
平成 24年度 第１回 伊賀市都市計画審議会 

 

１ 開催日   平成 24年 10月 30日（火） 

２ 開催時刻 10時 00分 

３ 閉会時刻 11時 15分 

４ 開催場所 ゆめぽりすセンター ２階 大会議室 

５ 議  事 第 24－1号議案 産業廃棄物処理施設の敷地の位置について 

 

６ 出席委員（14名） 

  森委員、木津委員、柘植委員、浅野委員、靎﨑委員、西澤委員、本城委員、中岡委員、

田村委員、石山委員、大塚委員、松森委員、舘委員、山本委員 

７ 欠席委員（４名） 

  浦山委員、森下委員、稲増委員、吉川委員 

８ 幹事 

  総務部長、企画財政部長、建設部長、産業振興部長、都市計画課長、水瀧主幹（人権

生活環境部長代理）、山本主査（環境政策課代理） 

９ 事務局 

  葛原主幹、松尾係長、中林主任、山本 

-----------------------------10時 00分開会---------------------------------- 

事務局）開会 

 

建設部長）挨拶 

 

事務局）委員紹介 

 

事務局）会長選任 

    一委員からの指名推薦の発言の後、全員の承認により木津委員を会長に再任。 

会長）会長の職務代理者の選任及び、議案に対する三親等以内の者の有無の確認。 

   会長からの指名により職務代理者は浦山委員を選任。 

会長）傍聴人の有無及び人数の確認 

   傍聴人はなし 

＜議事＞ 

２４－１号議案 産業廃棄物処理施設の敷地の位置について 

事務局からパワーポイントを用いて説明 

会長）事務局から説明がありましたので、質問、ご意見のある方は挙手してから発言をし

てください。 



委員）一日の処理能力なのですが 1時間 100ｔ、1日 800ｔとの説明を受けましたが、搬入、

搬出のダンプカーの出入りが 10ｔトラック５台程度で 50ｔということですが、30分動かす

だけですか。当面の話ですが、仮にキャパいっぱいの 800ｔで稼動するとすればこのような

車輌の数字にはならなくて、単純計算で予想の 16 倍の 80 台程度の車輌が出入りするよう

な施設をここに設置されるということですが、この点どうですか、どのようなところから

度の程度がれきを持ってくるのかということをわかる範囲で説明してください。 

事務局）当該破砕施設で取り扱う産業廃棄物は当面 50ｔ程度を想定しているという報告は

受けています。また、産業廃棄物のがれき類・ガラス陶磁器くずだけでなく、ヤマゼンさ

んの管理型最終処分場を今第 3 期拡張工事なのですが、拡張工事に発生する掘削岩も破砕

処理をし、リサイクル利用する予定でして、掘削岩としての発生は 1 日あたり 300ｔから

500ｔの発生を見込んでいるということです。それで全体として１日 350 から 550ｔの廃棄

物や岩石をこの破砕施設で処理する計算となっており、時間当たり少し余裕を見て 80から

90ｔ程度の能力が必要になるということでございます。ですので、時間 80から 90ｔの処理

が可能な必要最小限の破砕機を導入する予定です。 

委員）構内の掘削岩ということですか？施設を拡張するための掘削岩が 300ｔばかり見込ま

れるということですか？ 

事務局）はい、発生を見込んでいるということです。 

委員）だから、それが終わればもう終わりということですね？そこから先の話になってき

ますが、そのためにこのような大きな処理能力の高い破砕機を導入するのですか？ 

事務局）はい、その処理も見込んだ処理能力の破砕機を導入するという計画です。 

委員）そうですか。300ｔというのは一時的に出るだけですね？ということですよね？ 

事務局）はい、そういうことになりますね。 

委員）そうですか。分かりました。 

会長）その他にご質問はありますか？ 

委員）公害に関する質問ですけども、騒音とか大気汚染は問題ないという説明ですが、排

水についてですが、この作業は屋内でされるのですか？屋外なのですか？屋根があるのか

ないかということですね。 

事務局）屋外の作業になります。 

委員）となると、雨が降ったら水が当然流れます。それは、最終的に地域の排水路に流れ

るということですね。流末は一般の地域に流れていくことになると思います。その際の公

害ですね、これらの廃材に含んでいるいろんな成分が一般の作物に及ぼす影響に問題はな

いのですか。 

事務局）施設全体の排水計画といたしましては、まず廃棄物に触れない無水排水と廃棄物

に触れた水の浸出水の 2 つに分けられますが、今回は廃棄物に触れますので浸出水の扱い

になります。浸出水につきましては、廃掃法で許可されている水処理施設で処理を行う必

要がございます。行っていく計画でございます。処理水につきましては、地元と締結しま



した環境保全協定に基づく水質基準にまで浄化してから一級河川予野川へ放流する計画と

なっております。また、水質検査をヤマゼンさんで月 1 回実施しておりまして、検査結果

