
平成２６年度 第１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２６年５月２０日（火）午後２時～午後３時４５分 

場所  さくらリサイクルセンター大会議室 

 

出席者（委員４９名） 

    西口保次（上野東部地区）、八尾光祐（上野西部地区）、川口加代子（上野西部地区）、 

    坂口孝一（上野南部地区）、松田玉江（上野南部地区）、松本明美（小田地区）、 

今高英理子（久米地区）、藤岡利一（花之木地区）、中村信通（長田地区）、 

前 則幸（新居地区）、貝増統太郎（三田地区）、八幡仁子（諏訪地区）、 

岡本貞信（府中地区）、田邊由美子（府中地区）、山本一子（中瀬地区）、 

村主則夫（友生地区）竹森道雄（猪田地区）、金山勝男（依那古地区） 

森岡 悟（比自岐地区）荻田哲郎（神戸地区）、岡上真由美（神戸地区）、 

甲斐加代子（きじが台地区）、森 克也（古山地区）、中岡紘一（花垣地区）、 

谷上敏治（ゆめが丘地区）岡村亮子（ゆめが丘地区）、岡﨑修美（柘植地区）、 

亀井ゆり子（柘植地区）、佐々木良晴（西柘植地区）、東 正朗（壬生野地区）、 

西口健男（島ヶ原地区）、西口美智（島ヶ原地区）、宮本真理（河合地区）、 

吉岡康夫（玉滝地区）、小林行雄（丸柱地区）、福川和彦（山田地区）、 

岡田惠美子（山田地区）、廣岡繁信（布引地区）、阿波佳則（阿波地区）、 

田中順三（阿保地区）、古川末子（阿保地区）、久保克行（上津地区）、 

宮本哲男（博要地区）、甲野輝夫（高尾地区）、三ツ森義久（矢持地区）、 

井上啓二郎（桐ケ丘地区）、西川美樹（桐ケ丘地区）、福岡政憲（伊賀市商工会）、 

森西博美（上野商工会議所） 

   （事務局） 

人権生活環境部長 山下豊、人権生活環境部次長 大橋久和 

廃棄物対策課長 居附秀樹、主査 高見有紀、主査 廣瀬智和、主査 小西みゆき、 

さくらリサイクルセンター所長 西尾育夫、副参事 稲森真一 

浄化センター所長 森永典生、伊賀支所振興課長 安岡健司、主査 大鷲真弘、 

島ヶ原支所振興課長 池本洋人、阿山支所振興課副参事 藤林宏道 

青山支所振興課長主任 北川景一 

 

 

司会進行：あいさつ 

 

委員長 ：皆さんこんにちは。本日はお忙しいところ、お集まりいただきありがとうござ 

います。この委員会は今年度第１回目となります。委員の中には地域で変更さ 

れた方もお見えだと思いますので、変わられた方は早々に変更届けを提出いた 

だきますようお願いします。 

また、変わられた方もおられますので地区名とお名前を自己紹介していただき 



たいと思います。（各委員自己紹介） 

     本日の委員名簿は５月１５日現在変更届を提出いただた分までの名簿となって 

おります。正式に変更届けを提出いただいた後、修正させていただきますので 

ご了解ください。 

 

事務局 ：先ほどから口頭で変更とご紹介のありました方々につきましては、改めまして 

     変更届をお届けさせていただきますので、ご記入のうえ事務局まで提出をお願 

     いします。委嘱状を交付させていただきますので、その点よろしくお願いしま 

     す。 

それでは、ここで事務局から行政のご紹介をさせていただきます。行政の方も 

機構改革と言うことで体制もメンバーも変わっております。まず、人権生活環 

境部山下部長よりごあいさつさせていただきます。 

 

山下部長：皆さんこんにちは。私４月からですが、前前川部長の後任として着任しました 

     人権生活環境部長の山下です。よろしくお願いします。 

     さて、平素は推進委員の皆さま方にはごみの減量化をはじめ環境行政の各般に 

わたりまして、ご理解とご協力をいただいておりますこと、この場をお借りし 

まして厚くお礼申し上げます。 

また、推進委員さんにおかれましては、昨年度から資源ごみ分別ガイドブック 

の改訂版発行に当たりご審議いただきまして、この度４月より運用していると 

ころでございます。なお、ごみ袋の料金改定におきましても本年３月議会で議 

決され、これによりまして１０月より、ごみ袋の値上げを実施させていただき 

たいと思います。市民の皆さま方には経済的にも厳しい折負担が増大しますが、 

その分ごみの減量化・４Ｒの推進に対してご理解を賜りたいと思います。行政 

といたしましても、この啓発に努めてまいりたいと考えておりますので、どう 

かよろしくお願いいたします。 

     さて、伊賀市におきましても昨年度１年かけて、ごみ処理のあり方の検討委員 

会を立ち上げ、外部の委員さんを始め審議・協議を行ったうえ、この３月に答 

申がだされたところでございます。その答申の内容については、後ほど事務局 

より説明があろうかと思いますが、若干説明なりご報告をさせていただきます 

と、答申の内容の中に将来の財政難と言うようなことで、伊賀市におきまして 

も今は合併による特例債がございますが、期間が切れた後、非常に財政難に陥 

ると言われる部分の中で、このごみ処理施設を単独で持っていくのは非常に困 

難であるということから、名張市また伊賀南部環境衛生組合とそう言った部分 

も含めながら、一元化するような効率性の良い施設整備を考えてはどうか、と 

言うような答申がなされております。それによって、協議を進めてまいりたい 

と思っております。 

いずれにいたしましても、廃棄物の検討委員会でのあり方を基に今後一般廃棄 

物処理基本計画、これは平成２８年度から見直しした部分としてスタートする 



ので、そう言った部分に反映させたいと思っていますので、また推進委員の皆 

さんのご協力をお願いしまして簡単ではございますが、ごあいさつとさせてい 

ただきます。本日はどうぞよろしくお願いします。 

 

事務局 ：それでは先ほどもお話しましたが、本年度機構改革がありました。廃棄物対策 

     課につきましては、昨年度までは清掃事業課という名称でしたが廃棄物対策課 

     となりました。それに伴いまして、さくらリサイクルセンターが清掃事業課の 

中にありましたが、「室」と言う形になりまして浄化センターと共に３つの所 

属におきまして、廃棄物関係全般の業務を行うことになりました。また、支所 

におきましても廃棄物関係を担当していました部署が昨年度までは住民福祉課 

でしたが、本年度からは振興課の方で担当させていただくことになりました。 

今後ともどうぞよろしくお願いします。 

行政の職員について、かなり大きな異動がございましたので紹介を改めてさせ 

ていただきたいと思います。 

（職員自己紹介） 

これを持ちまして職員の紹介を終わります。 

 

