
平成２３年７月５日開催 
伊賀市ごみ減量・リサイクル等推進委員会会議録 
 

司会＞失礼します。定刻となりましたので始めさせていただきます。私
わたくし

清掃事業課の馬場

と申します。本日は、伊賀市ごみ減量リサイクル等推進委員会ということで、全体会等を

催しさせていただく通知をさせていただいたところ沢山ご出席いただきましてありがとう

ございます。伊賀市のごみの減量、リサイクルについて、検討いただきたいと思っており

ます。 
開会に先立ちまして、市長の内保の方からご挨拶させていただきます。 

 
内保市長あいさつ 
失礼させていただきまして、一言ごあいさつを申し上げます。 
あらためましてこんにちは。 
梅雨と申しましても、ここ最近大変蒸し暑い日が続いております。そんな中で、午後暑

い中をそれぞれの委員さんを委嘱させてもらいまいたところお引き受けをいただいて、ご

出席をいただきましたことをはじめにお礼申し上げたいと存じます。また後ほどですね、

本来でしたら委嘱状を最初にお渡しさせていただくのですが、それぞれお手元の方に配ら

せていただいておりますので、ご了解をいただきたいと思います。 
さて、新しい年度に入りまして、もう３ヶ月が経過した訳でございますが、行政の方も

担当が代わっているのもございますし、こうして２３年度、委員の皆様方に、お願いを申

し上げて、伊賀市のごみ減量・リサイクル等推進委員会ということで会議をもたせていた

だきました。どうぞひとつ後ほどですね、現在の伊賀市の清掃事業の内容についてご説明

申し上げますので、ご理解をいただきながらですね、さらに引き続いて、このごみ行政、

環境行政にご理解を賜りたいと思います。 
３月にああした東日本での大惨事がございまして、処理に手がつけられない瓦礫の山そ

して原子力発電所の事故がですね、収束のまだ見通しもたたないという中で大変厳しい状

況が続いております。そんな中で伊賀市の方も、石巻市と多賀城市に職員を６名派遣をさ

せていただいて応援をさせていただいております。いずれですね、あのすごいごみの山の

瓦礫等についてでもですね、国の方で処分の方法等を検討されるのだと思いますが、いず

れにしましてもかなり長時間の戦いになろうと思わせていただきます。先般、新聞でもご

覧いただいた方も、みえるかと思いますが、実はこの４月からここで製造しております固

形燃料ＲＤＦの三重県の協議会がございまして、構成する１３の市町があるわけですが搬

出量をですね、伊賀がかなり多いということでその会長の方を引き受けさせていただき務

めておるところです。こうした電力燃料が、原子力を止めることによって、不足してきて

おる中で、なんとかですね、ここで製造したＲＤＦの固形燃料をもう少し、持ち込み料を

取るのではなしに、一定の価格で買ってくれと国の方に申し入れをさせていただきまして



そしてですね、桑名の方でここで作ったＲＤＦで発電所を三重県の企業庁が経営しており

ますが、ここも赤字でもう少しこういうクリーンな資源循環で製造した電気ですので高い

値で電気も買ってくれと国の方に要望活動をさせていただいたところでございます。 

この施設もですね、前
ぜん

の前
ぜん

の知事さんの北川知事さんの当時に、なりものいりでこれか

らの時代はごみを資源化してその資源化したごみで発電してそして電力として資源を有効

利用するとういうことで三重県の政策にのってこの施設も作ったところでございますが、

その後の経済界の変化等ありまして、いま現在ではここでつくったＲＤＦを持ち込み料と

いう形でお金を払って１ｔなんぼで発電所に引き取っていただいているということでござ

います。当初の計画のようになんとかですね無料であるいは少し有料ででも買ってくださ

いよと今申し上げているところでございます。 
伊賀市のごみ政策でございますが、みなさん方のご理解によりまして年々この減量化の

傾向があらわれてまいっております。それぞれの委員さんのご理解あるいは市民のみなさ

ま方のご協力のお陰でございまして、あらためてお礼を申し上げるところでございます。 
さらに引き続いてですね、どうぞひとつよろしくお願いを申し上げます。冒頭もうしあげ

