
産業廃棄物安定型最終処分場を巡る諸課題

滋賀県「RD最終処分場問題対策委員会」に参加して（第1部）

池田こみち（環境総合研究所）

１．はじめに

廃棄物の 終処分場は、廃棄物の種類により、

一般廃棄物 終処分場と産業廃棄物 終処分場に

分けられる。また、廃棄物処理法で定める廃棄物

の種類により、 ) 管理型 終処分場、 ) 遮断型1 2
終処分場、 ) 安定型 終処分場に分けて埋め3

立てられる。安定型 終処分場には、埋立空間を

外部と仕切る遮水工がなく、安定５品目と呼ばれ

る ) 廃プラスチック類、 ) ゴムくず、 ) 金属1 2 3
くず、 ) ガラスくず及び陶磁器くず、 ) がれき4 5
類のみが処分できることとなっている。

毎年環境省が発表する「産業廃棄物処理施設の

設置状況について （ 新版平成 年度実績）に」 17
2,335よると 国内には 産業廃棄物 終処分場が、 、

1,413施設存在している。内訳は、安定型処分場

件、管理型処分場 件、遮断型処分場 件で889 33
ある。そのほかに一般廃棄物 終処分場が同じ平

成 年度末実績で 件と報告されている。そ17 1,847
の数は年々減少しているとはいえ、私たちが毎日

、 、 、排出するごみの 終的な行き先は 山間部 海面

農村地域の平野部などに作られた埋立処分場なの

である。焼却率が全国平均で ％と国際的に見75
ても異常に高い日本では、有害物質を多く含む焼

却灰や煤塵なども埋立の大きな割合を占めてい

る。

、「 」これらの中で 産業廃棄物安定型 終処分場

は も数が多く、課題も多い。安定型とは名ばか

りであり、安定型処分場周辺ではさまざまな環境

汚染が顕在化してきているのが実態である。

本小論においては、筆者が滋賀県知事の要請を

受けて参加することとなった滋賀県栗東市に存在

する株式会社ＲＤエンジニアリングによる産業廃

棄物安定型 終処分場（以下、ＲＤ 終処分場と

略す）の問題を解決するために設置された、ＲＤ

終処分場問題対策委員会（以下、対策委員会と

略す）における議論とそこから得られた教訓をま

とめて紹介することとしたい。

第一部は 処分場の経緯・概要と対策を検討RD
する上での背景について整理する。

２．RD処分場問題の経緯

処分場は、昭和 年 月、社長が個人事RD 54 12
、 。業として許可を取得し 終処分場を開始された

、 、当初の埋立面積は約 ㎡ 埋立容量約 万9,700 6 m3

処分されるごみは、がれき類中心であったが、そ

の後安定型処分場に処分可能な廃プラ、ガラスく

ずなどの許可品目を増やし、事業の拡大とともに

施設規模の拡張を繰り返していった。さらに、特

別管理産業廃棄物処理業としての許可を取得し、

同敷地内で感染性廃棄物や廃アルカリ、廃酸など

の焼却処理にも乗り出した。

図－１ RD処分場位置図（上が北）出典：滋賀県資料

、 （ ）会社は個人事業であったものが 佐野産業 株

から（株） エンジニアリングへと変遷し、平RD
、 、成 年当時には 全体の埋立面積は約 ㎡10 48,500

容量約 万 、焼却炉 機を有する企業へと急40 m 23

成長したのである。

会社の急成長に併せるように周辺では 社のRD
操業に伴って著しい環境影響が発生するようにな

っていった。窓を開けられないほど、洗濯物も干

11せないほどの黒い煙 煤塵 悪臭に加え 平成、 、 、

年には高濃度の硫化水素ガスが発生し、付近の住

民を恐怖に陥れた。 高検出濃度は に22,000ppm
も及んでいる。



滋賀県は周辺住民の苦情を受けて問題を解決す

、 、べく 平成 年度から４項目の改善命令を発し13
４年間に渡り是正工事を実施させた。

しかし、 終的には 社は経営破綻し、管財RD
人の管理するところとなり現在に至っている。経

営破綻後、県の調査（平成 年度及び平成 年17 19
度）により、 社の違法な操業の実態が次々とRD
明らかになっていた。 終的な埋立量は拡大後の

許可容量の 倍、当初の許可量の 倍にあた1.8 2.9
る にものぼった。 も重大なことは、714,000m3

埋立容量の膨大さに加え、違法に処分場内を深掘

りしてドラム缶や一斗缶に入った溶剤類を数百も

投棄したことなどから、ついに帯水層を突き破り

有害廃棄物が地下水と接する事となったのであ

。 、 、 、る そのため 水銀 鉛などの重金属類とともに

揮発性有機化合物類が基準を超えて周辺でも検出

されるに至り環境汚染問題が一気に表面化するこ

ととなったのである。

図－２ RD処分場の前身鴨ヶ池の位置

出典：滋賀県資料より作成

もともと 処分場は、図 に示したように、RD -2
栗東町の一般廃棄物処分場として同地域の自治会

と協定を結び、鴨ヶ池を埋め立て、処分終了後に

その部分も含めて許可を取得した処分場である。

また、 社社長の佐野氏は当時の栗東町長の親RD
戚筋にあたり、同地での営業にあたり、当時の栗

東町行政とは特別な関係にあったとされている。

写真１：RD処分場の概況 出典：委員会答申

（写真の下側が北方向：経堂が池側）

３．検討委員会の設置

平成 年 月に嘉田知事が誕生した際、問題18 7
発覚から 年近く放置されてきた 処分場問10 RD
題がようやく知事選公約として取り上げられるよ

うになり第三者的な検討会の設置に至るのであ

る。

委員会は、栗東市推薦委員として地元住民代表

が５名、県が依頼した学識経験者 名と栗東市12
役所職員１名の合計 名で構成された。学識経18
験者委員は以下の通り。(アイウエオ順 敬称略)

