
説明会実施報告書
（破砕施設）

令和 ３ 年 ５ 月

株式会社 ＵＭＥＤＡ



１．事業者の氏名及び住所

〇氏名 株式会社 ＵＭＥＤＡ

代表取締役 梅田 晃平

〇住所 (〒519-2144）三重県松阪市八太町６１４番地

ＴＥＬ ０５９８（６７）８０８０

２．事業計画地並びに産業廃棄物の処理施設の種類、処理能力及び処理する産業廃棄物の種類

〇事業計画地 津市中村町字安場谷 802-1 の一部

津市白山町三ケ野字長橋口 560-5 の一部

津市白山町三ケ野字長橋口 560-7 の一部

〇産業廃棄物の処理施設の種類

破砕施設（１基） 一軸破砕機 UC-75 ウエノテックス

〇処理能力

廃プラスチック類 4.402ｔ／日（8ｈ）

紙くず 4.638ｔ／日（8ｈ）

木くず 4.372ｔ／日（8ｈ）

繊維くず 3.384ｔ／日（8ｈ）

〇処理する産業廃棄物の種類

廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く)
（上記については、水銀使用製品産業廃棄物を除く）

紙くず、木くず、繊維くず

以上４種類

３．説明会の開催概要

（１）～（４）の①から⑧についてはそれぞれが対応する。

（１）説明会実施対象者の属性

① 「事業計画地の敷地境界から 20ｍ以内の土地所有者等」に該当する者

② 「事業計画地の敷地境界から 20ｍ以内の土地所有者等」に該当する者

③ 「事業計画地の敷地境界から 20ｍ以内の土地所有者等」に該当する者

④ 「事業計画地の敷地境界から 20ｍ以内の土地所有者等」に該当する者

⑤ 事業計画地に所在する自治会に所属する者

⑥ 事業計画地に所在する自治会に所属する者

⑦ 「事業計画地の敷地境界から 20ｍ以内の土地所有者等」に該当する者

⑧ 「事業計画地の敷地境界から 20ｍ以内の土地所有者等」に該当する者



（２）説明会の開催日時

① 令和３年５月１７日（月） １０時３０分～

② 令和３年５月１７日（月） １３時３０分～

③ 令和３年５月１８日（火） １４時００分～

④ 令和３年５月２０日（木） １５時３０分～

⑤ 令和３年５月２０日（木） １９時００分～

⑥ 令和３年５月２１日（金） １９時００分～

⑦ 令和３年５月２２日（土） １４時００分～

⑧ 令和３年５月２２日（土） １５時００分～

（３）説明会の開催場所

① 被説明者宅において実施

② 被説明者宅において実施

③ 被説明者宅において実施

④ 被説明者宅において実施

⑤ 白山町三ケ野自治会集会所において実施

⑥ 久居中村町自治会集会所において実施

⑦ 被説明者の事業所において実施

⑧ 被説明者の事業所において実施

（４）説明会の関係住民等出席者数

（カッコ内は調整段階において弊社が掌握していた出席予定者数）

① １名 （１名）

② １名 （１名）

③ １名 （１名）

④ １名 （１名）

⑤ ２２名 （４名）

⑥ １５名（１５名）

⑦ １名 （１名）

⑧ １名 （１名）

（５）説明会実施時における事業計画に対する意見及び、質疑応答の要旨

意見及び質疑応答の概要のとおり



（６）説明の際に使用（提示又は配布）した図面類

① 案内図

② 排水経路図

③ 航空写真（100ｍ範囲）

④ 航空写真（地番表示）

⑤ 公図現況重図

⑥ 施設全体配置図

⑦ 施設求積図

（７）その他説明会の開催にあたり考慮した事項など

〇説明会における説明の実施要領は、概ね下記のとおり

① 代表からあいさつ、会社の紹介、事業計画の作成に至った経緯など

② 産業廃棄物処理法の概要説明

③ 三重県条例の概要説明

④ 施設の維持管理・構造計画等、事業計画全般について説明

⑤ 環境保全上の対策について説明

⑥ 質疑応答

⑦ 質疑応答事項の確認

⑧ 説明会終了（結びのあいさつ）

〇産業廃棄物に関する基礎知識がない者に対する説明が想定されたので、事業計画について説

明する前に、産業廃棄物処理法（廃棄物処理の制度、種類の区分、許可の区分、保管基準、中

間処理基準、行政処分など）についての概要説明を実施し、少しでも事業計画を深く理解して

もらえるよう配慮した。

〇三重県条例を知らない者もいることが想定されたので、三重県条例における本説明会の位置

