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平成２５年度第４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 10月 8日（金） 14：00～16：00 

場所    さくらリサイクルセンター大会議室 

 

委員長 ： 皆様お疲れのところありがとうございます。先般の台風で各地域にご被害があったこ

とをお見舞い申し上げます。今日の会議では、ガイドブックの概要をまとめさせていた

だき、次年度新しいガイドブックでということで進めてまいりたいと思いますのでどうぞ、

よろしくお願いします。 

 

前川部長： 本日は大変ご多用のところ、全体会にお集まりいただきありがとうございます。日頃

は、市政全般におきまして、とりわけ清掃行政に関しまして、格別のご理解・ご協力を

いただいていることをこの場をお借りして、厚くお礼申し上げます。 

        本日の全体会ですが、平成３３年度以降の廃棄物行政のあり方について、何度か

皆様にもお話をさせていただきましたが、８月以降月１回の割合で、計３回検討委員

会を開催しております。 

また、後ほど詳しく説明もありますが、伊賀市においてのごみ処理の広域化というこ

とで、現在伊賀北部と南部を一本化ということを考えて、伊賀南部の施設更新時期

に併せて、北部については当分の間民間施設へ委託をするという方向で意見をいた

だいております。 

また、し尿処理施設についても今後どうしていくかということでございますが、１０月に

計画ができますので、１１月から３月までにあり方検討委員会で検討していきます。ま

た、追って報告もさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

委員長 ： 本日の議長は副委員長の三ツ森さんにお願いします。 

 

副委員長： それでは、議題１について各部会から報告をお願いします。 

 

内田委員： ごみ再資源部会について資料１のとおり報告。 

狭小地の排出場所や処理券の販売場所等最後の調整は事務局でお願いします。

また、一旦始めてみて、問題があれば話し合いながら改善していけば良いのではな

いか、新たな住民サービスが増えるという理解で良いのではということです。 

 

委員   ： 委託先のオペレーターへ電話で住所を言って場所がすぐわかるのですか。 

 

事務局 ： これにつきましては、県内の実施市町のほとんどが委託でやっているようですが、品

目でありますとか、点数の数え方、金額の表示やゼンリン等の地図の表示など、全て
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インプットした中で対応をしていただけると思います。 

       これはまた、４月から実施となると、今年度中からオペレータへの事前研修の実施

ということも考えています。 

 

委員  ： 高齢化社会で年寄りが自分の家をうまく説明できるかということについて、危惧をする

わけです。 

 

事務局 ： また、オペレーターには親切な聴取りをするような形にしていきたいと思います。 

       福祉収集も今までどおり残りますので、そちらもよろしくお願いします。 

 

委員  ：  道路狭隘の場所の場合は、車が入れる場所まで出せということですが、道路に車を

置くなというような状況の場所において、緊急車両が通れないといった事態もありえま

す。ましてや、タンスなどを道端に置いた場合倒れる場合もありえます。そして、５点と

いうことで、排出し、誰か便乗でそこに１点置いていたとなったら、誰が処理をするの

ですか、教えてください。 

 

事務局 ： ごみの排出場所については色んな状況が考えられますので、回収場所についても

適正な指示ができるように取り組んでまいります。 

        また、排出については、処理券のシールを貼っていただくということで、貼っていない

ものは対象外ということで把握をさせていただきたいと考えています。 

 

委員  ：  貼っていないごみの場合、それを最終誰が処分するのかということを聞いているので

すけれども。 

 

委員長 ：  それは不法投棄ということですね。その辺青山さんはどうですか。 

 

委員   ：  相当呼びかけもしましたが、最近は減りました。 

 

委員長 ：  青山でもあったようですが、うまくいくようになってきたということですね。 

 

委員   ：  国道筋などでは、他の地区から置きに来る場合もありますし、最終的に誰が管理を

するのですか。 

 

前川部長： 色んな問題点は発生するかと思いますが、来年４月から実施しようとしていることで

すので、取りあえず始めてからその都度協議して対処をしていきたい。 

また、排出場所についても、問題がある場所については、委託業者が受付してから

事務局と再度調整ということもさせていただくこともできますので、よろしくお願いしま
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す。 

 

委員   ： ということは、残された物品は放っておくということですか。 

 

前川部長： それは、その都度話をして、解決をしていくといことです。 

 

委員   ： その時では遅いですよ。 

 

副委員長： 事前に問題のありそうな物や場所は確認もしていただけるということですし、ケース

バイケースで対処をしていくということですので、ご理解のほどをよろしくお願いします。 

        それでは次にごみ減量部会から報告をお願いします。 

 