ましたように、委嘱状につきましては、お手元にお配りさせていただいておりますことを

お断りを申し上げておきます。 
どうぞ２年間よろしくお願い致します。ありがとうございます。 

 
司会＞市長は公務の都合でここで退席させていただきます。 
 
当委員会の設置目的でございますけれども、ごみ減量・リサイクル等推進委員会の条例

がお手元にあろうかと思います。 
１条には、委員会の目的、再資源化や環境美化を図るため、市長の附属機関として設置

する。 
２条には、５つの掌握事務。 
３条には、委員会の委員は６０名以内ということで５８名を任命させていただいており

ます。（訂正５８を５７） 
委員会に３つの部会を置く。ごみ減量部会、ごみ再資源部会、し尿・浄化槽部会の３つ。

役員構成は、委員長１名、副委員長３名を置く。役員は互選により選出することとなって

います。 
５条、 委員長、部会長の役目。 

みなさんの任期期間は、２年間とするということで、平成２３年７月１日から平成２５年

６月３０日までとなっています。 
委員会の会議は、全体会、幹事会、部会ということで、必要に応じて開催します。 
８条では、委員会の庶務は人権生活環境部清掃事業課で処理する。 
９条では、この条例で定めるもののほか、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となっています。 
こうした条例をもとに、ごみ減量なり、リサイクルなりのことを検討いただく会でござ

います。よろしくお願いいたします。 
 
資料の確認 
事項書 
委員名簿 
役職一覧 
条例の写し 
資料１ 日本容器包装リサイクル協会等 
資料２ 伊賀南部クリーンセンターのパンフレット 
袋の中 
 地元の地区のごみカレンダー 
 資源・ごみ分別ガイドブック 
 さくらリサイクルセンターごみ固形燃料化施設のパンフレット 
 さくらリサイクルセンター資源化ごみ処理施設 
 伊賀南部クリーンセンターのパンフレット（資料 ２） 
資料３ 清掃事業の実績 
資料４ 伊賀市浄化センターの概要 
資料５ 全国ごみ不法投棄監視ウィーク 
 
議題に入ります。 
２－（１）―１ 
 さくらリサイクルセンターの施設運営状況についての説明 

さくらリサイクルセンターの居附でございます。宜しくお願いします。 
私の方からは、昨年の 7 月から稼動しております『資源化ごみ処理施設』を含めまして、

さくらリサイクルセンター施設全般についての現状を説明させていただきます。 
委員の皆様方には、既にご承知を頂いておりますように、伊賀市の廃棄物行政は大きく

分けて 2 つの形態を以って業務を遂行しております。その１つは伊賀市青山地区と名張市

で一部事務組合を構成しております伊賀南部環境衛生組合により、業務を行っている伊賀

南部クリーンセンターがございます。また、一方で青山地区を除く伊賀市で業務を担当し

ております、さくらリサイクルセンターの２形態でございます。 
 お手元に、さくらリサイクルセンターのパンプレットを 2 部ご用意させていただいてお

りますが、まず表紙が黄色いほうのパンフレットからご覧下さい。さくらリサイクルセン

ターでは、平成 14 年 12 月に『ごみ固形燃料化施設』を開設いたしまして、この建物に隣

接しています RDF 化施設に於きまして、ご家庭などから排出されました『可燃ごみ』と『可



燃性粗大ごみ』を処理しております。 
 ご承知のように当施設では、焼却による処理ではなくて発電の燃料となる固形燃料を製

造しております。その処理工程はパンフレットをご覧頂きたいと存じますがプラットホー

ムに搬入されたごみを一次破砕したあと、乾燥・脱臭を致しました後、選別を加えて二次

破砕処理、圧縮成形処理により RDF ペレットを製造して、桑名市にある三重ごみ固形燃料

発電所に搬出しております。本施設では同様の処理工程が 3 系列ございまして１３５ｔ／

日の処理能力を持っております。 
 続きまして、昨年 7 月から稼動致しました資源化ごみ処理施設についてご説明させて頂

きます。表紙が白地の方のパンフレットをご覧頂きたいと思います。この施設では昨年 6
月まで、しらさぎクリーンセンターで取扱いをしておりました、全ての資源化ごみを対象

