
1 

 

新刊紹介 

 

ジャーナリスト 杉本裕明（著） 

『産廃編年史５０年』を読んで 

 

       山 田 利 春 

 

  

 

1.はじめに 

  新型コロナウイルスの拡散は、日本社会に国難を突きつけ、未だ解決の見通しは立たない。多くの

方々が困難に直面し、そこからの脱出を求めて解決を模索している。そんな中にあって、見過ごされや

すい職業の一つに廃棄物処理業がある。本書はそう言う方々にスポットを当て、50年間の歴史をたど

り、現代までの変遷を追っている。 

 「ごみ」は人々の目から消え去れば良い存在だった。それが 50年という年月をへて、時代の最先端

に立つようになった。本書は、月刊誌『いんだすと』（全国産業資源循環連合会発行）の連載「産廃処

理業から資源循環へ」を加筆したものだが、いつの間にか著者の考え方に引きずり込まれてしまう。廃

棄物やリサイクルに関心のある全ての方々の必読書と言えよう。著者は世の中から厄介者扱いにされて

いる「ごみ」を処理業者の立場に立ってその歩みを記録している。この切り口は大変ユニークだ。イン

タビューを行なった方々に顔写真と共に、敬意を払って「○○さん」と呼んで、さん付けで苦難の活動

を紹介しいる。登場する廃棄物処理業者の方々は、悪者扱いにされる廃棄物処理業に対して、社会の偏

見を取り除こうと偏見と闘い、それを乗り越えようと血のにじむような努力をしてきた。そして、50年

の年月で時代が変わり、社会は「資源循環社会」と「脱炭素社会」へ大きく変化して動き出している。

その先頭に立つのが廃棄物処理業だと著者は述べている。苦労して成立させた「振興法」がどう活かさ

れるか未来が楽しみとなる。 

 

2.本書の構成と概要 

 「はじめに」、本書は 8章から成立っているが、始めにの部分で防護服に身を固めた廃棄物処理業者

が、感染の恐怖と闘いながら、病院やホテルから出る廃棄物を収集・運搬・焼却処理することが説明さ

れている。感染を避けるためにマスクやクリアグラスで身を包み、消毒を徹底し、三密を避け感染予防

で実家にも帰れない状況が続いている。処理業界と行政の 50年の歴史で、1970年に廃棄物処理法が制

定され、現在に至るまでの歴史がこれから「歴史絵巻」として展開されることを伝えている。 

 

第 1章「産業廃棄物の登場」―廃棄物処理法制定と起業家たちでは、廃棄物処理法制定前夜の大阪、

廃棄物処理法の舞台裏、東京ごみ戦争の裏側で、に分かれて書かれているが、舞台裏まで踏み込んでい
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るのが本書の特徴である。50年前は「産業廃棄物」という言葉すら存在していなかった。 

