
＜新潟県新発田市の資源センター見学（Ｈ26.8.19～20）の報告＞     別 紙  

一鍬田産廃特別委員会（H26.9.6） 

○新潟県新発田市の資源センターの現状と(有)タナカ興業の新城工場の計画  

項目 米倉有機資源ｾﾝﾀｰ 板山有機資源ｾﾝﾀｰ 加治川有機資源ｾﾝﾀｰ タナカ興業(計画) 

建設時期   Ｈ17 年 7 月完成 Ｈ17 年 6 月完成   

工期   10 か月 19 か月   

建設費 7 億 6252 万円 6 億 9555 万円 4 億７４００万円   

敷地面積 28,833 ㎡ 15,000 ㎡ 10,000 ㎡ 12,594 ㎡ 

建物面積 5,749 ㎡ 5615 ㎡ 3,079 ㎡ 2,393 ㎡ 

処理能力 日量 30ｔ 日量 30ｔ 日量 20ｔ 日量 40t(max120t) 

原料 

(特殊肥料) 

家畜ふん（牛・豚） 

生ごみ（一般家庭・学校） 

もみ殻 

家畜ふん（牛・豚・鶏） 

もみ殻 

家畜ふん（牛・豚・鶏） 

生ごみ（一般家庭・学校） 

もみ殻 

原料（堆肥） 

 汚泥(流域下水) 

 動植物性残渣 

 木くず 
原料 

(普通肥料) 

汚泥（農集排・食品工業） 

もみ殻 

＊特殊肥料：鶏糞以外の家畜糞ともみ殻 

＊普通肥料：汚泥・生ごみ・もみ殻 

一次発酵 通気撹拌  14 日 通気撹拌  14 日 回転式撹拌 約 30 日 10 日間 

二次発酵 通気切返し 50 日 通気切返し 50 日 通気切返し 約 30 日 30 日間 

保管 建物内に製品貯留室 建物内に製品貯留室 建物内に製品置場   

出荷 フレコン・小袋 フレコン・小袋 フレコン・小袋 ダンプ搬送 

悪臭対策 
発酵槽・発酵室の二重構造で吸気してロックウール脱臭装置（別棟）に送風。米倉と

板山の建物は密閉的，加治川は解放構造，いずれも臭いは気にならなかった。 

建物内を負圧に 

（詳細不明） 

事業費 Ｈ24 年度決算(千円) Ｈ25 年度決算(千円) Ｈ26 年度予算(千円)  

 歳入 72,072  72,882  87,768   

 歳出 95,872  101,753  115,560   

収支 -23,800  -28,871  -27,792   

○今回は 1 泊 2 日の旅程で 3 か所の施設（表を参照）を見学し市の職員とパナソニックの技術

者から説明を受けたが，住民の意見を聴く時間はなかった。 

○新潟県新発田市は人口 10 万人，水稲作付 6300ha，畑作や家庭内菜園も多く，肥料の需要が

ある。また籾殻処分や 66 の農場で牛豚 2 万頭，鶏 76 万羽から出る畜ふん，学校(小中計 33

校)の給食調理残渣，米菓工場や酒造工場からの排出物など肥料の材料を確保できることから，

市が「食の循環によるまちづくり」として，有機資源センターを建設，運営している。 

○籾殻は吸水（空気混入）の為の「副資材」とされている。 

○公共下水の汚泥は，「重金属」（法定基準以下であっても）を含むので受け入れていない。 

○脱臭層が機能するまでに 2～3 週間必要。（交換した際は 2～3 週間は充分な脱臭ができない。） 

○発酵させるためには送風（酸素）が必要。良質な堆肥にするためには早めの発酵が有効，そ

のためには通気調整，通気システムのメンテナンス，気候に合わせた作業が必要。 

○ハエなど衛生害虫の発生は発酵熱があるので少ない，鼠には猫が有効とのこと。 

○消臭剤の自動散布，浸出液のばっき処理，臭気測定等各種の工夫がされていた。 

○悪臭に関する苦情は，Ｈ24・25 年度は各 10 件，26 年度は 8/18 までに 1 件。 



 

