
平成 24年度 第２回 伊賀市都市計画審議会 

 

１ 開催日   平成 25年３月 11日（月） 

２ 開催時刻 14時 00分 

３ 閉会時刻 15時 40分 

４ 開催場所 阿山保健福祉センター ホール 

５ 議  事 第 24－２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（15名） 

  浦山委員、森委員、木津委員、柘植委員、浅野委員、森下委員、靎﨑委員、本城委員、

中岡委員、田村委員、石山委員、松森委員、吉川委員、舘委員、山本委員 

７ 欠席委員（３名） 

  西澤委員、稲増委員、大塚委員 

８ 幹事 

  副市長、総務部長、企画財政部長、建設部長、建設部次長、都市計画課長、環境政策

課長（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事業者 

  白鳳アーキテック 北森 

-----------------------------14時 00分開会---------------------------------- 

事務局）開会 

副市長）挨拶 

事務局）配布資料の確認、欠席者の報告 

会長）議事録署名人の指名。浅野委員、森下委員 

会長）委員の出席数の確認 

事務局）委員数１８名中、１５名の出席 

会長）出席委員数が半数を超えているので伊賀市都市計画審議会条例第７条第２項により

まして本審議会は成立。 

会長）審議会の公開、非公開の審議。議案の内容から公開。 

委員）異議なし。 

会長）傍聴人の確認 

事務局）傍聴人なし 

会長）事務局からの議案説明後、質疑応答、審議に入る。議案説明及び質疑応答の間、事

務局の補佐として事業者の入室、発言を認め、退出後、審議とするが意義はないか。 

委員）意義なし 



事務局）意義がないので、事業者を入室させる。 

＜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。 

 質疑が終了した後に改めて審議に入ります。 

委員）何点か質問します。がれきとはどのような類のものなのか。がれきの発生元はどこ

なのか。次に搬出先は自社の埋め立て処分場ですが、最終処分場の埋め立て容量はどの程

度余裕があるのか。そこだけで対応できるのかどうか。あともう一点は悪臭対策について、

悪臭はまったくしないのか。この３点です。 

事務局）がれきについてですが、がれきとはコンクリートがらを中心とし、そのほか廃プ

ラスチック、木屑、ガラス屑などとなっております。ほかに紙くずなども入りまして、分

別施設で手選別する計画となっております。 

がれきの持込元というご質問ですが、提携している契約先があり、そちらのほうから持ち

込まれます。主に愛知県、津市、和歌山県の事業者から持ち込まれます。最後に五條市の

みの最終処分場で大丈夫かという質問に対してですが、現状の持ち込み量では五條市のみ

で対応可能です。悪臭については、悪臭が想定されるような廃棄物はありません。 

委員）愛知、津、奈良県はどのような事業者ですか。悪臭についてですが、計画には有機

物の施設がのっておりますが、これは大丈夫ですか。 

事務局）搬入物から悪臭が発生するのかについては、発生しないと判断しております。持

込先の事業者の種類ですが、愛知県は中間処理事業者、津市は小売業者、奈良県は自社の

別会社です。 

委員）五條市の最終処分の余裕容量はどの程度ありますか。 

事務局）そこまでは把握しておりません。 

会長）事業者の方も承知されておりませんか。 

事業者）把握しておりません。 

会長）その他のご質問がある方はおられますか。 

委員）排水関係で少し質問をさせていただきます。公共施設で青山地区の水道水源の取水

口がこの近くにあると思いますが、その位置を教えていただきたいのと、現在建築を計画

している場所は前の保管場所であり、保管場所については新たに設けるという説明ですが、

その新たに設ける保管場所と排水計画がきちんとリンクしているのか説明してください。 

スライド（水道水源の位置図） 

事務局）排水と水源についての位置関係を調べました。青山については、滝と阿保とにあ

りまして、今回の場所は阿保の上流になります。また、保管場所の整理について、現状は

先ほどの写真のとおり処理後のものが積まれている状況です。その場所を整理して、新た



に保管場所をというものですが、施設の敷地は十分な広さを持っておりますので、新たに