池田こみち 環境総合研究所常務取締役副所長

乾澤 亮 栗東市環境経済部長

江種 伸之 和歌山大学システム工学部准教授

岡村 周一 京都大学大学院法学研究科教授

尾崎 博明 大阪産業大学工学部教授

梶山 正三 弁護士

勝見 武 京都大学大学院地球環境学堂准教授

島田 幸司 立命館大学経済学部教授

清水 芳久 京都大学大学院工学研究科附属

流域圏総合環境質研究センター教授

髙橋宗治郎 滋賀経済団体連合会会長

早川 洋行 滋賀大学教育学部教授

樋口壯太郎 福岡大学大学院工学研究科教授

横山 卓雄 同志社大学理工学研究所名誉教授



委員会では、長年放置されてきた 処分場問RD
題を解決するため、現状及び将来における 処RD
分場による「生活環境保全上の支障」を明らかに

した上で、支障を除去するための対策工法につい

18 12 20 3て検討を行った。平成 年 月から平成 年

月までに 回の委員会を開催し、答申をまとめ15
た。

また、同時並行的に、県はこの間の滋賀県とし

ての 問題への対応の仕方にどのような課題がRD
あったか、県自身の責任を検証するため、総務部

総務課に事務局を置き 「行政対応検証委員会」、

を設置した。この委員会は学識経験者 名で構成4
19 2 20 2 13され平成 年 月から平成 年 月まで計

、 。回にわたって検討を行い 報告書をとりまとめた

４．RD処分場による環境保全上の支障

対策を検討する上で、汚染の実態把握は不可欠

である。これまで滋賀県や栗東市が行ってきた各

種調査、分析の結果とともに、新たに追加的な調

査を行い、 処分場が内包する汚染の実態を可RD
能な範囲で明らかにし、将来におけるリスクも検

討された。

：廃棄物が帯水層に接して(1)埋立物の埋立状況

いることが明らかとなった。埋立容量は許可量を

大幅に超え、許可品目以外の廃棄物（ドラム缶・

一斗缶数百個、木くず、油類等）も大量に発見さ

れた。

写真３：掘り出されたドラム缶（撮影：池田こみち）

： 処分場内は一部覆土が行われ(2)覆土の状況 RD
ておらず、廃棄物がむき出しとなっている場所も

あり、一部法面は急勾配のため斜面の崩壊も危惧

された。

写真２：急峻な西側の斜面（撮影：池田こみち）

：複数地点のボーリング調査等(3)地質等の状況

により処分場の底部や周辺の地形地質について明

らかにした。特に、透水係数、難透水層の分布に

ついて整理した。

：栗東市及び滋賀県が設置した(4)浸透水の状況

複数の観測井戸から浸透水を採取し、浸透水の水

位、流動方向、水質について分析した。水質につ

いては、ヒ素、総水銀、鉛、カドミウム、ベンゼ

ン、 、 、ダイオキシン類などが廃棄物処PCB COD
理法に定める浸透水の基準（安定型処分場）を超

過して検出された。また、地下水との関係につい

てホウ素やフッ素なども分析したところ、地下水

の基準を超えて検出されていた。

：滋賀県は、処分場内及び周辺(5)地下水の状況

に合計 カ所の観測井戸を設置し、地下水質を16
分析するとともに、流向確認、流向流動調査を実

施してきた。その結果、流向は南南東方向から北

方向（経堂が池方向）に流れていることが明らか

となり、水質については、ヒ素、鉛、総水銀、ホ

ウ素、ダイオキシン類、シス ジクロロエチレ1,2-
ンなどの有害物質が複数の井戸から基準を超えて

検出された。各地点の検出パターンをヘキサダイ

ヤグラムなどで解析した結果、地下水の汚染は処

分場が原因となっていることが明らかとなった。

特に、処分場北側には、経堂が池という溜め池が

存在し、昔は農業用水として利用されていたが、

この問題が発覚してからは経堂が池の水の利用、

また周辺地下水の飲料水としての利用も控えるよ

うに行政指導されている。

：高濃度の硫化水素ガスが(6)ガス・地温の状況

発生した事を受け、処分場内 地点で表層ガス79



調査により地中温度と硫化水素、メタン、酸素濃

度の測定を行ってきた。また、ボーリング調査に

より、処分場内表層から ごとに孔内温度、孔3m
内ガス濃度の測定を行った。その結果、硫化水素

ガスは現状では平成 年当時の もの高11 22,000ppm
濃度は検出されなかったものの、 ～ の2.5 630ppm
範囲で検出され、そのほかにもメタンやアンモニ

