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「ともにさかそう 笑顔とお互いさまのまち 阪南」～ 自分を取り巻く人や自然などの環境と繋がり、互いに慈しみ、思いやり、感謝し、
自らができる役割を担いながら【お互いさま】、市民や各種団体、事業者、市役所が協働して【ともに】、市内に花を咲き誇らせ、緑を
大切にして自然を守る【花を咲かせる】、産業や地域資源を活かしてまちを発展させる【まちを栄かせる】、人（人財）を大切にする
【人を咲かせる】ことにより、市民みんなから笑顔がこぼれる【笑顔を咲かせる】まちにしていこう ～ 「さかそう通信」お届けします。
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え て十分 に連 動して いる とは言 えず 、

が主導して行ってきたものが多く、加

《市長》これまでの取り組みは市役所
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※５月以降は第３土曜日１０時からに固定する予定です

画 が白 紙撤回 され たこ とに より 、２億 ２

平成

（（（（１１１１））））総合こども館予算がががが減額補正

１０ 時 ～ １１ 時
あたごプラザ（舞 3-31-6）もも
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平成２９年 ４月 ２２日（土）

つ 。こ の４月 より 新し い取 り組 みを始 め

よりたくさんの皆さんに「阪南市のまちづくり」に興味を
持っていただくため、気楽にお越しいただける座談会を
【毎月】開催いたします。
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たいと思います。

上甲誠市政報告座談会

３月議会より

「さかそう会」 → 定例化 ！
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阪南市のお得情報、イベント、
こんなこと知りたかった、満載！！

いと思います。

をお知らせした

ここ最近の動き

処分場ですが、

産業廃棄物最終

計画されている

和歌山市滝畑地区に

山中川の水源地である

阪南市の大切な男里川、

取り上げさせていただいている、

さかそう通信では何度も

阪南市の水源地で産廃計画

大阪府阪南市舞 4-30-2
電話 072-474-9211
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年５ 月～ ９月 に和歌 山市 ・阪 南

事業者からの回答書
平成

市 で計 ５回行 われ た住 民説 明会 での意 見

（答）水質の保全に関しては次のよう

い。③準好気性環境を保つ。④放流さ

開検査により、疑わしきは受け入れな

➀安定５品目のみを受け入れる。②展

和泉の水を育む会から意見書がそれ

地区連合自治会から意見書 （再質問）、

ンチ）が提出された後、阪南市東鳥取

以上の回答書（実際は分厚さ約１セ

その後の事業者の動き

れるのは基準を満たした水質のみと

ぞれ和歌山市長に提出されました。そ

な 安全管 理シ ステム を構 築して いる 。

する。⑤経時的な水質の連続モニタリ

様な回答書・要望書が提出されました。

ングと、詳細な検査による管理を行う。 の後、事業者から和歌山市長に以下の

▼▼▼▼展開検査について「「「「目視」」」」でででで安定５５５５
品目以外のののの混入がががが防防防防げるのか？？？？

▼▼▼▼未来永劫、、、、有害物質のののの発生、、、、地下水

を防ぐよう最大限の努力をする。

とが法律で禁止されている。異物混入

着した廃棄物は、そもそも持ち込むこ

やかに条例 （（（（産業廃棄物処理施設のののの設設設設

にににに果果果果たしたと考考考考えておりますので、、、、速速速速

社社社社としては事業概要のののの説明責任をををを充分

けて誠心誠意おおおお伝伝伝伝えしてきました。。。。当当当当

これまで関係住民にににに多多多多くの時間をか

《事業者の回答書・要望書抜粋》

のののの汚染、、、、悪臭などが生生生生じない根拠はははは？？？？

置置置置にかかる紛争のののの予防にににに関関関関する条例））））

（答）懸念されているような物質が付

（答）（ 年 間、産 業廃棄 物の） 埋め

でなく、３年程度を目途に周辺環境の

立て作業後ただちに事業廃止する訳

はははは助言、、、、協定のののの締結のののの要否をご指摘くくくく

いただきたく存存存存じます。。。。早急にににに指導又

をををを終終終終ええええ、
（施設設置のののの））））本申請をさせて

年 １月 提出さ れ

万件のののの反対署名、、、、和歌山市議会のののの反反反反

モニタリングを実施し、水質や大気質

ださい。。。。必要がなければ、、、、速速速速やかに申申申申

に 対す る回答 書が 平成

対決議、、、、知事・・・・市長「「「「住民反対ある以上

が安定化することを確認したのち廃

▼▼▼▼

ました。主なやり取りはこんな感じです。

はははは建設しない」」」」発言ををををどう受受受受けけけけ取取取取るか？？？？

（答）現状で平日１時間４８０台の車

音音音音、、、、振動、、、、交通安全のののの影響

請請請請をさせていただきますのでよろしく
（答）反対の署名については当事業に対
す る理 解を得 られ てい ない こと の結果 で
引 き続 き説明 会等 を通 じて 説明 を行う 。
議 会の 対応は 甚だ 遺憾 であ る。 知事、 市

これからも一生懸命頑張ります。

て、ありがとうございました。

時間当たり最大６～７台加わる。１％

ブログ・後援会も含めて今後ともよろ

両が通行、ここに当事業運搬車両が１

程度の増加である。車両には特定の

しくお願いします。

長 にお いても 事業 計画 が提 出さ れる前 に

日・時間 （登下校時など）に車両が集

が否決されたものではない。
▼▼▼▼水水水水なども汚汚汚汚され、、、、農作物にも被害がががが出出出出

中しないように運行指定を行う。

阪南市議会議員 上甲 誠
てててて、、、、自然もももも破壊。。。。地元住民皆がががが望望望望まない。。。。

精 査を せずに なさ れた 発言 であ り、計 画

最後までお付き合いいただきまし

止の認定を受ける。
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おおおお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げます。。。。
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▼▼▼▼搬入車 （（（（廃棄物運搬車両））））による騒騒騒騒
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