同敷地内で別の場所に保管場所を設けるように計画されております。それに伴う排水です

が、同敷地内であるため、現状と同じ排水計画となります。ついては現状と同じように浄

化施設を通って排水されると考えております。 

会長）今の回答でよろしいでしょうか。 

委員）関連質問です。排水処理は適切にされているという回答でしたが、先ほどの説明で

は野積みされているという内容だったと思います。この場所はおそらく谷を平地にしてあ

ると思われます。よって周辺の雨水も敷地内に入り込み処理物からしみ出ることも考えら

れます。そこで、今現状ではどのような施設で浄化し、排水しているのか具体的に教えて

ください。 

事業者）今現在は敷地の下（北側）に浄化施設を設けております。最終放流する前に活性

炭処理をし、排水を浄化した状態で敷地外に排水します。敷地内の排水を浄化施設に集約

し、浄化し排水します。 

委員）３次処理というものではないのですね。 

事業者）そうです。３次処理ではございません。 

委員）地元などに水質検査を報告しておられると思いますが、過去に異常値を出したよう

なことはないですか。 

事務局）そのようなことは報告を受けておりません。 

委員）今までなら年何回くらい水質検査を実施しているのか回数も報告してくれますが、

そのあたりはどうですか。 

事務局）今こちらにいる職員では回数までは把握しておりません。 

委員）してないということですか。 

事務局）しております。回数まで把握していないということです。 

委員）書類検査も大事ですが、年２、３回程度の水質検査も必要だと考えます。 

委員）今、排水の話が出ておりますが、今まで既存の施設を動かしてきたなかで、県から

命令や指摘などは受けておりませんか。 

事務局）過去に超過持込で指導を一度受けております。その年度内に三重県により、是正

を確認されております。水質については、年何回かは把握しておりませんが、直近では平

成２５年１月１０日に行っており、水質に以上はありませんでした。 

委員）水質調査は自社が自分で行ったものですか。 

事務局）いいえ。第３者機関が行っております。自社でして報告しているのではございま

せん。 

委員）一つお聞きします。青山から五條市までとかなり遠方まで運ぶ中で、粉塵対策はど

のようにされておりますか。構内の粉塵対策で従業員に対しての粉塵対策はどのようにす

る予定ですか。健康対策についてです。 

事業者）遠方への搬出に対する粉塵の対策について、搬出は大型トラックで行います。そ



の際幌を全体に覆い、粉塵を防止します。今回申請する施設は設備本体にかなりの集塵力

があるため、粉塵自体を防止します。また、従業員もマスクをするなど、ISO１４００１に

従い安全管理の徹底を行い、現在も実施しており、今後も実施していきます。 

会長）私から一つ追加します。幌をかけるというのは荷台前面にかけるということですか。

横も完全に覆う感じですか。 

事業者）そうです。完全に覆います。 

会長）手選別作業者の健康面の問題ですが、これは全国的に見て、手選別作業者の健康被

害は報告されているのですか。 

事業者）報告されておりません。 

委員）敷地面積が１万㎡以下の 9,917 ㎡で調整池は不要なわけですが、青山については、

１時間に８５ミリや、７０ミリなど猛烈な雨が降ります。よって洪水調整池があるのかな

いのか。というのは下流に阿保の水源地があり、青山の人口の大部分はここから取水され

た水を利用していると思います。そのようなこともあり、調整池のことと、それと工業地

帯なので、集積しなければいけないという説明であったが、前に養鶏場があります。工業

地帯への集積と養鶏場が存在するこのあたりの整合性はどうですか。養鶏場の方への説明

は大丈夫なのですか。また、意見等は出ておりませんか。 

事業者）調整池については現在設置しておりません。開発についても調整池を必要としな

い面積ですので、設置する予定もありません。また、向側の養鶏場については、説明に伺

わせていただき、反対を受けてはおりません。 

委員）なぜ質問させていただいたかと言いますと、あと 80 ㎡ほどで 1 万㎡を超えて洪水調

整池の設置義務が生じてきます。この敷地ですが、法面の部分も含んで 9,917 ㎡になって

いるのか、つまり緑地帯のように余裕を持っているのかその辺りはどうですか。 

事業者）今の敷地の中に法面もあります。また、外部からの雨水の浸入については別ルー

