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H29.9.4 未定稿

○ 八名区長会，市議会厚生文教委員会と意見交換（概要）

8 月 17 日，八名区長会は市議会厚生文教委員会部会に出席して「産廃問題」について情

報意見交換の会を行いました。部会は，委員長が議長となり，区長会から事前に提出した

テーマを改めて説明し，それに対して委員一人一人が意見を述べた後，区長側が発言する

という形式で進められました。概要を報告します。

1． 先ず，産業廃棄物中間処理（下水汚泥の堆肥化）施設の操業場所として新城南部企業

団地

は適当ではないという認識，及び悪臭被害を無くすことが目標という理解を確認しまし

た。

2． また，現在の「産廃紛争予防条例」は地元に負担がかかり過ぎるという訴えを聞いて

頂き，

3． 「関係区長」から提出した悪臭規制の強化や今後の「産廃問題」対策について改めて

要望し

意見交換を行いました。

4． タナカ興業との話し合いも話題になりましたが，H26 年 4 月に議会（経済建設委員会）

がタ

ナカ興業社長から受けた説明の内容は不親切・不十分であり，議会（厚生文教委員会）

として，

再度，タナカ興業から操業状況や悪臭発散防止策について聞いて欲しいと要望しました。

今後も，議会に「産廃問題」の理解と解決への努力を求めて行きます。

○新城市議会厚生文教委員会部会（メモ） 平成 29 年 8 月 17 日（木） 10:30～

12:15

八名区長会は，「産廃問題」に関して，厚生文教委員会に情報・意見交換会を開催するよ

うに求めてきましたが，同委員会から「部会として意見交換の会を行いたい，また事前に

テーマを提出して欲しい。」と回答が有り，8 月 17 日(木)にその部会を開催しました。

概要は，上記のとおりです。また，今回，設定したテーマは市議会との意見交換である

こと念頭にしたものです。

なお，部会は会議録を作成しないとのことであり，以下の記録は主な発言を区長会側で

メモしたものです。

テーマ１） 新城南部企業団地への産廃処理施設進出に関する認識について

平成 26 年 3 月に新城市議会が愛知県知事あてに提出した意見書には「この土地を誘

致対象外の業種企業が競売により取得されたことは，甚だ遺憾なことと存じます。」と

記載されています。産業廃棄物中間処理（下水汚泥の堆肥化）施設の操業場所として新

城南部企業団地は適当ではないという基本的な認識を改めて確認したい。
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（委員） 全く同感。誘致目的に沿った企業が入るのが正しい。頂いた土地を生かすのが行

政。

（委員） 議会として工場に立ち入れない。来ている以上は今後どうするのかをすすめた

い。

（委員） （産廃施設の進出は）残念。認可され操業が開始されている状況では，「悪臭被

害を解

消する」のが第 1。

（委員長） 認識については委員５人とも同じだ。解決の道を探れないか，今日の意見交

換が役

立てばよい。

＜区長会長＞ 6 月定例会において，山崎議員は「産廃問題はどういう状態が解決か」と

質問し，市は「苦情のない状態が解決」と答弁していることも踏まえて，意見交換したい。

（委員） 苦情がないは難しい。人の心をくみ入れながらしっかり話し合っていく必要が

ある。

（委員） 脱臭装置など施設の適正な使用についての行政指導になるのか。

（委員） 悪臭での苦情は，タナカ興業操業前はＯ件，操業後後は２７７件。原状回復の

声は大切。

（委員） 悪臭は自分で嗅いで知っている。議会として施設内に入れる状態を作る事が必

要。

（委員） 新東名での騒音では慣れもある。臭いはそうは行かないが，全く苦情が出ない

は難し

い。気持ちの問題も大きい。物理的な発生源調査が必要。話し合える雰囲気を作る。ゼ

ロにな

らないまでも近隣に迷惑をかけない企業倫理を求めていく。

（委員長） 全員異論はない。後段もその通りで同感である。臭いは文化のバロメーター

だから

環境を守る上で重要だ。

＜区長会長＞ 全く苦情がない状態＝悪臭ゼロは難しいと思っておられるようにお聞きし

たが，

その前提では，住民に説明できない。（事業者と住民の）話し合いが無かったのはそれな

りの

理由がある。

テーマ２） 安心して暮らせるまちづくりについて

上記意見書には「市議会においては次世代を担う子供たちへ美しい郷土と安心して暮

らせるまちを責任もって創造していくことが責務と考えています。」と決意が書かれて

います。産廃施設による悪臭被害を解消することが安心して暮らせるまちづくりにつな

がることを共通理解としたい。
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（委員） 当事者同士では難しい，地元の負担が大きくなるのはわかる。市として結んで