◆感想として 

○事業費は年間 3 千万円近い赤字であるが，給食調理残渣や農集排汚泥（乾燥場不要？）の処

理費用が掛からないこと，市内農業・畜産業の振興に資すること，市のイメージアップなど

考慮すると市全体としては充分に見合うもののように見える。 

○新発田市の施設には多額の資金が投入され，よく手入れされている。 

○悪臭は運用次第でかなり抑制できる。しかし，タナカ興業の新城工場の計画は，新発田市の

施設と比べて，日量処理にかなり無理がある。 

○見学した施設の状況からして，同社から示されている発酵工程では完熟は不可能と思われる 

○同社から示されている工場図面では詳細が分からず，見学した施設との比較ができない。 

○作業工程について同社から詳細が示されていないので，見学した施設との比較ができない。 

○ロッククール脱臭装置が性能を発揮するためには適切な風量調整やメンテナンスが必要であ

り，見学施設では注意を払っている。タナカ興業が同様に運用できるのか，製造会社である

パナソニック環境エンジニアリング社がどのように関与しているのかわからない。 

○上記各項目について，タナカ興業等に説明を求めて，見学施設等と比べ同社のこれまでの説

明の実効性を確かめる必要がある。仮にその実効性が確認できず虚偽の発言だったと判断さ

れる場合はその責任の追及が必要になる。 

 

*************** （以下）議員視察報告から引用 *************** 

一次発酵と脱臭装置 

米倉 タナカ興業
処理能力 日量　３０ｔ 日量　１２０ｔ

２系統　幅４m×２　延長７５m 　幅８m　延長１７．８mが４ライン
スクープ式攪拌機装備
エアレーション エアレーション
ロックウール脱臭 ロックウール脱臭(建築確認書から)

18.6×9.9＝184.14の８０％
184.14×０．８＝147.3
147.3×3.5＝515.5

５５０　㎥　(ロックウール) 515.5　㎥　(ロックウール)

発酵槽

脱臭装置

 

① 量処理比較 タナカ興業１２０ｔ、米倉は３０ｔの４倍である 

②  発酵槽 タナカ興業の総延長 １７．８×４＝７１．２ｍ 

米倉の３０ｔの７５ｍから１ｔ処理に.２．５ｍ／ｔ となり、タナカ興業に換算すると２．５×１２０＝３００ｍ 

となり, ７１．２÷３００＝２３．７%の発酵槽能力しか設定されていない。 

③ ロックウール脱臭装置 

米倉は３０ｔ／日量で５５０㎥のロックウール使用の脱臭装置となっており、タナカ興業の１２０ｔ／日量

に換算すると２，１９９㎥となり、机上計算値からして 515.5÷2,199=１８．３４%の能力と考えられる 

③  メンテナンス １０年間重大なメンテナンスは行っていないとの事。１ 日１回で１０分程度の循環水を

ロックウールへ潅水 

⑤ その他 ・担当の斎藤・桐生両氏の地道な努力が良質堆肥の具現化になっている。 

*************** （以上）議員視察報告から引用 *************** 

  



○新発田市視察資料を読んで（疑問） 

 

１．なぜ分別回収なのか？生ゴミ堆肥，汚泥は緑化剤及び培養土とする理由は？ 

公共下水の汚泥は使わない。タナカは混入。 

２．籾殻が大量に使用されている。タナカは木材チップで大丈夫か？  

３．加治川有機センターは，畜糞＋生ゴミ＋籾殻で，一次発酵 30 日，二次発酵 30 日，計約 2 ヶ月

に加えて保管がある。 

板山有機資源センターは，特殊肥料（畜ふん＋生ゴミ），普通肥料（汚泥＋籾殻）で，一次発酵 14

日，二次発酵 50 日で約 2 ヶ月。 

米倉有機資源センターでは，発酵に 14 日，保管に 50 日，約 2 ヶ月。 

タナカ興業の 2 週間は怪しい！ 

４．新発田市は毎年 2,000 万円以上の赤字。歳入は手数料が約 5000 万円，堆肥販売が 3700 万円等

計 8700 万円，歳出は 11 億 1500 万円。タナカ興業が収益を上げることができるのは何故？ 

５．施設，設備及び作業機械の計画的な更新はどの程度？ 

６．120 トン処理での屋内負圧化が可能か？ 

７．悪臭を逃がさない二重構造については？ 

８．製品の堆肥成分表が載せてあった。タナカ興業についてもこれを求めるべき。 

施肥量の目安も出ていた。これも出させるべき。 

９．ロックウール脱臭法の説明に「敷地面積が狭い条件に適する」「装置の適正規模確保により高性

能の脱臭が可能」とあるが，120 トンは，適正規模か？ 

RW 脱臭装置を使う堆肥化施設一覧（社団法人 地域環境資源センター）を調べてみると，す

べて公立の組織又はそれに類する公社など。民間でもあるのか調べる必要がある。 

No 県 名称 敷地面積 常勤 搬入量 製品量 吸水材 

1 宮城 豊里有機肥料センター  12,879 ㎡  2 名 20.0t 6.2t 籾殻 

2 群馬 長野原町資源ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 7,179 ㎡ 0 名 22.4t 9.8t おが粉 