委員長 ：それでは、この委員会の条例により議長は委員長が指名するとなっております 

ので、本日は副会長の三ツ森さんにお願いしたいと思います。よろしくお願い 

します。 

 

議長  ：事項書に沿って順に進めさせていただきますが、皆さんのご協力により議事を 

スムーズに進めて行きたいと思っておりますのでよろしく願いします。 

それでは事項書の２番目の議題に入ります。まず１つ目指定ごみ袋制度の改定 

について、資料１に基づき事務局よりご説明をお願いします。 

 

事務局 ：議題１の指定ごみ袋制度の改定についてということで、ご報告させていただき 

ます。この件につきましては昨年７月３０日の第３回のごみ減量・リサイクル 

等推進委員会以降、ごみ減量部会等におきましてご審議をいただいておりまし 

た。その内容としては、可燃ごみの値上げと容器包装プラスチックの指定ごみ 

袋制度の導入と言うことでございましたが、３月２５日の議会におきまして変 

更等がございましたのでご説明させていただきます。 

資料１をご覧ください。一番下の四角の部分でございます。可燃ごみ袋の料金 

改定ということで平成２６年１０月１日から明記させていただいています。可 

燃ごみ袋大４５ℓ１０枚入り１袋２００円が３５０円に、また中の３０ℓ１０枚 

入り１袋１５０円から２５０円に、小２０ℓ１０枚入り１袋が１００円から１５ 

０円に、というようなことで１０月１日から値上げをさせていただきます。ま 

た、現在使用いただいておりますごみ袋につきましては、１０月１日以降料金 

差額分のシールを貼っていただき対応いただくことになります。それから先ほ 



ど申しました容器包装プラスチックの指定ごみ袋制度の導入につきましては、 

議会の方で見送りという形になりました。これにつきましては、１０月以降も 

従来どおり透明もしくは白色半透明のごみ袋で排出していただくことになりま 

す。ごみ減量・リサイクル等推進委員会で決定いただいた内容と変わっており 

ますが、ご了承いただきたいと思います。 

このごみ袋改定の事務スケジュールと言うことで、ご報告をさせていただきた 

いと思いますが、本年の２月～３月にかけまして各地域の住民自治協議会を対 

象としまして、資源ごみ分別説明会においてごみ分別ガイドブックの内容と指 

定ごみ袋の改定等につきまして、説明させていただいてまいりました。この時 

の説明会では、指定ごみ袋につきましては可燃ごみまた資源ごみ共に改定、制 

度化と言うようなことで説明をさせていただいておりました。そのうちに３月 

２５日の議会で伊賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正におきま 

して、この資料の２枚目にございますように伊賀北部地区のごみ袋の料金につ 

きまして、現行から改定することで議決をいただきました。別紙でございますが、 

下に伊賀南部という形で青山支所管内と言うことで書かせていただいています。 

伊賀南部につきましても考え方は同じで、４５ℓ２０円のものが３５円に、３ 

０ℓ１５円のものが２５円に、２０ℓ１０円のものが１５円に、と言う形で伊賀 

北部地区同様に料金改定をしたいと考えております。 

伊賀南部環境衛生組合につきましては、ごみ袋が５種類ありまして、２０ℓの下 

に１０ℓのもの、５ℓのもがありますが、これにつきましては料金を据え置きと 

言う形で考えております。青山支所管内のごみ袋につきましては、伊賀市の議 

会ではなく伊賀南部環境衛生組合の組合議会での議決となります。今のところ 

７月１日を組合議会の日程としておりますので、その場で議決をいただきたい 

と考えております。 

それから資料１のスケジュールに戻っていただきたいのですが、本年も４月以 

降随時でございますが、ごみ減量リサイクル説明会を自治会等に周知させてい 

ただいています。その内容につきましては、３枚目の裏面をご覧いただきます 

と４月以降は特に自治会を対象として、説明会を実施しており今予定の入って 

おります６月１日までの予定を資料として添付しています。今後も各自治会等 

から要望がありましたら、とちらも積極的にごみ減量に関する色々なお話を含 

めた説明会をさせていただきたいと考えております。 

それから、４月１５日に先ほど申し上げましたごみ袋の改定の内容を、ごみ減 

量推進委員会また市民センター単位の説明会と内容が違ってきましたので、ご 

み減量・リサイクル等推進委員さん、それから住民自治協議会、各地区市民セ 

ンター宛に、当初の説明から変わったという内容の文書を送付させていただい 

ております。それから４月に入りまして新しいごみ袋の製造に係る入札手続き 

と言うことで今のところ８月を納品と考えており準備を進めております。 

新しいごみ袋につきましては、現在、白色半透明でございますが、黄色の半透 

明にしたいと考えております。それから５月１日では広報いが市に掲載と言う 



ことで、資料の４ページ目に添付しておりますが料金の値上げと言うことで、 

１０月１日から値上げさせていただくという広報を配布させていただいており 

ます。本日ですが、５月２０日ごみ減量・リサイクル等推進委員会においてス 

ケジュールを説明させていただくと言うことでございます。 

また、６月中旬に現在指定ごみ袋を販売いただいている取扱店向けの説明会を 

開催し、今後の販売等の手続きについて説明させていただく予定です。それか 

ら、料金改定の２ヶ月前になります８月１日に再度広報とホームページにその 

旨を掲載していきたいと思っております。 

８月２１日には新しいごみ袋を納品、また差額対応シールにつきましても同日 

に納品できるよう進めていきます。この差額シールにつきましては、資料２ペ 

―ジ目の裏面をご覧いただきますと、これはまだ案の段階ですが円形のもので 

例えば大ですと差額シール１５円、とこういう風な形のものを白色半透明の可 

燃ごみ袋へ貼っていただければ黄色い袋と同様に集積場へ出していただくこと 

ができます。 

またスケジュールに戻っていただきますが、９月１日でございますが、この時 

点で１ヶ月前となりますので、ごみ袋料金改定のチラシを各戸配布で入れさせ 

ていただきたいと考えております。それと同時にケーブルＴＶ放送の行政チャ 

ンネルの方で、ごみ減量と指定ごみ袋制度の改定と言うことで特集番組を組み 

たいと思っております。また９月上旬からは指定ごみ袋取扱店から新ごみ袋の 

注文の受付を開始していきたいと考えております。それから、２週間前の９月 

１５日にはケーブルＴＶの文字放送で再度周知をさせていただきたいと思って 

おります。それで、１０月１日から新しいごみ袋制度の改定という風な形で考 

えておりますので、また委員の皆さまには地域に帰られましたらこういう風な 

形でもご周知いただければ有難いという風に考えておりますので、どうぞよろ 

しくお願いします。以上でございます。 

 