西口委員： ごみ減量部会について資料１のとおり報告。 

 

副委員長： ありがとうございました。これについて何かございますか。ないようですので、次にし

尿・浄化槽部会の報告をお願いします。 

 

荻田委員： 委員長の話でも少しありましたが、台風１８号について、各地域で被害がありました。

神戸地区についても４２２号が２００ｍほど崩落しました。その中には、いろいろなごみ

等の問題と４２２号には下水道上水道、電気やＮＴＴ等生活ライフラインの問題も多く

あり、困っておりました。関係の方々には、これからの協力をまたお願いしたいと思い

ます。し尿・浄化槽部会について、資料１のとおり報告。 

 

副委員長： これについて何かございますか。無いようですので、次に事項２資源・ごみ分別ガイ

ドブック改訂について説明をお願いします。 

 

事務局  ： 資料２の資源・ごみ分別ガイドブックについて説明をします。資料２－１伊賀北部

版です。各部会での検討結果を踏まえて、今回の資料に反映をしています。 

まずは粗大ごみ戸別収集から１６P をご覧ください。 

伊賀北部の粗大ごみ戸別（有料）収集については、粗大ごみ１点につき２００円で

１回５点までの受付ということで、予約方法は、電話で事前にいただき、収集日の予

約をとっていただく。そして収集日の朝９時までに、自宅の玄関先などにお出しいた

だき、粗大ごみの処理券を貼り付けていただくという形ではじめたいと思います。 

１６Pに申し込みまでの流れを、１７Pに主な品目と福祉収集事業の案内ということ

にさせていただきました。 

収集の主な品目としては、家具・寝具類、家電製品類、と集積場へ出せないごみ

（詳しくはＰ１４記載のもの）です。収集品目のうち、今まで集積場で収集してきた、ス
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トーブ、ファンヒーターなどの発火危険物や、自転車等の解体困難物などについては、

