はじめに
当財団は、公益目的事業として、衣浦港３号地廃棄物最終処分場の廃棄物等埋立
処分事業、名古屋港南５区廃棄物最終処分場の維持管理事業、廃棄物の処分に関する
調査研究及び普及啓発事業を実施している。
１ 衣浦港３号地廃棄物最終処分場の廃棄物等埋立処分事業
場所
規模
受入期間

知多郡武豊町字三号地
47.2ha(安定型区画8.4ha、管理型区画34.4ha、管理施設4.4ha)
496万㎥(安定型区画73万㎥、管理型区画423万㎥)
平成22年度〜 （埋立免許期限：平成35年４月）

（１）埋立処分した廃棄物等の種類及び量
ア 概要
平成28年度は、一般廃棄物66千トン、産業廃棄物139千トン、建設発生土486千
トンの合計690千トンの搬入があった。
<廃棄物等搬入量>

(単位：千トン)

区分

27年度

一般廃棄物
産業廃棄物
廃棄物 計
建設発生土
合計

69
159
229
516
744

28年度
搬入量
計画量
66
70
139
120
205
190
486
190
690
380

(注)四捨五入により、合計が一致しない場合がある。

イ 種類別(主なもの)
一般廃棄物

66

（単位：千トン）

ダスト類

46

鉱さい

無機性汚泥

29

27

燃え殻

建設発生土

20

486

ウ 地域別
（ア）一般廃棄物
名古屋地区 20％、
尾張地区(名古屋地区除く)62％、
三河地区 18％であった。
（イ）産業廃棄物
名古屋地区 15％、
尾張地区(名古屋地区除く)51％、
三河地区 34％であった。
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（２）処分場の運営
ア 受入廃棄物の検査
当財団が定めている廃棄物等の受入基準への適合性を確保するため、搬入
された廃棄物について、目視での確認や抜取検査などを実施した。
イ 排水処理施設の運転管理
処分場からの浸出液について、排水処理施設の運転管理を適正に実施し、
「廃
棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、
「廃棄物処理法」という。)に基づく
排水基準及び武豊町との公害防止協定に基づく管理目標値（以下、
「武豊町との
協定値」という。
）に適合するよう処理を行った上で、公共用水域へ放流した。
ウ 環境監視調査
処分場からの放流水の水質調査(毎月１回)、周辺海域の水質調査(３地点、
年４回)、周辺海域の底質調査(２地点、年１回)等を実施した。
放流水の水質は、廃棄物処理法に基づく排水基準及び武豊町との協定値に
全ての項目が適合していた。また、周辺海域の水質調査等についても異常は
認められなかった。
エ 廃棄物等埋立処分のデータ管理
「運用管理システム」を構築して、処分場の運営に必要な廃棄物等の搬入や
埋立履歴などの各種情報を管理し、廃棄物の種類ごと及び排出事業者ごとの
搬入量の把握や、排出事業者からの処分料金の請求などに活用している。
（３）その他
ア 経営改善に向けた取組
継続搬入事業者からの安定した受入れを確保するため、平成28年４月から
新たに「継続割引制度」を導入した。
また、新規搬入事業者を獲得するための優遇措置として、平成28年10月から
半年間、
「廃棄物受入基準適合性無料判定制度」を試行した。なお、この制度は
平成29年４月から新たな制度として実施している。
イ 不適正処理された食品廃棄物の撤去事業への協力
平成28年１月に発生した食品廃棄物不適正処理事案について、愛知県からの
協力依頼により民間事業者等が無償で撤去・処分を行ったが、その際に発生した
焼却残さの処分を愛知県からの協力依頼を受け無償で行った(平成28年６月〜
平成29年３月、計188.59トン)。
ウ エコアクション21
環境法規等の遵守、環境負荷の低減、資源循環の推進等の取組を積極的に
行っている。認証は、審査を経て更新・登録された(平成29年１月21日)。
エ 地域とのコミュニケーション
地域の清掃活動に参加するとともに、地元の方々に対して「安心・安全な
処分場」への理解を深めていただくため、見学会を開催した。
年月日
内容
平成28年６月18日 富貴地域「水辺クリーンアップ大作戦」に参加
平成28年10月15日 武豊地域「水辺クリーンアップ大作戦」に参加
平成29年３月６日 「アセック見学会」(事業説明、見学等)の開催
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２ 名古屋港南５区廃棄物最終処分場の維持管理事業
場所
知多市緑浜町
規模
56ha、491万㎥
受入期間
平成４年３月〜平成22年３月(埋立終了)
（１）埋立を終了した処分場の管理
ア 排水処理施設の運転管理
処分場からの浸出液について、排水処理施設の運転管理を適正に実施し、
廃棄物処理法に基づく排水基準及び知多市との公害防止に関する覚書に基づく
許容限度（以下、
「知多市との協定値」という。）に適合するよう処理を行った
上で、公共用水域へ放流した。
イ 環境監視調査
処分場からの放流水の水質調査（毎月１回）
、周辺海域の水質調査（２地点、
年４回）、周辺海域の底質調査（１地点、年１回）等を実施した。
放流水の水質は年間を通して、廃棄物処理法に基づく排水基準及び知多市との
協定値に全ての項目が適合していた。また、周辺海域の水質調査等についても
異常は認められなかった。
ウ その他
保有水について、処分場廃止基準の適合性を確認するため、水質調査を行った。
ＣＯＤ、全窒素等は廃止基準に適合していたものの、水素イオン濃度（ｐＨ）
は適合しなかった。
３ 調査研究及び普及啓発事業
（１）調査研究事業
衣浦港３号地廃棄物最終処分場を対象とし、早期廃止の支障となる保有水のｐＨ
対策として、埋立中に実施可能な施策について調査研究を実施している。なお、
調査研究事業の計画、結果等を学識経験者等に説明し、助言をいただき調査研究を
行っている。
（２）普及啓発事業
ア 廃棄物セミナーの開催
当財団の搬入事業者等を対象に、廃棄物に関する最新動向・情報を幅広く提供
し、廃棄物の適正処理に係る理解を深めていただくため、セミナーを開催した。
年月日