議長  ：ただ今事務局のご説明がありましたが、何かご質問等ございましたら挙手をお 

願いします。 

 

委員  ：１０月１日から指定ごみ袋が変わるとご説明いただきました。１０月１日以降 

     差額シールの貼られていないごみ袋が集積場に出てきた場合は、各自治会での 

     対応ですか？排出者がわからない。これまで通りの袋で出してしまった場合、 

収集は不可能ですよね？その辺についてはどうされますか？それと１０月１日 

収集日の前日９月３０日に出されていて、出した方が分からない、そのまま放 

っておかれている場合はどうなりますか？ 

 

事務局 ：ただ今のご質問のございました、差額シールの貼っていない場合の対応と言う 

ことでございますが、１０月１日以降は先ほど申しましたように、差額シール 

を貼っていただくことが原則となりますので、我々行政の職員としましては、 



啓発を徹底してやっていきたいと思っております。当然、お年寄りの方に限ら 

ず忘れている、認識していない場合もありますが、これは行政の責任として対 

応していきたいという風に考えております。当日シールが貼られていないもの 

もあろうかと思いますけれども、それはまたケースバイケースで行政と収集業 

者のほうで対応策を講じていきたいと考えております。ただ、９月３０日の収 

集日前日に出したらどうかという風なご意見もございますが、特に可燃ごみに 

つきましては当日の朝、決められた時間に出していただくことが基本となって 

おります。資源ごみですと、地域によっては前日出しをしている所もあるよう 

ですが、基本的には当日出しという風なことでございますのでご協力いただき 

たいと思いますし、行政としても啓発を重ねていきたいと考えております。 

 

議長  ：今のご説明でよろしいですか。 

 

委員  ：皆さんがよければ。 

 

議長  ：鋭意はそのように、決まったとおりに協力していきましょうということで、ひ 

     とつお願いします。他にございませんか。 

 

委員長 ：なければ私の方から皆さん方に。２月の委員会において、容器包装プラスチッ 

     クの指定ごみ袋制度の導入について色々とご審議いただき、賛否両論ありまし 

たがご理解いただき、可燃ごみ袋の料金改定と共に市議会へ上程しましたが、 

市議会で否決を受けてこれは有料にせず無料で集荷するようにと議決されまし 

たので、２月のことを今思い浮かべながら、このような結果になってしまった 

ことについて、改めまして私の方からお詫びさせていただきます。あの時はご 

協力いただきましてありがとうございました。 

 

委員  ：１０月以降残った旧ごみ袋については、差額分のシールを貼ることで使用でき 

ると言うことですね。 

 

委員長 ：先日行政の方がお見えいただいた時に、当地区の住民を対象に説明会を実施し 

     たことをお伝えしました。我々町の真ん中ですとシールを貼っても剥がして持 

っていかれる、前のときもありました。人の貼ったシールを剥がして自分の袋 

の貼って出す。そういうことを極力なくしたいと思いますので、今私の方から 

事務局に提案として袋の内側から貼るような形のシールをお願いしています。 

どうですか？それ了承してくれますか。 

 

委員から賛成の拍手 

 

委員長 ：事務局ご検討よろしくお願いします。 



 

事務局 ：色んな意味で検討させていただきます。 

 

議長  ：今の討議のように前向きに事務局で検討していただいて、進めていただきたい 

     と思います。それでは次の議題に進めます。２番目、伊賀市における廃棄物処 

理のあり方検討に対する最終答申について、資料２について事務局ご説明をお 

願いします。 

 