第 2章「有害産廃と六価クロム事件」では、コンビナートと産業廃棄物、有害産廃との闘い、六価ク

ロム鉱滓事件を取り上げる。高度成長が始まり同時に公害が拡大発生したが、同時に公害反対に起ち上

がる人々がいる。六価クロム事件などは、早くからこんな問題が存在していたのかと思い知らされる。 

第 3章「協会設立から全産連結成へ」では、産業廃棄物問題を解決していこうとするとき、容易なら

ざるものがあるとして、全国初の協会が静岡県で設立された。そして、東京の協会設立から全産連結成

へ進んでいく。全産連結成の舞台裏、任意団体から 1年で社団法人化―千葉県協会の胎動、愛知と長野

の協会設立とリサイクルの芽生え、など並々ならぬ努力が費やされている。 

第 4章「公共関与とフェニックス計画」では、公共関与で全国の先頭をきって大阪フェニックス計画

が登場する。大阪の処理公社は 71年府と市の折半で設立され、続いて豊橋ユーレックス計画が登場す

る。そして昔から埋め立てが行なわれていた海へ―公共処分場は移っていく。それをみて 4大工業地帯

の一つ愛知県も海に進出。 

第 5章「自治体の搬入規制と処理法改正」では、事前協議制導入した茨城県は、業者が手続きが面倒

なので持ち込まなくなり激減した。東京からの大量の廃棄物は千葉県に流れるになった。しかし、それ

は千葉県から青森県に生ごみが流れることに繋がり、日本最大級の不法投棄事件を引き起こす。廃棄物

処理法改正の舞台裏では、青森選出の野党の代議士の質問に対して、島津大臣が廃棄物処理法改正の答

弁をする。マニフェストシステムが導入されたり、スクラップ業がリサイクル業に名称変更を進めた。 

第 6章「苦難に耐える―不法投棄と裁判」では、豊島―巨大不法投棄事件が登場する。香川県で発生

した事件だが、兵庫県警が摘発に乗り出し、関西では大きく取り上げられた。また、住民投票で最終処

分場止めた町の顛末―岐阜県御嵩町は、時の町長が暴力団に襲われ瀕死の重傷を負わされた。ダイオキ

シン汚染の嵐―埼玉県・くぬぎ山と大阪豊能郡美化センターでは、似たような問題が関東と関西で発生

したが、マスコミも係わっていた。自治体が知恵絞った独自施策―水道水源条例と産業廃棄物税は三重

県と滋賀県で始めに導入された。  

第 7章「新しい時代の幕開け―規制強化とリサイクルを両輪に」では、97年廃棄物処理法改正で容リ

法が成立し官僚たちの士気が上がった。一方でペットボトルなどの不法投棄や不適正処理が増加し、住

民の不安を払拭する必要があった。容リ法に続いて家電リサイクル法が制定され、動脈・静脈産業は一

体的に取り組むことになる。廃棄物処理法の改正は、循環基本法と建設リサイクル法に課題を残した。

四日市市公害裁判 48周年で、有害な産業廃棄物の処理と情報提供が取り上げられ、石原産業の 3回に

及ぶ不適正処理、違法処理に言及があった。 

第 8章「資源循環の社会に向かって」では、2011年 3月 11日、東日本大震災が発生し、災害廃棄物

に立ち向かうことになる。処理は各県ともゼネコンに頼ることになる。しかし、撤去作業は産廃と一廃

の壁や経験不足など様々な壁が立ちはだかった。千葉県などでも撤去作業は簡単ではなかった。教訓と

して、産廃と一廃とは別に第三のカテゴリー「災害廃棄物」を検討するべきではないかと著者の弁。 

未来見据えた都市と農村の有機性廃棄物利用の姿では、食品廃棄物や家畜排泄物を原料とした、バイ

オマス発電が論じられる。しかし、そこには電力会社の壁があった。 

 最後は「振興法」を求めてその成立過程を追っている。歴代会長は業法・振興法を唱えており、将来

の明るいビジョンを求めて振興法を追求。法案の大綱を自民党の議員連盟に説明し成立させた。 

「おわりに」では、廃棄物の大半を占める約 4億トンもの産業廃棄物を本格的にテーマにした本は今
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までに存在していない。当時連合会会長だった石井さんを訪ね提案したところ、「すぐにやったらい

い」と即決で OKが出た。そして、「これから産廃業者を取材するなら、私のことを話そう」と自分の半

生を語り出した。「おわい屋」と言われるし尿処理を行なう父のもとで生まれ育ったこと。早稲田大学

へ進学したが、父に泣きつかれて父の会社のバキュームカーの運転手をしたこと。父の代わりに使節団

の一員として米国の処理業界を視察し、コンプレックスを持っていた廃棄物処理業に対する見方が一変

したこと――。 

そして、1970年に廃棄物処理法が制定され、廃棄物処理業が誕生してから今日に至るまでを追いかけ

ることになった。連載では廃棄物処理法ができて始めて産業廃棄物と一般廃棄物（家庭ごみ）にごみが

分類され、廃棄物処理の舞台うらも真実に迫ることに心がけた。 

これまで廃棄物は「ごみ」と呼ばれ不当な扱いを受けてきたが、処理業は未だに十把一絡げに「サー

ビス業」と位置づけられ、税制面などで不利な扱いを受けている。しかし、時代が変わり、いまや、廃

棄物は貴重な資源として、再生資源や再生品、再生可能エネルギーに生まれ変わりつつある。世界は

「資源循環社会」と「脱炭素社会」の動きが急だ。その先頭に立つのが資源循環産業、廃棄物処理業な

のである。振興法は、こうした構造的な問題が改善に向かうようなものであって欲しい。 

 

「故きを温ねて新しきを知る」国の政策や社会がどう変わるにか、自社の経営をどう変革するのか。そ

んな思いを巡らせる時、まず過去の歩みを振り返ってみることが大切だと思う。そこには新しい社会に

向けてのヒントが詰まっているからだ、と締めくくっている。 

 2020年 12月 25日（50年前のこの日、廃棄物処理法が公布された） 

杉本裕明 

 

3.特に印象に残った章とその感想 

 本書は 8つの章によって構成されているが、その関連性はわかりにくい。時代絵巻として 50年昔か

ら現在までの変化を追っているが、産廃事件や業者の努力・活躍は多重的だ。その中で、特に印象に残

った 3つの章を取り上げ感想を述べる。 

 

(1)第 2章「有害産廃と六価クロム事件」では、コンビナートと産業廃棄物、有害産廃との闘いが取

り上げられている。四日市公害は有名で高度成長が始まり同時に公害が拡大して行った。当然公害反対

に起ち上がる人々がいる。 

 筆者は、工業高校工業化学科を卒業し大手化学会社に就職した。それは化学会社が巨大なコンビナー

トをつくり大きく発展する時代だった。ポリエチレン・ポリプロピレンなどの新しい石油化学製品が世

の中に送り出され、会社は発展すると同時に公害を生み出した。宇井純さんが登場するが、私の上司は

東大で宇井純さんと一緒にプラスチックの押出加工の研究をしていた。高卒の先輩も助手として働いて

いたが、夜の宇井純さん主催の公開自主講座には参加していない。 

 ここでの公害反対運動に触発されたのか。第 3章で静岡県に産業廃棄物問題を解決していこうとする

全国初の協会が設立された。そこでは、不名誉な 2つの公害事件が登場する。60年斉藤知事は東駿河湾

に地域へのコンビナート、アラビア石油・住友化学などの計画があることを明らかにした。計画はいっ

たん頓挫したが、63年富士石油・住友化学・東京電力 3社の石油コンビナート計画が進められ「公害は
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起きない」と PR。ところが予定地の三島、沼津両市から反対の声がわき起こった。64年９月、沼津市

で 2万 5000人の大集会が開かれ、国はコンビナート計画を中止した。それから 3年後、静岡県三島市

は水の都と呼ばれるが、富士市田子の浦のヘドロ公害は、150の製紙工場が排出したスラッジ（紙のか

す）だが、中小の製紙工場による不法投棄が横行している。 

 大企業も中小企業も公害はないと嘘の説明をしながら、生産第一で高度経済成長を続けた。これは資

本主義の避けられない負の側面と批判する人がいるが、当時の社会主義国はもっとひどかった。 

 