先ほどの部会報告でもありましたが、品物のサイズに関係なく、直接持込いただくか

戸別収集での収集でとなり、集積場収集の対象外にさせていただくことで決まりまし

たのでお願いします。 

また、粗大ごみ処理券の販売場所（例えばＪＡや大手スーパーなど）や、点数の

数え方（例えば物干し竿なら３本で１点とする。）などの取り決めについては、事務局

で調整をするように、ごみ再資源部会でご意見をいただきましたので、素案決定後、

事務局で調整を進めてまいります。 

次に集積場収集について変更点等を再度ご説明します。 

Ｐ６の可燃性破砕ごみについては、現在の可燃性粗大ごみの整理を行い、ビデオテ

ープなどを対象から外し、「埋立ごみ」という区分で収集することになりました。 

次にＰ７の容器包装プラスチックが、容器包装プラスチックについては、チューブ

類を品目に追加し、日本容器包装リサイクル協会で引き取り対象となる全ての品目

を収集することになりました。また収集回数は市民の皆様の要望を受け、月２回から

週１回の収集とさせていただきたいと思います。 

トロ箱については、現在集積場で袋にも入れず、大きいままで出されており、施設

での圧縮梱包処理に支障が出ていることから２０ｃｍ以下に切って出すこととさせて

いただきました。 

また、チューブ類を追加するに当たって、部会のほうで、実際きれいにするのは、

困難ではないかというご意見をいただきました。 

これについては、注意事項の部分、さっと水洗いしたり、ふき取ったりしても汚れの

落ちないものは、可燃ごみに出してくださいなどの記載や、Ｐ８の汚れの目安というと

ころで、注意書きを掲載していますので、これらでフォローをすることで、チューブ類

についても品目化し、なるべく再資源化をしていくということで進めていきます。 

次にＰ１０の金属類の出し方について、前回提示のものは袋に入れて出すとしてお

りましたが、傘など多少５０ｃｍを超えるものについて、折って袋に入れるのはなかな

か困難ではないかということで、従来どおり袋に入るものは袋に入れて出すということ

で、今までどおりの表記に変えさせていただきました。 

ただし、５０ｃｍ以上を越えるもの、先ほどの戸別収集でも触れました自転車など

今まで集積場で収集してきましたが、これは戸別収集か持込みのみとなります。また

工具類について、ペンチなどは現在集積場で１回につき１個までとして収集してきま

したが、破砕困難物として集積場収集不可とさせていただきます。 

次にＰ１２の埋立ごみですが、現在のガラス・せともの・乾電池に、処理困難（危 

険物）として収集しているもので、カセットボンベやスプレー缶などの小型危険物と可

燃性粗大ごみとして収集しているテープ類を加えたものになります。 

現在処理困難（危険）物として収集しているもので、ストーブやファンヒーターなど

の灯油を使う製品と、ガスコンロなどの大型のものについては、戸別収集か直接持



 5 

込みとなります。 

次にＰ１４の、「集積場へ出せないごみ」ですが、ごみ減量部会での意見をうけて、 

前回の「直接搬入ごみ」という名称から変更させていただきました。このページについて

は、施設へ直接搬入か、戸別収集での収集となるごみについてまとめたものとなります。

発火危険物、破砕困難物、解体困難物などが対象です。 

そしてＰ２４以降は品目別一覧表となっています。 

また全般的なことですが、イラストや文言に関して減量部会でご指摘いただいた事項

は修正がかかっております。また、部会において現在の出し方との変更点については、

それのみをまとめた一覧のようなものがあれば良いとのご意見がありましたので、年明

け以降の地域説明会までに別途作成をする予定です。 

 次に資料２－２伊賀南部版についてですが、こちらは既に素案として決定いただいて

おりましたが、戸別収集の部分など、伊賀北部版の修正に伴って、こちらも体裁を揃え

る目的で、若干イラストやレイアウト等変更になっていますので、参考に提示させていた

だきました。よろしくお願いします。 

 以上で、事項２の説明を終わります。今回伊賀北部版の素案について、最終提案と

なります。細かい表現やレイアウトの変更等は事務局で印刷業者と打合せの上、校正

をかけていきますが、基本はこの素案でということになりますので、ご承認いただきます

よう、よろしくお願いします。 

 

副委員長： ただ今のところで、何かご質問等はございますか。 

 

委員   ： 工具類についても１点２００円になるのですか。 

 

事務局 ： 品目ごとの点数の数え方については、後ほどまた、事務局で調整していきますが、

現在かなづちや、ペンチなど工具類については、併せて１０個で１点するということで考

えています。 

 

委員   ： ぺらぺらっとめくった時にみだしというか、インデックスのようなものは、付けていただ

けたらと思うのですが。 

 

事務局 ： また、印刷業者が決まりましたら、相談の上、インデックスを付けていただこうと考え

ています。 

 

委員   ：  搬入と戸別収集の問題ですが、５０ｋｇで５００円という搬入手数料と、戸別収集で

１点２００円ということでは、本末転倒ではないのでしょうか。逆に持込んでいただけた

ら、手間がかかる分安くするなどしないと、これは恐らくアウトソーシングで業者さんで

回収されるのでしょうが、委託費用等を考えると、理屈に合わないことをやっておられ
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るので、こんなものかなと思っています。 

 

事務局 ： 戸別収集については、場合によってはこちらのほうが安価になる場合もあるかと思い

ますが、当然コストからいきますと、２００円というのは安いということになりますが、現在

伊賀南部である青山も２００円でしている関係もあって、まずは２００円で始めていけた

らというようにごみ再資源部会からご意見もいただいているところでございます。また持

込みの５０ｋｇ５００円についても、今後の課題として取組んでまいりたいと思います。 

       そして、収集コストの話ですが、戸別収集に関しては、市の直営で始めたいと思いま

す。始めるにあたっては、色々なトラブル等リスク管理を考え、まずは直営でと考えてい

ますので、またご協力をお願いします。 

 

委員長 ： 少し聞きたいのですが、戸別収集となったら、同じ自治会のもので話し合って、何件

かが寄って同じ場所に出すというようなことはできるのでしょうか。 

 

事務局 ：  詳細はまた詰めていきますが、伊賀北部については、一定の地区割りをして、受付

けの際にどこの地区なら何月何日という案内をさせていただく予定ですし、収集につ

いては同じ地域は同じ収集日でさせていただきたいと思います。 

ただ、コールセンターへの申し込みについてはあくまで個人でのコンタクトということで、

お願いしたいと思います。 

 

副委員長： 他に何かございませんか。 

 

委員   ： 品目別一覧表について、戸別収集となっている部分について、戸別収集のみしか

駄目でこれは直接持込みできないのか、というように捉えられるのでは、と思います

ので備考のところで、戸別収集または持込みと書いてもらったらと思うのですが。 

 

事務局  ： また、おっしゃっていただいたような形で修正をしていきたいと思います。 

 

副委員長：  他によろしいですか。それでは、事項３について説明をお願いします。 

 