トで排水されます。これ以上面積が増えることはありません。 

委員）何回も聞きますが、敷地の前の市道とがの線の部分を何度も通っておりますが、あ

の部分から雨水が敷地の中に流れ込みます。大量の雨が降り、敷地に雨水が流れ込み、洪

水調整池がないのであれば、浄化施設を超えてそのまま放流される可能性があるのではな

いかと思い聞かせてもらっておりますが、その対策はとられておりますか。 

事業者）敷地全体は緩やかな勾配となっており、特に周囲は山であり、水は浸透すると考

えています。敷地内の勾配が緩やかなので、問題はないと考えている。 

委員）浸透するということは地下水に入り、どこかの地区で湧き出ることになります。そ

れではまずいと思います。浸透するのではまずいと思います。ですので聞いております。 

がれきなどを持ち込んだときにその持ち込んだものも雨にかからないのかなと心配してお

ります。雨にかかり、その水が地下に浸透するのであればまずいのではないかと思います。

このあたりの対策は講じられるのですか。例えば持ち込むものは建屋にいれてしまうなど、

そのあたりの説明がなかったので聞かせていただきました。おそらく雨水は浸透し、その



他の水は浸透しないという説明に聞こえました。そのあたりの対策はどのようにとられま

すか。 

事業者）敷地内は集水枡をかえして集め、浄化施設を通って放流される計画です。今の敷

地は舗装され、敷地内の水が浸透することはまずはないかと考えます。敷地の周囲は山で、

山に降った雨は浸透します。場内で浸透することは少ない、ないかと考えます。 

会長）野積みしてあるところも舗装してあるのですか。 

事業者）現在は舗装してありません。現在野積みしてあるものは撤去して施設を設置しま

す。 

会長）処理場の下流には飲料水などを取水するようなところはあるのですか。 

委員）委員さんが質問されているのは、今、野積み状態の場所にきちんと囲いをし、雨が

かからない措置を行い、水が流れないようにします。とお答えいただければ皆さんも納得

すると思います。聞いていますでは少し委員としても不安です。 

事業者）付図４をご覧ください。今、審議して頂いているのは破砕施設と選別施設です。

今野積みになっているのは今後、汚泥処理施設と堆肥化施設を計画している場所です。野

積みになっているものは撤去し舗装します。これで野積みはなくなります。その後敷地に

内に野積みで保管するようなことはしません。 

基本的にトラックで持ち込んで選別施設に投入し、選別施設から出てきたものをトラック

で搬出します。 

コンクリートやガラスについては破砕し、立米ブロックを造り、自社で使用するか、販売

するなどを計画しています。このまま野積みの状態が続くことはありません。 

委員）等高線から予測すると山の水は敷地内に流れ込みます。敷地内に設置する浄化施設

を通らず下流に流れる水も出てくるかもしれません。下流には農業用に取水する人、さら

には大村神社の場所で飲料用に取水します。 

池を造らないのであれば、参考に集水枡の大きさと、1 日で何トンくらい処理できるものな

のか能力を教えてください。 

会長）敷地内を通る雨水と一緒に有害物質が敷地外に流れ出さないか。下流に害を与える

ことはないのかということです。 

事業者）今回の計画では、施設内で処理するので、汚染水は流出しないと思います。 

場内に設置する枡の大きさですが、おおよそ 100 程度で、排水路に接続する枡です。これ

で集水します。浄化施設の処理能力は把握していません。 

委員）確認したいのですが、搬入物は瓦礫とありますが、主に建築廃材ですか。 

事務局）建築廃材と考えております。 

委員）交通量は 10ｔ車 1 日５台とありますが、今回の施設 1 つは日量 62.4ｔ、もう一つは

日量 240ｔ、合計 300ｔ程度なのですが、10ｔ車 30 台くらいに相当します。この関係がよ

くわかりません。 

事務局）施設の処理能力は 240ｔ、或いは 62.4ｔでございますが、事業計画から算出する



と 10ｔ車５台程度となります。 

委員）ということは機械の処理能力には十分な余裕があるということですか。いづれ景気

が良くなるのか、悪くなるのかわかりませんが、建築事業が進み、瓦礫が大量に発生する

と処理も多くなる可能性があると考えてよろしいでしょうか。現在の事業計画は 10ｔトラ

ック５台程度ということですね。可能性としてはそのように考えることができるというこ

とです。 

それから、今の質問はトラックで建設廃材を持ってきて、建屋の中に直接持ち込んで、処