づけ、「関係住民等」については、説明会後に意見書の提出の機会があること、説明会終了後も

行政各機関との調整事項があることなど、三重県条例に基づく手続きフローを中心に理解して

もらえるように配慮した。

〇各自治会関係者においては、その関係者の全ての者が、必ずしも三重県条例に基づく「合意

形成を図る関係住民等」のいずれにも該当するとは限らないが、三重県条例の趣旨に沿った手

続に心掛けることにより地元住民との関係構築を図っていきたいという弊社の方針もあり、説

明会及び質疑応答を実施した次第である。

〇コロナウイルス感染予防への観点から、各自治会集会所における説明会開催時に、検温を実

施し、検温結果の記録簿への記入に協力を依頼した。

添付書類「ご協力へのお願い」参照



〇意見及び質疑応答の概要

質 疑 応 答

(１)事業計画について、全員分（２２名分）

説明資料等が準備されていないのはどう

いうことか。

(２)説明資料をしっかりと準備したうえ

で、再度説明会を実施してもらいたい。

(３)図面等各資料を配布したうえで、説明

会に臨んでほしい。

(１)弊社代表と貴自治会長との事前の打合せで

は、各所で緊急事態宣言が発令される中、コロナ

ウイルス感染防止に配慮し、密集した開催は避

け、貴自治会役員４名が代表して説明会に出席す

るという話が既についていたので、４名分の説明

資料を準備したという経緯である。

もちろん、急であっても人数が２２名に増える

ことは全く差支えないが、せめて人数が増える

旨、直前であっても連絡があれば準備することが

できた旨伝えた。

(２)事業計画公告書類について熟読し、疑問点が

あれば、三重県条例に規定される手続きとしての

本説明会とは別に、今後も随時、真摯に説明会の

開催要望に応え、ご意見を承りたい旨伝えた。

(３)弊社としては説明会開催にあたり、公告書に

おいて、事前に㈱UMEDAのホームページ上で公

告する旨及び、津市白山町内２か所（津市白山庁

舎を含む）にて、自由に縦覧に供しており、また

その公告書を自治会長を通じて事前に自治会に

回覧してもらい、周知に寄与するという配慮も行

った上で説明会に臨んでいる。

貴自治会の住民に配慮し、地元から近い津市白山

町内の２か所において縦覧可能な場所を準備し、

しかも公告・縦覧開始から概ね２０日間の期間も

あったので、それらを利用して各資料を閲覧し、

説明会に臨んでもらう方法もあった旨伝えた。

ホームページを見れない人間もいる。 書面による縦覧の機会も用意してある。

プロジェクターの字が読みづらい。

配布資料の字が小さくて読めない。

読みづらいところについては、口頭による説明によ

り補足して実施した。

プロジェクターの字が読めるよう、部屋を暗くすれ

ば手元の配布資料が読みづらくなり、逆に部屋を明

るくすれば、プロジェクターが読みづらくなるのは

仕方ないことなので、その辺は進行上許してほしい。



質 疑 応 答

当自治会内に所在する耕作地への配慮に

ついて。

雨水以外の排水は出ないが、その雨水について

も、施設周囲に U字側溝を設け、国道１６５号

線沿いに久居方面に流れる自然勾配となってお

り、その点事業計画地西側の耕作地には配慮し

ている。

処理残さについてはどうするか。

現時点では計画の段階だが、処理残さについて

は伊賀の処分業者へ処理を委託する予定であ

る。

焼却するということはないか。
当施設で廃棄物を焼却処分する予定はない。

行政から仕事を受ける予定はあるか。
現時点では予定していない。

２０ｍ地内の土地の所有者はだれか。

所有権者（使用者）については、事業計画の段

階で弊社で調査し、該当者へは個別に訪問によ

る説明会を随時実施中である。

該当者が誰であるかについては、個人情報への

配慮もあり、事前に行政との打合せにより、公

告資料から除外している。

(１)ダンプなどのトラックで搬入する場

合、廃棄物が飛散するのではないか。

(２)シートを被覆した程度では、マイクロ

チップ（細かい廃棄物の意）が飛散するの

ではないか。

(１)飛散しないように適宜運搬容器を用いる、荷

台をシートで被覆する、運搬容器及びシートを

ロープ等で固定する。

(２)法令で要求される収集運搬基準として、飛散

防止措置が講じられることが求められている