事務局 ：冒頭、部長の方からも内容について少し説明がありましたが、改めまして議題 

     ２の項、伊賀市における廃棄物処理のあり方検討に対する最終答申についての 

     概要を説明させていただきます。お手元の資料２をご覧ください。この最終答 

申は３月１７日樋口委員長から伊賀市長へ提出されました。まず、２ページ目 

を開いていただきますと、１．はじめにとなっております。平成３２年度末に 

伊賀北部地区の可燃ごみ処理施設であるＲＤＦ化施設が使用期限を迎えること、 

また伊賀北部地区における既存のし尿処理施設の老朽化等により、今後のあり 

方について検討するため、学識経験者・関係行政機関の職員・地域の代表・公 

募委員など１２名による検討委員会が実施され、８月６日に市長から諮問を受 

けました。 

ごみ処理につきましては、８月から４回にわたり、またし尿処理施設について 

は１２月から３回にわたり検討を重ねてきました。ごみ処理のあり方につきま 

しては、１１月７日に中間答申が提出され１２月２日から１２月１６日の間で 

パブリックコメントを実施し、し尿処理のあり方につきましては、２月１０日 

に中間答申が提出され２月１４日から３月７日の間でパブリックコメントを実 

施いたしました。 

２ページ、３ページの検討の経過では、ごみ処理及びし尿処理それぞれの検討 

の経過が記載されておりますので後ほどご確認いただきますようお願いいたし 

ます。続きまして４ページをご覧ください。３の項といたしまして、今後のご 

み処理のあり方について記載されています。市単独では処理コストが大となる 

ことから、将来的なごみ処理の広域化を基本理念とすること、その広域化のエ 

リアは伊賀市・名張市とすること、また時期につきましては伊賀南部クリーン 

センターの稼動状況やさくらルサクルセンター資源化ごみ処理施設の更新時期 

である平成３７年度をひとつの好機として示され、将来の広域化に柔軟性を持 

った過渡的な対応策として委託処理が望ましいとされています。また、財政的 

な効果が見込まれるようであれば関係機関等と協議して、民間委託の前倒しを 

視野に入れることも検討されたいとしています。 

次に５ページをご覧ください。民間処理業者に処理を委託する場合ですが、中 

継所を設置する場合にはさくらリサイクルセンターを有力な候補地とすること 

が望ましいとされており、民間委託を選択する場合の課題が挙げられています。 

続いて６ページをご覧ください。４．今後のし尿処理施設整備のあり方につい 



て記載されています。まず、コストやエリア等施設整備手法として、トータル 

コストから既存のし尿処理施設に隣接した敷地内に２施設を統合して、新たに 

汚泥再生処理センターを整備することが望ましいとし、施設の規模については 

青山地区を含めた処理規模とすることが妥当であるとされています。 

続いて７ページをご覧ください。最後に５．まとめとありますが、検討委員会 

では、ごみ処理については将来的なごみ処理の広域化という基本理念に沿って 

市のこれまでの廃棄物処理行政の経過と今後の課題を踏まえて検討を行った結 

果、広域化実現までの柔軟性を持った一時的な可燃ごみ処理方法として、民間 

委託を選択することを提言する。 

また、市内にある民間処理業者に委託を行う場合においては、行政は地域住民 

と民間処理業者との信頼関係を強化することが必要である。また、処理費を最 

大限抑制するために市として今まで以上にごみの減量化として、リフューズ断 

る、リデュース発生抑制、リユース再利用、りサイクル再生利用の４Ｒを推進 

していくことが必要となる。 

また、管内の一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めることは 

自治体の責務であることから、直営による中継所の設置は必要でありコスト削 

減の観点等から、さくらリサイクルセンターはその有力な候補地である。今後 

は、ごみ処理広域化計画の策定を視野に入れ、名張市・伊賀市の両市において 

広域化に向けた実効性のある協議を行う必要があるとしています。 

最終の８ページをご覧ください。し尿処理につきましては、市のこれまでのし 

尿処理施設の状況や今後の課題を踏まえ、し尿処理施設整備のあり方を検討し 

た。その結果、既存施設に隣接した敷地内に新たに汚泥再生処理センターを１ 

施設として整備することが経済的であり、適正かつ効率的な施設整備方法であ 

ること、また伊賀南部地域で処理している青山地区のし尿等も合わせて処理す 

ることが妥当であることが提言されました。また、汚泥再生センターとしての 

機能を十分発揮できるよう、資源の再利用と必要経費の両面から持続可能性が 

最も見込まれる資源化設備を選択し導入する必要があるとされております。以 

上、伊賀市における廃棄物処理のあり方検討に対する最終答申についての説明 

とさせていただきます。 

 

議長  ：ただ今のご説明について、ご意見・ご質問等ございましたら挙手をお願いします。 

     ありませんか。ないようですので次へ進めさせていただきます。 

     ３項目廃棄物対策課の事業概要、主要施策について資料３の方からまずご説明 

     をお願いします。 

 