アなどが検出されていた。これは、地中温度が依

然として高く（ ℃～ ℃ 、ガスが発生しや19 32 ）

すい状況となっていることを意味していた。

：施設南側には中間処理施設と(7)焼却炉の状況

して焼却炉が 基、さび付いたまま放置されてい2
る。各焼却炉の煙道などに付着したダイオキシン

類の濃度は と極めて高く、早急な3,900ng-TEQ/g
解体撤去が必要であることを物語っていた。周辺

には住宅地や学校もあることから、風化した施設

からダイオキシン類が飛散・拡散することが危惧

された。

写真４：廃棄物焼却炉の残骸（撮影：池田こみち）

これらの調査結果から、生活環境保全上の支障と

しては、次のように整理された。

(1)社会生活を送る上での支障のおそれ

近隣住民にとっては、 処分場の存在そのもRD
のが心理的ストレスを引き起こし、社会生活を送

る上で支障となっている。地価の低下やイメージ

ダウンなどの経済的な損失も大きい。

(2)処分場西側のり面の崩壊による支障のおそれ

覆土されていない急斜面の法面からは廃棄物が

露出しており、風雨により汚染物質が周辺に流れ

出す可能性がある。有害ガスの流出のおそれもあ

る。

(3)廃棄物の飛散・流出による支障のおそれ

処分場内の覆土されていない区域は雨水の浸入

等により汚染物質が露出したり、浸透水として周

辺に流出する可能性がある。

(4)汚染地下水の拡散による支障のおそれ

処分場内には違法に持ち込まれたドラム缶等の

有害廃棄物が大量に存在している。また、既に違

法に深掘りをしたことにより、帯水層と廃棄物が

。 、接していることが明らかとなっている そのため

地下水に汚染が流出拡散し続ける可能性がある。

(5)処分場内の有害ガス生成による支障のおそれ

ボーリング孔内及び観測井戸内の調査により依

然として硫化水素等の有害ガスが検出され、孔内

温度も ℃前後まで上昇している地点もあるこ30
とから、この後も有害ガスが生成し続け噴出する

可能性が危惧される。

(6 )ダイオキシン類を含む焼却灰の飛散による支障

のおそれ

処分場内に放置された 機の焼却炉に残存する2
ダイオキシン類が風雨あるいは倒壊により周辺に

飛散したり、処分場内に浸透し周辺の土壌環境や

水環境を汚染する可能性が危惧される。

(7)経堂が池の底質及び水質について

処分場の北側にほぼ接するところにある経堂が

池の底質と水質についても調査が行われたが、現

時点では著しい汚染は認められず 「生活環境上、

の支障は生じていない」と判断されたが、水質の

経年調査はまだ５年であるので、今後、処分場内

の汚染物質の変化等によって影響が生ずることも

指摘された。

写真５：処分場内から沈砂池と奥に経堂ヶ池を臨む

（撮影：池田こみち）



５．対策工法の提案の前提

これらの調査内容を時間の許す範囲で検討し、

「支障の除去」のために、どのような対策工法が

適当かについて、議論が行われた。その前提とし

て、別途開催されていた「行政対応検証委員会」

における検討結果も当然ながらふまえた上で対策

について検討するべきであるとの意見が強く出さ

れた。

＜行政対応検証委員会の指摘事項＞

①処分場の立地特性に配慮した指導のあり方

処分場は新興住宅地と隣接していることから、

滋賀県は事業者の指導に際してそうした立地特性

をふまえ、より厳しく指導監督すべきであった。

②事業者に対する認識

周辺住民の苦情等から 社の会社としての姿RD
勢や営業方針等についてより厳しい認識を持ち対

応する必要があった。業務の拡張に伴う許可申請

を受ける立場として、一層厳しい指導監督を行う

べきであった。

③指導監督権限の行使の妥当性

県は 社に対して任意の行政指導としての報RD
告をたびたび求めたが、より積極的に法に基づく

報告徴収を求めるべきではなかったか。また、立

ち入り検査に際してもより厳しく遵守状況を確認

するなどの必要があった。すなわち、 社は違RD
法を繰り返し行ってきたのであるから、より早期