事務局  ： 小型家電リサイクル法の取組みについてですが、資料３をご覧ください。こちらは、

ごみ減量部会で提示したものと同じです。 

皆さん既にご存知の方も多いと思いますが、平成２５年４月１日より小型家電リサイ

クル法という法律が施行されました。 

この法律については、国内の流通・消費の過程で排出される電子機器類には、有

用な金属が多く含まれていることから、資源泥棒や違法回収業者によって回収され

た電子機器類が適切な処分をされず、有用金属は取り出されて国外へ流出する。
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また残りの不要な部分は不法投棄など不適切処理をされるといった問題が生じてお

り、これらについて、適正な処理と再資源化を目的とし、国内における資源確保に努

めようとするものです。 

法律の施行によって自治体での取組みというものも定義されていますが今のとこ 

ろ、取組みについては、各自治体の任意となっています。 

これについて現在伊賀北部での取組みとして、考えていることを説明させていただ

きます。 

資料下段の回収方法についてご覧ください。３種類の回収方法が掲載してありま

すが、まず一番左のボックス回収の部分です。 

これについて、各地区市民センター等に写真のような専用回収ボックスを設置し、

市の直営で、定期的な回収の実施を。また定期回収前に箱が一杯になった場合は、

各センターから連絡をいただいて回収をする形での収集を実施することができればと

考えております。 

その前段としまして、青山支所管内を除く現在各地区市民センターに設置に向け

てのアンケート調査を実施しました。 

青山支所管内については、伊賀南部環境衛生組合でしか収集できないため、対

象としておりません。こちらについては、名張市や伊賀南部環境衛生組合と調整をし

ながらの実施を考えております。現在北部と南部でなるべく共通した認識で実施をし

ていきたいとの意向を名張市の担当からもお話をいただいておりますので、こちらに

ついては、また動きがあれば別途報告をさせていただきます。 

そして北部管内でのアンケートの結果ですが、３２の地区市民センターのうち、設

置可能または検討というところが２０箇所、設置が困難というところが１２箇所となっ

ております。 

設置困難と回答があったところについては、スペースの確保が困難である。ボック

スの管理が不安である。自治センター化の問題もあるので難しいのでは、など設置に

際しての問題点も挙げていただいております。 

これを受けて事務局としては、各地区市民センターを回って意見交換をし、問題

の解消に努めて、なんとか実施できないかと考えています 

また真ん中のピックアップ収集という部分ですが、平成２６から開始の粗大ごみ戸

別収集事業で回収したごみや、あるいは通常の金属類の収集で入ってきたごみから、

施設職員が手選別で対象品目をピックアップする方法で、回収をし、認定業者への

引渡しということを考えております。 

一番右のステーション回収ですが、これは分別区分を新たに設けて、小型家電 

のみを収集するということですが、これについては、収集経費との費用対効果の問題

から現在考えておりません。 

次に裏面の回収品目についてご覧ください。小型家電リサイクル法という名称でご

ざいますが、携帯電話や電卓といった本当に小型のものから、パソコンやＤＶＤレコー
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ダーといった場合によっては大型ものについても、１００品目以上のものが対象となっ

ています。 

これについて、各センターの専用ボックスで回収するものについては、ある程度品

目を限定しての収集を考えています。 

それ以外の品目については、ピックアップ収集を考えています。 

回収ボックスで集めるものについては、特に資料の絵であるようなパソコンや携帯

電話、デジタルカメラなど特にレアメタルを多く含み、リサイクルの効果の大きいもの

から優先的に、回収ボックスで回収できればと考えています。 

品目の検討や、事業実施の問題点などこれから調査しなければいけないことが 

ほとんどですが、小型家電の収集が開始できた場合は、集積場へ出る小型家電が

減ることで、資源の持去り被害の軽減を図ることができることが考えられます。 

またパソコンの処理については、現在ＰＣリサイクル法に基づいての処理ということ

で、先ほどの北部版ガイドブックでいきますと、Ｐ１９にも記載しておりますが、現在 PC

マークのないものについては、処理に高額の料金負担がかかっております。また無い

ものであってもメーカーに連絡をして梱包・発送という手間がかかっております。しか

し、この法律が施行されてからは、ＰＣリサイクル法でも小型家電リサイクル法でもど

ちらで処理しても良いですよということになります。 

もし、小型家電リサイクル法に基づいて市が収集をした場合、市民の皆様のご負

担としては、個人情報の削除は皆さんの責任でお願いするところですが、回収ボック

スに入る小型のパソコンは無料で、戸別収集になるものは１点２００円の収集で OK、

と大変軽いものとなり、取組みのメリットは大きいと考えてますので、また皆様にご理

解とご協力をいただきながら実施をできればと思います。 

また回収後の処理についても、小型家電リサイクルの認定事業者が処理すること

で、レアメタルのリサイクル以外にも有害物質の適正処理や、家電に付随するプラス

チックの高度なリサイクル処理などより、リサイクルの促進が見込まれます。 

今回ガイドブックに反映させておりませんが、実施の見通しが立てば、Ｐ１９のパソ 

コンの処理に関する記載変更などガイドブックにも反映させたいと考えていますので、

これについては、啓発や周知方法等も含めて最終校正までに事務局で調整というこ

とでご了承いただきたいと思います。 

資料３の説明については以上です。どうぞご審議賜りますようお願いします。 

 