に処理しております。 
 こちらもパンフレットに処理工程を掲載させていただいておりますので、ご覧下さい。

こちらの施設では大きく分けて３つのラインから成っております。 
 まず、パンフレットの一番上から金属粗大及び金属ラインです。集積場から集められた

金属系のごみを資源として再生するため細かく破砕して鉄とアルミに区分して選別される

装置となっております。また、金属として再資源出来ない可燃物はＲＤＦ化施設へ不燃物

は最終処分場へ搬出しております。 
 ２番目のラインはアルミ缶・ペットボトル共用ラインです。集められた資源化物を手選

別により仕分けします。そのあとアルミ缶は圧縮、ペットボトルは圧縮梱包処理され再生

資源業者に売渡をいたします。 
 ３番目のラインはびん類・プラスチック容器包装共用ラインです。びんライン運転時に

は、集積場で有色・無色に色分別されて収集したびんを更に無色・茶色・その他に手選別

いたします。プラスチック容器包装ライン運転時には手選別で不適物を取り除き、適切な

ものだけを圧縮梱包処理をしております。資源化ごみ処理施設では１７．３ｔ／５ｈの処

理能力を有しております。 
 容プラの収集処理については、本年度から本格実施として２回／月の収集を実施してお

ります。その状況を簡単に説明させて頂きますので、資料１をご覧下さい。 
まず、1 ページをご覧頂きますと、容器包装リサイクル法における役割分担が明記されて

おります。消費者、市町村、事業者における役割が図示されております。容器包装廃棄物

は容積比におきまして、家庭から出るごみの 6 割を占めております。 
次に、２ページをご覧頂きますと容器包装プラスチックの処理の流れが記載されており

ます。容プラの成形品は日本容器包装リサイクル協会に引取りを依頼しており、この成形

品は処理後、パレット、車止め、擬木等のプラスチック製品に再生されるほか熱分解油と

して燃料油等に、また高炉還元剤、コークス炉化学原料、合成ガスとして石油化学原料、

燃料等に生まれ変わります。 
 また、容プラの再商品化にかかる費用につきましては、製造販売業者の特定事業者責任



比率というものが設けられておりまして、平成２３年度においては９９%の事業者負担。 
１％の自治体負担となります。 
 しかしながら、容器包装プラスチックの引取りについては、分別適合基準というものが

定められております。これは成形品の重量比における適合率が 90％以上のものが A ランク、 
85％以上 90％未満のものが B ランク、８５未満のものが D ランクとされております。 
 資料の 9 頁～12 頁をご覧下さい。現在、伊賀北部地区では、各ご家庭で分別を頂き集積

