案としてはこうですよと皆さんに言ってく

ださい。 

 

委員  ： 議会が終わってから説明会をしてもらうのでは無理なのですか。 

 

事務局 ： 住民説明会ですが、３月末までは、住民自治協議会を対象に、それ以降は自治会

単位等で説明をと考えています。議決後の説明会であれば、こうですよというお話をさ
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せていただくことはできますが、それ以前の分については、こういうことを考えていますよ

ということで説明をさせていただきたいと思います。 

 

委員長 ： 委員会で納得いただきましたので、１０月から委員会のほうではことですよ、という説

明を行政がしていただくのは良いと思います。ただ、議会で否決されたらまた話をもとに

戻したら良いだけで、先に話だけをしておいて、１０月まで市民に待っていただくほうが

良いのではないか。 

 

事務局 ： また、その辺を適切に説明させていただきたいと思います。 

 

議長  ： 委員会ではこう検討していると発表していただけるということで、お願いします。 

      次に事項３について説明をお願いします。 

 

事務局 ： 資料３で粗大ごみの戸別収集のチラシと、伊賀北部については、各委員様お住まい

の地域ごとのカレンダーを合わせて配布しています。このチラシについては２月１日号

の広報と同時配布ということで、すでに戸別収集が実施されている青山地域を除いて

各戸配布させていただく予定です。この事業実施にあたっては、以前から粗大ごみの

解体が困難であるなどの声を受けていたことや、既に実施の伊賀南部とのサービスの

公平化を図るという意味から導入し、４月１日以降の実施とさせていただきたいと思い

ます。事業が４月以降始まりますよという案内と、出し方については３月１日号で配布

のガイドブックをご覧くださいというところまでで、とどめております。 

       ２００円の手数料ですが、これについては、再資源部会で協議をし、１点２００円の料

金設定で決定いただき、同料金を設定させていただき、昨年１２月の議会に上程をし、

決定をいただいています。 

       処理券の販売店についてはガイドブックの下段にあるとおりです。こちらは、現在指定

袋の販売をいただいているところから、特に頻度の高いところを抽出させていただいて

おります。 

       カレンダーについてですが、伊賀北部版のみの配布で、青山地域についてはまだ日

程が決まっていないためお出ししていません。ご了承お願いします。 

       変更点ですが、硬プラ・革製品類について、大型の家具類で解体できないものは、

粗大ごみ戸別収集となりますので、名称も可燃性粗大ごみから、硬プラ・革製品類と

変更しています。容器包装プラスチックについては週１回に回数を変更しています。こ

れについては、収集回数が少ないために、可燃ごみに出してしまう。といった意見や、

回数を増やして欲しいというご意見が多かったために、増やさせていただいております。 

       これについては、必ず袋出しでお願いします。 

       また、アルミ缶については、一部回収箱で収集していた地域がありましたが、全てご

み袋で出していただくようにお願いします。 
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       次に埋立ごみですが、こちらについては、危険物（カセットボンベ・ライター等）と、カセ

ットテープなどのテープ類を埋立ごみの日に出していただくことになります。これについ

ては、それぞれ危険物・テープ類の区分ごとに袋に入れて出していただきたいと思いま

す。それ以外のガラス・せともの・乾電池類や割れびんなどについては、これまでどおり

回収箱に入れていただくということでお願いします。収集日については、こちらはまだ校

正中の原稿ですので、まだ確認が終わっていませんので、参考にということでお願いし

ます。施設の休日会場については、本年度同様偶数月の第１日曜日の設定をしてい

ます。またご参考にしてください。以上で説明を終わります。 

 

議長  ： ご質問等ございますか。 

 

委員  ： 資源ごみについて今当番をしているのですが、容プラがこれだけ増えると当番の負担

が増えるので大変です。他の金属の日などと重ねていただけたらと思いますがどうでし

ょうか。 

 

委員  ： 当番はネット出しや片付けがあり、確かに忙しくなるように思う。 

 

委員  ： 柘植の区長会で集積場の分もカレンダーを余分に欲しいというお願いをさせていただ

いたと思いますがどうでしょうか。また、今集積場に鋼鉄製の収集カレンダーを吊ってい

るのですが、それを変えてくれる気があるのかどうか。これについては、随分古い出し方

のものがそのままですので、それも一緒に変えていただけたらと思います。 

 

事務局 ： 容プラについてですが、回数の増となりますが、色々な意見をいただいておりまして、

回数を増やして欲しいという意見が多かったことと、お隣の伊賀南部も、既に週１回で

実施しておりそこに合わせていこうという動きもあり、やっと合わせられたという経緯がご

ざいます。 

カレンダーについては、集積場分も余分に欲しいという意見をいただいて、印刷発注

していますので、集積場の分も配布をさせていただけると思います。ただ、各集積場に

吊っている分別区分表などについては、合併前からの分別を貼っていただいているとこ

ろもありますし、例えばある地区では今のダイジェスト版を大きく印刷して貼っていただい

ているところもありますので、各地区でのご対応をお願いします。また数年前に各集積

場で統一したものを作ったらどうかという提案もありましたが、否決されたという経緯もご

ざいますので、ご理解をよろしくお願いします。 

 