の段階で、改善命令や業務停止命令を発動してい

れば、 社の姿勢が変わった可能性もあることRD
から、県の対応は不十分であったと言える。

④住民等との連携

操業中のさまざまな公害への苦情や、 社がRD
ガス化溶融炉を導入しようとした際の県の対応が

不十分であったため、周辺住民との信頼関係が崩

れ、さまざまな施策の実行に支障を来してきた。

写真６：隣接する新興住宅地（撮影：池田こみち）

県は許認可権者として、栗東市はじめ関係各方面

との連携を図り、速やかな情報公開と協議の場の

設置など住民の信頼を得られる対応をはかるべき

であった。

⑤県の組織体制と内部対応

ア．廃棄物行政の体制：許可件数の増加に見合っ

た担当職員の増員が諮られていなかった。

イ．組織内の対応：関係書類の保管状況が悪く、

人事異動に伴う指導監督業務に支障が生じてい

る。また、立ち入り検査等の実施マニュアルも不

備であり、十分な対応が出来ていなかった。

ウ．県の対応に係る基本的な考え方：県は問題ご

とに検査、調査及び検討会の設置などを実施して

きたものの、処分場全体の実態解明や有害物質の

処理にまでは対策が及ばず、時間が経過した。結

果として 社は破綻し、新たな問題を抱えるこRD
とになっているので、個々の問題への対応では全

容解明に至らず問題を長期化させる事になること

を認識すべきであった。

結論として、県が責任を持ってこの問題の解決

に当たらなければならないことは必定であり、こ

の段階で再び適切な対策工法の選定機会を逸する

ことは許されない、と結んでいる。

本検証委員会の内容は住民からすればまだまだ

生ぬるいとの批判もあったものの、県が自らの責

任をまがりなりにも第三者委員会において明らか

にし、その上で対策工法の適切な選定を促したこ

とは評価に値する。

筆者らの 問題対策委員会においては、これRD
らの指摘を前提としつつ、さらに、対策工法の検

、 。討に当たっては 次の点を基本的な考え方とした

６．対策工実施の基本方針

ア 地域住民との連携を強化し、互いの合意と納得が得ら

れるようにして問題解決に当たることをすべての対策の大

原則とする。

そのため、委員会はすべて公開で開催され、す

べての資料、議事録はすみやかに公開された。ま

た、地元会場において、委員会主催による住民ヒ

アリングも開催し、近隣住民との意見交換も開催

した。

イ ＲＤ最終処分場からの生活環境保全上の支障または

そのおそれを除去するため、効果的で合理的かつ経済的



にも優れた対策工を実施し、ＲＤ最終処分場問題を早期

に解決する。

検討委員会では、生活環境上の支障を単に化学

分析結果や基準との適合性などの絶対評価に限定

せず、 処分場の存在や県への不信感から派生RD
する住民の精神的な不安や地価評価額の低下やイ

メージダウンなど社会経済的な要素についても対

象とすることで合意された。早期の解決は住民が

望むことではあるが、工期を急ぐあまり、中途半

端で不十分な対策工と成らないように留意する必

要があることも強調した。

また 「効果的」で「合理的」かつ「経済的」、

な対策は言うまでもないが、それぞれの要件をど

のようにバランスさせるかも重要な課題であっ

た。滋賀県の財政状況は厳しく、多大な出費が困

、 、難であることは承知の上ではあるが そのために

「経済性」が優先されては本来の支障の除去にこ

そ支障が生ずることもあり得るからである。

ウ ＲＤ最終処分場からの支障等を除去するための対策

工は、廃棄物処理法に基き事業者等に措置命令を発し当

該事業者等にその是正が見込めない時に、滋賀県が代執

行事業として実施する。

加えて、 社の管財人からすでに土地の所有RD
、 。権は放棄し 無償で譲渡するとの申し出があった

筆者らは 年度だけをとっても調査分析や委員19
会運営のために 億円以上の県費が使われている1
ことから、滋賀県はすみやかに 処分場を県所RD
有の土地として安心・安全な土地の再生を行うこ