場から収集致しました適合率は約７０％となっております。 
資料の 15 頁をご覧下さい。本年 5 月に品質検査を受検致しましたが、15 頁中頃の右欄

に容器比率とあり 96.24％と記載されております。幸い A ランクとなりましたが、容器の前

選別、手選別にかかる時間と費用が多大となっております。 
 資料の 16 頁は広報いが市 3 月 15 日号の写しでございます。分析調査による不適物が記

載されております。生ごみやビニール類などの可燃物、バケツやハンガー、サンダルなど

の粗大ごみが多く見受けられます。また 17 頁では、広報いが市 6 月 1 日号の写しを添付し

ております。容器包装プラスチックの正しい分別方法を市民の皆様に周知をさせていただ

いておりますが、分別率の向上が見受けられません。今後は生ごみの混入をはじめ、危険

物の混入等の悪質なものについては警告シールを貼付し集積場に置かざるを得なくなりま

す。また、分別が行われていないために、収集業務にかかるパッカー車の火災事故や、処

理施設における爆発事故が多く見受けられます。委員の皆様方におかれましては、尚、一

層のごみの分別、リサイクルの推進にご協力を賜りますよう宜しくお願いを申し上げまし

てさくらリサイクルセンターの概要を報告させていただきます。 
 
 
２－（１）－２ 伊賀南部クリーンセンター 
 青山支所住民福祉課の平尾 
 伊賀南部クリーンセンターに関してご説明申し上げます。まず、伊賀南部環境衛生組合

は、昭和４５年１０月に一般廃棄物の衛生的処理及び広域化による処理の効率化をはかる

ために名張市と青山町を構成団体とし三重県知事の許可を得て発足しました。現在ですが、

クリーンセンター、最終処分場、浄化センターを有し、管内面積２３８．７６キロ平方メ

ートル管内人口約９万４千人から発生するごみ・し尿の処理を行っています。 
当センターは、平成２０年９月、旧伊賀南部清掃工場の運転停止に伴い、平成２０年１

０月より試運転を稼動し、平成２１年２月に竣工となりました。所在地は、伊賀市奥鹿野

１９９０番地、敷地面積が３万６４４７平米、建設費４５億１２９０万円です。工場棟６

階建て８３０２平米、プラザ棟４階建て２４５２平米。工場棟は、焼却施設とリサイクル

処理施設の２つがありごみ処理施設としまして、流動式ガス化溶融炉においてごみの焼却

処分をしています。搬入された可燃ごみをピットに投入し、破砕処理の後、流動式ガス化

炉にて、ごみを蒸し焼き状態にして可燃ガスとチャーと呼ばれる炭状の可燃物に熱分解さ



せます。それらを溶融炉で約１３００℃の高熱で急激に燃焼・溶融させることで、ごみを

分解し、最終的に不燃物とスラグという粒状の物質だけが残り、スラグは、アスファルト

やコンクリートの材料として再利用され、不燃物については、鉄などの金属類などを取り

除いた後再度、溶融処理を行っています。処理能力は、１日４７．５ｔの炉が２つあり、

最大１日９５ｔ。リサイクル処理施設は、不燃ごみ、粗大ごみ、容器包装プラスチック、

ペットボトル、白色トレー、びん、缶など、破砕選別、圧縮梱包などの処理を行い、リサ

イクル処理を行っています。プラザ棟は、研修施設他、学習室の開放をしています。溶融

炉の熱を利用したお風呂の施設を一般に無料開放しています。１階には、再生品の展示コ

ーナーがあり、受け入れた粗大ごみのうち木製家具などを修繕して再生品として展示販売

しています。来月の８月５日から２４日までの展示入札の期間中平日の午前９時から午後

５時まで日曜日の午後１時から午後５時まで、自由にご覧いただけます。 
 
 

２－（２）清掃事業課の業務 資料３ 
 清掃事業課の高見 
 環境パトロールによる不法投棄の回収及び処理状況と、環境パトロールによる不法投棄

の処理困難物及び法に基づく処理状況です。清掃事業課では、不法投棄防止の監視パトロ

ール、不法投棄されたごみの回収をしています。市の処理施設で処理できるごみの回収量

は、８１１０キロ、市の処理施設では処理できない処理困難物やリサイクル法等に基づく

処理が必要な家電などの不法投棄物は、回収後、民間処理業者に処分を依頼、または法に

基づき処理をしています。 
 昨年度は、（財）家電製品協会より不法投棄未然防止対策事業として、補助を受けており

ます。テレビ等の処分料等が助成されました。不法投棄監視パトロールのステッカーを作

成しました。各地区市民センターへ１枚ずつ配布しましたので地域でご活用ください。 
 指定ごみ袋制度について、資源ごみの分別を促し、可燃ごみの減量化と環境保全を目的