が、具体的に荷台をシートで被覆する、運搬容

器を用いることが基準とされているので、弊社

もそれに従う。

専門的用語を避け、素人にもわかりやすい

説明をしてほしい。

説明だけではわからない。

弊社としても産廃処理に詳しくない人を対象に

した説明会を予定し実施したつもりである。専

門用語を少しでも理解してもらいたいという観

点から、事業計画の説明の前に、「廃棄物処理法

の概要」の説明及び、「三重県条例の概要」の説

明から入った。

弊社としては努力したつもりであるが、今後は

さらに基礎知識のない人にもわかりやすい説明

を心がけていきたい。



質 疑 応 答

廃棄物の建物内の保管場所(積み替え保管

施設)の面積は、１０８平方メートルか。

そのとおり。

三ケ野の集落の前の道路は搬入道路とし

て使用するのか。

搬入道路は国道１６５号線を経由して行う。三

ケ野の集落前の道路は、住民に対する影響を考

慮して搬入路として利用しない計画である。

他方自治会での質疑応答の内容も教えて

ほしい。

他方自治会での質疑応答の内容も、説明会開催

終了後、ホームページ等において公告、縦覧さ

れるので、そちらを見ていただくことも可能だ

が、どういう質問がされたか知りたい人は、事

後、弊社からも口頭で伝えるので聞いてもらい

たい。

排水はどちらに流れるか まず、雨水以外の排水は施設外へ浄化槽を経由

せずに流れ出ることはない。

雨水については、事業計画地付近の勾配から、

国道 165号線沿いに、久居方面に流れる。

なぜ、当該場所を事業計画地に選んだのか 廃棄物処理業を営むうえで、条件として適して

いると判断したため。

(１)当該場所以外に候補地はあったのか。

(２)それはどこか。

(１)候補地は他にもあった。

(２)相手方のある話なので、具体的な場所につい

ては回答を差し控えたい。

マスク越しだと声が聞こえづらい。 コロナ禍なので、マスクをはずしての説明、マ

スクを装着していても、大声での説明は、万が

一のことがあるといけないので避けさせてもら

った。

質問者には、声が届かないのなら、後ろではな

く、もっと近くまで移動して聞いてもらうよう

協力を促した。

１６５号線から施設への出入り口が見通

しが悪く、危険だ。交通安全上の配慮をし

てもらいたい。

見通しをよくするため、カーブミラーを設置す

る。また、回転灯を設置する。

搬入・搬出時、誘導員を配置することで対応さ

せていただきたい。



質 疑 応 答

会社概要、説明会の案内、さらに詳しい説明資

料（箇条書きにしたものなど）を配布したうえ

で説明してほしい。

また、事前に、具体的にどのような説明資料を

用いて説明したほうが良いか、自治会側に相談

したうえで、説明会に臨んでほしかった。

会社案内については、プロジェクターで表示され

たホームページ画面を利用しながら口頭で伝える

という方法によって実施した。

会社概要、案内、詳しい説明資料については後日

自治会長を通じて提出する方向で検討する。

説明資料は、すべての説明資料については事前に

インターネット等を通じて公告・縦覧に供されて

いること、公告・縦覧に供されているすべての資

料を説明会の際に人数分（１５人分）準備すると

なると大変な量になることから、主催者側で図面

等、説明の際にあったほうが良いと判断した資料

を抜粋して説明会に臨んだ。

弊社から貴自治会に説明会のアポを取ってから、

説明会開催日までに、そういった資料（箇条書き

にしたものなど）を準備して説明してもらいたい

という事前の要望があれば、対応することも可能

であった旨伝えた。

産業廃棄物の取扱品目について教えてほしい。
積替え保管については、廃プラスチック類(石綿含

有産業廃棄物を除く)、金属くず、ガラスくず等(石
綿含有産業廃棄物を除く)（上記については、水銀

使用製品産業廃棄物を含む）、紙くず、木くず、繊

維くず、がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く)
以上７種類である。

破砕施設においては、廃プラスチック類(石綿含有

産業廃棄物を除く)（上記については、水銀使用製

品産業廃棄物を除く）、紙くず、木くず、繊維くず

以上４種類である。