とを提言したが、それについては審議事項の範囲

外とのことで提言には盛り込まれなかった。

エ 対策工は、支障等の除去または支障等の素因の除

去、対策工の成果確認のためのモニタリングおよび対策

工実施による二次被害防止のための影響監視を含む。

許可容量の 倍近い廃棄物が投棄され、しかも3
違法な有害物が大量に持ち込まれている本事件に

おいては、対策工（特に恒久対策）は長期に渡る

可能性があり、周辺の土地利用を考えても、適切

なモニタリングが継続されなければならないこと

は必定である。

オ 対策工の実施にあたっては、周辺住民の生活環境を

保全するための措置を講じる。

特に 処分場東側に隣接する北尾団地についRD

ては、操業中に も著しい被害を被ったこともあ

り、対策工事中に再び影響を受けないように十分

な対策ともに、実施期間中の対応を子細に取り決

めた事業者との間の協定の締結等が求められた。

カ 対策事業は、周辺住民の生活環境を保全するまでに

時間を要するため、現在生じている支障の状況を踏まえ

て、緊急的な対策、恒久的な対策に分けて実施する。

筆者らは、緊急対策としてまずは、周辺に流出

している地下水の汚染（水銀、鉛、ダイオキシン

類等）を早急に食い止めるための遮水工を行うこ

とを提案し、その上で、処分場内部に残留してい

る大量の廃棄物の撤去を恒久対策として提案し

た。また、高濃度のダイオキシン類が検出された

２機の焼却炉については、速やかに解体撤去する

ことも救急対策に盛り込んだ。

キ 対策工の終期は、法令上の「安定型最終処分場廃止

基準を満足する状態」を目標とし、対策工の実施後に支障

等が認められず、かつ、将来においても支障等を生じない

ことが確認できる時期を原則とする。

現状においても様々な有害物質が基準を上回り

検出されていることから、基準への適合までは相

当程度の時間を要する。本来、もっと早く対策に

着手していればよかったが、今となっては時間を

かけて汚染源の除去を進めて行かざるを得ないの

である。

ク 対策工は処分場の廃棄物の種類、性状のみならず地

域状況や地理的条件に十分配意して支障等の除去の実

行性や確実性を担保するとともに、「特定産業廃棄物に起

因する支障の除去等に関する特別措置法（平成15 年法

律第98 号）」ならびに「廃棄物処理および清掃に関する法

律」第19 条の８、９に定める支援を受けることが、対策工

の計画的で円滑な実施につながる。

県の財政が逼迫していることもあり、適用年度

が平成 年度末までと迫っている国の支援制度23
を活用できるように対策工をくみ上げることが重

要であることは言を待たない。しかし、県の責任

として残る支障を適切に除去することも問われて

いることから、筆者らは恒久対策として全量撤去

を前提に、長時間をかけながら処分場周辺地域の

安全と安心を取り戻すべきであることを主張し

た。



産業廃棄物安定型最終処分場を巡る諸課題

滋賀県「RD最終処分場問題対策委員会」に参加して（第２部）

池田こみち（環境総合研究所）

１．委員提案の作成へ

平成 年に入り、委員会の任期も残り少なく20
なった頃、事務局では対策工について事務局案を

提示してきた。その内容は、次の通りである。

表１：事務局提案の対策工案

工期／総額名称 内容

案 廃棄物全量撤去＋良質土（購入） 年A-1 16
埋め戻し＋焼却灰の洗浄除去 億円408

案 全周遮水壁＋安定法面勾配＋ 年B-1 3
覆土（土質系）＋浸透水・地下 億円45.2
水揚水井戸＋廃棄物内自然換気

＋焼却灰の洗浄除去

案 全周遮水壁＋安定法面勾配＋ 年B-2 3
覆土（シート系）＋浸透水・地 億円52.3
下水揚水井戸＋廃棄物内強制換

気＋焼却灰の洗浄除去

案 バリア井戸＋安定法面勾配＋覆 約 年C 2
土（シート系）＋浸透水溶出井 億円36.2
戸＋廃棄物内強制換気＋焼却灰

の洗浄除去

D B-1 B-2 C 3 +案 原位置での浄化処理 約 年（ 、 、

案のいずれか）＋有害物質の掘 α

削除去 金額未定

これに対し、委員の有志３名（梶山弁護士、早

川滋賀大教授、池田こみち）らは、別途委員提案

を行うこととなった。

第一部で説明したような長期にわたる多様な汚

B-1染が明らかになっている現状から考えても、

案～ 案のような処分場内の廃棄物をそのままD
、 、残した対策では圧倒的に不十分と考え なおかつ

事務局提案の 案は良質土をすべて購入して埋A-1
め戻す（全量を大阪湾のフェニックスなど持ち込

む）にという費用負担が大きな案であったので、

全量撤去を前提とした代替案を示したのである。

表２：委員提案の対策工法

工期／総額名称 内容
