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「大津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」 
の改正案に対する 修正案 

２０１４．２．１４ 
  しがの里山や川を美しくする会 

１．はじめに                                 代表 山田 利春 
  湖西道路の無料化以降、近畿圏の残土（土砂）・汚染土壌・産業廃棄物が当地に容易に搬入できるよ

うになり、大津市北部はこれらの集積場になってしまった。３大残土公害現場（下竜華の農地の嵩上

げ、和邇インター近辺、やせ谷川流域：写真参照）と言われている場所以外でも、南庄町などあちこ

ちで、問題が発生しており、加えて、Y 社による巨大残土埋め立て計画が、大津市に申請されている。 
条例の改定は、美しい比叡山や比良山系の里山、川を保全し、以って、1450 万人の近畿の水瓶を守

ることに資するものでなければならない。現在、被害が出ていたり、これから被害が予想される区域

は、近年の間違いを二度としてはならない。また、巨大残土埋め立て計画は、今まで経験したことの

ない分野であり、改正条例は、全国の過去の残土公害事例を参考にする必要がある。 
 
２．土砂条例（改正）に対する修正案の概要 
 （１）目的(1 条)・定義(2 条)に汚染土壌という言葉を入れる。この条例は、埋め立て等に会わせて、

廃棄物・汚染土壌が・・。土壌汚染対策法 第 2 条による特定有害物質以外のものをいう。 
 （２）大規模埋め立て（3,000 ㎡以上）、巨大埋め立て（30,000 ㎡ or 1,000,000 トン以上）等と定義

し、それぞれ厳しい規制で対応する。(2 条 4 項) 
 （３）「市民の協力」を入れる。事業者、土地所有者、市の責務だけでなく市民も環境保全に寄与する

べきである。(5 条 2 項) 
  （４）市長が埋め立てを許可する基準を明確にする。（大規模埋め立て・巨大埋め立てのケース）。自

然景観、水源地保護の厳格な規制が必要。（第 7 条） 
（５）展開検査を条例で明記し、抜き打ち検査を義務付ける。（第 7 条 4 項） 
（６）大規模埋め立て・巨大埋め立てにおいては、1 キロ以内の住民、流域住民との事前協議や同意文

書の締結を必要とする。（第 11 条～13 条） 
（７）遊水池の義務付けや排水施設計画書を義務付ける。（第 15 条 1 項(10)～(11) ） 
（８）一時堆積は事業の期間は出来るだけ短くし、ロンダリングを防止する。（第 15 条 2 項） 
（９）土砂等の搬入の制限では、原則として県外からの搬入は禁止し、市長の許可があれば例外的に

認める。(災害時等)（第 19 条） 
（10）土壌検査・浸透水検査は基準を厳しくし、年 2 回の抜き打ち検査を義務付ける。（第 25 条） 
(11) 罰則規定は重くする。京都府より厳しいことが望ましい。懲役は 2 年以下。（第 47－51 条） 
(12) 汚染土のロンダリングを防止する方法を規則で明示する。 ＊マネーロンダリング：資金洗浄 

〈汚染土が途中でロンダリングされるケース〉 

① 汚染土に含まれる有害物を完全に除去していない状態（汚染が浄化されない状態）で、再利用や埋め

立て処分に回るケース。 

②適正処理の施設をほのめかし、希釈(ブレンド)、そのまま通過（スルー）して埋める、希釈されずに

横流しされるケース等。  
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３．逐条コメント・・・（「条例改正（案）の概要」と「条例（案）」が、照合していない。新旧対比表が

ない等不親切である。また、規則改正（案）がなく、条例の中身が不明で、コメントできないと

ころがある。） 
 
（目的） 
第 1 条・・・廃棄物・汚染土壌が不法投棄される⇒汚染土壌を挿入。「廃棄物」→「廃棄物、汚染 

土壌」。以下、本条例の｢廃棄物｣とある場合は同様に扱う。 
 

補足説明 新聞などで汚染土壌の不法投棄が報じられている。この条例は、埋め立てにおいて土壌

の汚染防止も目的にすべきである。住民の生活環境が脅かされているのは、廃棄物の不法投

棄だけでなく、汚染土壌や大規模な残土投棄である。 
 

（定義） 
第２条 第 2 項 土砂等：土地の埋め立て・・廃棄物以外のもの、及び土壌汚染対策法第 2 条による特 
 定有害物質以外のものをいう。⇒土砂等の定義に除外されるべきものとして「土壌汚染対策法第 2 
条に規定する特定有害物質を含む土壌」を追加する。 
 