(2) 第 5・6章と巨大不法投棄事件：事前協議制を導入した茨城県は、他県からのごみ搬入が激減

し、東京からの大量の廃棄物は千葉県に流れるようになった。しかし、それは千葉県から青森県に生ご

みまでもが搬入され、日本最大級の不法投棄事件を引き起こす。筆者の関西からは遠く離れていたが、

先輩が岩手大学でこの問題に取組み活躍していた。そこから情報がもたらされ、客観的に見ることがで

きたが、なぜこのような大事件が発生したかはよく判らない。行政の怠慢やごみは「安かろう。悪かろ

う」で片付けてしまう企業の体質が、この時代に日本全体に有ったのかも知れない。 

続いて第 6章に書かれているもう一つの不法投棄事件、豊島―巨大不法投棄事件は関西で起こった。

この事件は、香川県豊島で発生した事件だが、兵庫県警が摘発に乗り出し、関西では大きく報じられ

た。住民側の中坊公平弁護士らは、不法投棄物の撤去について「公害調停」を選択し、撤去運動を進め

た。当時は「自社さ政権」で、新しい風が吹いていた。96年夏、菅直人厚生大臣が私的な視察の形で豊

島を訪れていた。香川県知事に初当選した真鍋武紀氏は高松高校から東大法学部に現役で進んだ方で、

農水省への道を選択し、退官後、自民党県議団の若手グループに担ぎ出され知事となった。知事就任時

点では豊島問題は解決したと思っていたが、不法投棄物の処理方法は決断が必要だった。豊島の隣にあ

る直島までの処理となったが、産廃によって汚れた土壌の処理問題が発生した。 

WHOの入札で落札したのが、筆者の暮らす滋賀県大津市の A社だった。当然、地元では反対運動が発

生し、当時管理委員会に政府の立場で参加していた、植田京大教授に相談し、解決策を大津市長に伝え

た。市長は香川県庁まで出向いて行き、持ち込みを断念させた。ただ、「地元の環境団体はなぜ和邇川

の上流に、西日本最大級の汚染土壌処理施設を認めだのだ。豊島の不法投棄だけが知れ渡り、悪者にさ

れてしまった」と反論が有り、返す言葉がなかった。 

筆者はこれらの経過をまとめて、2013年環境経済・政策学会で以下のように発表した。「香川県豊

島の汚染土壌処理に関して、新しい水洗浄処理方式が検討され、滋賀県大津市北部の A社で処理す

ることが管理委員会で審議・了承された。しかし、現地で反対運動が起こり計画は中止された。豊島問

題・経緯関連資料等の読み込み方式による分析から、社会科学系の専門家がいない管理委員会の弱点や

入札方法、社会的・倫理的側面に配慮を欠いた行政側の進め方が、住民紛争をまねいたと推論される」 

2つの不法投棄事件に共通している点は、「ごみ」の適切な処理方法が確立していなくて、弱い立場

の地域に押しつけて儲ける業者と、それを管理指導すべき行政の怠慢が存在する。儲かるとなると暴力

団も介在してくる。行政側や住民側も警察との連携を取っておく必要がある。 

 

(3) 第７・8章、この章は著者が最も強調したかった部分ではないか。現在の廃棄物に携わっている 

事業者に新しい時代がやって来た。今まで規制強化で締め付けばかり突きつけられてきたが、97年廃棄

物処理法改正で容リ法が成立し、続いて家電リサイクル法が制定された。ペットボトルなどの不法投棄
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やテレビ・冷蔵庫などの処理、建設廃棄物の不適正処理が増加し、住民の不安を払拭しなければならな

い。そう言う時代になってきた。動脈・静脈産業は一体的に取り組む必要が出てきた。環境省・経済産

業省が揃って関西に現場視察と意見交換会がもたれた時があった。この時、教授の代理で意見交換会に

出席したが、府会議員・国会議員秘書や事業者の代表は、ほとんど経済産業省の方に向かって発言して

いた。経済産業省と環境省の影響力、力のバランスを見せつけられた感じがする。第 8章までの記述の

あちこちの場面で、経済産業省の壁が立ちはだかり、環境問題の解決策が前に進まない。それがこれま

での日本社会の現実だった。それに果敢に立ち向かい、協議会を立ち上げ向かっていった廃棄物処理業

の方々には、拍手を送りたい。悪質な産廃処理業者をなくしていくことも、行政だけではできない。 

 資源循環の社会に向かって、新たな災害廃棄物をどのように敏速に処理するかという問題も発生して 

きた。未来見据えた都市と農村の有機性廃棄物利用の適正な処理の方法や技術の改善を見えてきた。何 

よりも動脈産業と資本力の小さな静脈産業の廃棄物処理業者が手を組まなければならない状況が発生し 

てきたことにある。「資源循環」と「脱炭素社会」は世界の流れだ。大企業といえども、経済産業省と 

いえどもこの流れに乗り遅れたら滅びて言ってしまう。 

 廃棄物処理業界にとって、好ましい風が吹いている。自らの体質改善努力と共に、成立した振興法を 

最大限活かして、未来の発展を目指して欲しいと願う。 

 

 

各章別の詳細概要 

 

  以下に各章別の概要を記述するが、できたら本書を読んで頂きい。そうすると著者の処理業者に対す

る熱い情熱が伝わってくる。詳細概要は筆者の勝手なまとめで、必ずしも正確とは言えない。文責は筆

者にあるが、本書を引用しようとするとき、索引がないので 37頁に及んだ詳細概要は便利になる。 

 

はじめに                                                

第 1 章 産業廃棄物の登場―廃棄物処理法制定と起業家たち・・・・・・11頁 

廃棄物処理法制定前夜の大阪 12 

  廃棄物処理法の舞台裏 27 

  東京ごみ戦争の裏側で 40                     （新刊紹介：8～10頁） 

 