副委員長：  ここまでで、何かございますか。ないようですので、それでは、事項４について説明

をお願いします。 

 

事務局 ：  指定ごみ袋制度の見直しについて、資料４をご覧ください。 

１ページ目は、県内における指定ごみ袋制度の状況の一覧になります。 

先般８月２７日に開催しましたごみ減量部会で、指定ごみ袋制度の今後のあり方
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について提案させていただきました。先ほど西口部会長さんよりご報告をいただいた

内容と重複する部分もあると思いますがご了承ください。 

現行の料金改定を始め、可燃ごみ以外のごみについても指定ごみ袋の導入をで

きないかなど、指定ごみ袋制度の見直しを検討するに当たり、県内市町の指定ごみ

袋制度の導入状況についてまとめたものになります。 

伊賀市では、伊賀北部地区は平成１９年１月から、青山地域は平成２０年１１月

から指定ごみ袋制度を導入し、北部地区では４５ℓ・３０ℓ・２０ℓの３種類でそれぞれ２

０円・１５円・１０円、青山地域ではさらに１０ℓと５ℓがあり、それぞれ８円、５円としてい

ます。 

隣の名張市では、袋のサイズの種類は青山地域と同様ですが、可燃ごみに加え

て不燃ごみを指定ごみ袋制度としています。ここに掲載している料金は、この１０月

に改定したもので、４５ℓは５４円（６８円）、３０ℓは３６円（４５円）、２０ℓは２２円（２８

円）、１０ℓは１０円（１３円）、５ℓは５円（６円）です。 

この制度については、県内でも取組みが大きく分かれている事業であり、津市や、

亀山市、熊野市など、制度自体を導入していない市町。また四日市や松阪市、鈴

鹿市のように、指定ごみ袋制度は導入しているが、市による料金の指定がなく市場

価格によって販売されている市町。名張市や鳥羽市のように、高額な料金設定をし

ている市町などさまざまです。 

また、対象となるごみについても、可燃ごみをはじめ、不燃物やプラスチック類を

指定袋としている市は、指定袋制度がある１１市のうち、６市と半数以上あります。他

に、志摩市や川越町ように資源物においても指定ごみ袋制度を実施している市町も

ございます。裏面をご覧ください。 

伊賀市の集積場収集ごみの推移です。指定ごみ袋制度は、処理費用を負担す

るというものではなく、ごみの減量を目的としてスタートしました。 

しかし、資料を見ていただくとお分かりのように、可燃ごみ１人当たりの排出量をみ

てみますと、平成２２年度までは減少していますが、平成２３年度からは、伊賀北部・

青山ともに若干逆戻りし、増加の方向に転じてまいりました。中段の指定ごみ袋販売

等の状況をご覧ください。 

上段は伊賀北部地区、下段は青山地域の状況です。販売額から製造コストや配

送等にかかるコストを差し引くと、平成２４年度では伊賀北部で３，０００万円程度の

収入があり、青山についても１５０万円程度の収入があります。 

次のページ平成２４年度ごみ処理の状況について（伊賀北部）をご覧ください。経

費の面から見た、ごみ処理の状況について説明をさせていただきます。今回は伊賀

北部地域のみの説明とさせていただき、伊賀南部については省略させていただきま

すのでご了承ください。 

《ごみ処理》としまして、まず縦の項目は上から可燃ごみ、資源ごみ、不燃ごみとな

っております。可燃ごみはさくらリサイクルセンターの RDF 化施設で処理している可燃
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ごみ及び可燃性粗大ごみ、資源ごみはさくらリサイクルセンターの資源化ごみ処理施