案 廃棄物全量撤去＋埋戻し（処理 年A-2 13

土再利用）＋焼却灰の解体撤去 億円243
案 下流部の部分遮水壁＋破断帯水 年E 4

層の遮水対策＋鉛汚染土の除去 億円89.1
＋浸透水－地下水揚水井戸＋廃

棄物内強制換気＋焼却炉の解体
撤去

筆者らは、事務局提案を検討するだけでなく、

委員自らが自らこの間の資料データ等を十分に検

討し、経験をふまえて提案することが重要と考え

たからである。なお、 案は 後の段階になってE
別の委員から提案があったものである。以下に提

案内容をかいつまんで紹介することとする。

写真２：支障除去の範囲 出典：委員会答申より

（写真の左下側が北側（経堂が池方向 ））

２．A-2案提案にあたって

本提案は、対策委員会として一年余の検討

を行ってきた立場として、その責任を果たす

上からも、事務局の提案を受け身的に検討・

審議するのではなく自ら提案をすることがそ

の役割を全うすることであり、避けて通れな

いものであると考え、委員他有志（元栗東町R

D問題検討委員会委員 関口鉄夫氏）により議

論し、作成したものである。

なお、提案の作成にあたっては、過去・現

在・将来にわたって周辺住民あるいは広く滋

賀県民が本処分場に対して持ち続けてきた不

安と県行政に対する不信を取り除き、長期的

な視野に立って処分場そのものおよびその周

辺が市民にとって利用価値のある資産となる

ことを 優先の目標として検討を行った。そ

の中には当然のことながら、法律的な解釈に



基づく、いわゆる「生活環境保全上の支障」

の除去が含まれることは当然である。

また、対策工事の実施に際しての費用負担

を巡る諸課題、工期や対策実施に伴う派生的

な影響等についても検討を行った。もっとも

重要なことは、提案される対策工事が、現時

点での短期的な行財政的な事情・制約条件等

から場当たり的あるいは先送り的なものとな

り、住民の不安がさらに続くようなものとな

らないこと、次世代に引き継げる資産を残す

取り組みとなるように滋賀県が腰を据えて取

り組むことである。

３．A-2案の提案趣旨

本案は、 終処分場内に存在し、周辺環RD
境への汚染の原因となっている有害物質、違

法な廃棄物等の「全量撤去」を基本とするも

のである。当該処分場内に残存する有害物質

の実態については、これまで滋賀県および栗

東市の実施した調査によりその一部が明らか

となっているが、依然として膨大な汚染物質、

有害廃棄物がそのまま放置された状態である

ことが元従業員の証言等により指摘されてい

る。これらの廃棄物は許可に基づいて埋め立

てを予定した「金属類を除く安定 品目」だけ5
ではなく、焼却灰・ばいじんのほか、物質を

特定できない埋め立て物がまったく分類・分

別できない状態で埋め立てられており、保全

措置を著しく困難にしている。

一方、処分場に起因する周辺環境、住民生活

への影響についても、これまでに類をみない

ほどの深刻な状況となっている。それは、現

時点における個々の測定物質の濃度や基準値

超過レベルの問題にとどまらず、時間経過と

ともにどれほどの汚染が表面化するのか測り

しれない不安にもつながっている。

現実問題として、当初の許可量の三倍にも及

ぶ違法な廃棄物の投棄が行われてきた本件処

分場においては、時間の経過とともに、予想

しがたい汚染の出現も危惧される。すでに周

辺地下水の利用は制限されているが、全量撤

去以外の対策では、地下水汚染の深刻化は不

可避であり、また、琵琶湖を抱える環境県滋

賀県としても住民ばかりでなく、対外的な責

任を果たすことはできないと考える。

３－１ 技術的概要

緊急対策として周辺しゃ水壁・表面のキャ

ッピングおよび表面流出水・浸出水の処理の

ための水処理対策を早急に実施すること、そ

の上で、財政状況を勘案しながら、恒久対策

として、場内をブロック分けしながら、掘削

ヤード及び選別ヤードに大型テントを設置し、

掘削および分別したうえで、埋め戻しと適正

な処分を行うというものである。

３－２ 緊急対策としてやるべきこと

「産業廃棄物に起因する支障の除去に関す

」（ 、「 」 ）る特別措置法 以下 産廃特措法 という

の期限が平成 年度末なので、緊急対策はそ24
れに間に合わせなければならない （法律とし。

ての有効期限は平成 年度末であるが、それ24
までに各種工事について計画を立案し適用申

請手続きを行い、環境大臣による承認と基本

計画の作成にまで至ることが必要である）

具体的には以下に記述するとおりであるが、

それによって、現在も浸出・流出し続ける処

分場由来の有害物質の移動を応急的に止める