内容

平成28年11月14日

場 所：今池ガスホール
参加者：120名
内 容：講演「廃棄物管理におけるコンプライアンスと
リスクマネジメント」
講演「産業廃棄物委託基準とマニフェスト制度」
説明「衣浦港３号地廃棄物最終処分場の現状と
新たな割引制度」
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イ 施設見学、環境学習協力事業等
一般県民等に処分場を見学いただき、廃棄物最終処分場への理解を深めて
いただいた。 (36団体、365名)。
また、愛知県が構築した AEL ネット(Aichi Environmental Learning Network)
の環境学習スタンプラリーの施設として参加した(平成28年６月〜平成29年
２月、361人)。
さらに、愛・地球博記念公園(モリコロパーク)にある環境学習施設「もりの
学舎」における「キッズクラブ」事業に参加し、処分場を見学いただいた。
<作成した啓発用資材>
ＤＶＤ(子供用) 「りんちゃんの冒険 〜アールくんと３つの魔法〜」
パンフレット
「環境、そして未来のために」(埋立実績)Ａ４版 1,200部
「環境、そして未来のために」(子供向け)300部
種子入りうちわ 200個
缶バッジ
1,500個
４ 理事会・評議員会
（１）理事会
年月日
平成28年４月６日

場所
書面決議

平成28年６月３日
平成28年６月９日

書面決議
ホテル名古屋
ガーデンパレス

平成28年６月30日
平成28年７月20日

書面決議
書面決議

平成28年11月10日

書面決議

平成29年２月14日

ＫＫＲ
ホテル名古屋

平成29年３月31日

書面決議

議題
１ 評議員会の実施(役員の辞任に伴う後
任者の選任)
２ 専務理事(業務執行理事)の選定
３ 常勤役員の報酬額
１ 食品廃棄物の適正処理への協力
１ 平成27年度事業報告及び決算の承認
２ 評議員会の招集(評議員及び役員の辞
任に伴う後任者の選任)
<報告(職務執行状況)>
廃棄物等の搬入状況及び決算の概要
１ 代表理事の選定
１ 評議員会の実施(役員の辞任に伴う後
任者の選任)
１ 評議員会の実施(評議員の辞任に伴う
後任者の選任)
１ 平成29年度事業計画及び収支予算の
承認
２ 就業規程の改正
<報告(職務執行状況)>
廃棄物等の搬入状況
１ 評議員会の実施(評議員及び役員の辞
任に伴う後任者の選任)
２ 常務理事(業務執行理事)の選定
３ 事務局長の任命
４ 常勤役員の報酬額
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（２）評議員会
年月日
平成28年４月18日
平成28年６月24日

