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沼津市環境政策課                                 

近年の公害苦情の発生の動向について 

 環境政策課では、市民の生活環境の保全を図るため、また、大気汚染や水質汚濁等の公害を未然に防止す

るため、工場や事業場への指導・助言や市民への広報活動を行っています。 

市民から公害苦情を受けた際は、必ず現地へ赴き、現場確認や関係者から事情を聞くなど、解決に向けて

迅速かつ丁寧な対応を心掛けております。公害苦情の解決は、騒音や悪臭のようにその処理に数日かかる場

合もあれば、野焼きのようにその場で解決するものもありますが、平均的な処理時間は、１件当たり約２時

間程度を要しています。 

早期解決に向けた取り組みを実施していますが、近年、公害苦情の相談内容が多様化かつ複雑化している

うえ、匿名による苦情が多く、その対応に苦慮しています。 

 

＜年度別公害苦情発生件数＞                                 （件） 

 

（R1 の件数は 12 月末現在） 

＜公害苦情の動向・要因＞ 

過去 10年間の公害苦情発生件数は、平成 28年

度までは減少傾向でしたが、平成 29年度から増加

に転じています。 

ここ３カ年の苦情内容としては、主に大気（野焼

き）や悪臭苦情が多く、愛鷹地区、金岡地区や門池

地区など郊外への宅地化が進み、農業等法令で認め

られた焼却及び既存の産業から発生する臭いについ

て、新たな居住者からの苦情が増えたこと、また、

騒音・振動苦情においても、工業地域や準工業地域

内への宅地化が進み、新しい住人と隣接する工場・

事業場とのトラブル等が増えていることが要因であ

ると分析しています。 

なお、相談内容は、個人の主観や生活スタイルによって大きく変わるもので、感覚的・心理的な苦情が多く

寄せられており、近年、地球温暖化の影響によるものと思われる猛暑日の増加や湿度の上昇によるイライラや

ストレスが、不快感を高めている一面もあるものと推測しています。 

 

工場・事業場の皆様へは、施設等の適正な管理や使用をお願いするともに、市民から公害苦情があった場

合には早期解決に向けて、ご協力をお願いいたします。 

区分 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1.12

大　気 65 69 70 47 46 29 33 27 44 56 37

水　質 12 24 23 19 17 13 12 12 7 9 12

騒　音 35 41 44 45 37 34 33 20 26 33 18

振　動 5 0 2 3 5 3 2 2 5 4 4

悪　臭 35 32 15 15 25 14 17 9 22 27 13

その他 11 7 6 1 1 1 2 0 2 5 3

合計 163 173 160 130 131 94 99 70 106 134 87

 

大気, 39%

水質, 12%

騒音, 27%

振動, 3%

悪臭, 17%

その他, 3%

公害苦情件数の内訳

大気 水質 騒音 振動 悪臭 その他



沼津地区環境保全協議会・片浜産業クラブ合同視察研修会

　 JESCO東京PCB処理事業所及び

東京電力パワーグリッド㈱　新豊洲変電所/㈱アット東京

１．JESCO東京PCB処理事業所

・施設概要

　　　　所在地    ： 東京都江東区青海三丁目地先
　　　　開館時間 ： １０：００～１６：００　
　　　　休館日    ： 土・日・祝日・年末年始

・高濃度処理フロー

東洋電産株式会社　大泉 文昭

2019年10月10日快晴。「リチウムイオン電池」を開発した吉野彰さんのノーベル化学賞が決まり、気
持ちも晴れやかな中、JESCO東京PCB処理事業所及び東京電力パワーグリッド㈱新豊洲変電所、
データセンター㈱アット東京を訪問した。

JESCO東京PCB処理事業所では高圧トランス・高圧コンデンサ等について、受入から前処理
（解体・分別、洗浄・蒸留、加熱）、液処理（分解）、払出しまで一貫した処理を行っている。その
処理は、安全かつ効率的に行える処理工程とする。容器・内部部材からのPCB除去には溶剤
洗浄法及び低温真空加熱法を採用し、PCB分解には水熱酸化分解法を採用している。高圧ト
ランスなどの容器の内部や内部部材に付着したり浸み込んでいるPCBも含めて除去して化学
的に分解する。



