
伊賀市ごみ減量・リサイクル等推進委員会　委員名簿（平成２３年度）

　地　　　区 囲 　氏　　名 所属部会

1 上野東部地区 住民自治協議会代表 服部　明 ごみ再資源 出

2 上野東部地区 地域女性代表 平井　つゆ子 ごみ減量 出

3 上野西部地区 住民自治協議会代表 八尾　光祐 ごみ減量 出

4 上野西部地区 地域女性代表 川口　加代子 ごみ再資源 出

5 上野南部地区 住民自治協議会代表 富田　幸治 ごみ減量 出

6 上野南部地区 地域女性代表 前沢　和子 し尿浄化槽

7 小田地区 住民自治協議会代表 田村　輝之 し尿浄化槽 出

8 小田地区 地域女性代表 松本　明美 ごみ減量 出

9 久米地区 地域ブロック代表 山岡　正明 し尿浄化槽 出

10 久米地区 地域女性代表 辻　優子 ごみ減量 出

11 花之木地区 住民自治協議会代表 百北　勝 ごみ減量 出

12 長田地区 住民自治協議会代表 角田　秀幸 ごみ再資源 出

13 新居地区 住民自治協議会代表 西村　芳一 し尿浄化槽 出

14 新居地区 地域女性代表 宮本　香織 し尿浄化槽

15 三田地区 住民自治協議会代表 松本　正則 ごみ減量

16 諏訪地区 住民自治協議会代表 花本　恵美子 ごみ再資源 出

17 府中地区 住民自治協議会代表 山本　新 し尿浄化槽 出

18 府中地区 地域女性代表 藤林　勢津子 ごみ減量

19 中瀬地区 住民自治協議会代表 吉村　勇 し尿浄化槽 出

20 中瀬地区 地域女性代表 若森　ふみ子 ごみ再資源 出

21 友生地区 住民自治協議会代表 上田　耕二 し尿浄化槽

22 猪田地区 住民自治協議会代表 藤原　四郎 ごみ再資源

23 依那古地区 住民自治協議会代表 森下　繁忠 し尿浄化槽 出

24 比自岐地区 住民自治協議会代表 辻森　一生 ごみ再資源 出

25 神戸地区 住民自治協議会代表 木村　清俊 ごみ再資源 出

26 神戸地区 地域女性代表 中嶋　久仁子 ごみ減量 出

27 きじが台地区 住民自治協議会代表 中川　妙子 ごみ再資源 出

28 古山地区 住民自治協議会代表 冨本　正徳 し尿浄化槽 出

29 花垣地区 住民自治協議会代表 中岡　紘一 し尿浄化槽 出

30 ゆめが丘地区 住民自治協議会代表 田中　健治 ごみ減量 出

31 ゆめが丘地区 住民自治協議会代表 谷上　敏治 ごみ再資源 出

32 柘植地区 住民自治協議会代表 福川　廣美 ごみ減量 出

33 柘植地区 地域女性代表 亀井　ゆり子 ごみ再資源

34 西柘植地区 住民自治協議会代表 大薮　堅治 ごみ再資源

35 西柘植地区 地域女性代表 服部　いつ子 ごみ減量 出

36 壬生野地区 住民自治協議会代表 岡森　幸雄 ごみ減量 出

37 壬生野地区 地域女性代表 北出　和美 ごみ再資源 出

38 島ヶ原地区 住民自治協議会代表 國﨑　廣美 ごみ減量 出

39 島ヶ原地区 地域女性代表 島井　美紀子 ごみ再資源 出

40 河合地区 住民自治協議会代表 松山　安利 ごみ減量 出

41 河合地区 地域女性代表 ごみ減量

42 鞆田地区 住民自治協議会代表 辻本　博一 ごみ減量 出

43 玉滝地区 住民自治協議会代表 杉原　壽一 ごみ再資源 出

44 丸柱地区 住民自治協議会代表 奥野　勇 し尿浄化槽 出

45 山田地区 住民自治協議会代表 中瀬　宏尚 ごみ再資源 出

46 山田地区 地域女性代表 和田　時子 ごみ減量 出

47 布引地区 住民自治協議会代表 橋本　一彦 ごみ再資源 出

48 阿波地区 住民自治協議会代表 中森　利秋 し尿浄化槽 出

49 阿保地区 住民自治協議会代表 竹岡　保男 ごみ減量 出

50 阿保地区 地域女性代表 瀧本　道子 ごみ再資源

51 上津地区 住民自治協議会代表 山本　茂樹 ごみ再資源

52 博要地区 住民自治協議会代表 奥永　喜代郎 し尿浄化槽 出

53 高尾地区 住民自治協議会代表 大原　善清 し尿浄化槽 出

54 矢持地区 住民自治協議会代表 三ツ森　義久 し尿浄化槽 出

55 桐ヶ丘地区 住民自治協議会代表 村山　弘之 ごみ再資源

56 桐ヶ丘地区 地域女性代表 茂山　久代 ごみ減量 出

57 伊賀市商工会 団体 福岡　政憲 ごみ減量

58 上野商工会議所 団体 小西　靖子 ごみ再資源 出