補足説明 西日本最大級の汚染土壌処理施設を管理監督する立場にある大津市が、条例改正におい

て、汚染土壌を外すのはおかしい。情報公開によれば、年間約 30 万トンの汚染土壌が、途中の処理

施設に運び込まれている。土壌汚染対策法第 2 条による特定有害物質が南庄町で検出されている。

土壌汚染対策法第 2 条による特定有害物質を省くことは、絶対に許されない。（同一業者による、大

規模埋め立て処理施設と大規模汚染土壌処理施設への大量特定有害物質搬入が組み合わされば、深

刻な事態を招くことが予想される。民間業者により行われた、焼却場と最終処分場を組み合わせた、

産業廃棄物の不法処理と同様な事態が想定できる。埋め立てにおいて汚染土壌も注意すべきである）。 
 
補足説明２ 2 つの処理施設を持つことによる想定される不適切な処理の例 
（１）汚染土が汚染のない残土として扱われるケース ①汚染土の存在を意識しているにもかかわら 

ず、意図的に通常の汚染のない残土として、処理するケース。②汚染土の存在を認識できず、 
意識せずに通常の汚染のない残土として、処理するケース。 

（２）汚染土が途中でロンダリングされるケース ①水洗浄処理施設で、有害物が完全に除去されな 
いにもかかわらず、埋め立て処理されるケース。②中間処理施設やストックヤードで希釈（ブ 
レンド）されたり、そのまま通過（スルー）されたりするケース。（処理先として、セメント工 
場などへの行先があることをほのめかす）。不透明な中間処理施設やストックヤードが存在する。 
そこで汚染土が希釈されたり、希釈されずに横流しされるケース。③開発行為に伴う盛土や遊 
休農地の嵩上げなど、土地造成の際に他所より汚染土が持ち込まれ、それを搬入するケース。 

  
第２条 第 4 項～第 5 項・・大規模埋め立ての定義がない。事業区域の面積が 3,000 平方メートル以上

を大規模埋め立て、この 10 倍以上の 30,000 平方メートルもしくは、1,000,000 トンを超える埋め立
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てを、巨大埋め立てと定義すべきである。（＊大規模埋め立て以上は、巨大埋め立てを含む）。 
 

補足説明 前回の条例改正で、500→3,000 平方メートルが問題になったが、今、現実に起きている、 
自然環境・生活環境の破壊は大規模埋め立て以上が中心である。（やせ谷川の現状を直視すべし。南 
庄町も明確にとらえておく必要がある）。これらの管理監督の失敗例が、取り締まれる内容にすべき 
だ。（巨大埋め立ては、汚染土壌が含まれて居なくても、埋め立てそのものが問題となる。） 
 

（事業者の責務） 
第３条 第 3 項 土砂の運搬を行う事業者は、土砂を運搬しようとするときは、当該土砂の目視による 
確認や土壌搬出依頼主が発行する汚染土壌でない旨の書面(※)を受け取ることによって」埋め立て 
等・・・⇒追加挿入する。※本来は、マニフェストが望ましい。 
 
補足説明 土砂（建設発生土等）と汚染土壌は異なる概念で、土砂は大量に発生するが、その 7 
割は潜在汚染性があると言われている。現在、シアン化合物や鉛の汚染が問題となっている。こ 
れらは、土壌分析により判明する。汚染土壌と土砂を混合しても、肉眼では判別がつかない。汚 
染土壌という言葉は省くことはできない。 
汚染状態を把握することは、がれき類等の産業廃棄物では、目視で可能だが、汚染土壌の混入さ

れた土かどうかは識別不能。改正案は実効性がない⇒運搬依頼主からの書面で汚染土壌でないこと

を確認する。しかし、現場のドライバーは、汚染土壌かどうかは、搬出先の状態で判って運搬して

いるケースが多いので、この条項は必要である。（判らずに運搬したとしても、罰金刑の対象になる

ようにしておくべきである）。 
 

（市の責務と市民の協力） 
第５条 市は、市内における埋立て等・・及び廃棄物、の不適正な処理・・ 

  ２．市民は、自らの地域の生活環境・自然環境の保全に寄与するため、埋め立て等により産業廃棄

物・汚染土壌及び土砂等の不適正な処理が行われないようにするとともに、不適正な埋め立てが

行われていることを知った時は、市、又は関係機関に通報する等の協力をしなければならない。 

 
補足説明 第２項を追加。地域の環境を保全する主体は、そこに住む人々であり、市民・行政・警察

等が一体となって不法投棄等をなくす必要がある。南庄町事例は、地域住民は事前に知っていた。（以

前、市民・行政・警察一体の監視、取り締まりの通達が行政に対し出されたはず）。和歌山県及び京

都府の条例参照。 
 

第２章 埋め立て等に使用される土砂等の安全基準（第6条） 
（土壌安全基準） 
第６条第１項目、市長は埋立て等に使用される・・・⇒規則が不明なのでコメントできない。土壌安