第 2 章 有害産廃と六価クロム事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53頁 

  コンビナートと産業廃棄物 54 

  有害産廃との闘い 64 

  六価クロム鉱滓事件 74                      （新刊紹介：10～13頁） 

 

第 3 章 協会設立から全産連結成へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87頁 

  全国初の協会が設立された静岡県 88 



6 

 

  東京の協会設立から全産連結成へ 100 

  全産連結成の舞台裏 113 

  任意団体から 1年で社団法人化―千葉県協会の胎動 126 
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はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１頁 

2020年、新型コロナウイルスが世界を恐怖のどん底に突き落とした。その脅威は世界を包み込み、多

くの犠牲者を生み、いまなお、人々に苦難の生活を強いている。その患者の治療に取り組む病院や家庭

を支えているのが廃棄物を回収し、処理している人たちだ。横浜市のアパホテル地下駐車場に段ボール

箱が運び込まれ、ウイルスが消滅するとされる３日間置いてから焼却場で焼却される。県が委託した感

染対策コーディネーターの研修を受けた人によって運ばれ、感染性廃棄物として処理される。ホテルに

は 23名の感染者が療養中で、神奈川県職員等が派遣されている。東京都が一般廃棄物と産業廃棄物に

分けたのに対し、神奈川県は感染性廃棄物扱いにし、処理を産業資源循環協会に依頼した。 

 

感染を心配して実家に帰れない：診療所から出る廃棄物を運ぶ 10人のパート主婦のドライバーがい

るが、一人たりとも感染者を出すわけにはいかない。感染を防ぐためにどう防御したら良いか、その具

体的情報がなかなか入ってこない。 

 

感染を避けるための防御策：「家庭に感染者がいてもどの家庭か判らないところが、収集・運搬を担

当する業者の心配な点」。マスクや消毒を徹底し、三密を避けている。心配は感染者のいる家庭から出

た廃棄物だ。 

 

仕事が減った：新宿駅西口から都庁にかけて広がる高層ビル群。ビルには飲食店などのテナントがあ

るが、大半が閉鎖されている。ビル一棟から出る廃棄物は小さな町一つ分に相当するが、廃棄物の量は

9割減った。 

 

処理業界と行政の 50 年の歴史： 

1970年に廃棄物処理法が制定され、始めて産業廃棄物と言う言葉が誕生し、産業廃棄物の処理業が起業

された時代から、現在に至るまでの 50年の歴史はまた、安全に処理・処分することから、廃棄物を資

源として利用し、社会に返す資源循環の道程でもあった。また、処理業者への偏見や社会差別を克服す

る歴史でもあった。 

不法投棄や不適切処理がないよう国は繰り返し、自治体は要項や条例化で処理業者を規制強化する一

方、処理施設の建設が進むよう公共処分場の設置を進めた。廃棄物の処分を委託する排出事業者に対し

て処理業者は力が弱く、いわゆる「安かろう悪かろう」の時代が続いた。このため処理業者たちは力を

合わせて各県に協会をつくり、やがて全国組織が結成された。 

それらの方々は、処理業者の社会的地位を高めることと、未来を見据えた資源循環産業化を唱えた。 

これまで廃棄物に関する本といえば廃棄物処理法の解釈本やノウハウ本、技術書が大半を占め、処理業

者の歴史や実態についてまとまったものはほとんどなかった。本書では度重なる処理法改正の過程につ

いて、省庁の内部資料や関係者の証言を得て構成、再現するとともに、その歴史の過程で処理業者や自

治体、住民の動きを伝え、興味深く読んでもらえるようにエピソードや秘話を盛り込んだ。この「歴史

絵巻」の 1ページは、1972年の大阪万博を控えた大阪のある若者の話から始まる。 
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第 1 章 産業廃棄物の登場―廃棄物処理法制定と起業家たち・・・・11頁 

1.廃棄物処理法制定前夜の大阪（12）  

 

大阪府堺市国中環境開発本社の紹介。ここでは廃棄物を  

「前処理」と言って、年間 1万トン分別している。この会社

を育てたのが、会長の國仲賢吉氏。 

 

深夜、ダンプで商店街を集めて回った：67年に兄の手伝い

でこの仕事に入り、夜に 4トン積みのダンプカーで大阪谷町

界隈のごみを集めた。収集。処理料金は 1件月 1500円。それを焼却工場や埋め立て地に運んだ。 

 

産廃はビジネスチャンス：國中さんは一時身体を壊し、入院していたが、70年、工場による大気

汚染、水質汚染が大きな社会問題になっていた。そんな頃、「産業廃棄物」という言葉を知る。国は清

掃法（54年制定）を大改正して廃棄物処理法を制定しようとしていた。新聞でそのことを知った國中さ

んは、ビジネスチャンスととらえた。多くが収集運搬業で許可を得たが、そんな中で、大阪府内で最終

処分業を始めたのが、大仲清さんだった。京都大学を卒業した大西さんは、不法投棄が出来ないように

マニフェストの原型を造り、76年、中間処理業者と最終処分業社 35社と収集運搬業社 73社で大阪産業

廃棄物処理組合が設立された。 

 

産業公害の終着駅：市内の保健所の監視員だった相崎さんは、公害防止係に配属され、工場の立

入、指導を行なった。工場から出る最終処分として残る汚泥や固形物はどうしようもなかった。 

 

「産業廃棄物」の名称は大阪市が提案：「産業公害の終着駅・産業廃棄物」（黒田隆幸著）とい

う本がある。「産業廃棄物」という言葉は、大阪府と大阪市の会議で提案され出席の学者も賛成した。

以前は『工場のごみ』と言っていた。市と府は産業廃棄物がどれだけ排出されているか実態把握に努め

た。結果は省略。 

 