設で処理している金属類やアルミ缶とストックヤードで一時保管している紙・布類など

の資源ごみ、不燃ごみは西高倉にあります不燃物処理場で処理している石・土・砂

などの不燃ごみとなります。次に横の項目は左からごみ処理量、次にごみ処理費用。

これは運転管理委託 料、施設や設備の修繕料、光熱水費や燃料費などに要する

費用です。次にごみ処理収益。これは処理施設へ直接搬入する際に徴収する処理

手数料や、資源として売り払いしたものなどです。次にごみ処理収支、そして最後に１

トンあたりの一般財源。これは１トンあたりのごみを処理するのに必要な市の経費とな

ります。 

まず可燃ごみについてです。処理量は20,836tで、そのうち可燃ごみは20,009t、 

可燃性粗大ごみは 827tです。ごみ処理に要した費用は 1,005,072,127円で、ごみ

処理収益はさくらリサイクルセンターへの直接搬入時に徴収させていただいている処

理手数料 34,444,500 円です。なお、この可燃ごみの処理手数料には集積場に排

出していただく際の指定ごみ袋の料金は含まれておりません。可燃ごみ処理の収支

は 970,627,627円の赤字となり、昨年度は１トンの可燃ごみを処理するのに 46,584

円、市の経費が必要となりました。 

続いて資源ごみです。処理量は 3,654t で、その内訳は金属類 768t、アルミ缶

35t等以下ご覧のとおりとなっております。処理に要した費用は104,003,939円です。

ごみ処理収益は処理手数料が 4,152,500 円、資源売払計が 36,522,088 円で、

売払の内訳は記載のとおりです。また、再商品化合理化拠出金として655,916円の

収入がありました。これは容器包装プラスチックと無色びんや茶色びん以外のその

他びんの処理を委託しております公益財団法人日本容器包装リサイクル協会から

の「収益の分配金」です。これら収益の合計が 41,330,504 円で、資源ごみ処理の

収支は 62,673,435 円の赤字となり、昨年度は１トンの資源ごみを処理するのに

17,152円、市の経費が必要となりました。  

最後に不燃ごみです。処理量は 1,597tで、処理に要した費用は 2,971,695円、

ごみ処理収益が処理手数料 7,452,000 円です。不燃ごみ処理の収支は

4,480,305円の黒字となり、１トンの不燃ごみを処理すると2,805円の市の財政に貢

献することができました。 

続いて下段の《ごみ収集》ですが、委託収集ごみとして、ごみ処理量が 20,606t、

収集にかかった経費が 342,396,600円で、平成 24年度はごみを 1t収集するのに

16,616円、市の経費が必要となりました。 

このように、ごみ処理やごみの収集には、莫大な市の経費がかかっているという 

現状があります。 

ＲＤＦ処理には、年間１０億円ほどの処理費用がかかっていること、また南部の焼

却施設にしても、北部ほどのコストはかかっていませんが、数億という処理費用がか

かっており、それらを考えると現在のごみ袋の料金は妥当な額といえるのか、また、
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ごみの推移にありましたように、ごみ量が増加傾向にあるため、更なるごみの減量化

及び分別の徹底という部分においても大きな課題があります。 

青山地域においても、同じ焼却処理をしている名張市では、指定ごみ袋の手数料 

が伊賀市に比べると高額なうえ、不燃物も指定袋で排出するようになっています。ご

み袋制度は伊賀市の政策、ごみの排出処理については名張市と同様となるため、

伊賀南部地区でも、ごみ袋制度についてはご意見が多々あるようです。 

これらの状況を踏まえ、更なる減量化を推進していくには何が有効か、伊賀市の

指定ごみ袋制度のあり方について、料金設定や可燃ごみ以外の指定袋制度の検討

などをする時期が来ているのではないかということで、先ほど部会長より報告もありま

したが、先日ごみ減量部会で提案、検討いただき、その後、幹事会においても同様

に諮らせていただきました。 

ごみ減量部会では、可燃ごみが増加してきていること、ごみ処理費用に莫大な経

費を要していることなどを住民に説明し理解を得た上で、料金を上げるのは賛成で

あるとの意見をいただきました。 

また、幹事会においては、物を買うときにはごみの処理費用がかかるということを

市民が認識するように、指定ごみ袋のことだけでなく、４月から実施しようとしている

粗大ごみについても、商品を購入するときには後で処理にお金が必要となることを覚

悟で購入するという意識付けが必要ではないか。との意見をいただいています。 

また先日、平成２６年度の予算編成方針を聞いていますと、従来の考え方では 

現在の清掃業務の体制を維持できなくなります。 

本日は部会の報告、また今申し上げました幹事会での意見を聞いていただいた

上で、ごみ袋値上げについて皆様からのご意見をいただけたらと思いますのでよろし

くお願いします。 

 

副委員長 ： ここまでで何かございますか。無いようですので、次に事項５について説明をお願

いします。 

 