ことは可能であり、一定の効果が得られるこ

とは間違いない。特に、本事案においては、

廃棄物層と地下水層とが直接接している部分

が複数箇所認められていることから、地下水

の流入と雨水の表面からの浸透を食い止める

ことがまずは先決である。また、先行して、

高濃度のダイオキシン類が残留するまま放置

され雨ざらしになっている２基の焼却炉につ

いては、速やかに解体撤去して、周辺への汚

染の拡散を防止することが必要である。

３－３ 恒久対策としてやるべきこと

恒久対策では、いよいよ場内に存在する大

量な有害物質、違法投棄廃棄物、汚染土壌の

除去を行う段階であるが、一部の住民が懸念

してるように、県は、この段階で、財政的理

由等で、恒久対策を遅滞させたりすることが

決してないように、確実かつ着実に実施すべ

く、事前に入念な施工計画の立案及び長期的

な財政計画の確立に努めなければならない。

内部の小ブロック化案は、掘削ヤードおよ



び分別ヤードを覆うためのテントのサイズお

よび現場での施工容易性などから判断して、

。全体を 分割して進めることが妥当と考える16
設置するテントの間口はおよそ 程度のも30m
のとなる見込みである。また、掘削作業を開

始するブロックは、もっとも近接する住宅団

地（北尾団地）の側からとし、できるだけ負

担の早期軽減に努めることとする。その他、

有害ガス発生のおそれのあるエリアについて

も作業の優先度を高める必要がある。一方、

ドラム缶や一斗缶など、目視で明らかに判断

が可能なものについては、作業は容易であり、

優先度を下げてもよい。

４．提案の理由

本提案では、 案、 案等に比べて費用負担B C
の大きい全量撤去を前提としている。その理

由は、先に述べたとおり、全量撤去以外は将

来に禍根を残す中途半端な対策であると判断

したことによる。

すでに、本処分場の存在そのものが周辺住

民あるいは、琵琶湖下流域の住民にとって大

きな脅威であり、精神的な面も含めての生活

環境保全上の支障となっていることは否めな

い事実であり、この時点でさらに将来に禍根

を残すような対策工事を決定することは、許

認可権者であり、指導監督の責任を有する県

としての責任をさらに棚上げにするようなも

のとなり、地元として到底受け入れられない

ものと判断せざるを得ない

もちろん、財政上の制約は無視できない課題

であることは言うまでもないが、県の立場と

して 優先すべきは、地下水の利用が制約さ

れ、処分場からの汚染の流出に脅かされてい

る市民生活を安心と信頼を基盤とするものに

取り戻すことであり、この時点での中途半端

な決断は許されない。

以上、本委員提案においては、限られた時間

の中で選択すべき対策工法について多面的に

提案を行った。住民との信頼関係の回復や行

政対応検証委員会からの指摘もふまえ、滋賀

県として地域住民に対して責任を取る上での

考え方と手順を丁寧に示した。

結果として、このA-2案は委員会の 終段階

で地元委員4名を含む8名の賛同を得て、委員

会推奨案（答申案）として採用されることと

なるが、報告書には、その他の学識経験者委

、員７名が賛同したD案も併記されることとなり

滋賀県知事の頭を悩ませることとなったので

ある。

５．嘉田知事へのアドバイス

答申を受け取った知事は、早急に対策考案を決

定し、事業計画案の作成、予算措置、国への補助

手続きを進めなければならない。

彼女を悩ませている課題はいくつかあった。以

下に報道されていた知事の悩みとそれに対するア

ドバイスを整理してみた。

①住民意向と県民意向

A-2案は地元委員が多数賛同し、地元の要望も強

い。しかし、県の事業としては広く県民の賛同が得ら

れなければならない。委員会の答申を重視して決定

してよいのか。

■周辺住民は長期にわたり 問題に悩まされRD
続けてきた。そのことを考えれば、周辺自治

会の代表として参加した市民代表委員の多く

が賛同した案は重視する必要がある。

②財政負担

「全量撤去」が最善であることは気持ちとして理解

できるが、採用に当たっては、費用負担、財政支出

の担保がなければ難しい。県民の安全・安心を優先

する問題ではあるが、財政面も無視できない。議会

の承認が不可欠となるからである。

■検証委員会では県の責任が厳しく指摘されて

いる。その点をふまえても、国の補助金等を

含め、排出者責任、 経営者などへの費用RD
請求をはじめ、費用捻出の努力をするととも

に、県の責任として応分の負担をするのはや

むを得ない。

③「産廃特措法」の適用

環境省は全量撤去を前提とするA-2案では特措

法の対象にならないとの意向を示しているという。期