資源化の構想に通産省が関心：67年に豊田さんが中心になってまとめた「産廃処理構想」に科

学技術庁が注目し、中馬市長の要請で資源化技術協会に参加した。この動きに通産省（現経済産業省）

が興味を示した。 

 

「けしからん」と言われた産廃処理センター計画：大阪市が此花区の処分地に中間処理の産

業廃棄物処理センターを設置し、大阪北部の産廃を受け入れる。大阪府は堺市に海面処分場を造り、南

部の産廃を受け入れる。こんな役割分担が府と市の間で交わされたが、迷惑施設が沢山ある此花区住民

は反対し、「けしからん」となった。産廃は公害の終着駅だった。 

 

2.廃棄物処理法の舞台裏(27)  
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厚生省に 69年に入った技官の横田勇さん（現静岡県立大学名誉教授）は、上司の指導のもと、品目

ごと排出量を求めることに向き合った。廃棄物処理は我が省だと言う通産省に負けないよう頑張ったと

の事。 

 

★都市清掃会議での議論。★消えた公社構想。★榊課長の先見性評価した森下さん。 

★「不法投棄なんとかしたい」と処理業者へ。★埼玉県は越境産廃の受け皿に。 

★不法投棄の代償に高いツケ。★事業協同組合結成へ⇒以上、内容省略。 

 

3.東京ごみ戦争の裏側で(40)  

東京都杉並区の高井戸駅のそばにスマートな白色の高さ 160メートルの煙突がそびえる。5階建ての

建物は杉並清掃工場だ。東京ごみ戦争があった。建物の中に「東京ごみ戦争歴史未来館」がある。半世

紀前にあった建設反対の激しい住民紛争の記録が展示されている。 

 

杉並区のごみの搬入阻止した江東区：都に反旗を翻したのは江東区だった。一日 5000台のごみ

収集車に、区民は「江東区はごみ捨て場じゃない！」と怒った。都側と裁判闘争になり 74年に地裁の

和解勧告を受け入れ、高井戸の清掃工場の建設が始まった。  

公害国会の 14法制定について、環境経済学の第一人者、宮本憲一大阪市立大学名誉教授は法制  

化を評価しながら限界を「公害国会は、革新自治体が拡がり国の環境政策を先取りしたこと、四日市公 

害訴訟など 4大公害裁判の進行で国が追い詰められた結果と言える。廃棄物処理法も公害法だが、環境 

庁（現環境省）が誕生しても厚生省は『規制からなる他の公害法と違う』と所管を手放そうとしなか 

った。廃棄物処理法が出来ても規制の基準はすぐに決まらず、廃棄物問題が国民の大きな問題と認識さ 

れるのは、都知事の『ごみ戦争宣言』が行なわれてから。環境庁の権限は実際には他の 13法でも弱 

く、公害に関するものは同庁の意見を内閣が尊重しなければならないとするべきだ」 

 

高校卒業し、工場でアルミ製造：高峻興業会長の高橋俊美さんは、青森県の農家の出で、69年 

春、昭和電工千葉工場のアルミ製造現場に配属になった。灼熱の現場だった。72年のある日、アパート 

の自室で「運転手を求む」の広告を目にして、都内の建設土木会社の面接を受けて採用された。建設廃 

棄物を最終処分場まで運ぶ仕事だった。 

 

転職の末、産廃運ぶ運転手に：工場は 2年で止め、いろいろな会社を転職。産廃を運ぶ運 

転手になった。 

 

アパートのドアに看板掲げて独立：78年春高橋さんは、都から産廃の収集・運搬業の許可を得 

た。そして、有限会社高峻興業の看板を掲げた。80年に埼玉県所沢市に廃棄物の積み換え保管施設を手 

に入れた。後の「選別」中間処理施設の実現につながる。 
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煎餅の製造卸から産廃業へ：その頃、埼玉県で埼玉県産業廃棄物連絡協議会が結成された。すで 

にあった県産業廃棄物処理協同組合とは別に約 16業者が呼びかけて生まれた任意団体だ。代表に選ば

れたのが、松澤博三（現ショーモン会長）だった。「松澤米菓」を名乗る煎餅の製造卸の長男で、70年

に運送業に乗り出した。 

 

処理業者の役割を認めた都の年報：東京都の清掃事業年報によると、「業の許可件数は 72年 134 

処理業者に委託して処理した方が安くすむといった安易の考え方で産廃処理を行なっている事業者も多 

く、無策・無関心な事業者も多い。従って産廃処理業者の果たす役割は重要なものとなっている」 

 

清掃工場に勤務しながら夜間大学へ：都庁には夜間大学で学んだ苦労人が多い。森さんもその 

一人。69年に高校を卒業した森浩志氏は都庁に入った。東京理科大学理学部理学科夜間学部に通い、卒

業後も都立の大学院で燃焼工学を学んだ。 

投棄をやめよ瑞穂町が富士市に抗議：公害が激しかった頃、田子の浦にヘドロが堆積、大問題 

になったことがある。瑞穂町の町長と町議ら 20名が、富士市役所をに抗議で訪れたのは、74年 11月だ

った。無害を主張する市と業者に「もし無害なら、越境してまで私の所に持ち込むことはありますま

い。貴方の所で始末したらいかがか」150社による製紙・パルプ工場からのスラッジによるヘドロ公害

で、田子の浦は瀕死の状態に陥っていた。 

 

第 2 章 有害産廃と六価クロム事件・・・・・・・・・・・・・・・・53頁 

1.コンビナートと産業廃棄物(54) 

