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覧

平成 28 年 3 月 17 日 一鍬田区役員会・特別委

＜陳情 2 件について＞
下記 2 件について，市議会 3 月定例会において議長から経済建設委員会に付託され，3
月 11 日(金)に開かれた同委員会で審議されました。審議に先立って提出者（関係区長）が委
員会に呼ばれて陳述を行いました。
・「愛知県環境部による住民説明の実施について （要望）」
H27.12.10 に関係区長から市長と議長に要望書を提出（ H27.12.18 区内回覧）
・「悪臭規制の改正に関する陳情書」
H28.2.15 に関係区長から議長に提出（ H28.2.15 区内回覧）

陳述では区 長から，タナカ興業 の申 請 に対する許 可（最終 申 請）の内 容や監 督 指導につい
て，県環境部から住 民に直 接説 明をして不安を払 拭していただきたいこと，悪臭規 制について
は，学校周辺１km を第 1 種地域にするように市長に要望したところ，市長から規制は全市的
に考えたいと回 答を頂いているので，早 期実 現を目 指して議 会に協力をお願 いしたいことを改
めて申し述べました。
委員会審議の結果は，前者は「採択」となり，議会から県に文書提出が予定されます。
悪臭規制については，7/8 の要望の内容と，7/31 の市長の回答(全市一律規制）と，10/8 の
地域意見交換会での回答（全市における検討）が異なることもあり，何を求めるのかとの質問が
ありました。具体策が特定されないなかで方向性を示すものとして「 趣旨採択」となった模様で
す。
この委員会決定は，3 月 18 日の本会議に報告されます。
＜愛知県 新城設楽振興事務 所 環境保全課との 会議について＞
許可後，特別委員会は，愛知県に「技術的懸念に関する審査資料」と「脱臭システム
に関する技術情報」について情報公開を求めたところ，1 月 16 日に資料（約 700 ペー
ジ）が届きました。概略は 1/23 討論会資料，2/18 の区内回覧でお知らせしましたが，
資料そのものは，山本拓哉氏がブログに掲載されたものと同一で す。
区内に回覧した資料等を基に，愛知県資源循環推進課に面会を求めましたが，
“ダイ
コ ー問 題” に忙殺 され てい ると のこと で， 代わ って新 城事 務所 の環 境保全 課と 会議 を
持ちました。
（会議メモを次ページ以降に記載）
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○新城設楽振興事務所環境保全課 との会議メモ
日