は地元の自治会・伊賀市・三重県・木津川ダム総合管理事務所、漁協へ送付しております

ので、排水に関する監視体制は敷かれているものと判断しております。 

委員）分かりました。それは今の説明ではそういった説明が触れられなかったので質問し

たのですが、それが確実に履行され、チェックもしていくということはしっかりやってい

かないといけないと思ってます。よろしくお願いします。 

会長）その他に質問はありますか？ 

委員）3点お聞きします。まず、既存の中間処理施設で処理しているものは一体何なのかと

いうこと、今度、ガラス・コンクリートがらの破砕は新たな処理内容だと思うので、既存

では何を処理しているのかという点が１つと、既存施設を作った時に、既に位置決定とい

うのはこのエリアでされていると思うのですが、新にガラス・コンクリート殻の処理施設

を持ってくるということで、また別の位置決定が必要になってくるのかという点と、もう

一点は妥当性の判断は 8 項目にわたってされましたけど、施設が完了した後のチェック体

制はどのようにされていくのかと、この 3つの点についてお聞きしたいと思います。 

会長）中間処理対象物は具体的にどのような物か、現在処理されている産業廃棄物等は何

があるのか、チェック体制の具体的な内容を聞きたいという質問ですが。 

事務局）既存の施設の中間処理ですが、現在されておりますのは多いのは割合的に汚泥で、

その次が廃プラスチック類、3番目が燃え殻となっております。割合としましては、産業廃

棄物のうち約 98％が中間処理で、最終処分は約 2％となっております。コンクリート殻に

つきましては、現在最終処分は行っておりますが、中間処理としてリサイクルを行うのが

今回初めてですので、その申請を行うにあたって先立っての建築基準法の申請という形で

ございます。 

都市計画上の位置決定につきましては、最終処分場としての位置決定はしておりません。 

最終処分場の位置決定については、都市計画法上は必要ないのでしておりません。ただ、

その中にある施設の一部は、以前、一般廃棄物ということで 51条の位置決定は受けていま

す。そして今回、新に産業廃棄物を破砕するということで処理能力 5ｔ以上の処理能力があ

るので、今回は産業廃棄物の処理施設としての位置の決定を今ご審議していただいている

ところでございます。 

委員）ということは、既存の汚泥やプラスチック諸々は一般廃棄物の扱いになるのですか？ 

事務局）産業廃棄物です。 

委員）産業廃棄物ですよね？ということは、既存の建物が建てられた当初は、そのあり方

については都市計画法上の位置決定はされているのですよね？ 

事務局）その施設についてはしています。 

委員）今回、新なガラスの破砕をするにあたって、それは別途新たな位置付けで位置決定

するということですか？ 



事務局）そうです。今ある施設内ですけども、その施設自体は新規という位置付けになり

ますので、新に位置決定が必要ということです。 

委員）分かりました。 

事務局）チェック体制ですけども、地元の地区が定期的に年 4 回入りますので地元のチェ

ック体制と、行政のほうも花垣地区のほうで環境協議会を持っていますので、その中でチ

ェックをしております。 

委員）それは、行政として例えば、騒音の問題などを行政チェックはしないのですか。 

幹事）失礼します。産業廃棄物の処理施設については、県が許可権限を持っている関係も

ありまして、随時、立ち入り調査は県が行っています。 

委員）ということは、8項目で妥当性の判断しますけど、この都市計画審議会で妥当性、そ

のあと、三重県の都市計画審議会のほうで決定しますが、それ以降の厳密なチェック体制

は三重県ということですか。 

幹事）三重県のほうですることになります。 

会長）その他ご質問はどうですか？ 

委員）先ほどの皆さんの質問に関連してですけれども、産業廃棄物であるということから、

三重県が震災がれきというか震災で出たものを県で受け入れていこうということになって

いますけれども、産業廃棄物であれば震災がれきは持ち込まないということになります

か？どうですか？ 

事務局）まず事業所としてヤマゼンさんとして震災がれきについて受け入れの意志は全く

ないということが 1 点と、発生した恐れのあるエリアから持ち込む廃棄物・がれきについ

ても受け入れをしないということでございます。これは技術的にはといいますと、受け入

れ廃棄物について受け入れ前に事業所さんの搬入管理責任者による承諾を必要とする受注

形態を採用しておりますので、まず営業担当者が現地確認を行いまして、廃棄物の発生過

程等についてヒアリングするとともに、サンプル、現物を持ち帰って搬入管理責任者に受

注しても良いかを確認するということでございます。管理者による承諾があった場合にの

み、見積を提出し契約締結に進むという手続きでございます。 

また、持ち込む際につきましては、廃棄物を随時、空間線量の測定を行いながら受け入

れを行っていくということでございます。 

委員）久慈市からの持込みは木くずと聞いておりますけど、コンクリートやガラスとかそ