・見学風景及び展示物

・モニターを使った工程説明、また展示物について案内係の方に分かり易く説明して頂いた。

・感想

計画的処理完了期限が令和5年3月。事業終了準備期間が令和5年4月から令和8年3月となっ
ている中で、処分の呼びかけを行っている。持っている人がダンマリしてしまうと永久的に残っ
てしまう事となる。また、施設解体後の汚染された設備等はどのように処分されるかは現在決
まっておらず課題も残る。ライフサイクルの視点から疑問を感じた。

アルカリ粗解体室 加熱炉室

分解物

集合写真

保護具

高圧コンデンサ 高圧トランス



２．東京電力パワーグリッド㈱　新豊洲変電所/㈱アット東京

・施設概要

　所　在　地　：　東京都江東区

カット図

・見学風景（新豊洲変電所）

・説明ボード・大型設備の前で案内係の方に分かり易く説明して頂いた。

・感想

・新豊洲変電所：
地下式としては世界初の50万ボルトの変電所で、建物構造を円筒形として最新のコストダウン
設計を反映した拠点変電所の1つである。また、「新豊洲変電所」につながった「新豊洲線」は、
世界初の50万ボルトCVケーブル長距離送電線（約40Km）で、高い電圧の流れる都心に電気を
送り続ける大動脈の施設である。
・アット東京：
電源系統の多重化と確実なバックアップにより高信頼の電源を確保。また、世界規模のリスク
マネジメント会社の地震リスク分析で最高ランクを取得した強固な立地、免振構造を兼ね備え
ている。

新豊洲変電所では万が一の火災に備え「不活性ガス消火設備（IG-541)」を設置しており、「確
実な消火」「人体への安全」はもちろんのこと「地球環境への配慮」が感じられた。
（オゾン層破壊係数や地球温暖化指数はほぼゼロ）
アット東京は、セキュリティ体制は万全であり、180基の免振装置が設置され揺れに強いことが
分かった。（東日本大震災時、揺れが感じられなかったとのこと）

集合写真見学１ 見学２



沼津地区環境保全協議会視察研修会

　 （株）リコー環境事業開発センター 及び

キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所

1．（株）リコー環境事業開発センター

・施設概要

・展示室の紹介：

　　　　臼井国際産業株式会社  竹口 紀之

　例年に無く暖かい日が続いている中、1月15日（水）に、沼津地区環境保全協議会で、御殿場市にあ
る（株）リコー環境事業開発センター 及び キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所を訪問しました。

　リコー環境事業開発センターは、環境保全と利益創出の同時実現する「環境経営」と言う理念の
もと、2016年4月に開所されました。全国に点在していたリサイクル機能のほとんどをまとめ、リサ
イクル・リユースのマザー拠点として年間1.8万台ものコピー機が再生されております。

　また10万ｍ
2
の広大な敷地の中で、リサイクルのみならず新規環境事業の実証実験、情報発信

基地としての機能をもたせ年間約4,000人の見学者が来場しています。

　　所在地　：　静岡県御殿場市駒門1-10

　　電話受付時間：　9：30～17：00　（年末年始・工場休業日を除く）

■環境棟
リアルコメットサークル
実証実験エリア

■未来棟

シアターＲ

コラボレーションスペース

■木質バイオマス
　　エネルギープラント



・展示物の見学風景

・年間8万台回収されているコピー機を効率よく再生するシステムの紹介がありました。

　回収されたコピー機の状態を把握し、なるべく少ない工数・部品で行いリユースに繋げ、

　リユースできないものは補用部品の回収やマテリアル・ケミカル・サーマルリサイクルにて

　残す所なくすべて再生されます。

・シアターRではトップダウンにて環境事業に取り組む姿勢や考え方の説明を受けました。

省エネルギーを推進する為、センサーで取得した情報をクラウド上で管理し、照明・空調を自動

制御するシステムを提案し、来年度には販売を始めるようです。

　