いるも

のもある。市が直接対応することで地元の負担は減ると思う。直接地元が事業者に言え

ると

いうのがこの条例ではあるのだが…。

（委員） 地元が結ぶのに無理があると言う認識であれば条例改定の検討になる。

（委員） その通りだと思う。産廃問題は専門的だ。水俣では産廃対策部という所がある。

新城

（注：愛知県の誤り？）でも一時できたが機構改革でなくなった。情報は環境部が把握し

ている

のでお金と情報を持つ市がやるべきだ。タナカ興業が「協定はセレモニー」などと言っ

た

心がけでは不安。

（委員） （条例のしくみは）よかれと思っていたが，（今回の実情は）今日初めてわかっ

た。

（委員） 非常にわかる。しかし誓約書は法的には効力がないのではないか。

＜区長＞ 反対一本槍の強い声がある中で「協定」と言えば区長は立っておれない。中を

とる

のは難しい。太陽光では市が中に入ってやっている。

（委員長） 今後の進出に対して（の不安）は理解できる。チェックする必要がある。課

題として

いきたい。

テーマ３） 「産廃紛争予防条例」について

現行条例では，市長が関係地域を指定して，関係地域の行政区長等が事業者の説明会

を受入れ，紛争を未然に予防し，問題が生じれば自主的に解決に努める責務を負わされ

ています。また，事業者と「環境保全協定」を締結することも求められています。「協

定」は契約と解されますので違反があった際に協定の遵守を求めるのは当事者である行

政区長等となります。

この仕組みは，地元負担が大きすぎます。地元負担を減らすために「環境保全協定」

の規定を無くし「誓約書」に変えている例もありますので，新城市においも条例を再検

討すべきと実感します。

また，事業者の説明に対して意見書を提出できるのは関係住民だけであり，「紛争」

とは「関係住民と事業者との間で生ずる紛争をいう。」という定義も現実に対応してい

ません。

テーマ４） 周辺の悪臭の状況について

4/19～7 月まで，操業は容量で 4 分の 1 程度(＊)であり，工事のため下水汚泥の受入れ

を制限しているにも関わらず悪臭被害の訴えがあります。

工事終了後の 8 月からは下水汚泥の受入れが増大し，悪臭の発散はより激しくなるので

はないかと危惧します。悪臭被害が続くようであればどのようは対策が考えられますか。

(＊)現在量/発酵槽容量 一次：700 ㎥/2,540 ㎥ (28％)，二次：1,100 ㎥/4,739 ㎥ (23％)
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（テーマ 4 とテーマ５は，時間の都合上一括のテーマとした）