ういう物は持ち込みは無いと思うんですけども、もしくぐり抜けて処理された場合、農産

物に対する風評被害というものが非常に生産者にとっては怖い。安全で安心な物を作ろう

と努力しても、もしそのようなことがあった場合は、大変な影響が大きいということが考

えられますので、特にこの周辺は国営青蓮寺のパイロット事業がなされて農産物の生産地

が広がっているということもございまして、その辺のチェック体制を強化していただきた

い。農業を預かっている私としましては一つお願いをしておきたいと思います。以上です。 

会長）その他ご意見・ご質問はございますか？ 



委員）８項目の説明の中で、騒音・振動については「県の環境基準値以下」という表現さ

れていて、粉塵については「極力抑える」という表現されていますけど、粉塵は基準値と

いうのはあるのか無いのか。 

事務局）粉塵について基準値は設けられておりません。 

委員）設けられていないから、「極力抑える」という説明でございますか？騒音・振動・対

極線については環境基準が当然ありますよね。基準値がないもので極力抑えますという表

現ですか？ 

事務局）数字がないものでそのような表現でさせていただいたところです。 

委員）分かりました。 

会長）粉塵の数値的規定は無いということですか？ 

事務局）はい。 

委員）先ほどの関連の話ですけども、持ち込みがれきの放射線量云々という話ありました

よね？決して持ち込まないということですが、それは文書で残されていることですか？口

頭で聞かれただけのことでしょうか？約束事のような証明できるようなものがきちんとあ

るのか無いのか？ 

事務局）現状では、口頭で説明を受けているだけでございます。 

委員）そうですか。随分あやふやな感じになってきますので、その辺りもチェック機能を

どのように働かせていくのか今後の大きな課題になってくると思います。ちょっと曖昧な

ところがありますね。 

委員）震災がれきというのは、一般廃棄物に該当しますので今回は産業廃棄物の処理施設

ですので、もし入れれば違法になりますのでそこが大きなチェックになると思います。 

委員）震災がれきは、議員が今日 3 人出席しておりますけども、伊賀市長ががれきのほう

は住民の同意が無い場合は受け入れないと話してくれておりますので間違いないと、また、

がれきのコンクリート殻は震災の地元の現地で処理して堤防などで使って植栽の床材とい

うのですか、そういうとことで使っているというのは私見せてもらっているので間違いな

いと思います。それと、先ほど委員さんが一番最初に話した 5 台入って 5 台出ると、それ

で説明では 350ｔから 550ｔぐらい一日に岩を破砕するということですけど、550ｔで一日

破砕するとどんどん溜まってくると思うのですが、溜まった製品は仮に出すのに 500ｔ出し

たら 50台ほど出て行くと、積むのに 50台の空のダンプが入ってきて 50台積んで出て行く

と、そこらの説明をもう少ししていただけますか？ 

事務局）確認しますのでお時間いただきたいと思います。  

会長）これは中間処理ということですね？砕いて粗い塊を持ってきて、砕いて微粉化した

ようなものをまた再使用できるようにどこかへ持っていくということなのですか？ 

事務局）そういうことです。 

会長）そうすると、その出し入れの車も入ってくるんじゃないかというご質問ですか？ 

委員）そうです。 



事務局）失礼致します。先ほどご説明申し上げた掘削岩につきましてですけども、掘削岩

がリサイクルに廻るのはごく一部ということでございまして、掘削岩につきましては最終

処分場のほうに埋め立てに入るという形になりまして、当面はリサイクルに廻る部分で 5

台程度の計画でございます。 

委員）今の説明では掘削岩は最終処分場に行くと、そうすると一日に 300ｔ、500ｔ、立米

数でいうと 300立米ですね、最終処分場の敷地がもう満杯に近いということで、第 3次か 4

次か僕は知りませんけど県の許可を得て最終処分場を作る穴を掘っていると、掘ったとこ

ろへまた戻したら穴を掘っている意味が無いように思うのだけど、やはり、岩はこの敷地

で位置決定するのだからここで結構ですよと決めていただいたら、せめてリサイクルにど

んどん使っていただいたら非常に経済効果も上がり岩の有効利用と思うのだけど、砕いた

ものをまた処分場に持っていくというのなら穴を掘っている意味が無いように、ならして

いるようにしか考えられないのだけど、それで良いのですか？もう一度教えていただけま

すか？ 

事務局）岩についてもですね、リサイクル出来るものについては需要の範囲でということ

になりますが最大限リサイクルをして、需要の無かったものについては最終処分場のほう

に入れるということになろうかと思います。 

会長）大体持ってくるのはどういうものかというと、ビルを壊した後の解体がれき・ガラ

スと、あるいは道路を再舗装するときの掘り出したがれきを持ってくるとかそういう類の

ものですか？ 

事務局）そうです。 