事務局 ：事項の３番目でございますが、廃棄物対策課の事業概要についてご説明させて 

     いただきます。私の方から３項目あるうちの２つを続けてご説明させていただ 

きます。 

まず資料３でございます。こちらにつきまして一般廃棄物処理基本計画の策定 



にかかる事務スケジュールと言うことで、一般廃棄物処理基本計画と言います 

のは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律というものがありまして、その中で 

産業廃棄物・一般廃棄物という風な形で整備されておりまして、一般廃棄物の 

処理につきましては市町村が責任負う、すべてのことに関する計画なりそう言 

った責任を負うという風なことになっておりまして、一方、産業廃棄物は産業 

廃棄物を発生させる事業者が自ら処理責任を負うという形になっております。 

行政で実施をして処分をしていく話になりますのは一般廃棄物と言うようなこ 

とになります。一般廃棄物処理基本計画と言いますのは、概ね１０年計画と言 

うことで、１０年先の廃棄物処理のあり方を検討していく計画でございまして、 

現在伊賀市では平成１８年度から平成２７年度までの計画が策定されています。 

例えば、さくらリサイクルセンターでのＲＤＦの処理でありますとか、隣の資 

源化施設の処理またストックヤードでの紙布の収集など、すべてそういう風な 

計画に上がっていたものでございます。それから今申しましたように平成２８ 

年度から新たな計画を策定していく必要があると言うことから、本年度平成２ 

６年度・２７年度の２ヵ年にわたりましてこの計画を策定していきたいと考え 

ております。これにつきましては、事項書にありますように「ごみ」「生活排 

水」また「災害廃棄物」と言った３つの項目について大きく整備をして計画を 

策定していきたいなと思っております。資料３のところには一般廃棄物処理基 

本計画のごみ編と言うもの、それから生活排水というもの、それから災害廃棄 

物という３つのものを添付させていただいております。これにつきましては、 

今日は詳しい話はさせていただいませんが、こういう風なものであるというこ 

とでご理解いただきたいと思います。この計画につきましては、先ほど来から 

お話をいただいておりますように、新たなごみ減量プログラム、こういうもの 

を作成していきたいと考えております。集積場での収集方法ですとか、ごみ袋 

のあり方もそうでございます。そう言った様々なことを、また生ごみの堆肥化 

でありますとか、色んなことを１０年計画ということで検討していきたいと思 

っております。これにつきましては、ごみ減量・リサイクル等推進委員の皆さ 

ま方と共にご意見をいただきながら進めていきたいと考えております。 

また施設の関係でございますが、先ほど前の項でもご説明させていただきまし 

たように、廃棄物処理の広域化という問題、これにつきましても１０年後を見 

据えて、どういう風な計画をしていくか、今現在、伊賀南部・伊賀北部という 

形で分かれておりますが、当然一つの市のごみ処理は一つの所でするというの 

が基本ですし、処理コストを考えていきますと少しでも広域化していくことに 

よって処理コストが安くなる、ということがございます。そういう風なことを 

検討していきたいと思っております。 

それから同様に、し尿処理でございますけれども、こちらにつきましても現在、 

伊賀北部・伊賀南部と分かれておりまして、青山につきましては伊賀南部で処 

理をしております。これにつきましても１０年の計画の中で伊賀市として一本 

化にしていけないかどうか、先ほどのし尿処理のあり方の最終答申にございま 



したように、一本化していくような方法を今後考えていきたいと思っておりま 

す。それではスケジュールにつきましてご説明させていただきます。 

本日、このような計画を策定していくという風なことがあるということで、ご 

み減量・リサイクル等推進委員会へご提案させていただきます。それから来月 

下旬くらいには、当然市民の皆さんの意見を聞きながら策定していく訳でござ 

いますが、環境に関する専門分野につきまして基本計画の策定ということで支 

援業務を業者に委託をしたいと考えております。また、特にし尿関係につきま 

しては、下水道計画との整合をしっかり見据えていかなければならないという 

ことでございます。伊賀市の下水道計画が平成２７年度に策定するという予定 

になっておりますので、ごみと合わせて平成２６年・２７年の２か年で実施し 

ていきたいと考えております。それから委託が済みましたら、本年度７月から 

１月にかけまして色々な分野での現況調査やデータの収集などにより基本計画 

の素案の作成をしていきたいと思っております。その間には、この委員会の方 

へ随時ご提案なりご審議をいただきたいと考えております。それから年明けの 

２月くらいには、中間案というような形でパブリックコメントを実施したいと 

思っております。また、３月の議会の方で報告させていただけたらと考えてお 

ります。最終は、来年の話になりますが２０１５年１２月には、この基本計画 

を策定してしまいたいと考えております。それまで数回変更箇所の修正であっ 

たり、委員会への報告というような形で進めていきたいと考えております。特 

に先ほど３つの計画を申しました。このごみ編につきましては、ごみ減量部会 

やごみ再資源化部会の方でもご審議賜りたいと思っておりますし、生活排水に 

つきましてもし尿浄化槽部会の方でご審議賜りたいと思います。災害廃棄物に 

つきましては、これも昨年度、三田地区や神戸地区をはじめ大山田地域で水害等、 

廃棄物処理の災害が多少ありました。特に一時仮置き場というのは、地域の皆 

さんにとって一番大きな問題になってくるのではと考えております。これにつ 

きましても全委員さんの方で様々なご検討・ご審議をお願いしたいと思います。 

もう一点、平成２６年４月改訂の「資源・ごみ分別ガイドブック」の運用につ 

いてでございますが、今回４月の分別ガイドブックの改訂につきましては、大 

きな点としまして粗大ごみ戸別収集事業の実施ということでございました。こ 

の粗大ごみ戸別収集事業を実施するにあたり、色々な個別ルールを改正させて 

いただきました。この事業については、本年４月からの実施でございますが、 

４月１日から申し込みの開始をさせていただきまして、４月８日から実際収集 

をさせていただいております。これにつきましては、伊賀南部の方では既に早 

くから実施していた訳ですが、伊賀北部につきましてもこの４月から、という 

ことで土日・祝日を除きまして６つのブロックに分けましてエリアを設定して 

おります。これにつきましては皆さん方に日程の公開はさせていただいており 

ませんが、申し込み先であるコールセンターとこちらの行政とがやり取りをし 

まして収集に伺うという作業をしております。現在６ブロックに分けて１日最 

大２５件の収集ということで開始しておりますが、４月以降見ておりますと最 



大２０件くらいというのが状況でございます。平均すると１日１０件余りとな 

っております。これにつきましては、市民の皆さんに好評をいただいておりま 

すので、地域の皆さま方にもご利用いただきますようご紹介いただければあり 

がたいと思っております。それから、小型家電拠点収集でございますが、これ 

は平成２６年度から開始をするということで各説明会においてご説明をさせて 

いただいてまいりました。伊賀南部の青山支所につきましては、本年４月から 

既に実施しております。予算の関係で伊賀北部についましては、平成２６年度 

予算のボックス購入となりましたので６月中下旬にボックスが納品されること 

になっておりますので、７月１日から各地区市民センターにおける小型家電の 

ボックス収集を実施したいと考えております。資料につきましては事項書のと 

ころに添付しておりますが、これも説明会等で使用していたものでございます 

ので、再度ご一読いただければと思います。平成２６年度このような形で運用 

していく訳でございますけれども、特に今年度は収集の関係につきましては集 

積場の適正な配置ということも委員会を中心にご検討いただけたらと考えてお 

ります。現在、伊賀北部管内では約１，２００か所くらいの集積場がございます。 

市の方では、３０世帯に１か所くらいが適当かと考えております。当番をして 

いただくにしましても、かなり収集日も増えてきておりますので月１回くらい 

の当番というような形になると、３０世帯に１か所くらいになるのかな、と思 

っております。そのような形で収集コスト削減ということもですし、集積場の 

衛生管理という意味からも今後整理をしていきたいと考えております。 

それから資源ごみでございますが、今伊賀南部環境衛生組合の管内では自主回 

収制度というものが実施されております。これは紙・布の収集に限ってですが、 

住民自治協議会のすべてのエリア内が地域で紙・布を回収するというようなこ 

とがありましたら、市が収集をせず地域と資源回収業者が契約をして回収する 

という制度がございます。これにつきましては、収集経費は当然削減になりま 

すので、その分を自治協に補助金として出させていただく、また紙・布の資源 

を売り払いした金額も地域に入る、そのようなメリットがございます。これに 

つきましても、伊賀南部環境衛生組合が先行しておりますので、このような制 

度につきましても今後検討していきたいと思っております。私の方からは大き 

なところ２つについて主要施策ということで報告をさせていただきます。 

 

議長  ：ありがとうございます。ただ今のご説明について、ご質問等ございませんか。 

大量の資料をいただいて、いきなり質問と言われてもなかなかですし、事務局 

のご説明がありましたとおり、逐一改定していく中で皆さんに報告するという 

お話もありますので、持ち帰って十分勉強していただいて、また各地区に合っ 

たような、批判ではなく前向きな意見を出していただけたらと思います。この 

議題については、この辺で終えたいと思います。何かここで聞いておきたいこ 

と等がありましたら挙手をお願いします。 

 



委員  ：小型家電のボックス回収ですけれども、投入口の大きさ等は決まっておりますか。 

 

事務局 ：投入口の大きさですが、横が４０センチ、縦が１８センチを予定しております。 

ビデオデッキやノートパソコンが入るような大きさを考えております。 

 

委員  ：その大きさで回収対象品目はすべて入る訳ですか。 

 

事務局 ：特段大きなものがあれば別ですが、家庭用のものなら入ると思っております。 

 

議長  ：ちなみに青山の南部の方ですが、地区市民センターに置いていただいてあって 

箱も大きいですし、投入口も大きいです。表に出すと対象でない商品まで勝手 

に入れられるので、私の所の市民センターは建物の中に入れて就労時間中はそ 

こへ持って行ったら入れさせてもらえるというようなことで、今のところ特に 

苦情等は聞いておりません。何とか今スタートしていますので大丈夫かな、と 

思っております。 

 

委員  ：粗大ごみの値段表というのは個別にあるのですか。 

 