に可燃ごみの指定ごみ袋制度を導入しています。伊賀北部地区では、平成１９年１月から

導入で、大中小の３種類があります。青山地域では平成２１年１月から伊賀南部環境衛生

組合の伊賀市青山区域指定ごみ袋を導入し特大、大、中、小、特小の５種類のごみ袋があ

ります。 
 ごみ分別説明会ですが、昨年度、伊賀北部地区で、７月から、伊賀南部青山地区では１

０月から試行期間としまして、容器包装プラスチックの分別収集を開始しました。分別方

法の変更に伴い、各地域で説明会を開催し、伊賀北部地区では５９回、青山地区では、２

４回開催。その際には、該当地区の当委員のみなさまにご協力をいただきありがとうござ

いました。 
 資源再利用物奨励金交付事業、生ごみ処理容器購入費補助金交付事業として、環境問題

に関する意識の向上を図るために実施しています。登録４６団体。２００件の申請。回収



量は９０万６１２８キロ。容器は７５件の申請。 
 ごみ集積場整備等補助金交付事業、自治会や地域において管理されているごみ集積場の

新設・改修など整備をする場合に補助金を交付。新設の場合上限２０万円、改修の場合８

万５千円。 
 ３ページ、平成１７年度からのごみ処理状況の一覧から、全体的にごみの量が減ってき

ています。 
 ４ページ、毎回この会議でも問題として話題にあがっていますが、不法投棄対策フロー

図を作成しました。今後の参考としてください。基本的に市が回収処理できるのは、市が

所有・管理する道路や公共施設等の不法投棄物に限ります。個人が所有する宅地や、田畑

山林などの民有地に投棄されたものについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によ

り、土地または建物の占有者はその占有しまたは管理する土地建物の清潔を保つように努

めなければならないと定められています。投棄された場合は、所有者の方で分別をしてい

ただき、適正な処理または対策をお願いします。 
 また、地域で管理されています集積場についても公共施設ではありませんので、集積場

へ一部住民以外の方のごみが投棄された場合は、地区で対応をお願いします。なお、自治

協等の地域での清掃活動に伴い回収したものについても分別をいただき搬入をお願いしま

す。この場合は、処理手数料の減免申請の手続きをしていただけます。市の処理施設では

処理できないものもありますので、必ず搬入前に事前にお問い合わせください。 
  
 伊賀北部地区では、容器包装プラスチックの収集日を月２回に増やしました。乾電池の

区分が金属類から２ヶ月に１回のガラス・せともの・乾電池に変更しました。乾電池が、

金属類や金属粗大ごみに混入しているケースがみられますので、地域の方で周知徹底を願

います。 
 
 青山地区の変更点は、燃やさないごみの収集日が、月１回から２回に、容器包装プラス

チックの収集日が、月３回から週１回になりました。 
 
 来年度の収集カレンダー作成にあたり、次回の委員会ではみなさんにご審議いただくと

思いますのでご協力をよろしくお願いします。 
 
質問 １ 
 美化運動を自治会でやっているが、有料袋に入れている。美化活動は日曜日にするので

翌日の月曜日に有料袋に入れてステーションへ出していたが、それはできないと聞いてい

るが、どうか？ 
 
課＞地区の美化活動、田舎の言葉でであいというやつやと思うんですけど、そちらで発生



したごみは、市の有料袋に入れていただかなくても結構ですので、持込ということを原則

にさせていただいてますんで、事前に持ち込みの許可をとって免除申請をとっていただい

て持ち込んでいただくようにお願いしたいと思います。 
 
 はい、わかりました。 
 
質問 ２ 
 先ほどの不法投棄の関係で、特にこの７月からテレビの地上デジタル化の関係で山間に

つきましては、テレビの不法投棄がされていることが多い、個人の土地は個人で処理して

くださいといわれているのですが、当然道路がついていることによってそこから山にほか

されている田へほかされているのが現状なので、市としてももっとはばひろく不法投棄を

