
 

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 知多郡武豊町字三号地 

規模 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㎥) 

受入期間 平成22年度～ （埋立免許期限：令和５年４月） 

（１）埋立処分した廃棄物等の種類及び量 

ア 概要 

令和３年度は、一般廃棄物76千トン、産業廃棄物261千トン、建設発生土40千トンの

合計376千トンの搬入があった。 

<廃棄物等搬入量>      (単位：千トン) 

区分 ２年度 
３年度 

搬入量 計画量 

一般廃棄物 78 76 77 

産業廃棄物 223 261 221 

廃棄物 計 301 336 298 

建設発生土 34 40 11 

合計 335 376 309 
(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                                        （単位：千トン） 

一般廃棄物 
産業廃棄物 

建設発生土 
ダスト類 がれき類 無機性汚泥 鉱さい 燃え殻 その他 

75.5 83.9 51.8 50.2 40.8 26.9 7.0 40.3 

 ウ 地域別 

（ア）一般廃棄物 

名古屋地区13％、尾張地区(名古屋地区除く)62％、三河地区25％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)40％、三河地区45％であった。 

 



 

（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。 

オ 施設の維持管理 

   護岸等の施設は、定期的に点検・修繕し、適切に維持管理している。 

（３）その他 

ア 経営改善に向けた取組 

「新規割引」、「鉱さい割引」、「継続割引」及び「基点量超過割引」の４つの割引制度

を継続実施するとともに、祝日営業や廃棄物受入基準適合性無料判定制度の実施等に

より、平成 29 年度に設定した経営の安定化に向けた目標を上回る搬入量及び処分料収

益を確保することができた。 

 イ エコアクション21 

当財団が定めた環境方針に基づき、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。 

ウ 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「安全、安心な処分場」へ

の理解を深めていただくために、見学会を開催した。 

年月日 内容 

令和３年６月24日 富貴地域「水辺クリーンアップ大作戦」に参加 

令和３年10月23日 武豊地域「水辺クリーンアップ大作戦」に参加 

令和４年３月23日 「アセック見学会」(事業説明、見学等)の開催 
 

エ 跡地利用 

  埋立終了後の跡地利用に係る検討会に参画した。 

 

 



 

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、埋立処分終了後の早期廃止（埋立地内の保有

水の廃止基準への早期適合）に係る対策を講ずるための基礎資料を得ることを目的とした調

査研究を平成28年度から継続して実施している。また、令和３年度からは、同処分場の円

滑な跡地利用のために、最新の規制動向や対策事例などを踏まえた処分場の閉鎖及び廃止

のための基本計画について専門家の指導・助言を得て検討を行った。 

（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。なお、令和３年度は新

型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講演動画のオンライン配信を実施した。 

配信期間 令和４年２月24日から 

講演動画 

再生回数 

延べ279回（令和４年３月31日現在） 

内容 
講演「資源循環とＳＤＧｓ サーキュラーエコノミーの実践へ」 

講師：環境カウンセラー（事業者部門） 関根 久仁子 氏 

 

イ 施設見学、環境学習協力事業等 

<施設見学> 

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(12

団体、100名) 。 



 

<環境学習への協力> 

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 (令和３年６月～令和４年２月)。 

また、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」が行

う「キッズクラブ」事業において、令和３年８月に処分場を見学していただくなど、当

財団の協賛事業を実施した。 

<作成した啓発用資材> 

パンフレット 「環境、そして未来のために」(埋立実績)Ａ４判 800部 

名入れポーチ 200 個 

 

４ 理事会・評議員会 

（１）理事会 

年月日 場所 議題 

令和3年4月1日 書面決議 １ 業務執行理事の選定 

令和3年6月9日 Web会議 １ 令和２年度事業報告及び決算の承認に

ついて 

２ 評議員会の実施(任期満了に伴う評議員

及び役員の選任) 

<報告(職務執行状況)> 

１ 廃棄物等の搬入状況 

令和3年6月30日 書面決議 １ 代表理事及び業務執行理事の選定 

令和3年7月12日 書面決議 １ 評議員会の実施(評議員の辞任に伴う後

任者の選任) 