全基準は別表にすべきである。２項は存在しないと思うので、追加挿入する。    
 ２．市長は土砂等の埋立て等に使用された土砂等の層を通過した雨水等（以下「浸透水」と言う）の
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汚染の状態に係る環境上の条件について、生態系への影響も考慮し、必要な基準（以下「水質基準」）

を規則で定める。（小規模埋め立ては省略できる）水質基準は別表で定める。 
 

補足説明 第2項に水質基準を加える。（水質基準は、土壌安全基準と同一）。つぼ堀、不適正処理が検

出できる。より厳しい規制になるが、琵琶湖を望む大津市が水質の安全基準を示さないのはおかし

い。浸透水は現実に発生している。生態系への影響も考慮することにより、将来への配慮も考える。 
  
＊ 産業廃棄物で有名な、穴や、仕切りや、一発屋の分業不法投棄と同様のことが、埋め立てにお 
  いて予想される。そこを見破り、防止していくかが条例では問われている。 

 
第３章 埋め立ての許可と土壌安全基準に適合しない埋め立ての禁止（第７条―第９条） 
 （埋め立ての許可） 
 第７条 市長は、近畿の水瓶を守る立場から、原則として、他府県からの「大規模埋め立て」、「巨大埋

め立て」のための残土及び汚染土壌・産業廃棄物の持ち込みを許可しない。 

２ 市長は、巨大埋め立てにおいては、里山で象徴される景観を保全するため、景観を含む環境影響調

査をしなければならない。また、立地適正評価を行わなければならない。市長は、これらの手続き

の後に、住民の同意を得て許可を与える。 

３ 何人も、土壌安全基準に適合しない土砂等を・・・使用させてはならない。ただし、・・・この限

りではない。 

 
補足説明 埋め立ての許可条件が明確でない。第３章の埋め立ての許可条件は、大規模埋め立て、「巨

大埋め立て」、県外からの持ち込みを対象とした許可を明確にしておくべきだ。汚染土壌に関しては、

ガイドラインを厳しく適用し、汚染状態の上限を先ず制限すべきである。 
 

（展開検査） ・・ 条例上に追加挿入 
４ 埋め立ての許可を受けた者は、土砂等を土地の埋立てに供しようとする時は、当該土砂等を展開し

て汚染の恐れのある土砂等の混入又は付着の有無について目視による検査を行い、土壌等の汚染の

恐れがあるものの混入、又は付着が認められた場合には、当該土砂を埋め立て等に供してはならな

い。展開検査は、外部からも見える場所で行わなければならない。 

 
補足説明 県外からの持ち込みによる、下竜華の農地の嵩上げ、やせ谷川の残土埋め立ての失敗から、

学ぶ必要がある。きちんとした展開検査がされていれば、産業廃棄物（がれき類）の混入は防げた

し、監視も楽になる。京都府条例のように明確にしておくべきである。 
 

第４章 特定事業の許可等（第10条―第35条） 

第１0条 第2項⇒採石法・・・埋め立て等。ただし、同一区域内において土壌汚染処理も行う場合は、 

市長の許可を必要とする。 
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補足説明 採石法（特に湿式法）、砂利採取法による土砂でも、土壌安全基準に照らして、対処しな

ければならない事例がある。又、特定事業の許可と埋め立て事業の許可が不明瞭。途中のY社の敷地

内にある二基のシックナ―の内、一基が汚染土壌処理用に変更されており、判別が不能になる。 

 

（事前事業） 

第１１条 ・・規則に定めるところにより・・規則の明示が必要。内容が分からない。 

（事前周知及び同意） 

第１２条 ・・規則に定めるところにより・・規則の明示、これでは内容が分からない。大規模埋め

立て以上においては、1キロ以内の住民、あるいは影響の出る流域住民の同意を必要とする。 

 

（協定） 

第１３条 申請予定者は・・努めなければならない。又、大規模埋め立て以上においては、1キロ以内

の住民、あるいは影響の出る流域住民との間で、同意文書を締結しなければならない。 

 