事務局  ：  廃棄物処理のあり方についてご説明させていただきます。資料５をご覧ください。

冒頭のあいさつで、部長の方から概要について説明がありましたが、私の方からは

資料５の「伊賀市における廃棄物処理のあり方検討委員会の概要報告について」に

基づいてご説明させていただきます。 

         現在、伊賀北部地区の可燃ごみについては、皆様ご承知のとおりさくらリサイクル

センターRDF化施設において処理しているところでございますが、施設の使用期限と

なります平成 32 年度末以降の可燃ごみ処理のあり方について検討するために、こ

の「伊賀市における廃棄物処理のあり方検討委員会」が設置されました。 

第１回委員会は平成 25年 8月 6日（火）14時から開催いたしました。 

協議事項は、昨年度に作成いたしました伊賀市ごみ処理施設基本事項検討に関
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する報告書について ほかとなっております。 

協議概要としましては、まず、伊賀北部のごみを伊賀南部クリーンセンターで処 

理できないのかとのご質問がありましたが、これにつきましては伊賀南部は区域外の

ごみは一切受け入れないことや、稼動後の使用期限は 15年間とするなどの地元協

定があり、また環境アセスメントや処理能力的にも伊賀北部地域のごみを全量処理

することは困難であるという回答がなされました。 

また、ケース１の施設の更新、ケース２の RDF 化施設の継続利用、ケース３の民

間処理委託の評価方法として、それぞれのケースを客観的に比較できる採点表を

作成してはどうかとのご意見をいただきました。 

続きまして、ケース３の民間処理委託については、一番安価な処理方法であり、

今後のスケールメリットを考えると、広域化が実現されるまでの間の「つなぎ」として選

択することが考えられるのではないかとのご意見をいただきました。 

そして、ケース２の RDF化施設の継続利用においては、平成 33年度以降の RDF

の利用先の確保は可能であるかとのご質問がありましたが、RDF の有価利用の将来

性については不透明であり、長期継続が可能かどうかについては、慎重に考える必

要があるとの回答がなされました。 

以上のことから、次回は県のごみ処理広域化計画や RDF 化施設建設の経緯に 

ついて、民間委託の事例について、各ケースにおけるメリット・デメリット及び評価内容

について資料を提出し、協議することになりましました。 

次に、第 2回は平成 25年 8月 29日（木）9時 30分から開催いたしました。 

協議事項は、ごみ処理の検討に係る経過について、可燃ごみ処理の民間委託の事

例について、各ケースにおける評価方法についてとなっております。 

協議概要としましては、平成 10年 10月に県により策定されました三重県ごみ処

理広域化計画、同じく平成 23 年 3 月に策定されました三重県廃棄物処理計画に

より、伊賀市と名張市における広域的なごみ処理が検討されていることなどから、今

回のごみ処理のあり方だけではなく、将来の広域化を踏まえた議論が必要となるの

ではないか、また、伊賀市単独で考えると将来につながる柔軟性が失われるのでは

ないかとのご意見を多数いただきました。 

次に、施設更新や RDF 化施設の継続利用については、地元同意を得ることが難

しく、今後の RDF の将来性や処理についてはコストがかかることなどから、今後は将

来の広域化を見据えて、一時的に、民間業者に可燃ごみの処理を委託する方向で

議論を継続していくことになりました。 

また、ごみ処理の広域化については名張市との協議が必要であり、協議が難航 

することも考えられることから、ケース１、２についても継続して検討することになりまし

た。 

そして、伊賀市におけるごみ処理の理念を明確に掲げる必要があるのではというご

指摘もいただきました。 



 13 

以上のことから、次回は民間委託のデメリットを克服するための対応策、施設更 

新や既存利用のメリットの民間委託への活用策、民間業者へ処理を委託している自

治体への事例調査、三重中央開発の処理能力及び熱利用についての資料を提出

し、協議することになりましました。 

第 3 回につきましては、ちょうど１週間前になります、平成 25 年 10 月 1 日（火） 

9時 30分から開催いたしました。 

協議事項は、民間業者へ処理を委託している自治体の事例、民間委託における

問題点の整理となっております。 

協議概要としましては、まず、第 1 回の委員会での３ケースの比較検討、第 2 回

の委員会での伊賀地域にける将来の広域化を見据えた議論を受けまして、民間業

者へ可燃ごみの処理を委託している自治体の事例を参考に、伊賀市としての民間

委託の方向性について協議いたしました。 

まず、将来のごみ処理の広域化を視野に入れ、柔軟性を持った、過渡的な可燃

ごみの処理方法として、民間委託を選択することが妥当ではないかということで、委

員の皆様方のご意見が一致いたしました。 