理され、搬出されるので、今回の計画で処理される瓦礫と製造される半製品は全て建屋の

中で処理される。だから濡れる心配はないという説明でした。可能性としては現在の計画

以上に処理される可能性があるわけですよね。それについても全て計画中の建屋の中で対

応可能と見ることができるのか。それは不可能で建屋の外に仮置きしなければならないの

か、容量の関係がわからないので教えてください。 

事業者）選別されるものは予定を組んで、計画的に処理できるように持ち込みます。持ち

込まれたものは選別、破砕により、体積を小さくし、最終処分場へ搬出します。毎日の繰

り返しになるので、受け入れ超過となり、野積みされることはないと考えます。 

委員）施設が、処理能力一杯稼動したとしても、施設の中で処理できるということですか。 

事業者）そうです。 

委員）わかりました。雨水排水については、前回（過去）の開発で許可されるものだから、

それを今回の申請で改善を指示するのは少し無理な部分があると思います。先ほどの説明

ですと、枡で集水したものを浄化施設を通し、放流するという内容ですが、たぶん雨水排

水で処理はしないのではないかと思います。だから集めた水は沈砂枡、池をとおり、上積

水を放流するのではないかと思います。ろ過して排水するようなことはないと思います。 

従って、雨水は直接河川に放流されると理解できます。 

会長）回答はどうですか。 

事業者）雨水に関しては枡を介し、泥、ごみ等を枡の中で落とし、上水を排水路へ排水す

る。現状は浄化施設があるので、そこを通して排水する。 

（付図４をスクリーンへ映し出し排水経路等について説明） 

委員）浄化施設は申請エリアの中かで行っているのか、外で行っているのかどちらですか。 

事業者）ここでしております。（エリア外を指す） 

委員）外ですやん。敷地の外ということはそれを足しこむと１万㎡を超えることになりま

すよ。一般的に開発の敷地内で実施しなければいけないことをエリアの外で行っていると

いうことですね。本来ならそれもエリアに入れるべきではないのですか。まあ、ここで審

議する内容ではないですがね。 

委員）皆さんが仰っているのは、施設が増設され、周辺の環境が汚染されることを心配さ

れているわけで、事業者は水質検査をし、市や県に提出することをここで義務付けていた

だいたらどうでしょうか。 



全く水質などに問題がないというのであれば、周辺住民、ここにいる審議会委員も安心で

きると思うんですけど。 

事業者）水質検査は施主から定期的に三重県のほうへ報告している。第三者機関を通して

排水の検査をしている。 

委員）今はそれで結構です。 

事業者）今後についても行います。 

委員）確認ですが、水質検査を行っているということですが、どの部分の排水の検査を行

っているのですか。雨水については報告の対象に入っているのか、ないのか。 

事業者）場内からの排水は集水枡に集められます。 

委員）雨水経路は別ですよね。 

委員）もう一度確認しますが、敷地外で処理しているのですか。 

事業所）そうです。敷地外に処理施設を設けて処理しています。 

会長）それは許されるのですか。処理施設は敷地内の外でも良いのですか。 

事業者）今回の申請に関してはそのことは影響しません。申請内容から外れる形になりま

す。今後の計画としては、敷地の中で行います。また、計画として、汚水が発生しない計

画です。 

委員）堆肥化施設についてはどうですか。 

事業者）堆肥化施設については、それ専用に浄化施設を設けて排水処理します。 

委員）ヤードのようなものは全て上屋で覆うのですか。 

事業者）そうです。覆います。 

委員）汚水は流れ出さないのですね。 

事業者）流れ出しません。汚水は浄化施設で処理して排水します。 

委員）その点はよろしくお願いします。 

会長）現在稼動しているのはブルーの部分のみですね。 

事業者）そうです。 

会長）今稼動しているものの排水についてはどのように流れているのか 

事業者）青く図示されている施設については、全て建屋の中で作業をしているため、ここ

からの排水はありません。 

会長）水は使ってないの 

事業者）水は使っていません。他の施設についても梱包をしているだけです。これも建屋

で覆っているので水の浸入もありません。 

会長）それにしても、作業する場合など汚れますよね。それが雨水に混じって流れ出しま

すよね。 

事業者）そうですね。それも浄化施設を通過して排水されます。 