限が迫った特措法の適用と県単独で行う恒久対策

をどう切り分けて計画化するかが問われている。

■特措法の適用を受ける部分は緊急対策として

の汚染物質の流出防止に限定し、その後の廃



棄物の撤去は恒久対策に位置づけて県単独自

業として着実に、推進していくことで対応が

可能である。手続き上の問題にすぎない。環

境省との協議は担当者任せでなく自ら交渉す

る気概が必要であり、県の裁量を主張すべき

である。

④安心・安全の確保と財政負担のバランス

現在も、RD処分場内や周辺地下水からは基準値

を超えるダイオキシン類や水銀などが検出されてい

る。処分場内には許可量を大幅に超える有害物質

が不法に処分されているため、今後もどのような有

害な物質が流出・拡散しないとも限らない。しかし、

それがすぐさま地域住民の生命を脅かしたり、水源

を直接汚染するレベルではないため、巨費を投じて

対策をしなければならないほどのリスク・危険性かど

うか、という指摘に対してどう答えるのか。

■生命の危険や緊急なリスクを持ち出したらす

べてが問題ないと言うことになってしまう。

これまでの各種分析結果をふまえての答申で

あり、その内容を真摯に受け止めるべきであ

る。将来的な汚染の広がりについては、未然

防止の観点から対応すべきである。そうでな

ければ県民の心理的な不安は払拭されない。

環境政策を優先する知事として決断すべきで

ある。

⑤工事の長期化と二次的影響

全量撤去を採用した場合、10年以上の長期にわ

たる対策工事が必要となり、その間、最も隣接する

北尾団地には悪臭、騒音・振動、大気汚染などの環

境影響が及ぶ可能性がある。

■ 案の提案では、工事実施に際しては、周A-2
辺住民や自治会と県・工事事業者との間で綿

密な協定を締結し、周辺への影響をできるだ

け軽減する措置を講じるとともに、万一、被

害が生ずるようになった場合の措置について

も取り決めておくことで対応としている。

同自治会代表も 終的に 案に賛同されA-2
たことを重く受け止め、県との信頼を回復し

ながら丁寧な対応をしていくことが必要であ

り、中途半端な対応では今後もこの地域と県

との信頼関係は築かれないままとなるだろ

う。

⑥廃棄物を持ち出す場所

全量撤去の場合、大阪湾のフェニックスは経営破

綻、県内にまもなく完成する予定の産業廃棄物最終

処分場（管理型）には、地元住民の反対が強硬のた

めRDの廃棄物を持ち込める見込みがない。県内の

廃棄物を県外に持ち出す事への反発も予想される。

■県内並びに関西エリアには民間の管理型処分

場は多数存在している。緊急対策を実施して

いる間に、詳細な検討を行うことが可能であ

り、それを理由に問題を先送りすることは後

に重大な付けを残すこととなる。

これらの課題は一見もっとものように思える

が、いずれも 「全量撤去でなくてもよい 、と、 」

する理由にはなり得ないものなのである。

６．嘉田知事の最終決断

問題対策委員会は 月 日に第 回 終RD 3 26 15
4委員会を開催し答申案について協議し その後、 、

月 日、岡村委員長から嘉田知事に委員会報告書9
（ 終答申）が手渡された。知事は答申を受け取

ってからもどの案を選択すべきかについて検討を

行いその後、 月 日には、嘉田知事が直接住5 11
民との意見交換のための集会を開催、３時間に渡

っておよそ 名の住民と直接対話する機会も持100
った。その場で知事は財政よりも安全・安心を優

先するという趣旨の発言をしていた。しかし、

終的に嘉田知事は 月 日の県議会環境・農水5 15
常任委員会で「全量撤去案は採用しない」意向を

表明した。付けは次世代に残されたのである。

年 月 日 滋賀ニュースより2008 5 16 NHK
．県は、１５日開かれた県議会の環境・農水常「．．．

任委員会で、全量撤去ではなく地下水の流れをさえぎ

る壁を処分場の周囲に設置した上で、雨水などがしみ

こまないよう処分場の表面を土で覆うなどして有害物

質を地中に封じ込める方法を採用する考えを初めて明

確に示しました。

この理由について県側は「封じ込めの対策でも十分

効果があり、命への危険がないのに２４０億円かけて

全量撤去を行うのは社会的にも納得が得られない」と

説明しています。県では、来月までに具体的な実施計

画案をまとめたいとしていますが、４日前に開いた住

民説明会では県の対策が不十分だとして全量撤去を求

」める声が相次いだだけに今後の反発も予想されます。

今後は、滋賀県民がこの結論をどう受け止め、

対応していくのかが問われている。安定型処分場

をめぐる同様の紛争は全国で頻発している。