 

三重県産廃協会で木村会長が語った:1973年木村さ

んは、四日市清掃会社を興した。コンビナートの清掃だっ

た。後に株式会社全栄となり、より多くの工場に事業を広

げていった。 

 

不法投棄に走った処分業者も：木村さんは、暴力団

関係者が入り込み、巨額の借金返済で不法投棄に走った経営者がいるとのことを話した。ベンゼンなど

の有害化合物を全国から大量に持ち込み、許可容量を大幅に上回る 260万立方㍍の産廃を覆い隠してい

た。 

 

大学を訪ねて教えを請うた：四日市市の石油化学コンビナートには、三菱化成や三菱モンサント

などに就職した、工業高校の優秀な生徒が技術職として生産体制を支えていた。タンクの清掃は扱う廃

棄物の成分を教えてもらえず、爆発などを起こした。四日市公害裁判で原告側証人になった宮本憲一大

阪市立大学名誉教授は、「立地の過失」として論証し、大きな役割を果たした。 

 

特定の企業が大量排出：コンビナート企業の中でも大量の産廃を排出したのが、石原産業の四日

市工場。『公害トマレ』1977年 3月号には、同社が産廃を楠町で処分していることが紹介されている。 
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垂れ流しに心痛めた労働者：70年当時、四日市は「死の海」だった。工場排水で汚れた海で魚は

油まみれとなり、工場からの亜硫酸ガスで喘息患者が大量に発生した。石原産業は廃硫酸を月 20万ト

ン、固形物の硫酸鉄を月 1万トン、四日市港に排出していた。転勤してきた田尻宗昭警備救難課長が 8

月に港則法と水産資源保護法違反容疑で摘発。 

 

「海を守りたい」と海保に協力：2人の労働者が協力し、田尻さんが津地検にて揮発したが、検

察庁は消極的だった。ところが基礎のぎりぎりになって、社会党の石橋政司代議士が、石原産業の偽造

書類を暴露。検察庁は起訴に踏み切った。 

 

2.有害産廃との闘い(64) 

 

廃液から銀を回収する：有限会社八桜（ハチオウ）会社は 1972年に設立。「写真定着液から銀を 

取り出すことから出発して、試薬・薬品・廃液などの科学系廃棄物を処理する会社。 

 

有害物質によって違う処理方法：廃酸・廃アルカリ、廃油・廃プラの焼却、等。写真フイルムの 

焼却と銀の回収は、カメラのデジタル化が進み規模の縮小。変わって 80年代後半からハイテクが進

み、半導体の洗浄に使う有機塩素系の洗剤による地下水汚染が深刻化した。 

 

宇井純さんに教えを請う：当時、東京大学工学部助手だった宇井さんが開講した公開自主講座 

「公害言論」では、「川上から川下を抑えるのだ」と言っていた。もう一人の重要な人が、村田徳治・

循環資源研究所長だった。厚生省の委託で「有害物質を含む産業廃棄物の発生過程に関する調査研

究」（書）を著した。 

 

厚生省が、研究所に調査依頼：有害廃棄物の調査をして欲しい。 

 

製品中の有害物質の多さに驚く：報告者は、水銀・カドミュム・鉛・とその化合物、クロム化合 

物、ヒ素化合物、シアン化合物、塗料中の有害物質にわけ、生産・使用・廃棄の状況、地金の用途別生 

産量、産業別販売量などを項目別に記載し、これらの物質による汚染の実態、有害物質に関する法制上 

の問題点を指摘した。村田さんは 88年に政府の調査団の一員としてナイジェリアに派遣された。イタ 

リアの産廃業者が、化成品と偽って有害産廃をナイジェリアに不法投棄。イタリアに持ち帰ろうとした 

が、各地の港で積み卸しを拒否された。「ココ事件」。89年スイスのバーゼルで「有害廃棄物越境移動防 

止条約（バーゼル条約）が結ばれることになる。 

 

報告書を引き、国を批判した野党議員：排出企業の環境汚染に対する意識は低く、精算優先が 

貫かれ、産業廃棄物処理は委託業者にまかされているので、処理責任について再考する必要がある。雅

楽関係の運搬業で 77％、汚泥の運搬業で 64％、廃油の処理で 90％がもぐり。会社から処理業者に渡し

てしまえば、会社は責任がないと言っている。公害問題に熱心な三木武夫首相の指示で法改正を目指す
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ことを決めた。 

 

隠されていた六価クロム鉱滓（こうさい）：六価クロム鉱滓問題は、73年 4月朝日新聞が報じた。 

江東区大島の地下鉄工事で日本化学工業の工場跡地に退席していることが判った。翌年暮れ朝日新聞 

は、交通局と都市整備局が同社から買収した土地に、六価クロムで汚染土壌が 10万トン埋められると 

報じた。 

 

3.六価クロム鉱滓事件(74)  

 

1975年 7月、住民団体「墨東から公害を無くす区民の会」が記者会見を行ない、江戸川区堀江町で黄

色い水が浸みだし、六価クロムが環境基準の 2000倍、六価クロム鉱滓が 8万トン江戸川区に埋められ

ていることを明らかにした。田辺海上保安部の警備課長から美濃部亮吉知事にスカウトされた田尻宗昭

氏は現場にい入り言葉も出ないくらい打ちのめされた。 

 

産廃規制のない時期に鉱滓を埋めた：鉱滓を棄てていたのは日本化学工業、江東区亀戸に本社

工場があった。生産を始めた 39年から 74年までに千葉県を含む 100箇所以上に約 38万トン投棄して

いることがわかった。しかし、同社は責任を容易に認めようとしなかった。都は江東区地下鉄工事現場

で見つかった鉱滓処理で同社に 13億 3600万円の支払を求めて東京地方裁判所に提訴した。 

 