3 千葉 かずさ有機センター 5,516 ㎡ 1 名 10.9t 10.0t 籾殻 

4 新潟 板山地区有機資源センター 5,615 ㎡  13.7t 7.5t 籾殻 

5 新潟 神林有紀資源ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 1,087 ㎡ 3 名 13.5t 6.0t 籾殻 

6 新潟 黒川堆肥センター 9,773 ㎡ 3 名 30.0t 15t 籾殻等 

7 新潟 朝日有機センター 6,000 ㎡ 1 名 6.3t 2.7t 籾殻 

8 長崎 諫早氏森山資源ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 5,400 ㎡ ４名 8.2t 1.1t 木ﾁｯﾌﾟ 

9 鹿児島 曽於市有機センター 19,975 ㎡ 10 名 50.0t 22.5t わら等 

 圧倒的に籾殻が使用されていて，木くず（廃材ではない）が使われているのは長崎のみ。 

しかも，すべて搬入量は 50t まで。 

パナソニックは本当に堆肥化の脱臭で 120t を保障できるのか。 

注．6 と 7 の「等」はおが粉。 

  



検討資料（H26.11） 

＜木くずに関する疑問＞ 

 

山本拓哉氏の手に入れたタナカ興業の豊橋市への処分実績報告書で「木くずの流れを」改めて見てみまし

た。 

木くずの処分の受け入れ 

木くずの処分をいくらで請け負ったのか。木くずは「建築廃材」であるのかどうなのか。 

豊橋市の担当の証言では，木くずは「産廃の建築廃材ではなく，枝や葉の類い」としている。 

自社で破砕後 

 「建築廃材」であるなら，破砕前に CCA 処理木材の分別を行っているのか。CCA 注入部分は試薬（クロム

アズロール S）を塗布することで青く発色する。分別すればそれだけ費用が必要となる。 

「処分によって生じた産業廃棄物（残さ）の処分状況」として処分先を中野町チップ（株）としています。  

中野チップには，販売したのか，それとも細破砕を委託しただけなのか。 

その後，この中野町チップ（株）から「廃棄物」として「木くず」を受け入れ，肥料の原料としています。  

中野チップから，「有償物」として本当に購入したのか，それとも廃棄物として処分を請け負ったのか。中野

町チップ（株）からの木くずは，「処分する廃棄物」として「引き取り発酵処分する」とある。 

汚泥，食物残さ，木くずの割合は，120t，100t，250t の割合というメモ書きがありました。 

木くずの割合が重量比で５３％。新城工場では２７％。 

東細谷の含水率は高く，新城工場の含水率が低いということか。 

すると東細谷は「枝や葉の類い」，新城工場は「建築廃材」が想定されるがどうか。 

新城工場への搬入元が同じであるならば，肥料原料の含水率６５％は嘘になる。 

（注．水分調整材は重量比ではなく，容積比で見る必要があるという指摘もある。）  

「建築廃材」であれば品質保証が心配になる。 

************************ 

 

①木くずの購入先と購入価格，購入実績を調べる必要があります。 

「木くずは浜松市西部，豊橋市，安城市のチップ工場が製造する資材です。」 

「木くずチップの搬入先は，浜松市西部，豊橋市，安城市のチップ工場等より搬入」 

 

④ 搬入する木くずの品質（１ｔ当たりの容積，含水率，なんの廃材か）など調べる必要があります。  

「木くずのストックは１００～１５０m3 位」と言っていますが，品質によって違いますが，標準的なもので０．１２ｔ/

ｍ3 程度だとすると１００～１５０m3 位×０．１２ｔ/ｍ3＝１２～１８ｔとなります。少なくないですか。従って，もっと

粗悪品である可能性があります。 

木くずの１日の使用量が４５ｔですから，すくなとも４５ｔをストックとすると（毎日４５ｔ購入するとして）すれば， 

ストックスペースがそのままとすれば，４５ｔ÷１００～１５０m3＝０．４～０．３ｔ/ｍ3 となり，だいぶ大きな塊が残っ

ている可能性が出てきます。 

標準的な木くずで４５ｔとすると，４５ｔ÷０．１２ｔ/ｍ3＝３７５m3 のストックスペースが必要となりますね。 

 