・木質バイオマスプラントの稼動は、森林保全とCO2削減・エネルギー創出を同時に実現し、

　更に雇用の創出にも繋げています。（平成29年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰）

　お湯としてエネルギーを使用することで約80％のボイラー効率を実現しています。

・感想

　「環境経営」をコンセプトに、工場自体も従来のコピー機生産工場から環境関連事業を創出する
拠点として再生されていました。リサイクル・リユース事業にて”稼ぎ”、新しい環境技術の開発を”
創る”、更に技術を公開する事で”魅せる”と言う3つの機能をうまく循環させ工場を運営されていま
した。CO2削減への提案として、自社技術を用いた空調・調光システムのみならず、木質バイオマ

スプラントを”御殿場モデル”として全国に展開するなど新たな挑戦にも挑んでいました。
　国連で採択されているSDGsをふまえ、持続可能な社会構築に向け全社を挙げて取り組んでいる
と言う事を強く感じる事が出来ました。

環境ソリューション展示シアターＲ 照明・空調制御システム

基盤修理回収品置場 リユースエリア

実証実験テーマインデックス木質バイオマスプラント 集合写真



2．キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所

・施設概要

■　モルトウイスキー

 麦芽の麦汁を発酵させ、ポットスチルという銅製の単式蒸留器で初留、再留を行い、蒸留液を熟成

させます。

■　グレーンスイスキー

 とうもろこしに麦芽を加え糖化させたもろみを発酵させ、３種類の蒸留器で蒸留し、蒸留液を熟成

させます。

　※富士御殿場蒸溜所　シングルグレーンウイスキーAGED 25YEAR SMALL BATCHは

　　　2016年、2017年、2019年ワールドウイスキーアワードにて世界一を受賞しています。

■　ブレンド

 多彩な蒸留器からうまれるモルト原酒とグレーン原酒の長所を生かし、ブレンドする事で複雑で奥

深い風味を実現しています。

・見学風景

・工場見学ガイドの方に製造工程を丁寧に説明して頂きました。

・感想

　1973年にアメリカ、英国、日本企業の3社合弁により設立された、キリンでは国内唯一の蒸溜所
になります。富士のふもとで約50年をかけて磨かれた伏流水と、御殿場の澄んだ空気の中で熟成
させることで、ここでしか作れないウイスキーを製造しています。世界でもモルトウイスキーとグ
レーンウイスキーの両方を同一拠点にて製造している蒸溜所は珍しく、熟練のブレンダーによる調
合によりバランスの良い複層的なウイスキーが生まれています。

　　　　所在地    ： 静岡県御殿場市柴怒田970
　　　　開館時間 ： 9：00～16：30　
　　　　休館日    ： 月曜日（祝日の場合は営業、次の平日が休館）・年末年始

アメリカ、英国の技術を受け継ぎスタートしているが、更に磨きをかけた技術・その伝承により、日
本人の繊細な味覚にあったウイスキーが作り続けられていました。熟成に使用される樽は何度も
再利用され、長いものでは50年使用されており、使用することで更に奥深い味を作る事にも貢献し
ているとの事でした。ウイスキー作りには、良い水、環境が重要であり、良い商品を作る為にも環
境を守り続けていく事が重要であると再認識しました。

ポットスチル 集合写真発酵タンク



会の動き 

 

会の動き 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

☆２０１９年 ５月２９日 

【総会記念講演会】 

   （１）「沼津市の環境政策と世界の環境問題」について 

講 師： 沼津市生活環境部環境政策課 環境企画係  

副主任 新里 政憲 氏 

 

☆２０１９年 ７月 ８日 

【理事会】   （１）視察研修会について 

        （２）第１５８号「水と空」の企画について 

           

   

 

☆２０１９年１０月１０日 

【環境関連県外施設視察研修会】 

（１）ＪＥＳＣＯ東京ＰＣＢ処理事業所（東京都江東区） 

    （２）東京電力パワーグリッド㈱新豊洲変電所、データセンター＠東京 

（東京都江東区） 

☆２０２０年 １月１５日 

【環境関連県内施設視察研修会】 

（１）（株）リコー環境事業開発センター（静岡県御殿場市） 

    （２）キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所（静岡県御殿場市） 

 

 

☆２０２０年２月２５日 

  【機関誌の発行】  水と空 第１５８号発行 

 

 