委員）選別施設は断面図があるが、もう一方には断面図がないがなぜか。もう一方も建屋

で覆われているのか。 



事務局）選別施設は 2 階建ての構造になっていたり、様々な施設が複合されているので、

よりイメージしやすいように断面図を入れました。もう一方は建屋のなかに破砕機のみ設

置されているので、断面図を割愛しただけです。ですので、両方建屋に覆われる計画です。 

委員）62.4ｔと 240ｔそれぞれ建屋の中に納まりますか。 

事業者）収まります。 

委員）断面図と平面図で一部整合が取れない箇所があるが、これは作成ミスなのか、図が

正しいのか。 

事務局）作成ミスです。断面図が正しいです。 

委員）堆肥にするのは木屑を原料に堆肥を作るのですか。 

事業者）木屑は使いません。 

委員）どのようにして堆肥を作るの 

委員）私もそれは気になっておりました。 

委員）これはまだできてないんですか。 

事務局）現在はありません。将来的な計画です。 

委員）申請に入れてしまうわけ。この場で許可すれば作れてしまうということですか。 

事務局）違います。今回の位置の妥当性に関する審議の対象になっているのは破砕施設で

す。 

委員）申請図面には予定建築物として表記されていますよ。なぜですか。 

事務局）今の計画は開発申請も行っており、開発申請の図面と整合を図るために予定建築

物として表記されています。ただ、この中で審議会で位置の妥当性を審議する必要がある

のは破砕施設です。 

委員）一番心配なのは 9,919.17 ㎡の開発エリアの外に排水の処理施設があることが良いの

かどうかということです。本来なら排水の処理施設がエリア内にないといけないのではな

いか。 

委員）違法な開発やな。 

委員）それは違う、市や県が認めたものなのだから違法ではない。ただ、敷地内の排水を

処理しているのであれば、排水処理施設も敷地内にカウントするべきではないかと思う。

その部分を何度も確認させて頂いております。 

委員）関連して質問してよいですか。委員さんが仰っていることも、敷地内であればカウ

ントすると思いますが、赤い点線だけでなく黒い点線の部分も含めると完全に１万㎡を超

えると思うのですが、その点もあわせて聞きたい。敷地面積を書く必要があるのではない

か。事業者が書いてあるのは高圧ガス処理施設の面積であり、敷地面積は書いてありませ

ん。敷地面積で１万㎡を超えるのなら委員さんと同じで調整池が必要と思います。 

会長）面積と調整池の関係を文章できちんと提出すること。もう一つは、増設する際にど

のような可能性があり、どのように汚水の処理を行うのかその計画を提出してください。 

会長）そのほか、汚水と敷地面積についてよろしいですか。 



委員）あと堆肥化の将来計画について 

会長）将来計画について、今回の審議対照になってないので、説明されておりませんので

この部分は今回は除いてください。やるときに改めて説明していただきたい。 

委員）この開発行為は三重県の指示です。その辺の整理が必要です。開発許可業務は県の

権限なので、開発区域などを決めるのは県の指示です。よって今会長が個々に書類を出し

なさいという指示をされましたが、出しても伊賀市の都市計画審議会で議論することはで

きません。 

会長）議論できないにしても先ほどのような意見が出たということを審議会の意見に添え

てください。 

事務局）頂戴したご意見を伊賀市の都市計画審議会の意見として三重県へ進達します。 

会長）とにかく下流に多量の水を取水しているところがあるということなので、慎重に事

業計画のチェックをして、また、立ち上げの段階くらいで水質検査をするなどして市当局

も慎重にするように。 

会長）そのほかご指摘、ご意見はどうですか。 

会長）よろしいでしょうか。それでは今日の議題に対する質疑応答、審議を終了させて頂

きます。市は答申を出す場合は審議会の内容をきちんと含めてください。くれぐれも２０,

３０年後に健康被害などが出ないようにすること。しっかりチェックすること。 

以上終了しますが、事務局から何かありますか。 

事務局）事務局からは何もありません。 

会長）それでは散会します。ありがとうございました。 

 

 

--------------------------------------------------終了15：40--------------------------------------------------------- 