これ以外の品目については、取り扱わない。

産業廃棄物処理業の許可は誰からもらうのか。 当該施設については、三重県知事の許可となる。

この事業を行うのに自治会住民の同意は必要な

のか、それとも不要なのか。

三重県条例においては、積替え保管施設、破砕施

設を設置するにあたり、「関係住民等」との間で合

意形成を行うものとなっている。

関係住民等とは、「事業計画地の敷地境界から 20

ｍ以内の土地所有者等」「関係地域内に居住する者

及び事務所、店舗等の代表者又は責任者」「その他

生活環境の保全上利害関係を有する者として規則

で定める者」であり、貴自治会住民がこれらのい

ずれかに該当するのであれば合意形成は必要とな

るが、どれにも該当しない場合は合意形成の対象

にはならない。

合意形成の対象とならないとしても、三重県条例

の趣旨に沿った手続に心掛けることにより地元住

民との関係構築を図っていきたいという弊社の方

針から、説明会及び質疑応答を実施した。



質 疑 応 答

保管場所については、建屋内と建屋外に分けて

保管するのか。

例えば、管理型の産業廃棄物（性状が変化しやす

い種類の廃棄物で木くず、繊維くず、紙くず）に

ついては建屋内に保管し、安定型の廃棄物(がれき

類、ガラスくず等)については建屋外に分けて保管

する。

また、建屋外に保管する廃棄物についても、コン

テナに収納し、シート掛けをすることで飛散・流

出防止を図る。

あえて久居方向に排水を流しているのはなぜ

か。流水方向は変えられないのか。

まず、施設から流れ出る水は、雨水及び浄化槽を

経由した水であり、積替え保管施設及び破砕施設

から施設外へ、処理に伴う排水は放流しない。

雨水についても、あえて久居方向に流しているわ

けではなく、周辺地形における自然の勾配に従っ

たものであるので、流水方向は簡単に変えられな

いものと考えられる。

説明資料等（会社概要、説明会の案内、さらに

詳しい説明資料[箇条書きにしたものなど〕）を充

実させ、説明方法をさらに詳細にし、説明会を

再度実施してもらいたい。

三重県条例に基づく本説明会の開催とは別に、貴

自治会側からの要請に基づく弊社からの説明会に

ついては今後も実施し、ご意見があれば承る用意

はある。

意見書の提出期限は、説明会終了から３０日以

内となっているが、これを次回の説明会終了か

ら３０日以内としてほしい。

まず、意見書を提出できるのは、三重県条例に規

定される「関係住民等」に該当する者である。

また、三重県条例の規定によれば、意見書の提出

期限は説明会終了から３０日以内と定められてい

る。ただし、三重県条例に基づく意見書の提出と

は別に、今後も貴自治会関係者から意見等があれ

ば、誠実に回答に応じる方向で検討する。

他の産業廃棄物処理業者で、プラスチックなど

を山積みにしているところ、粉じんや悪臭が流

れてくるところがある。

弊社においては、そのようなことにならないよう

に、法令に定められた産業廃棄物の保管基準、中

間処理基準を順守する。

施設に沈殿槽を造る計画はあるか。 事業計画（積替え保管施設、破砕施設）において、

沈殿槽を造る計画はない。

破砕処理した後の処分先は、どこになるのか。 計画段階では確定ではないが、主として伊賀の産

業廃棄物処分業者へ処理を委託する予定である。



質 疑 応 答

(１)県外からの産業廃棄物の搬入予定はあるか。

(２)どのようか会社から廃棄物を搬入するのか。

(１)現段階で、県外からの廃棄物の搬入は予定して

いない。

(２)主として解体業者から排出される解体廃棄物

の取り扱いを予定している。

公害防止協定を当自治会、水利組合と締結する

か。

まず、弊社は津市と環境保全協定を締結すること

が予定されているので、まずは津市との協定（協

定内容の調整を含む。）が先だが、津市との環境保

全協定が締結された後で、個別に貴自治会等との

環境保全協定を締結する方向で検討する。

騒音値について、敷地境界での測定となってい

るが、敷地境界地点を図面に落とし込んだもの

が欲しい。

作成して提供する。

なお、公告・縦覧書類の中に騒音・振動値の予測

地点を示した図面があるので、そちらも参照して

もらいたい。

施設ができた場合、代表地番はどこか。 代表地番は津市中村町８０２番地１となる。