みてやっていただきたい。環境パトロールで市もまわっていただいているが、そういう部

分もお汲み取りいただきまして、不法投棄を見に行っていただきたいというのが要望です。 
 
課＞不法投棄の問題は、防止するのが非常に難しい。ほかされるというには、何か条件が

整っているんです。みえにくいとかほかしてもみえないとかそういうとこからですね。も

ちろん市のパトロールも大事ですけども、地域でのそういった美化とか見張りとかそうい

う活動もすすめていただいたらなあと思います。互いにそういったことをしていけば少な

くなっていくんじゃないかと思っております。 
 
 それは、理想論であってさあ。現実に夜やらほかされたら誰が見にいってんの、当然道

路がついてるから、そこへほかしているんであって、個人のところへほかしてあるから個

人で処分せえというのはかわいそうな話で、市もパトロールの強化なり、その処分も考え

ていただきたい。ほかされた人は道へ降ろしときますよ。道路やったら市で処分できます

の？ 
 
課＞道路に捨てられてある場合は市で処分してます。それが先ほど表であらわした数字で

ございます。 
 
質問 ３ 
 先ほど地区の集積場にある不法投棄は地区で処分するということであるが、例えばアル

ミ缶とか金物、アルミ缶の持ち去りとかありますけれども、とっていかれるのを見てもい

いんですかね。それは市のものでないから地区のものであるから勝手に持って行かれても

気にすることはないのか。市へ連絡したこともあったが。 
 
課＞集積場へ出されたごみは、市のものですんで、市が集めます。不法に持ち去る者がい



るというお話かと思いますが、不法に持ち去る者は、これは犯罪です。市の集積場から金

属や紙や布を指定した者以外が持ち去るのは犯罪です。だから注意していただきたい。け

れどもただこちらの方もたまにはパトロールをしているのですがただ声をかけてほしいで

すけれどもわりと凶暴性のある人物がやっているときがありますので、複数のかたで声を

やめなさいと声をかけていただくようお願いします。一人の方ですとあぶないことがある

かと思います。 
 
 缶やともっていかれたらこまりますけれども、不法投棄やと町で処理しなさいというこ

とだが？ 
 
課＞集積場へだまって捨てられたらこれは不法投棄にならないということになるんですけ

れども、警察も不法投棄でないと判断します。 
課＞当日の収集ごみでないと置き去りになってしまう。 
 
 集めるもの以外に例えば缶とかが置いてあれば、それは持って行かれてもしかたがない

ということですね。 
 
課＞そういうことですね。 
課＞そういったことも地域で管理していただきたいとお願いしたい。 
 
 
質問 ４ 
 不法投棄のことで、結論らしい結論にはなっていないと思う。何らかの自治会なりこの

役員のメンバーなり委員のメンバーなりを有効活用して、なんらかの手続きで個人に負担

がかからない、あるいはそういった運動をもとにもっとより不法投棄を、看板は沢山あり

ますわ。看板の効果がなくなっている。たしかに汚いところには捨てやすいというのは人

情だが、さきほどいわれているように、時間的にやはり農作業してない時間だとか大雨の

降っているときとか夜間だとか早朝だとかやはりやろうとおもったらできる。いまだに不

法投棄されたドリンクのびんをひらっている。なんらかの方策をもういちどかみくだいて

次回の全体会議で対策案、フローチャート、どうするかということを、提案してください。

それを強く要望します。 
 
課＞不法投棄の対策については、なかなか妙案がないので、行政としても困っております。

次回といわれましたけれども、委員のみなさま方でもひとついい方法があればご提案いた

だいてと思いますので、よろしくご協力お願いします。 
 



３ し尿処理の概要 
浄化センター 森永 
伊賀市浄化センターの概要等について説明させていただきます。資料４をご覧ください。 
伊賀市浄化センターは、伊賀市長田４６１７番地の３にございます。職員は正規職員が