委員  ： 河合地区です。埋立ごみの排出場所ですが、現在はガラス・せとものは各集積場へ

出していますが、このカレンダーでは、各地区指定の粗大ごみ指定集積場へ出すとな

っていますが、必ずそこまで持っていってとなったのか確認をしたいのですが。 
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       それとガラス・せとものについては、毎月収集があったように思いますが、それが隔月

になったということですか。 

 

事務局 ： 訂正をさせていただきます。支所分のカレンダーで埋立ごみの下の指定粗大ごみ集

積場へ出すという部分は印刷誤りで、各集積場へ出すことになりますので、削除をさせ

ていただきます。 

 

委員  ： 戸別収集事業について、受付センターの電話番号をガイドブックの裏面に入れてい

ただけないのか。 

 

事務局 ： 印刷発注にかかっていますのでできません。その他でまた周知を図っていきます。 

 

委員  ： カレンダーについて、左上の部分に可燃ごみはという部分があるが、この部分は既に

周知がされていることなので、ここにごみを協力して資源にしましょう。などと平易な言

葉で啓発等を入れていただくと、毎日見て協力しようという気が起こるかと思いますの

で、考えていただけたらと思います。 

また生ごみの水切りについても、大切なので、可燃ごみ袋の横や上に、記載をしてい

ただけたらと思います。また指定ごみ袋についてプラスチックとの色分け等をするという

ことですので、袋の色を何色と書いていただいたら良いと思います。 

 

議長  ： また、ご意見としてお聞きいただいておくということでお願いします。それでは事項４に

ついて事務局から説明をお願いします。 

 

事務局 ： 小型家電リサイクルでございます。本日資料番号は振っていませんが、資料として

小型家電リサイクルのチラシの写しをつけています。小型家電リサイクルについては、

平成２５年から家電製品に含まれるレアメタル等の回収を目的として始まったということ

で、この会議でも何度かご紹介させていただきました。これについて、隣の名張市が県

内でも先駆けるような形で、国の補助を受け実証事業として拠点収集事業（ボックス

回収）を１月３０日から取り組みをスタートします。そのチラシの写しでございます。 

       また、伊賀市の取り組みでございますが、伊賀市でも平成２６年度から拠点収集とい

うことで取り組みを始めますが、同じ市内で、青山地域と伊賀北部地域は、管轄が異

なりますので、対象品目等で若干違いがございます。青山地域については、このチラシ

とガイドブックをご覧いただきたいのですが、伊賀南部環境衛生組合管轄で名張市と

品目を統一します。品目については、家電製品で回収ボックスに入るものならＯＫ。た

だし、ＰＣ意外ということです。一方伊賀北部では、対象品目を法で特に有効性が高い

品目として指定されている特定回収品目の中で、ガイドブックに記載の品目に限定をし

て回収させていただきます。またパソコンについても、南部とは異なり、現在パソコンリサ
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イクルでお出しいただいているもので、ノートパソコン程度であれば、回収ボックスに入り

ますので、そういう場合は無料での回収ということになります。またパソコンをはじめ、個

人情報を含む端末については基本的に自己責任での消去ということで啓発をしますが、

市としての対策として、回収したパソコンのハードディスク等は、職員が直接物理的破

壊をすることで、安全対策をとっていこうと考えています。 

       青山については、名張と合わせて正式に伊賀南部として４月１日からスタートというこ

とで、今年度中に回収ボックスの購入をし、設置をしていきたいと考えています。伊賀

北部については、新年度に入ってから、ボックス発注等の準備をし、体制が出来次第

広報等で周知をと考えていますので、よろしくお願いします。 

       また、この制度の周知自体については、広報３月１日号で小型家電の別刷りチラシ

を作って配布予定ですので、よろしくお願いします。 

 

議長  ： ここまでで何かございますか。 

 

委員  ： ボックスに投入する場合、ボタン電池やリチウム電池などの電池については、発火の

危険もあると思いますし、これについては、電器店などでの別回収もありますがどうでし

ょうか。 

 

事務局 ： 電池類に関しては、ガイドブックの記載にありますように、発火等の危険もあるという

ことで、必ず取り外してから投入をということで啓発をしていきますし、おっしゃられたよ

うなボタン電池等に関しては、今現在電池リサイクルということで、各家電量販店等に

設置されている回収ボックスでということで積極的に啓発もしていきます。 

 

議長  ： 他に何かございますか。ないようですので、これで会議を終わります。 

 

 

 