＜区長＞ 今迄，企業団地周辺を散歩していた人たちが，今はそこを避けて逆方向を散歩

して

いる。みんな我慢している。臭いの一言だ。

＜区長＞ 汚泥の搬入車両が富岡を通っている。通過後は悪臭が残る。今後増えるとどう

なる

のか心配。八名小も八名中もあり困る。それへの対応はどうできるのか。

＜区長＞ 住民から直接の苦情はまだない。現状では市へ苦情が出されている。本格操業

と

なったときは心配だ。

＜区長＞ 北山峠で臭う。企業誘致に支障が出るのではないか。

（委員） 通報が多いのであれば，長期的な調査員などを配置して情報収集する必要があ

る。

（委員） 臭っていることはわかっている。同じ思いだ。対応策を考えていきたい。

（委員） 再認識した。新城全体のあり方の問題だ。規制を掛けるためには調査を本格的

に行う必要がある。

（委員） 鈴木養鶏場など多数の悪臭の事例がある。規制の賭け方が難しい。フル稼働で

必要になる。車両の運搬についても調べたい。

（委員） 実際と合わないので今の調査方法を変える必要がある。

委員長） 悪臭の状況についてはわかっているつもりだ。

＜八束穂区長//傍聴人発言＞ 鈴木養鶏場については機会があるたびに話し合って改善を

お

願いしてきている。１５年経ったがなかなか臭いはなくならない。タナカと話し合うの

は認めた

事になるかもしれないが話し合わなければ拉致があかない。

（委員長） 規制は大切だと考えているが，法律との整合性があり，法律を超えて市が定

める場

合には正当な理由とデータが必要。教育環境を守る点でもよくわかる。 事実を重視して

テーマ５） 悪臭規制について

産廃紛争予防条例に準じて指名された関係区（「対策会議」委員選出行政区：富岡

中部・黒田・一鍬田・東清水野）の区長が連名で，平成 27 年 7 月 28 日に市長宛に「悪

臭規制の改正について（要望）」を提出しました。本要望の趣旨は「市内学校周辺１

Km の範囲を第 1 種地域（臭気指数 12）」とすることです。さらに平成 28 年 2 月 15 日

には市議会議長あてに「悪臭規制の改正に関する陳情書」を提出し，3 月定例会におい

て趣旨採択していただきました。 次世代を担う子供たちが学ぶ学校の環境を良好に

保つためにも，市が「悪臭防止法に基づく規制」の改正に向けて行動を加速し，一日

でも早い改正が実現するように御協力をお願いします。
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取り

組んで行きたい。

（委員） （臭気規制の要望は）全域なのか一部なのか。

＜区長＞ 八名ではみんな農業をやっている。（即時）一律規制を心配する声もある。

＜区長会長＞ 市全域で考えるとしたのは市長であり，関係 4 区長は，学校周辺 1Km の範

囲を

第 1 種とするように求めた。当初要望の線で「趣旨採択」していただいたと理解してい

る。

＜区長＞ タナカは工場長が一回来ただけだ。

＜区長＞ タナカの評価は低い。どんな企業なのかも調べて欲しい。市議会との話し合い

だけ

でなく八名区長会とも会わせていただきたい。タナカで働く労働者の労働環境の面から

も調

べて欲しい。

（委員） 会わせてくれでよいのか。会って何を話すのかを詳しく詰めてもらう必要があ

る。

（委員） タナカ興業との話し合い事については同じ認識だ。

（委員） タナカ興業はブラックボックスなところがある。皆さんと一緒にやっていきた

い。

（委員） どうやったら話ができるのか。どこから突破するのか。機会を作りたいという

が相手が

受けてくれるのか。

（委員） 話し合いでは，一歩近づくためには一歩引くことが出てこないと状況は変わら

ない。

出て行けという気持ちはわかるが。臭気を出さない具体的な対策を話し合うのであれば，

タ

ナカ興業は出てくるのではないか。

＜区長会長＞ 話し合いができなかった原因は住民側にあるのではない。話し合いには八

名

地区以外も含めて環境が整うことが必要。悪臭について譲歩するような話しを住民が受

け

入れるのは難しい。直接話し合うかどうかの議論は１１月以降として欲しいが，厚生文

テーマ６） (有)タナカ興業社長から状況等の聴取について

経済建設委員会は H26.4.17 にタナカ興業の社長を招き，説明を聞いています。その

後．県による審査と許可を受けて操業を開始したところ，周辺住民や企業から悪臭に

関する訴えが出ています。この問題の担当委員会として，当時の説明を検証し，その

後の状況を踏まえて，改めて(有)タナカ興業社長からの状況や対策を聞いて頂きたい。
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教委員

会でタナカ興業が説明すれば，その内容は判断材料になる。

（委員） まだまだやれることはたくさんある。土地計画での規制もある。事業者との話

し合い

のテーブルがあるというのが「安心」への力となる。今日の話し合いをもとに取り組み

を進め

たい。

（委員長） 一生懸命努力して解決の糸口を見つけるために，皆で協力して努力して行き

たい。

以上


