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  2012 年は、「大災害 転じて福となす」 年にしたいものです。大津市には若い女性市長が誕生いたしま
した。滋賀県は、2010 年度不法投棄全国一位、年間 200 万トンの産業廃棄物や汚染土壌が、大津市に運び
込まれています。近畿 1450 万人の水瓶を守るために、新しい飛躍の年にしましょう。 
 
  今回も、日本の環境政策や原発とも深く関係するエネルギー問題と、「＊1450 万人の水瓶・びわ湖と 
豊島の汚染土壌」－その３－をお伝えいたします。（＊今まで 1200 万人の水瓶と書いてきましたが、給水
管が伸び、 現時点では、1450 万人につながっているとのことなので訂正いたします。京都、大阪、兵庫
県の一部にもつながっているそうです。和歌山県にはつながっていません。） 
 
１．豊島の汚染土壌搬入問題－その３・これまでの経過－（再修正版に変更） 
   

豊島の汚染土壌搬入問題・私的経過報告(再修正版) 
 
                               平成 24 年 3 月 4 日 
                                                           大津市和邇学区・環境委員                                        

山田 利春 
 

１．平成 23 年 7 月にインターネット上で筆者が、汚染土壌搬入問題を知る。（朝日新聞：7 月に競争入札が 
  あり、㈱山崎砂利商店が 6405 円／トンで落札したと報じていた。） 
 
２．(8 月 4 日) 大津市和邇学区環境委員会開催。大津市環境政策課が㈱山崎砂利商店・施設開発申請に伴 
  う、事後承認の説明会の席上で、豊島の汚染土壌搬入・インターネット報道を認める。 
 
３．(8 月 22 日)〈しがの里山だより〉：任意団体「しがの里山や川を美しくする会」広報第 4 号が、この事 
  実を会員に伝える。以後、8 号（H.24.1.17 発行）まで、この問題を掲載。 
 
４．(11 月 12 日)〈環境問題に関心がある皆様へ：No.36〉は、廃棄物処理法、土壌汚染対策法の視点から、  
  本件を全国にメール発信。(約 150 名） 
 
５．(11 月 18 日) 和邇学区自治会・環境委員会合同会議。大津市環境政策課から、豊島汚染土壌処理の概要 
  が説明される。⇒それに対して、各委員は質問事項を提出することになった。 
 
６．(12 月 2 日)  環境委員会 汚染土壌搬入に伴う質問事項の取りまとめ、（質問事項を 7 つに絞る。） 
  ⇒大津市を通して香川県を呼び、説明させることになった。 
 
７．(12 月 5 日) 自治会・環境委員会、和邇川 6 ヵ村など関係者に対して、香川県廃棄物対策課 5 名が来て、 
  汚染土壌搬入について説明する。大津市も環境部長以下 4 名が同席。約 30 人の殆どが反対意見。サン 
  プリング採取等の要求が出る。香川県は後日回答する事を表明。 
 
８．(12 月 16 日) 〈環境社会新聞、429 号〉筆者の 1200 万人の水瓶「びわ湖と豊島の汚染土壌」掲載。 
 
９．(12 月 19 日)  和邇学区が大津市に対して、「香川県に抗議せよ」と申し入れる。 
 
10 ．(12 月 20 日) 伊香立自治連合会に香川県が説明に来る。前回の和邇自治連合会に対する回答書も持参。 
  （和邇学区は自治連、環境委員 4 名が対応） 
 



11. (12 月 21 日) 和邇学区 6 名、香川県廃棄物対策課 5 名、大津市環境政策課 2 名で香川県の説明(2 回 
  目)を受けるが、決別する。旧志賀町漁協組合は搬入中止の要望書を渡す。 
 
12 ．(12 月 21 日) 伊香立地区 連合自治会主催「豊島産廃問題説明会」（議事録から）。香川県、大津市、 
  及び泉市会議員等が出席。自治会役員以外の発言は出来ない。もう一度、皆の意見を反映できる場を作 

ることで閉会。 
 

13 ．(12 月 22 日)  大津市から 12 月 26 日に香川県へ行くとの連絡を受ける。 
 
14．(12 月 25 日) 6 ヵ村決議文、香川県知事宛「汚染土壌に関する申し入れ書」（和邇学区から）を 
  大津市環境部長 藤原氏に渡す。 
 
15．(12 月 26 日) 大津市・井上副市長が大津市からの要望書と和邇学区連合自治会からの申し入れ書を香川 
  県に出向いて渡す。 
 
16. (24 年 1 月 6 日) 和邇学区自治連合会開催。滋賀県知事・大津市長・香川県知事宛に、要望・「申し入 
  れ書」（案）を提示。 
 
17. (1 月 10 日) (毎日）筆者の、私の提言「産廃行政・リスクの説明尽くせ」との提言が、掲載される。 
18. (1 月 17 日)（しが里山だより・8 号）、1 月 7 日和邇公民館で開催された、「きれいな川・緊急討論 
  集会」35 名出席を報じるとともに、今後の方向に関する一考察を掲載。約 1,000 部を和邇学区に配布。 
  