議長  ：１点出すときに２００円の券を購入して貼って出すんです。 

 

委員  ：自転車もタンスも２００円ですか？ 

 

議長  ：そうです。 

 

委員  ：わかりました。 

 

議長  ：他ございませんか。 

 

委員  ：セットの家具はどのような数え方になっているのでしょうか。もし机とイス５ 

点のダイニングセットだったら 

 

議長  ：それは５点になりますね。机１点、イスも各々ひとつ１点と・・その辺りを事 

務局ご説明ねがいますか。 

 

事務局 ：応接セットやダイニングセット等につきましては、単品で使用できるものにつ 

きましては１点と数えます。例えば、３人掛けソファ・１人掛けソファどちら 

も１点と数えます。ベッドでよくお問い合わせをいただきますが、木枠とマッ 

トレスの部分で２点となるのか？ということでございますが、２点揃ってひと 

つの機能をするので、それは１点となりますとお答えさせていただいています。 



 

議長  ：お分かりいただけましたか。他にございませんか。 

 

委員  ：地域で話し合いをした中で出てきた疑問なんですが、わからないので教えてほ 

しいのですが、『さくらリサイクルセンター可燃棟は、焼却施設ではなく RDF固 

形化燃料製造施設であり、持ち込みされた可燃ごみは刃で破砕しています』こ 

ういう表記があるのですが、燃やしていないのですか？それとも燃やしている 

んですか？別のところには、焼却という表現になっているところもありますの 

で確認したい。 

 

事務局 ：さくらリサイクルセンターでは、可燃ごみは乾燥して RDF固形化燃料にしてお 

り燃やしておりません。燃やすのは桑名になります企業庁の発電所へ持って行 

って RDFを燃やしているということでございます。 

 

議長  ：今の説明でご理解いただけましたでしょうか。それでは次に進めさせていただ 

きます。次は各地区住民自治協議会の聞き取り調査について、資料４について 

事務局ご説明をお願いします。 

 

事務局 ：それでは資料４について、ご説明させていただきます。現在、不法投棄につき 

ましては環境パトロールなどで取組・実施させていただいておりますが、実際 

のところ後を絶たないのが実情です。 

今年度の取組として、まずは各住民自治協議会の実情を把握するため、それぞ 

れの住民自治協議会へ聞き取り調査を実施しようと現在進めております。資料 

４の１枚目になりますが、こちらの案内文書を各地区市民センターに持って行 

かせていただいて、現在すべての地区市民センターに依頼をさせていただいた 

ところです。裏面に聞き取り調査票というものを付けさせていただいておりま 

すが、聞き取りの内容としましては一つ目としまして、自治協における現在の 

取り組み状況、環境部会や公害防止委員会等がありましたら部会等における取 

り組みを聞き取りさせていただきたいと思っています。二つ目としまして、地 

域での不法投棄の多い場所がどの辺りかを聞かせていただく、先日もありまし 

たが、回収した早々に新しいごみが捨てられていたというようなことがござい 

ましたので、各地域でそのような場所を把握していましたら教えていただきた 

いと思います。三つめとしまして、不法投棄に対する地域の課題や要望があり 

ましたら、そちらの方も確認させていただきます。四つ目としまして、その他 

で不法投棄とは直接関係ないのですが、災害廃棄物の一時仮置き場の選定とう 

ことで、地域で災害が起こった場合に一時仮置きしておけるような場所を事前 

に地域で決めていただいているのかどうか、また候補地などがあるのかどうか 

を確認させていただきます。先ほど説明がありました処理基本計画にも位置づ 

け等をしていく関係で併せて聞き取りをさせていただきます。 



資料の次のページにありますカレンダーのとおり、４月の下旬から５月の連休 

前までに調査の協力依頼ということで全地区市民センターへお伺いしました。 

調査の期間としては、概ね６月末ぐらいまでを目途として、主に自治協の会長 

や環境部会長からのお話を聞かせていただく予定をしております。聞き取り調 

査の実施日は、自治協から希望日時を申し出ていただく形で考えておりまして、 

現在いくつかの自治協から既に申し出をいただいております。不法投棄の問題 

につきましては、山間部と市街地部とでは不法投棄に対する問題点等も違うと 

思われますので、そういう点も確認したいと思います。また、調査実施後は各 

自治から出される課題や要望に対して、地域と共に一緒に取り組んでいこうと 

考えておりますのでご協力をお願いします。 

 

議長  ：この不法投棄というのは以前からいろいろお話が出ておりますが、市の方では 

行政として取り組んでいってくれるということですね。現状把握とそれに対す 

る対策の情報等を各住民自治協議会の窓口で聞き取り調査をやりたいというよ 

うなお話でございます。これについて、ご意見・ご質問等ございませんか。 

 

委員  ：今説明いただきましてカレンダーを見せていただきますと、７日間で３７地区 

の市民センターへ依頼に行っている。このうち１８地区のセンター長が不在と 

なっています。不在な所へ行かれて、また２度手間で説明しなくてはならない、 

今の時代メール等の便利な方法もありますので、準備してから依頼に行くのが 

行政の仕事ではないかと思います。それともう１点。昨年度、その前から不法 

投棄の現場を市の行政の方に「ここ多いですよ。」と説明を出しているんですね。 

部長、去年の部長から現場について引き継ぎされましたか？ここは多いから気 

を付けないといけない、というようなことを。それを見ておいてください。や 

はり現場を見ていただかないと。前の部長は飛んで来てくれました。自治協で 

できる範囲のものではない。民有地だったら行政は手を出せないんですよね？ 

足を踏み入れられない。しかし、そこにテレビから冷蔵庫からベッドから色ん 

な物が捨てられている内容を、目の当たりにして目を覆うしかない。この現状 

をどのような形で行政が考えられるか。日生学園から下神戸地内へ行く山林道 

の中のごみは、実際現場を見られたら、民有地に足を滑らせたら谷底へ落ちて 

しまいます。しかし、その現状を見ていただかない限りは住民自治協議会が協 

力しろというレベルではないんです。ですから、その辺をぜひ、現状を見られ 

た回答を次回の会議にでもご説明いただけたらと思いますのでどうぞよろしく 

お願いして、提案・提言とさせていただきます。 

 

議長  ：今のご意見を参考に、事務局の方は次回にでも対応なり現状なりを皆さんにご 

報告していただけるように一つよろしくお願いします。他ございませんか。 

 