（許可の申請） 

第１５条１項(7)汚染土壌・廃棄物の・・必ず汚染土壌の文言を入れること。 

第１５条１項(10) 大規模埋め立て以上においては、濁流の河川への流失を防止する遊水池による措置。

遊水池の構造は規則による。 
 

補足説明 現状の土壌埋め立てにおいて、搬入土壌の降雨時における河川への流出を見ていると、 
大規模埋め立て以上においては、特定事業に見合った遊水池がないと、必ず濁流が発生し、結果と 
して税金で川の浚渫をするようになる。採石法では、濁流防止のため遊水池で一旦受けるよう指導 
されている。大規模埋め立て、巨大埋め立ても全く同様で、遊水池は不可欠であり、遊水池の規模 
は流域面積等から基準を規則で定めておくべきである。 
 

第１５条１項(11) 大規模埋め立て以上においては、排水施設計画書 

補足説明 現状の搬入土壌が濁流となって河川へ流出する状況を見ていると、大規模埋め立て以上 
においては、事前の排水施設計画書添付は極めて大切。また、浸透水は必ず発生する。 

＊１項(10)⇒(12)、以下降順 

 

第１５条２項（６）・・・規則Ex.「一時堆積事業」の出来るだけ短い期間の明示が必要。最大でも、

半年以内で区切り再申請をする等。 

補足説明 一次堆積で期間が明示されず放置が続き、埋め立てと同じことになってしまった形跡が、

和邇インター周辺には存在する。特定事業が3年以内とはいえ、あいまいな処理（放置）を許さない

ようにする。加えて、ロンダリングが出来ないような対策が必要である。 

 

（許可の基準） 

第１６条１項 (7) 汚染土壌及び廃棄物・・挿入 
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第１６条１項 (9)（11）⇒ 規則がなく判断ができない。 

第１６条２項（3） 大規模一次堆積においては、表土から粉塵が発生しない処置を講じること。 

補足説明 一次堆積の粉塵で影響を受けている住民、飲食等が、和邇インター1キロ以内に現在存し

ている。営業活動やクラー掃除点検で必要性は証明できる。 

 

（許可の条件） 

第１７条～・・・、災害の防止及び良好な自然環境・生活環境を保全するため・・・ 

追加挿入。（より明確を期す）。 

 

（土砂等の搬入の制限） 

第１９条 原則として、県外からの大規模土砂搬入は禁止する。ただし市長の特別の許可を得た場合は、

この限りではない。許可業者・・・ 

補足説明 近畿の水瓶を管理する滋賀県及びその中核都市である大津市は、潜在汚染性が高い他府

県からの土砂の搬入は禁止すべきである。ただし、災害発生時などやもう得ない場合は例外とする。 

  

（土壌検査及び報告） 

第２５条～・・・土壌検査及び浸透水を含む事業排水の水質検査を行い、その結果を市長に報告しな

ければならない。市長は大規模埋め立て、巨大埋め立てに対しては、最低年2回は抜き打ち検査を実

施し、安全を確認する。土壌検査の基準は規則で定める。 

                 〈規則の例〉 

（１） 流動性の土、不良土や浚渫土の禁止（一軸圧縮強度、0.5kg／㎠以下） 

（２） 凝集剤が添加されている土・泥状の土・ヘドロ混入土等の禁止。 

（３）①搬出・受け入れに経費がかかる土は、受け入れ側が有価物として取り扱わないで、運 

賃や処分費がかかる場合は廃棄物。 ②建築廃材がわずかに混入した土も産業廃棄物。 

 
第５章 特定事業に係る土地所有者等の義務（第36条－第37条） 
第６章 保証金の預託（第38条－第40条） 
第７章 手数料（第41条） 
第８章 雑則（第42－46条） 
 
第９章 罰則（第47－51条） 
（罰則） 
第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、２年以下の懲役または５００万円以下の罰金に処す。 
（１） 第3条第3項及び第４項の規定に違反した者。⇒以下降順                        

補足説明 懲役刑は２年以下と京都府に合わす。罰金刑は、廃棄物処理法の罰金刑を参考に引き上 
げる。どの程度の引き上げが可能か、弁護士との相談が望ましい。近畿の水瓶を守る立場から京都 
府より罰則は厳しくすべきである。水源地になるびわ湖周辺に有害物を埋め立てることが、基本的

に間違いである。                                  以上  


