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○歩こう大会にご参加ありがとうござ

いました

平成 30 年度区民歩こう大会が行われ，区民

98 名が参加しました。開会式に続きみんなでラジ

オ体操をした後，元気に吉祥山目指してスタート

しました。あいにくの曇り空で富士山は望めません

でしたが，約 30 名が頂上までのＣコースに挑戦し

ました。トップは少年 2 人組でタイムは 2 時間 12

分でした小学生女子のグループは元気いっぱいでした。参加者は公民館女性委員の

みなさんが用意した芋煮と汁粉に舌鼓八名小学校の運動会の入賞者の伝達表彰のの

ち，お待ちかねの福引き大会で大盛り上がりでした。

○「産廃問題」について

前回，お知らせしましたように，11 月 15 日「対応会議」の質疑応答の概要を

別添します。

8 月に市が文書による指導を行い，事業者から改善報告書の提出があったとの

ことですが，その内容は明らかではありません。3 月から 7 月にかけて臭気指

数が 5 回も基準値を超過した原因やその対策についての説明は無いままなの

で，悪臭発散が何時まで続くのか不安は解消されません。

八名区長会は，昨年度に続き 5.24，11.15 と市や市議会と「対応会議」等を

続けています。全体として見るべき進展につながっていませんが，私たちは地

域の環境を守り，また，地域の発展の障害とならないようにするため，継続し

て地域が連携して行動する必要があると考えています。

区役員会からのお知らせ（H30-No.14） H30.12.02, 一鍬田区

＜平成 30 年度第１６回区役員会（11/17(土)）の主な事項＞

・太陽光発電施設について ・「産廃問題」について（11/15「市の説明」等）

・油流出事故について ・一鍬田連絡会の開催予定について

・財産区ヒアリング，財産区基金の長期運用に関する説明について

・自治会貸地料，借地料，事業所協力費，役員報酬に関する事務手続きについて

・「区民アンケート」原案について ・区役員会からのお知らせについて

・その他（成人式案内，区役員公民館役員合同研修会）

・その他（財産区ヒアリングと財産区基金の長期運用に関する説明会について，市道（赤
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H30.11.30

===== 別添 ≪H30.11.154(木)，会議概要≫ 市役所４階会議室，19 時～21 時 ======

（出席者〉

山本市民環境部長，尾澤同副部長兼環境政策課長 他

丸山議長，厚生文教委員会：中西(長)，浅尾(副)，山崎，鈴木議員，及び山口議員

八名区長会（区長１0 名，副区長 8 名〉

（あいさつ〉

市民環境部長）区長会だけでなく議会からも出席頂いている。前回の対応会議以降の動き

について情報共有したい。

区長会長） このような会議を開催しなくても良い状態になって欲しいと願っている。

議長） 市民の気持ちに寄りそって解決の努力して行きたい

（資料説明）

環境政策課長から配布資料に基づき，(1)これまでの主な経過について，（2）これまで

の対応状況について，（3）今後の対応について説明があった。

☞ 資料は前回お知らせに添付

○これまでの主な経過について（抜粋）

平成 30 年 8 月 八名区長会が市と市議会に事業者指導の強化を求める要望書を提出

平成 30 年 9 月 市から事業者に対し，2 号基準超過に対する文書指導を実施

平成 30 年 10 月 事業者から市に改善報告書の提出

○これまでの対応状況について（抜粋）

・臭気指数測定値（ H30.11.15，市の説明資料から引用〉

測定日

気体排出口（２号基準〉 規制値は 25 敷地境界（１号基準〉

一次発酵槽用脱臭

棟

二次発酵槽用脱臭

棟（H29.11 増設〉

北 側 東 側

H30.1.15 定期 16 22 10 未満 10 未満

H30.3.13 定期 27 12 10 未満 10 未満

H30.3.20 臨時 26 - - -

H30.4.12 臨時 17 - 10 未満 14

H30.5.1 定期 30 10 未満 10 未満 10 未満

H30.5.10 臨時 17 - - -

H30.6.11 臨時 29 - 10 未満 15

H30.7.24 定期 27 - 10 未満 10 未満

H30.9.28 定期 10 未満 - 10 未満 10 未満

H30.11.1 定期 16 - 10 未満 10 未満

H30.11.12 臨時 20 - - -

備考)H30.5.10 には，特定悪臭物質（22 物体）の物質濃度測定を実施

備考)H30.7.24，市 ➾ 事業者 ｱﾝﾓﾆｱ検知管にて対策の有効性を確認するよう口頭指導

事業者から循環水の交換し，脱臭棟ﾛｯｸウールへの散水の頻度を増したと報告
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備考) 二次発酵槽用脱臭棟は 5～6 月に改修工事，7 月以降は微生物活性化の試運転中