委員  ：先日、たまたま地区市民センターにいる時に事務局の方が来ていただいて、お 



話を聞いていただいた。大変ありがたかったです。つきましては、先ほど言わ 

れましたように住民自治協議会で対応できるような問題ではございません。不 

法投棄がいっぱいあります。資材置き場と言って、大きなものを昼間に運んで 

来て夜のうちに穴を掘って埋めている、そんな状況がたくさん見受けられます。 

色んな、例えば重金属などが入っている恐れがありますし、格納異物でござい 

ます。これ、かれこれ２０年は経っています。行政の処分怠慢だと思います。 

止めるに止められなかった。つきましては、これから分析もしていきたいと思 

っておりますし、ご協力をお願いしたいと思います。それと今、うちの地域で 

各自治会の区長さんを通じて不法投棄の状況を確認しておりますので、よろし 

くお願いしたいと思います。 

 

議長  ：他ございませんでしょうか。 

 

委員  ：今年度聞き取り調査を実施していただいた後の、今後の対応をどのようにされ 

るのかを具体的にお聞きしたい。国道４４２号線があるのですが、その谷間に 

はかなりたくさんの電気製品等の不法投棄があります。昨年度もその辺のこと 

を何とかしていただけないか、と言うことでお願いしたんですけど一向に対策 

が講じられていないのが現状です。今後の対応について考えていただいている 

範囲でお聞きしたいと思います。 

 

事務局 ：不法投棄物の調査と言うことで、先ほど説明させていただいたように４月に入 

りましてから自治会等との日程調整ということで始めさせていただきまして、 

６月を中心として各自治協さんへお話を聞きたいというようなことで出向かせ 

ていただいているところでございます。不法投棄の処理の方法につきましては、 

一昨年の１１月頃に市の方で処理方針を定めまして、先ほどご意見頂戴しまし 

たように民有地であれば行政も介入できない、また地域の皆さま方のご協力も 

いただかないとできないなど色んなケースがございます。当然ながら先ほど説 

明させていただきましたように、街中の不法投棄と山の中の不法投棄では対応 

する方法等が全然違ってきます。今回調査をさせていただきまして、調査をさ 

せていただきました地域の皆さま方と一緒になって、どういう方法が考えられ 

るのか、どういうことができるのかというようなことを個別な対応をさせても 

らいたいと考えております。 

ただ、一旦今ある不法投棄物を除いて不法投棄禁止の看板を設置する、と今ま 

ではそういうやり方でしたが、それが段々エスカレートしていって看板の前に 

不法投棄をするといったケースもあるようですし、場所も浅いところ深いとこ 

ろ色々ありますので、これは各地域と個別に対応していきたいと考えております。 

 

議長  ：よろしいでしょうか。今後、前向きに行政と協議しながら進めて行きたいと思 

いますのでよろしくお願いします。他ございませんか。次に進めさせていただ 



きます。４項目の廃棄物対策事業の現況について、資料５について説明いただ 

きます。事務局お願いいたします。 

 