     ①.大津市や香川県に対して徹底した情報公開と納得いく説明を求めていく。 
     ②.連合自治会をはじめ、伊香立地区や大津市（議会）・滋賀県（議会）・漁協・農協・琵琶湖下流府県 
     関係者などに呼びかけ、この問題を広く住民に知ってもらう。 

       ③.一般住民が参加できる署名活動などをしていく。みんなで知恵を出し合ってこの問題を訴え、計画を 
      中止させる。 

 
19. (1 月 23 日) 上龍華、真野北部、北浜土地改良区主催、｢豊島産廃（伊香立途中町）水洗処理について」、 
  が伊香立上龍華町自治会館で開催される。参加者の発言は自由。㈱山崎砂利商店 山本取締役以下 3 名、 
  香川県木村課長以下 5 名、大津市井上環境政策課長以下 4 名出席。席上、㈱山崎砂利商店は、「香川県 

が汚染土壌の搬入を中止するなら、それに従う。」と表明。参加者約 130 名。Pm.7 時半開催、11 時終 
了。 

  
20. (1 月 24 日)（読売新聞）。浜田 恵造香川県知事は 23 日、2 月中としていた大津市への土壌搬入時期を 
  ３月以降にずれ込む見通しを明らかにした。 
  
21. (1 月 27 日) (朝日）。㈱山崎砂利商店の処理場から又濁水が発生し、大津市は公表していないと報じる。 
  （12 月 28 日、30 日、1 月 2 日の計 3 回） 
 
22. (1 月 30 日) (朝日）。伊香立学区自治連合会が大津市、香川県を招いて集会を開き、（130 人） 香川 
  県に対して搬入中止を決議。 
  
23. (2 月 8 日) (京都)(毎日）。伊香立学区自治連合会が滋賀県の嘉田 由紀子知事と大津市の越 直美市長 に 
  対して、我谷啓一会長、木村 重次対策委員長等が汚染土壌搬入反対の要望書を提出。今後は、 他の自 

治会を巻き込んだ連絡協議会を立ち上げ、反対署名を集めて香川県に提出する予定。 
 
24. (2 月 10 日)  和邇学区自治連合会開催。 
   ①香川県知事宛「中止」の署名活動決定（すぐに活動に入る。） 

   ②「滋賀県知事宛」、「 香川県知事宛署名に添付する要望書」は、今後状況の変化を鑑み完成する。 
   ③大津市長宛「要望書と申し入れ書」を決定 
   ④環境委員、事務局長に澤井氏を承認 
 



   ＊ ㈱山崎砂利商店は、途中工場における濁水事案及び今後の対策に付 いて:「豊島の汚染土壌処理に 
   ついては、香川県及び大津市の判断に任せ、中止の決定が下されればその指示通りに従う」との文書 

を、和邇学区自治連合会に提出。 
 
25. （2 月 14 日） 和邇学区連合会三役と環境委員 7 名が、大津市長と面談。「要望書と申し入れ書」を渡す。 
   15 分間の面談。NHK テレビ放映。 
 
26. (2 月 16 日) (朝日）。「豊島産廃」汚染土壌搬入阻止、学習研修会（於：伊香立環境交流会） 伊香立 
  学区自治連合会長の我谷啓一会長が 15 日、香川県に汚染土壌中止を求めた。 応対した工代祐司・香川 
  県環境部長は「再度丁重に説明したい」と説明。一方、㈱山崎砂利は、7 日に「最後までやりたい。」 

との意向を県に示した。 
 
27. （2 月 19 日） 「豊島汚染土壌搬入に反対する連絡会(仮称)」が開催される。 
   伊香立・真野・真野北・和邇・仰木等の連合会の役員合同会議、約 40 人参加。和邇学区からは、連合会・環境 
   委員・六ヶ村・北浜土地改良区から 7 名が参加。 ＊各団体からの取り組み報告  ＊連絡会で足並みをそろ 
   える。 
 
28. (2 月 24 日) (毎日)(朝日）。大津市の伊藤 康行・技術統括監が 23 日香川県庁を訪れ、「住民の理解が 得 
  られない現状で、搬入中止を要請」・現時点では混乱する。 
 
29. (2 月 25 日) (毎日）(京都）香川県の工代祐司・環境部長が大津市を訪れ、浜田知事の協力を求める 
   要望書を提出。「住民理解が（搬入の）条件ではない」とも発言。 
    