・搬入搬出車両の洗浄を充分に行うよう伝えている。

○今後の対応

H30.5.24 に行われた「対応会議」の際に示された内容と同一

(質疑応答) 以下，質疑応答の概要を事項別にまとめた。

〈区〉区長・副区長， 〈市〉市民環境部長， 〈議〉議員

区） 9 月に行った文書指導は「産業廃棄物関連施設の運用の指導に関する条例」に基づくも

のか。また，同条例では事業者に検査を行わせ，その結果を公表できるとなっている。

市） 今回は悪臭防止法第 20 条に基づき報告を求めるもので，市の指導に関する取扱要領に

よるもの。悪臭防止法第 8 条第１項の改善勧告に至る前の段階での指導である。なお，指摘の

条例は「できる規定」である。

区） 1号基準でセーフなら良いというものではなく，2号基準・3号基準もクリアしなければいけな

いのではないか。物質濃度で判断できないか。

市） 「生活環境が損なわれている」との判断は 1 号基準を見ることになる。悪臭は物質濃度で

はなく臭気指数で規制している。

区） 「産廃紛争予防条例」の趣旨は，事業者が関係地域の住民に直接に説明するというもの，

市は事業者に対して必要な説明を行うよう要請しているとのことだが，「説明会」の見通しはない。

先ずは事業者が積極的に自主測定値や具体的な対策を情報公開するよう指導すべきだ。

市） 引き続き努力している。

区） 敷地境界・気体排気口とも臭気測定は風下で行って欲しい。北風の場合に風下である富

岡中部方向に悪臭が流れるので南側も測定すべき。また，夏の南東の風の場合は，悪臭が西

側企業方向に流れるので西側の測定もすべきだ。

市） 南側の敷地境界は低地にあるため測定場所として適していない，西側の企業には依頼が

あればいつでも測定に出向くと伝えてあり，立ち合いも行っているが，これまで測定の依頼はな

い。

区） （臭気規制において気体排気口（2 号基準）の規制値 25 は敷地境界（1 号基準）の規制

値である 18 を基準に算出しているという，ならば，）2 号基準で 30 が敷地境界で 10 未満に下

がっているのは疑問。悪臭は一様に希釈されるのではなく塊りで移動するといわれているので

敷地境界での試料採取に課題があるのでは。

市）北側，東側の測定は，いつも同一場所でなく臭気を補足すべく位置を変えている。苦情が

あった際には立会で採取したいと依頼しているが，最近は測定した実績はない。

区） 現在，3 号基準（排水）は測定していないが，屋根や敷地に堆積した汚染物質が排水され

る可能性があるので測定しなくてはいけないのではないか。
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市） 施設建物から外部への排水はないので測定していない。敷地に降った雨や湧水は直接

に川に流れるのではなく一旦，調整池に入る。

区） 車両を洗浄した水はどこへいくのか。

市） 洗浄水は，外部に出ないように回収されて発酵槽への散水に使われている。

区） 市への悪臭の苦情が延べ 446 件，今年度もこれまでに 101 件の苦情がある。市に連絡さ

れない苦情も多々あり「生活環境が損なわれている」と理解しているが，市は 1号基準が規制値

以下なので「生活環境が損なわれている」とは言えず悪臭防止法の改善勧告及び改善命令は

出せないと判断している，と区民に説明して良いか。

市） そのように説明して良い。

議） 区長に説明させるのではなく市が直接住民に説明するべきだ。住民の不安を取り除くため

にも市が主催して「住民説明会」を開くべきだ。

議） 事業所の付近を通る際に，悪臭を強く感じることがある。数値だけで判断すべきでない。

区）臭気指数数だけで判断すべきではないのでは，臭いのは事実。

市） 悪臭は感覚公害であり個人差がある。

区) 住民には，あの場所は産廃のために造ったものではないという思いがある。悪臭に厳しい

反応をするのは当然。市は住民のその思いを汲んだ対応も含めて考えるべき。市民環境部だ

けの対応では不十分だ。

区）法令では，市は必要な測定を行わなければならないが，事業者も維持管理のために測定を

しなければならない。事業者に測定するよう指導してほしい。すべて市の予算で測定するのはど

うかと思う。

市） 事業所が自主管理で測定することが理想です。

(以上)