１５人、嘱託職員が７人、臨時職員が１人の計２３人で、そのうち１８人が、し尿の収集

にあたっています。収集につきましては、上野の市街地等指定地域内のし尿は、市が直接、

バキューム車で収集を行っています。汚泥と指定地域外のし尿につきましては、市内の一

般廃棄物収集運搬許可業者３社で収集を行っています。 
当浄化センターには、第１処理場と第２処理場があります。第１処理場が１日８０キロ

リットル、第２処理場が１日７０キロリットル、合わせて１日１５０キロリットルのし尿

と汚泥を処理しています。処理は、１年３６５日フル稼働しています。処理施設の運転管

理については民間に委託しています。 
し尿処理の現状の表をご覧ください。上野・伊賀・阿山・大山田・島ヶ原地区のし尿と

汚泥は、伊賀市浄化センターで処理しています。平成１４年度から平成２２年度までを記

載しています。汚泥といいますのは浄化槽汚泥、あるいは農業集落排水施設の汚泥でござ

います。 
青山地区については、し尿と汚泥、海洋投棄物の汚泥を年度別に記載しています。青山

地区につきましては、名張市にある伊賀南部浄化センターで処理をしています。海洋投棄

については平成１９年１月末で法律により禁止されています。 
ご覧いただいたらお分かりのように合併処理浄化槽の設置の増加や、農業集落排水施設

の普及等で年々し尿が減少し汚泥が増えてきています。 
 
 
４ 環境政策について 
環境政策課 山本 
資料５をご覧ください。 
今年度直近のごみ関係の取り組みとしまして、全国ごみ不法投棄監視ウィークを環境政

策課で実施しました。この取り組みの趣旨は、全国市長会の提案で、市民行政が一体とな

って不法投棄を未然に防ぐという契機をつくるためにこの週間をもうけ全国一斉に取り組

みをはじめました。標語に「美しい日本をめざそう私たちの心を荒廃させる不法投棄はゆ

るさない」ということで、実施期間は、５月３０日、ごみゼロの日から６月５日環境の日

までの１週間で、さまざまなとりくみがおこなわれました。 
伊賀市では、清掃事業課で不法投棄監視パトロールの強化、市内７箇所で街頭啓発を住

民自治協議会のみなさんの協力を得て行いました。市広報・新聞等で啓発したことと、６

月５日の日曜日に、さくらリサイクルセンターの臨時開場を行いました。 
 



自己紹介 
 
伊賀市の人権生活環境部長の前川です。よろしくお願いします。 
他に公務がございまして委員会に遅れてきましたことをお許しいただきたいと思います。 
日頃は、皆様方には、なにかとこの清掃行政、ごみの分別、ごみの減量に関しまして、格

別のご理解、ご指導を賜っておりますことを、この場をお借りまして厚くお礼申し上げま

す。先ほどからも、ごみの不法投棄の問題等いろいろご意見をいただいておりまして、行

政でもいろんなことをやっていこうと思っているのですけれども、なにぶん限られており

まして、地域の皆様方のご協力がなければ、できないことだと思っております。どうかよ

ろしくお願い申し上げます。 
 
上野東部地区から自己紹介 出席委員４５名 
 
事務局紹介 
清掃事業課 馬場、大鷲、高見 
さくらリサイクルセンター 居附 
浄化センター 森永 
環境政策課 山本 
阿山支所 住民福祉課 福田 
伊賀市所 住民福祉課 中林、中川 
島ヶ原支所 住民福祉課 玉槙、葛原 
大山田支所 住民福祉課 中村、東出 
青山支所 住民福祉課 森本、平尾 
 
事項２ 役員の選出 
役員を選出するにあたり、どのように決めるのがよいか、何かご意見は、ございませんか？ 
特に、ご意見がないようですが、事務局から提案させていただいてよろしいか？ 
 
異議なし 
 
異議なしとの発言をいただきましたので、事務局案を提案いたします。 
 
課＞委員長  上野西部地区 八尾 様 
  副委員長 上野東部地区 平井 様、府中地区 山本 様、山田地区 中瀬 様 
にお願いしたいと存じます。 
 



事務局案でよろしいでしょうか。 
 
異議なし 
 
委員長をおおせつかりました上野西部地区の八尾でございます。何分ふなれでございま

すけれど一所懸命あたえられた任期をまっとうしたいと思いますのでよろしくお願いしま

す。なお、先程来みなさん方から出ておりました不法投棄のことについてなんとしてでも、

みなさんがた住民の力とあるいは、行政との力を合わせてひとつできるだけ、というより

何としてでも、山間部あるいは河川敷等におかれます不法投棄のなくなるように努力して

いきたいと思います。みなさん方のあついご支援をいただきたいと思います。ひとつよろ

しくお願いします。 
 
拍手 
 
副委員長にご指名をいただきました上野東部地区の平井と申します。 
何分微力ではございますがあたえられた仕事を精一杯つとめさせていただきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願い致します。 
 