令和3年10月15日 Web会議 １ 埋立処分料金の時限的割引について 

<報告(職務執行状況)> 

１ 廃棄物等の搬入状況 

令和4年2月2日 Web会議 １ 令和4年度事業計画書及び収支予算書等

の承認 

<報告(職務執行状況)> 

１ 廃棄物等の搬入状況 

令和4年3月31日 書面決議 １ 評議員会の実施(役員の辞任に伴う後任

者の選任) 

２ 常勤役員の報酬額 

 

（２）評議員会 

年月日 場所 議題 

令和3年4月1日 書面決議 １ 評議員の辞任に伴う後任者の選任 

２ 役員の辞任に伴う後任者の選任 

令和3年6月30日 Web会議 １ 任期満了に伴う評議員の選任 

２ 任期満了に伴う役員の選任 

〈報告〉 

１ 令和２年度事業報告及び決算報告 

令和3年7月12日 書面決議 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 事項 

令和3年4月1日 評議員に就任 片山明彦 

理事に就任 江島司、伊藤暢浩 

監事に就任 近藤浩史 

専務理事に就任 戸澤範行 

常務理事に就任 伊藤暢浩 

令和3年5月31日 評議員を辞任 伊東恵美子 

令和3年6月30日 評議員に就任 杉野みどり 

令和3年7月11日 評議員を辞任 青山桂子 

令和3年7月12日 評議員に就任 佐々木菜々子 

令和4年3月31日 
理事を辞任 

戸澤範行(専務理事を辞任)、岡田守人、 

勝間実、永坂智徳、竹内誠一 

 監事を辞任 近藤浩史 

 

  



 

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 関係規程の整備状況 

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 

文書管理規程、情報公開規程、 

個人情報保護規程 

損失の危険の管理に関する規程その他の

体制 

リスク管理規程 

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 

組織規程、事務決裁規程 

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 

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確

保するための体制等 

監事監査規程 

（２）運用状況の概要 

ア 理事の職務執行の適正性確保 

理事会を３回(Web)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 

令和3年12月13日 安全衛生研修 

 

（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 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） 

悪臭訓練 １回 

 



 

 

６  附属明細書 

（１）衣浦港３号地廃棄物最終処分場の放流水の水質調査結果（令和３年度） 

項 目 単位 
測定結果 廃棄物処理法 

に基づく 

排水基準 

公害防止協定 

に基づく 

管理目標値 平均値 最小値 最大値 

水素イオン濃度 

(ｐＨ) 
－ 7.3 7.0 7.7 5.0～9.0 5.0～9.0 

化学的酸素要求量 

(ＣＯＤ) 
mg/L 5.6 4.3 7.5 90 10 

浮遊物質量 

(ＳＳ) 
mg/L 2.7 1 5 60 10 

窒素含有量 

(Ｔ－Ｎ) 
mg/L 4.1 2.4 6.1 120(60)※ 10 

  ※ ( )内は日間平均値。 

 （注）この他の項目（重金属等）については、全て廃棄物処理法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に適合。 

 

（２）名古屋港南５区廃棄物最終処分場の放流水の水質調査結果（令和３年度） 

項 目 単位 
測定結果 廃棄物処理法 

に基づく 

排水基準 

公害防止に関する 

覚書に基づく 

許容限度 平均値 最小値 最大値 

水素イオン濃度 

(ｐＨ) 
－ 7.6 7.1 7.9 5.0～9.0 5.0～9.0 

化学的酸素要求量 

(ＣＯＤ) 
mg/L 7.6 6.5 9.0 90 25(20) ※ 

浮遊物質量 

(ＳＳ) 
mg/L 1未満 1未満 1 60 25(20) ※ 

窒素含有量 

(Ｔ－Ｎ) 
mg/L 15.6 12 20 120(60) ※ － 

  ※ ( )内は日間平均値。 

 （注）この他の項目（重金属等）については、全て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に適合。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