会長）材木は入らないわけですか？ 

事務局）材木は入らないです。 

会長）コンクリート舗装用のセメント類あるいはガラスとか、そういう類のものですか。 

事務局）そうです。 

会長）先ほどから懸念の声が出ている東北の大震災の放射能の心配があるものについては、

今のところヤマゼンさんは持ち込まないと口頭では言っているということですね？ 

事務局）はい。 

会長）三重県の知事は受け入れの方向で手を挙げていて、内保市長は市民の声をバックに

市民がＯＫしない限り受け入れる予定は無いということですが、しかし、今回の決定は県

が決定するということであれば、それはまた別ですか？とにかく、震災の放射能がらみの

ものが入ってくる場合には、相当きちんとした科学的データに基づいて安全だということ

を、もう一度この場なり、一般市民なり、議会なりで詳細に説明してもらう必要はありま

すね。県がＯＫしたからここでやるのだと、そういう抜け道的なことをしないようにする

必要があると思いますが、その辺は弁解はありますか？ 

事務局）今回の事業につきましてはですね、震災がれきについては受け入れの意志が無い

ということでございまして、もし受け入れるということになっても伊賀市が受け入れない



という意向である限りこの事業所は受け入れないというように考えております。 

会長）県に押し切られるという心配はしなくていいのですね？ 

事務局）はい、私どもはそう考えております。 

会長）それからもう一つ粉塵の件ですが、集塵性のいい機械で行うというご説明でしたけ

ど、ほかの地でその集塵機を使ってしているところの実績、全く粉塵による問題被害が出

ていないのか、あるいは粉塵が出ているとすればどの程度の粉塵が出ているのか調べてお

いてもらったほうがいいと思います。 

事務局）確認いたします。 

会長）心配いりませんという言葉だけではお粗末ですよ。 

事務局）少し規模の大きい 2000ｔの処理能力の同類の機器でも特に粉塵に対する公害等の

発生は無いという実績を確認した上での導入ということでございます。 

会長）そうすると機械としては、ガンガンと壊す機械の周りは外へ粉塵が出ないように包

み込んであるのですか？ 

事務局）機械自体が一応ヤードで仕切られているという形を取るということでございます。 

会長）機械が板で覆われていると、ヤードとは何ですか？ 

事務局）囲われている施設です。 

会長）その中でやっていると。囲われているところでやると。その囲われている中では作

業中には粉塵が充満するけど集塵して何らかの処理をして液なら液の中に入れて埋めてし

まうというようなことをやるわけですか？粉塵の始末をどうしているのかということです。 

事務局）集塵機を使いますので、フィルター等で集塵してそれを廃棄するという形だと思

います。 

会長）粉塵を使う中で、きちんと建屋の中で始末できる装置にしてあるから心配要りませ

んと、そのチェックもきちんとしていますと、チェックというのはどのぐらいの粉塵が飛

び出しているというようなことをチェックしていますと、目視やフィーリングチェックで

は駄目ですよ。ちゃんと計測をしていないといけないと思います。 

それでは先ほどの放射能云々の心配の件については、行政のほうでしっかりチェックを

する。許可するかどうかというのはきちんとやりますからご心配なくということ。 

それから粉塵の被害についても、機械なり工場の粉塵対策、塵を集めてどう始末するの

かということをきちんと計画段階で確認をしておくこと。 

それから実際の工場が作動した後の粉塵の出方について、時々は目で見て粉塵がたって

いるといういい加減な検査でではなく機械的な物理的な検査をやるということで、粉塵の

問題はありませんとしていただくということをお願いします。 

会長）その他ご意見ご質問ございませんか？ 

会長）それと、トラックで持ってくるときに粉塵を撒き散らしながら走ってくるというこ

とがないように、その辺をしっかりやってください。 

会長）その他ご意見ご質問等ございませんか。よろしいでしょうか？ 



会長）それでは只今いくつか条件を付けましたけど、条件を押さえた上で賛成ということ

でよろしいでしょうか？ 

委員）はい。 

会長）ありがとうございます。それでは、そのように処理をしていただきます。その他ご

ざいませんか？事務局のほうからご報告なりありましたらお願いします。 

事務局）本日その他の項はございません。 

会長）それでは、出来るだけ早く本日の審議会の議事録を発行して委員の皆さん方にも配

布をするようにお願いいたします。 

それでは以上で本日の審議会を終了いたします。ありがとうございました。 

事務局）それではこれを持ちまして平成 24年度第 1回伊賀市都市計画審議会を閉会させて

いただきます。長時間にわたりご審議いただきまして誠にありがとうございました。 

 

-----------------------------------11時 15分閉会------------------------------------- 