事務局 ：私の方からは資料５の廃棄物対策課事業の現況としまして、廃棄物対策課の概 

要について、ご説明させていただきます。 

１ページをご覧ください。環境パトロールによる不法投棄の処理状況です。市 

内全域を対象とした不法投棄防止のため環境パトロールを実施しています。１ 

ページには、回収した不法投棄物のうち所管の管轄、伊賀北部地区はさくらリ 

サイクルセンター、青山支所管内は伊賀南部クリーンセンターで処理した量です。 

平成２４年１１月に、各住民自治協議会において民有地等で地域だけでは不法 

投棄物の回収や処理が困難な場合、地域と市が協働で回収作業に当たる制度を 

構築し、２５年度は１０数件の協働処理実績があり、回収量も増加しています。 

 続いて２ページをご覧ください。環境パトロールによる不法投棄物のうち、法 

により処理方法が定められている家電４品目とパソコンの処理状況です。平成 

２２年～２４年の３年間の処理量は、ほぼ変わらずですが平成２５年度はテレ 

ビの件数がかなり少なくなっています。 

     ３ページをご覧ください。生ごみ処理容器購入費補助金の利用状況です。家庭 

から排出される食物くずの減量化と、堆肥としての資源化を図るため、生ごみ 

処理容器の購入を推奨しています。平成２３年度から申請件数が約半数に減っ 

ておりますが、これはごみ減量への取り組みの意識の低下ではなく、景気の良 

し悪しも影響しているとかんがえられます。２４年度では、電動処理機は電気 

代がかかるとの理由で、コンポストを利用される方が多かったように思います。 

     ２５年度は景気回復と言えるのかどうか、また増税による駆け込みだったのか、 

増えつつあります。平成２６年度は、ごみ減量プラグラムの作成を考えており、 

他自治体を参考にしながら減量についての啓発を行っていきます。 

     続いて４ページ、資源再利用物回収奨励金交付状況です。児童福祉法による教 

育関係団体や、障害者基本法による団体を対象に、環境学習の一環として再生 

利用可能な廃棄物、ここでは古紙・古布類を対象としています。これを集団回 

収を実施し、ごみ減量化と再資源化に取り組みをした登録団体に対して奨励金 

を交付しています。平成２３年度から、年間計画書の提出や事業報告などの提 

出を求めることとし審査を厳しくしたこともあり件数が減ってきております。 

 また、登録団体は増えているものの、少子化の影響もあるのか年間の実施回数 

や回収量は減ってきています。 

     次のページ、５ページをご覧ください。伊賀市指定ごみ袋販売店納品実績です。 

こちらは、伊賀北部地区のみの実績となりますのでご了承ください。可燃ごみ 

の減量を目的として、指定ごみ袋制度を平成１９年１月より導入しました。２ 

４年度からごみの量が増加傾向にあると昨年度から説明してきましたが、ごみ 

袋の納品状況からみてもわかりますが、２５年度は更に納品数が増えているこ 

とから、人口が増えてはいないので、一人当たりの排出量が増えているのだと 



思われます。 

     続いて６ページ、７ページをご覧ください。ごみ集積場整備等にかかる補助金 

交付状況です。自治会等が管理するごみ集積場を新設または改修する場合にか 

かる、整備費用の一部を助成しています。自治会の経費が必要となることから、 

年度により申請件数はまちまちですが、地域の環境整備のための新設が増えて 

きています。 

     ８ページをご覧ください。粗大ごみ戸別収集（福祉収集）事業実施状況です。 

     平成２４年度から生活支援のひとつとして、条件を満たす世帯のご自宅の玄関 

先まで粗大ごみを無料で収集にうかがうサービスです。開始当初は、手が付け 

られなかった粗大ごみを処分できると言うことでたくさんの方にご利用いただ 

きました。昨年度から分別説明会において説明する中で、まだ制度について周 

知できていないことも実感しました。お近くの方で該当する方がおられましたら、 

お声をかけてください。 

     続いて９ページです。平成２６年度粗大ごみ処理券販売状況です。昨年度、こ 

の委員会でも協議いただきましたが伊賀北部地区では、本年４月から「粗大ごみ」 

の戸別収集事業を、伊賀南部同様１点２００円で実施しています。 

     ４月における粗大ごみ処理券の販売状況は、各支所を含めたそれぞれの管内で 

取扱った枚数となっております。販売店につきましては、本日の資料でピンク 

色のチラシを見ていただいたかと思いますが、裏面に販売店の一覧を掲載させ 

ていただいています。 

     次のページ、１０ページをご覧ください。平成２６年度戸別収集の実施状況です。 

効率よく収集するため地域を６ブロックＡ～Ｆに分けて収集しており、４月の 

収集件数は１７３件、収集点数は５７０点となっています。１回辺りの平均排 

出量は３～４点となっています。収集の主な品目は、これまで解体が必要だっ 

たタンスやソファなどの家具類が半数２８０点を占めており、次いでベッドや 

マットレスなどの寝具類となっております。表をご覧いただきますと、地区割 

りで点数を挙げさせていただいておりますが、地域によっては一度も利用され 

ていない地域もありますし、２０件ほど申込みをいただいている地域もあります。 

この事業のもう一つの目的であります再商品化、収集したもののうちリユース 

できるものにつきましては、この収集点数５７０点ありますが今のところまだ 

４点と言うところです。 

 

続きまして、１１ページからさくらリサクルセンター資源・ごみ処理量について、 

ご報告させていただきます。さくらリサイクルセンターの２５年度の処理量で 

すけれども、可燃ごみ・可燃性粗大ごみ合わせての処理量が２０，９００トン 

と言うことで、２３年度までは一貫して減ってきたごみが２４年度から増加に 

なった訳ですけれども、２５年度につきましても前年度比０．３％微増ではあ 

りますが増えたという結果になっています。また、資源関係ですが、金属類か 

ら紙布類の合計が２，５３２ｔと言うことで、前年比７．２％の増となってお 



ります。特に金属類が大きな伸び率になっていますが、今年１月以降で１月は 

８％程度でした。それが２月は前年比１．４倍、３月は前年比約１．５倍と言 

うような伸び方をしました。これは、先ほど施策説明の中で粗大ごみ戸別収集 

事業のピンクのチラシを見ていただきましたが、このチラシが２月１日号の広 

報と一緒に配布されました。これ以降２００円にならない内に出しておこうと 

いう動きがあったんじゃないかと考えております。ちなみに今年度４月には前 

年比７％程度の増と伸び方が落ち着いていることを考えますと、やはりそれが 

大きな原因だったのだと考えています。次にストックヤードの処理ですけれども、 

２５年度は１，０５５トンと前年よりかなり落ちております。その主な内容と 

しましては、新聞・雑誌の減少ですけれども、これにつきましては無料回収的 

なところが充実してきましたのと、少なからず集積場からの持去りが原因して 

いるのではないかと考えております。 

１２ページにまいりまして、伊賀南部クリーンセンターの資源・ごみ処理量の 

うち、青山支所分の処理量についてです。これについては、２５年度の数量だ 

け報告させていただきます。可燃ごみが１，６５５トンと言うことで前年比１． 

３％の減、粗大ごみが１１４トンと言うことで前年比２１．４％の減になって 

います。金属から紙・布までの総計が２５年度は２０４トンと言うことで前年 

比７．７％の減と言う数字になっています。伊賀南部のストックヤードでござ 

いますけれども、うち青山支所分だけの数字でございます。２５年度ストック 

ヤード処理量が１３４トンと言うことで２４年度比２．２％の減でございまし 

た。 

１３ページになります。不燃物処理場での処理量になります。２５年度処理量 

は１，９１３トンと言うことで前年比１９．７％の大幅な増となりました。こ 

の原因は消費税の増税前と言うことで、色んな工事等が増えたことが考えられ 

まして、瓦・土・砂等とともに大幅に増えております。南部の不燃物につきま 

しては、これも青山支所分の処理量となりますが、１５５トンと言うことで前 

年比５．５％の減でございました。 

 

伊賀市におけるし尿処理の状況について説明させていただきます。資料１４ペ 

ージをご覧ください。伊賀北部地区の処理をしている伊賀市浄化センターは、 

伊賀市長田に第１処理場と第２処理場がございます。バキューム車により収集 

されました、し尿及び浄化槽汚泥、それから農業集落排水の施設の汚泥等を受 

け入れて処理をしています。１日の処理能力は第１処理場は８０キロリットル、 

第２処理場は７０キロリットルの合わせて１５０キロリットルのし尿と汚泥を 

処理しております。上野・伊賀・阿山・大山田・島ヶ原地区の分につきまして 

は、伊賀市の浄化センターで処理をしております。平成１７年度から平成２５ 

年度までのし尿と汚泥の搬入量を掲載しています。また、表の下の方には青山 

地区のし尿と汚泥の搬入量を年度別に記載しております。青山地区につきまし 

ては、名張市にあります伊賀南部浄化センターで処理をしております。ご覧い 



ただきますとお分かりのように、地域によりまして農業集落排水の施設の普及 

なり合併処理の浄化槽の設置の増加、また大型建築物の浄化槽の設置などで年 

々し尿が減少し汚泥が増えております。今後の動向については、浄化槽等の汚 

泥が増えることが考えられますので、量的に変動はありますが処理しているの 

は微生物でございまして、処理がしにくくなるのが現状ですが適正な運転管理 

に努めさせていただきたいと考えております。 

 

議長  ：ただ今の現況について、まとめてご質問を受けたいところですが、今のご報告 

の内容で質問等ございませんでしょうか。ないようですので、この項は終わら 

せていただきたいと思います。 

次のその他の項で何かございませんか。ないようですので、議長についてはこ 

れで終わらせていただきます。皆さんのご協力で無事議事について終了させて 

いただくことができました。ありがとうございました。 

 

委員長 ：委員会についてはこれで終了させていただきます。 