拍手 
 
同じく副委員長をおおせつかりました府中地区の山本でございます。委員長さんをできる

だけお助けできるようにがんばっていきたいと思っております。よろしくお願い申し上げ

ます。 
 
拍手 
 
同じく副委員長をおおせつかりました山田地区の中瀬でございます。何も分かりませんが

みなさんご協力よろしくお願い致します。 
 
拍手 
 
どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。 
この後、それぞれの部会に分かれていただいて、部会長と副部会長を選出いただきたいと

思います。 
ごみ再資源部会は、この大会議室で、ごみ減量部会は、正面の中会議室で、し尿浄化槽部

会は、小会議室で行いたいと思いますので、ご移動よろしくお願いします。 



 
 
委員長＞会議を再開します。 

＞事務局の報告を求めます。 
 
事務局＞ 
ごみ減量部会ですが、 
部会長に、富田 様（上野南部地区）、 
副部会長 竹岡 様（阿保地区）、 

和田 様（山田地区）。 
ごみ再資源部会ですが、 

部会長に 服部 様（上野東部地区）、 
副部会長 木村 様（神戸地区）、 

島井 様（島ヶ原地区）。 
し尿浄化槽部会ですが、 

部会長に 大原 様（高尾地区）、 
副部会長 三ツ森 様（矢持地区）、 

吉村 様（中瀬地区）。 
以上、決定させていただきました。 
 
委員長＞ごみ減量部会、ごみ再資源部会、し尿浄化槽部会、３つの部会の各部会長さん、

副部会長さんが決まりましたので、今後２年間ひとつよろしくお願い申し上げます。 
 
拍手 
 
委員長＞役員選出の件を終わりまして、その他の項に入りたいと思いますが、何か。 
はい、事務局。 
 
課＞いま持っている課題が３つほどございます。 
 まず、これは北部地区に限ったことでございますが、粗大ごみの戸別収集。青山南部地

区においては、有料ですが、粗大ゴミの収集はシールを買ったらされている状態でござい

ますが、北部地区の方もなんとかそういったことをてだてできないかなということで、検

討していきたいと思いますので、この部会において、これもいろんな試行錯誤をくりかえ

していかなくてはならないと思いますので、ごみ減量なりリサイクルの方で部会でそうい

ったことも検討していただければと思っていまここに課題として提案させていただきます。 
 



 ２点目ですけれども、先程からも不法投棄について、いろんな問題があるんですけれど

も一番の手立ては環境美化を推進することが手立てではないかと思いますんで、地域と行

政が密着してそういった環境美化等をすすめていけないかということも検討していきたい

と思います。 
 
 ３番目、ごみ集積場の管理、いわゆる他所の方が放り込みに来たり不法投棄くさいこと

があったり違反ゴミが収集後に出されたりそういったことがございますんで、そういった

こともなんとか管理というか、そういうことができないかということも検討していけたら

と思っております。本日のところ何もこういった具体策が出ていないのですけれども、部

会や全体会で何か方法方策があればと思いまして課題として、本日は提案させていただき

ます。 
 
委員長＞行政側から３つの課題が投げかけられました。１つは、粗大ごみの件これは北部

地域について。２つ目は、不法投棄の問題。それから、ごみ集積場へ他地区、あるいは、

地域で決まった時間に出していただけるように努力するといったごみ集積場での問題。今

後全体会、それに相当する部会で、ご論議いただきますようひとつよろしくお願いします。 
 
他にみなさん方からございましたら、はい、どうぞ。 
 
青山地域については、クリーンデイ（清掃活動）をやっている。市からは道路、河川にほ

かされているごみ・缶を拾えといわれている。不法投棄とくに山とか田に粗大ごみ、電化

製品等にあってはその持ち主の方で処分しなさいということで、集めてきても処理できて

いません。ほったままというのは誰がみてもそこへほかしてもかまへんのかなと錯覚にと

らわれそうな気にもなります。逆に看板立てれば、ごみをほかしているから看板たてると

いうことになるので、やはり住民で掃除しているときの引き上げてきたごみについては行

政で処分できる体制をつくりあげていただきたい。これを強く要望します。 
 
委員長＞他にございませんか。 
予定しておりました２時間あまりの会議ですので、 
本日の会議は、これを持ちまして閉会とさせていただきます。 
 
拍手 