住民団体の告発：「墨東から公害を無くす区民の会」は、宇井純さんの公害自主講座の集会で、市

民グループが鉱滓が都内に埋設されている事実を語った。「住民の健康を守ることが隠されていること

はおかしい」と、松岡宥二は仲間と区民の会を結成、自ら調査を始めた。「雨上がりの日、堀江町の鉱

滓埋め立て地を訪ねると、一面黄色の海のよう」膠着した同社との交渉で田尻さんは「官民共闘」を編

み出し、「クロム対策公害会議」が結成され、「鉱滓土壌の処理などに対する協定」が結ばれ、裁判は和

解した。 

 

新人職員も鉱滓問題に取り組む：都は還元処理した鉱滓を埋めて公園など 5箇所を整備し、その 

費用、約 58億円を会社が負担した。 

 

六価クロムが浸みだしてきた：95年から江東区議会議員を務める中村まさ子さんは「公園のク 

ロムを考える会」の代表も兼ねる。今もクロム試験紙を手にチェックを続けている。「六価クロムが今

も染み出てくるんですよ」と、最近撮った数枚を見せてくれた。 

    

適用されなかった廃棄物処理法：有害産廃の鉱滓は廃棄物処理法で遮断型処分場で処理すること 

になっている。汚染土壌を産業廃棄物として扱うと、熊本の件のように（水俣病）「投棄が施工前で

も、施工後の処理には法の適用がある」と責任が追及される恐れがある。処理法を検討する専門委員の

2人は、会社から数千万円を受け取っていた。 
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法改正で排出責任は強化されたが、産廃業者の存在が消える？：国会で廃棄物処理法の欠陥 

を追求された厚生省は、急遽、法改正に乗り出すことになった。業者が違法行為をしても排出者に責任

が及ぶことはなかった。76年に法改正し、排出者の責任を強化した。さらに最終処分場を安定型、管理 

型、遮断型に分けて構造基準を設定、有害な産廃を安全に処分できるようにした。こうした「応急処

置」では、不十分でその後巨大不法投棄事件が起こる。法改正で産廃業者の全国組織作りが始まる。 

 

 

第 3 章 協会設立から全産連結成へ ・・・・・・・・・・・・・・88頁                            

1.全国初の協会が設立された静岡県(88) 

 

設立趣意書が残っていた：社団法人化を決めた静岡県は協会組織の中で群を抜いて早い。75年 3

月に任意団体の県産業廃棄物処理協会が設立されていた。その後、全国で次々処理協会が設立 

されていった。 

 

★社団法人化の狙い：省略。 

  ★全国の先頭を切れた理由：省略。 

  ★排出事業者の正会員化に努力した県：省略。 

 

当時の産業廃棄物の状況は？:73年版公害白書によると、 

製造業約 3万 2000事業所から排出される産廃は年 364万トン。このうち汚泥・廃酸・廃アルカリが

50％を占め、紙くず・木くず・繊維くずが、30％、金属くず・ 

ガラスくず 11％、動植物性残渣・廃プラスチック・廃油が 9％となっている。 

 

不名誉な２つの公害事件：静岡県三島市は水の都と呼ばれる。県の「公害の歴史」には不名誉な 

事件が２つ刻まれる。60年斉藤知事は東駿河湾に地域へのコンビナート、アラビア石油・住友化学など

の計画があることを明らかにした。計画はいったん頓挫したが、63年富士石油・住友化学・東京電力 3

社の石油コンビナート計画が進められ「公害は起きない」と PR。ところが予定地の三島、沼津両市から

反対の声がわき起こった。64年９月、沼津市で 2万 5000人の大集会が開かれ、国はコンビナート計画

を中止した。それから 3年後、富士市田子の浦のヘドロ公害へ。 

                        

２.東京の協会設立から全産連結成へ（100） 

 

危機感が協会作りを急がせた：静岡県の協会会長に就任した内田貴さんは、任意団体を 2年後の 

1977年 4月に社団法人静岡県産業廃棄物協会に衣替えした。東京・銀座に芝田弁護士の事務所がある。 

芝田さんは廃棄物に強い弁護士としてこの分野を切り開いた人だ。当時廃棄物処理法を勉強している弁 

護士はほとんどいなかったが、東京都で六価クロム鉱滓事件があり、東京・千葉・埼玉・神奈川が陳情 

団を結成し、陳情書を代筆した。 
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2 つのグループが一体化：東京のサロン的組織の Aグループと法改正論議の際に生まれた Bグル 

ープ。「別々にやるより一緒になったらどうか」と言うことで、76年暮れに一本化された。東京の業者

はまず東京の協会を造り、次の目標は全国組織だと言うわけです。全国組織を作るときの会則の作成、

組織構成などの手本の一つが、76年 10月に設立された大阪産業廃棄物処理組合だった。 

 

東京協会の会長に元代議士：比較的スムースに進んだ組織作りに、悩みのタネがが理事長選出だ 

った。始めに大手企業と関連がある大場さんをと考えたが、大場さんは首を縦に振らず、代わりに浮上

したのが自民党交通部会長を歴任した元代議士の関谷勝利さん。大場さんと岸本さんは副会長となっ

た。 

 

福島県で協会結成の動き：この人なしには全国産業廃棄物連合会の設立はなかったといわれる太

田忠雄さんとはどんな人だったのか？「廃棄物の仕事は社会から疎まれているが、必要不可欠な仕事

だ。全国組織を結成し国にもの申せる団体にしたい」 

 