そして、民間委託を選択するにあたっては、市の管理・監視体制を万全に整えて

地元の理解を得て、十分な地元合意を形成する必要があるとのご意見をいただき

ました。 

また、民間委託を選択する場合、可燃ごみの積替えを行うような中継所を設置す

ることにより、現行どおりの市民サービスの維持が可能となり、既存施設を改修して

利用することで中継所の施設整備に係るコストの削減が可能となってまいります。 

以上のことから、次回は将来のごみ処理の広域化を視野に入れ、過渡的な可燃

ごみの処理方法として、民間委託を選択することを提言するための答申案について

協議することとなりました。 

次回、第４回の委員会は平成 25年 11月 7日（木）午前 9時 30分からの開催

を予定いたしております。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

 

副委員長：  それでは、ここまでで何かございますか。それでは次のその他の項で、資源持去り

に関するパトロールの実施状況について説明をお願いします。 

 

事務局 ：  資料６のとおり説明。パトロール等定期的に実施するとともに、警察とも連携して引

続き取組みをしてまいります。 

 

副委員長：  これについてご質問ございませんか。 

 

委員   ：  昨日集積場を通りかかったら、コンパネをしたトラックが通ったのを見ましたが、そ
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のときの我々の対応ということでは、どのようにすれば良いでしょうか。 

 

事務局  ： 最近では資源泥棒が堂々と持去りをしている状況があります。ある地域では、県外

ナンバーだったので、あなたは市の委託業者かと聞いたところ、「はい。そうです。」と

堂々と答えて取っていったとのことです。 

無理に止めようとして危険があってもいけませんし、通報を受けてから駆けつけた

のでは遅いので、また日時と場所、車のナンバー等情報を控えていただいて、こちら

にご連絡いただければと思います。 

 

委員    ： 資料４に戻りますが、ごみ袋の金額の話で、袋の枚数がどれだけ販売され、販売

の制作費がどれだけで、販売手数料がどれだけかかっているのか。逆に赤字であれ

ば仕方ない。 

可燃ごみは１ｔあたり 46,000 円かかっているのであれば、極端な話１ｔで 46,000

円の袋を買うようにすれば市の財政負担は赤字にならないわけですね。 

資料でごみ袋の金額の話を出されているのですが、ごみ袋の金額を上げる話にさ

れているのか、意図が分からないのではないですが、その点でごみ袋が２０円という

点で逆に販売の手数料等のほうが高くなっているのではないか。ごみ処理に費用が

かかるということは分かるのですが、ごみ袋の話との整合性の面でその点もう少し事

務局から説明いただければ。 

 

事務局  ： 資料４の裏面の中ほどですが、Ｈ２４年度の販売額は 54,809,300円となっており、

販売収益が、48,718,300 円となっており、その差６百円程度が販売手数料となっ

ております。それから製造コストや、配送・保管のコストを引くと 31,292,238 円がご

み袋の収益ということで考えていただけたらと思います。 

         これについて、どのような意図かということですが、ご承知のとおり、伊賀市も大変

財政が困難ということで、平成２６年度予算・また２７年度以降とも大変逼迫した予

算を編成していかなければならないということです。その中で、先ほどの処理の話で

大変高額なお金がかかっているということで、例えばごみ袋の値段を倍にして、単純

に収益が倍の６千万になったとしても、１０億もの処理費用から見れば程遠いという

ことで、また処理にかかる費用としては最大限減額できるように努めてまいりますが、

その中でごみ処理手数料についても段階的に増額をお願いしたいということですの

でお願いします。 

 

委員    ： 企業の広告料も入れていただくなど検討していただけたら、また袋の料金は名張

を例に取られると大変困るわけです。 

 

事務局  ： 広告について、平成２５年度製作分については、２社の広告の応募がありましたが、
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今後も募集等をかけていきたいと思います 

 

委員    ： 来年度からの分別説明会の日程等で何か考えておられることがありましたら、聞 

かせていただきたい。 

 

事務局  ： ガイドブックについては３月１日号で発行をしてまいりたいことと、また部会でご意見

をいただいたようなダイジェスト版を併せて作っていきたいと考えております。基本は

３月１日発行以降に市民センター単位で説明にまわり、その後各自治会単位等へ

も要望のあるところでは説明にいかせていただきたいと思っています。 

 

委員長   ： 地域の説明については、よろしくお願いします。それでは本日の会議はこれで終

了させていただきます。皆さんありがとうございました。 

 

 

 