平成28年７月26日
平成28年11月22日

場所
書面決議
アイリス愛知

書面決議
書面決議

議題
１ 役員の辞任に伴う後任者の選任
１ 評議員の選任
２ 役員の選任
<報告>
平成27年度事業報告及び決算報告
１ 役員の辞任に伴う後任者の選任
１ 評議員の辞任に伴う後任者の選任

（３）役員・評議員の異動
異動日
平成28年４月18日 理事を退任
理事に就任

平成28年５月23日
平成28年６月９日
平成28年６月24日
平成28年６月25日
平成28年６月27日
平成28年６月28日
平成28年６月29日
平成28年６月30日
平成28年７月１日
平成28年７月26日
平成28年11月１日
平成28年11月22日
平成29年３月31日

事項
渡邉修(専務理事を退任)
伊藤和己(専務理事に就任)
藤田展弘、橋本当矢、菅沼綾子、山本正雄
監事に就任
植家仁
評議員を退任
田宮正道
評議員を退任
伊藤範久
理事を退任
橋本当矢
評議員に就任
小川正樹
理事に就任
伊藤範久
理事を退任
佐合芳治
評議員を退任
新貝元
理事に就任
鏡味伸輔
評議員に就任
西村司
理事を退任
久村修三(理事長を退任)
松井高善
代表理事に就任 伊藤範久(理事長に就任)
理事に就任
松井宏司、鳥居典光
評議員を退任
細谷孝利
評議員に就任
小川秀樹
評議員を退任
阪口正敏
理事を退任
原田弥生(常務理事を退任)
古寺実、福島満夫
監事を退任
植家仁
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５ 内部統制体制の整備及び運用
（１）内部統制体制に係る関係規程の整備状況
「理事の職務の執行が法令及び定款に適合すること、その他業務の適正を確保
するための体制」については、次のとおり規程を整備し、運用している。
項目
理事の職務の執行に係る情報の保存及
び管理に関する体制
損失の危険の管理に関する規程その他
の体制
理事の職務の執行が効率的に行われる
ことを確保するための体制
使用人の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制

関係規程の整備状況
文書管理規程、情報公開規程、
個人情報保護規程
リスク管理規程
組織規程、事務決裁規程

倫理規程、コンプライアンス規程、
公益通報者保護規程、情報公開規程、
個人情報保護規程
監事の監査が実効的に行われることを 監事監査規程
確保するための体制等
（２）運用状況の概要
ア 理事の職務執行の適正性確保
定時理事会を２回開催し、業務執行理事から「職務執行状況」の報告をすると
ともに、財団の重要事項について審議した。
これらの議事録等は、内部規程に基づき、適切に保存・管理されている。
また、代表理事及び業務執行理事による会議を毎月１回開催し、事務局から
毎月の搬入量等について報告した。
イ 監事監査の実効性確保
監事は、会計監査人との意見交換等を行ったほか、全ての理事会に出席する
などして、理事の職務執行及び内部統制の把握に努めた。
ウ 使用人の職務執行の適正性確保
（ア）研修
次のとおり、研修を実施した。
年月日
内容
平成28年４月21日 「転入職員研修」の実施
平成29年３月21日 「コンプライアンス研修」の実施
（イ）訓練
次のとおり、緊急事態への対応訓練を実施した。
訓練の内容
年間実施回数
地震・津波訓練
２回
火災訓練
２回（管理棟、埋立現場 各１回）
薬品漏れ対応訓練 ２回（衣浦港３号地、名古屋港南５区 各１回）
悪臭発生対応訓練 １回
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