時

平成 28 年 2 月 15 日(月) 15:30～16:50

場

所

新城設楽総合庁舎会議室

出席者

青木新城設楽振興事務所長，小澤環境保全課長，尾崎課長補佐，堀尾主査，

浅見富岡中部副区長，前沢富岡東部副区長，中西一鍬田区長，小林一鍬田副区長，
伊藤黒田区長，森下黒田副区長，峰野県議
（会議メモ）
最初に，区側から「これまで進出反対の立場で，県に厳正かつ慎重な審査をお願いし
てきた。許可となったが，今後は問題が発生しないためにも，審査結果が確実に守られ
るように厳格な監督・指導をお願いしたい。仮に 問題が発生すれば，申請内容が守られ
ているのか，許可(=申請)内容に問題があったのか。審査の基準に問題があ るのか，そ
れが分かるようにする必要が ある。」と，資料を基に個別の例を引いて具体的なチェッ
クポイントを提起して質疑・要望した。
【問】処理能力がｔ(重量)から㎥(容積)に変わった。搬入量をどのように計量するのか。
例えば，比重測定の方法や頻度，記録の方法は。小規模な茶業組合でも、持ち込みの
都度サンプルを取って評価しているが 。
→ マニフェストは重量表示もある。重量は容積に換算することができる。
【問】処理フローには「食品残渣」と記載されているが，許可には「動植物性残渣」と
ある。
「動植物性残渣」は特定の事業活動に伴うものとされ，具体例として『食料品・
医薬品・香料製造業から生じるカス，魚・獣のあらなど』が挙げられている。コンビ
ニ等商業から出る廃棄食品は「動植物性残渣」ではないと理解して良いか。
→ 特定の業種以外から排出された廃棄物は一般廃棄物である。
○処理能力は 127 ㎥/日と定められ，混合割合については，汚泥と動植物性残渣の割合
が県の 修正 等指 示によ り申 請当 初か ら半減 して いる 。この 処理 量と 混合 割合 を 守 る
ように指導してほしい。
【問】処理量は一定期間の平均値で判断するものでは無いと思うがどうか。
（処理前保
管量が 決め られ ている ので 汚泥 と動 植物性 残渣 につ いては ）日 量の 処理 能力を 超 え
て搬入してはならないと思うが，どのように確認するのか。
→ 発酵施設で４５日間発酵することとして日処理能力を算定している。実際の処理量
は，発酵状況に応じて変わる。
→ 処理量はマニフェスト等により確認する。
【問】発酵期間は一次発酵 20 日間とされているが，そのカウントは一発酵槽に投入
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を開始して 10 日目から開始するとしてい る。このカウントが正しく行われたかど
うか，どのように証明するのか。
→ 業務日誌等により確認する。
【問】 許可 の内容 が守 られ てい るか ，チェ ック するた めに 業務 日誌 の様 式や記 載方 法
につい て工 夫し て，あ らか じめ 事業 者に指 導す るこ とが必 要で はな いか 。現場 で 工
夫することが大切。
問題 が起 こっ たと き何 が問 題だ った のか 解明 する ため には 何を どの よう にチ ェッ ク
したかが分からなくてはいけない。チェックリストをあらかじめ公表することは，問
題の発生を抑える効果があると思うがどうか。
→ 抜き打ち検査であり、あらかじめ検査日や検査 内容を公表していない。
【問】売却できないものは廃棄物として最終処分場で処理する。」としているが，新城
工場に は保 管場 所がな い。 品質 基準 を満た した 後， 売却で きな いと の判 断はど の よ
うになされるのか。
→ 品質基準を満たした物を売却するか、売却せず廃棄物として処分するのかは、事業
者が判断する。
【問】
「二次発酵の３槽目が半分まで詰まったら受入れを中断する」としている。品質
基準を 満た さな いもの を持 ち出 すこ とは許 され ない と理解 する が， 満た したも の は
売れなくても他に移して保管することは可能なのか。
→ 品質基準を満たしたものを、製品として搬出し保管することは問題ない。
○事業者は，木くずについて，新城市に対しては「有価物」と回答し，県には「産廃の
みを使用します。」と回答していた。指摘を受けて「有価物がない時は産廃を受け入
れる」 と修 正し ている 。ヒ 素の 混入 は木く ずと 思わ れるが ，大 丈夫 なの か心配 で あ
る。
○建屋 の負 圧性に つい ては 、第 ３種 換気と され ている ので ，脱 臭装 置が 定めら れた 数
値で運 転さ れて いるこ とが 必要 。排 気の出 力を 落と したり ，建 屋に 流入 する開 口 部
の管理 が適 切で なけれ ばな らな い。 管理の 方法 を明 確にし て， 実際 にど のよう に 管
理されていたか記録させるようにしてほしい。
【問】木材は簡単には発酵しない。畑に入れて問題がでるのでは。
（「品質管理基準」で
は，形状について“現物の形状を留める(×)”でも，色，臭気どちらかが○であれ
ば出荷できることになっている。）
→ 農家は、作物や畑の土壌等を考慮した上で、肥料を選択し購入していると考えてい
る。
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【問】 操業 が開始 され て問 題が 発生 した際 に、 区民が 苦情 や情 報を 環境 保全課 に伝 え
るための電話番号などを教えて欲しい。
→ 悪臭・騒音・振動について の苦情は、新城市環境課

0536-23-7677

→ 東三河総局新城設楽振興事務所環境保全課の電話番号は、0536-23-2117（ダイ
ヤルイン）である。
○「特 定の 事業所 だけ を特 別扱 いを するこ とは できな い」 とし つつ も「 しっか りと 見
させていただく」と答えていただいた。
○地元 のタ ナカ興 業に 対す る不 安は 大きい 。区 長は区 民の 声を バッ クに してい るが 、
その行 動は 区民 以外か らも 注目 され ている 。今 日の 会議も メモ を公 表す るので 了 解
をお願いしたい。
○最後に，県議が県事務所に対し，稲沢市のダイコー (株)の例を挙げて「少ない人数で
多くの 事業 所を 見るに は工 夫が 必要 ，チェ ック 体制 が整え られ るか ，事 前に防 ぐ シ
ステム を組 み立 てるこ とが 求め られ る。直 近の 事例 として この 事業 所を どのよ う に
チェッ クす るか を考え て全 体の 参考 事例と する こと が必要 では ない か。 」と発 言 し
て結びました。
○ 搬入・搬出の経路について，今回の審査には含まれていないので課題として残

っている。（排出事業所，運搬業者の監督・指導。）
【備考 】敬 語等を 省略 して 表記 した （内容 は東 三河総 局新 城設 楽振 興事 務所 環 境保 全
課に確認済 H28.3.4）。

＜感想（未定稿）＞ 新城設楽振興事務所環境保全課とは，初めての協議ということもあ
り，個別の事項について確答は少なかった。ま た，検査は標準的な内容を想定して いて
も、個別の許可要件 や「 品質管理基準 」を念頭にしたチェックリスト の作成 （「ロット管
理」等）までは念頭に無かったと感じた。しかし， 当方の意見を聞いていただき，「特定
の事業所だけを特別扱いをすることはできない」としつつも「しっかりと見させていただ
く」と答えていただいた。 当面は， 「ダイコー」のような事例を繰り返 すことがないよう
に「適切な指導」を求めたいと考えます

4