30. (2 月 26 日) 土地改良区（上龍華、真野北部、北浜）主催による「豊島産廃」汚染土壌搬入阻止、学 
  習・研究会が開催される。講師は畑 明郎（元・大阪市大教授）・石田達也（弁護士、吉原弁護士事務所） 
  （約 130 人参加）。住民は公害紛争処理法に基づく「公害調停」を、滋賀県公害審査会に申し立てると 
  毎日新聞が報じる。 
    
31．(2 月 27 日) 安孫子和邇学区連合自治会長、大津市長宛署名持参する旨の報告書を渡す。香川県知事宛 
  の「豊島廃棄物汚染土壌・水洗浄処理中止を求める署名」 3 月初旬に 6,000 筆を超える個人署名を、  
  香川県に出向いて渡す。 
 
32. (2 月 27 日) (産経)(京都）前日の研究会を伝えるとともに、一部住民が公害調停を滋賀県公害審査会に 
  申し立てることを固めたと報じる。真野北部土地改良区の谷 茂夫理事長は、公害調停を申し立てるとし 
  て申請人を募った。（出口で個別に）。伊香立学区自治連合会、木村 重次対策委員長は、「公害調停は、 

これまでの動きに水を差す。」と賛同しなかった。 
 

33. (2 月 29 日) (産経)(中日)(京都）28 日の大津市議会の泉・浜奥議員の質問内容を伝え、市長自らが香川 
  県に赴き、搬入中止を要請すると答弁。処理業の許可に付いて「地元の同意は必要なく、同意は得てい 

ない。」現在、豊島以外の地域から、基準の最大 35 倍の重金属等を含む汚染土が、月 1 万トン搬入さ 
れ処理さ 

 
 
２．「家庭の省エネ・エキスパート検定」と日本のエネルギー問題－その 2－  
  昨年、12 月 11 日に実施されたこの検定試験は、各 1 時間の 3 部構成で、家庭の省エネに関して、体系
的・専門的知識を問うものです。 
  第 1 章:エネルギーの基礎と家庭の省エネ、第２章:機器による省エネ、第 3 章:住宅の省エネルギー か
ら構成され、資料等の出所が、経産省ホームページや資源エネルギー庁から取られており、電力・原子 力
問題や、東日本大震災に対する、政府の考え方が伝わってきます。 
 



  今回は、第２章:機器による省エネ、をお伝えいたします。知っていて当然と思われる日常的問題ですが、 
大変勉強になります。添付の「家庭の省エネ・要約（２）」をお読み頂ければ 60 点は取れます。詳しくは、 
㈶省エネルギーセンターのホームページをご覧ください。         下記問題に挑戦して下さい。 
 

〈省エネ・節電のために〉 
 ◆当日の試験問題から。文章が正しいかどうか、○×式の問題。 
 ・Ⅱ－４：空調用空気熱源ヒートポンプに関して、「外気を圧縮・膨張することにより、室内の空気 
   を加熱・冷却する仕組みで、投入エネルギー以上のの熱エネルギーを利用することができる。」 
   
 ・Ⅱ－８：家庭用調理機器に関して、「IH クッキングヒーターには、電源は単相 100V と三相 200V の

も 
   のがあり、キッチンに組み込むビルトインタイプでは、三相 200V のものが主流である。」 
    
 ・Ⅱ－10：キッチンの機器に関して、「野菜を煮る場合、下ごしらえに電子レンジを利用すると、鍋 
   だけで煮る場合に比較して、調理全体に必要な消費エネルギーを削減することができる。」 
    
 ・Ⅱ－15：照明の選び方に関して、「電球形蛍光ランプと電球形 LED ランプを比較する場合、年 2000

時 
   間程度使用すると仮定すると、ランプ購入費用の増分は、数ヶ月以内の電気料金の減分で回収で 
   きる。」 
 ・Ⅱ－17：テレビの選び方、使い方に関して、「画面に誇りが付きやすく、埃があると暗くみえるた 
   め、1 週間に 1 度は、乾いた柔らかい布でふくようにする。」 
 ・Ⅱ－20：節水型トイレ・節湯型機器に関して、「便器の寿命は長く、故障もほとんどないため、水 
  周りのリフォームの中では最後に行われがちであるが、６ℓ型便器を導入すれば、水道代を大幅に 
  節約できる。」 
 ・Ⅱ－24：自動車のエコドライブに関して、「10 分間のアイドリングで、130cc 程度の燃費を浪費す 
  る。待ち合わせや荷物の積み降ろしのための駐車の際にはアイドリングストップを心がけるとよ 
  い。」 
   
  上記問題が、私と同じようにうろ覚えで、正解できない方は、是非、添付の要約文 11 ページに目を等 
 して下さい。私が特に難しく感じたのは、第 3 章の試験問題でしたが、未完成ですので、後日、要約を 
 お伝えしたいと思います。(4- ×、 8-×、10-○、15- ×、17-○ 、20-○、 24-○） 
                                             以上  