当自治会に共益費を提供してほしい。

夏祭りなどの催しに協賛してほしい。

地元住民の雇用を優先的にお願いしたい。

災害、水害の際避難所として提供してほしい。

台風・災害時に協力してほしい。

共益費を提供する方向で検討する。

協賛する方向で検討する。

地元住民の雇用を行っていく方向で検討する。

避難所として提供する方向で検討する。

重機の使用など、協力できることは協力する方向

で検討する。

当自治会集会所に、事業計画書を置いてほしい。 公告・縦覧されている事業計画書類を提供する。

煙、水質の悪化など、兆候があれば施設に立ち

入らせてほしい。

想定外の公害が発生した場合は、対処してほし

い。

公害防止協定に立入検査条項を盛り込むことで対

応する方向で検討する。

誠実に対応する。「誠実に対処すること」について

も公害防止協定に盛り込む方向で検討する。



質 疑 応 答

再生砕石の取り扱い予定はあるか 当社の導入予定の破砕機は、コンクリートやがれ

きを破砕するには不向きであり、そのような予定

はない。

破砕した場合、屋内であっても風向きによって

は久居方向に粉じんが流れ出る場合がある、ど

のように対処するのか。

産業廃棄物処理業許可申請の前の段階で、三重県

環境条例に基く各種届出を行い、そのような事態

が発生しないような施設であるとの確認を受けた

上で届出が受理される。

また、受理された後もそのような事態が発生しな

いように、施設を維持管理し、誠実に対応する。

この説明会が終わった後でも、粉じんへの対処

について、さらに細かく対処した事項を説明し

てもらえるか。

要望に応じ、誠実に説明する方向で検討する。

粉じん、騒音、悪臭、水質などの規制値がある

と思うが、施設ができた後も定期的に測定をす

るのか。

測定結果は、数値で証明しないのか。

産業廃棄物の処理方法、取扱品目によって、測定

対象も変わってくるので、津市の産廃業者がすべ

て定期測定が義務付けられているわけではない

が、津市との環境保全協定にその点を盛り込み、

測定項目を定めて定期的に測定している会社も実

際に存在する。

弊社として測定を実施するか、するとすればどの

項目について測定するか、測定頻度はどうかなど

については、まずは津市との環境保全協定に基づ

いて調整されると思われる。

なお、測定をするとすれば公平な第 3者である計

量証明事業者へ測定を委託し、具体的な数値で証

明されることになると思われる。

この場所を事業計画地に選んだ理由は何か。 計画地がある程度開けており、造成に手間がかか

らないと考えられるため。また、敷地内に太陽光

発電所があり、売電収益が見込まれるから。

廃タイヤの処分は行うか 廃タイヤは選別し、それを専門に取扱う業者（再

生業者）へ委託するので当社で破砕処理すること

は予定していない。

悪臭は出ないか。 腐敗性有機物の付着した産業廃棄物、著しく汚染

し、悪臭の原因になる恐れのある産業廃棄物につ

いては取り扱わない。



令和 年 月 日

自治会関係者 各位
株式会社 U M E DA
代表取締役 梅 田 晃 平

ご 協 力 の お 願 い
説明会におきましては、次の通り新型コロナウイルス感染防止対策を講じておりますの

で、皆様のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

(１) 当日は、マスク着用の上ご来場ください。

(２) 当日説明会場には、手指消毒液を設置いたします。

(３) 入場前に、検温を実施します。

※検温の結果、３７度５分以上の発熱が認められた場合、誠に申し訳ありませんが、説

明会場への入場をお断りさせていただきます。

※検温実施記録簿へのご氏名、ご連絡先のご記入は、任意とさせていただきますが、ご

記入された個人情報につきましては、新型コロナウイルス感染防止の目的においてのみ使

用させて頂きますとともに、当社におきまして厳重に管理し、責任をもって処分致します。

検温実施記録簿
（ 月 日実施）

番号 御 氏 名 検温結果 ご連絡先(電話番号)
１

２

３

４

５

６

７

８

９

10
















	②-2  説明会実施報告書（破砕施設）
	③  図面類