太田さん支えた佐藤さんと高橋さん：太田さんが福島県産廃協会に就任したとき、高橋さんと

佐藤さんは副会長として太田さんを支えた。 

 

アルバイトのごみ収集がきっかけ：省略。 

 

3. 全産連結成の舞台裏(113) 

 

有力メンバー集まり、連合会設立へ：78年 7月 11日、全国産業廃棄物連合会の設立総会が開催 

された。東京都、福島県、埼玉県、神奈川県、愛知県、大阪府、愛媛県、長野県など 62名。 

設立発起人を代表して、東京廃棄物処理業協会理事長 関谷 勝利が挨拶。経費負担でもめる。 

 

全産連誕生の秘話を語った：全産連の事務所は東京の協会と同居しており、東京の協会が家賃を

負担していた。 

 

離反で窮地に陥った連合会：連合会の費用を捻出するのに、関屋さん名義で借りていたが、6名 

の副代表の連名で銀行から金を借りる案で紛糾。 

 

ホテルに泊まり込んで説得：翌朝、連合会退会届と書かれた手紙が次々と舞い込んできた。そし

て、連合会の今後について、二つが決まった。一つは事務局の運営を透明化して、公明正大に行なうこ

と。二つはへそを曲げた人達を説得し、戻って貰うこと。太田さんが説得に回り出し、最終的に太田・

鈴木・木村によるトロイカ体制がスタートした。 

 

太田さん、会長になる：翌朝、79年 6月 22日に第 1回通常総会が開催された。出席は 8都県の

会長らで太田さんが会長に選出され、他の代表も常務理事に選出された。当時の連合会が直面している
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問題は、運営資金をどう確保するかにつきる。次の目標は社団法人の認可を国からとりつけること。当

時、排出事業者が自己処理することが原則（PPP：汚染者負担の原則）。 

   

通産省から補助金得て全国を行脚：全国に組織を広げるには、各地の有力業者を説得する必要 

がある。手をさしのべてくれたのが、通産省・中小企業庁だった。中小企業庁が全国都道府県に協力要

請することだった。 

 

熱意にほだされた竹谷さん：竹谷さんも県からの業界組織化を促されていた。太田さんらの熱意

に感動したとのこと。これを機に県内の業者約 25人と話合いを重ね、80年春に青森県産業廃棄物業協

会を設立した。 

   

4.任意団体から 1 年で社団法人化―千葉県協会の胎動（126） 

 

東京に比べ法律の制定を機に生声を上げた会社も多く、東京と事情が異なっている。千葉県産業資源 

循環協会を訪ねた時、78年 12月 1日、総会設立時の写真があった。 

 

セピア色の写真：総会では鎌田さんが会長に、石井さんが副会長の一人に選ばれた。72年に 17 

社しかなかった業者数は 78年には 500社に増えた。石井さんは「知事から『会長は石井さんが良い。

信頼できる人物だ』と言われ、鎌田さんになった。 

 

米国視察が転機に：石井さんは早稲田大学を卒業したが。、父から家業を手伝ってくれと言われ、

自らごみ収集やバキュームカーを運転していた。東京都清掃協会の 3役だった父の代わりに米国使節団

の一員として、ニューヨーク、ロサンゼルスなどを巡った。「どこも機械化と企業化が進み驚いた」。 

 

石井会長と山上副会長の懐古：省略。 

 

退職者の受け皿作りから、産廃処理業へ：鎌田さんは戦後北朝鮮から、辛酸をなめて帰国し、

窒素本社の総務部長に戻ったが、経営不振に陥り定年後の仕事探しをさせられた。千葉ファインケミカ

ルという会社を設立。一般廃棄物の収集・運搬を手がけるようになった。石井さんは、鎌田さんの体験

談に感銘。 

 

協会の会員数は 6 年で 134 から 171 に：協会が誕生したときの役員業務分担票では。鎌田会長

「総括」、石井副会長「事業総括（兼）調査研究事業。不法投棄や不適正処理が横行するも最終処分場

はわずかしかなく、ダンピング競争が深刻な問題となった。89年には体調を崩した鎌田さんに変わっ

て、石井さんが会長になった。 

 

率先垂範につきる：東京・日比谷の太平興産会長の山上 毅さんに会社設立の経緯や協会の活動に

ついて聞いた。山上さんは処分業者の条件として「高いモラル、科学的知識、現場の技術、そしてお
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金」。不法投棄やダイオキシン問題で産廃業界に世の批判が注がれていたとき、違法業者も法律を厳守

している業者もごちゃまぜで批判するマスコミを批判した。「人を従わせるには、率先垂範しかない」。 

 

正しいことをやってこその業界：正義感の強い山上さんは「自分で不正行為のない産廃処理をし

たい」と 71年に太平興産を設立したが、連合会の組織作りにも協力し、常務理事を 2期（89～93年）、

副会長を 8期（93～09年）務めた。 

 

5.愛知と長野の協会設立とリサイクルの芽生え（138） 

 

愛知県で生まれた事業協同組合：愛知県では株式会社シミズを経営する清水善一さんが、環境問 

題の重要性を主張し、仲間に呼びかけ組織を作り上げた。発足当初は 100名の組合員だったが、91年に

は 4倍の 386人になった。そこで念願の社団法人愛知県産業廃棄物協会が発足し、97年に亡くなるまで

会長の座にあった。 

 

中間処理に取り組む：愛知県飛島村にある永一産商の社長、永井良一氏は全国産業資源循環連合

会の 6代目会長、愛知県協会の会長でもある。若くして廃棄物の分別、中間処理業に取り組んだ。協会

の活動にも熱心で、1991年青年部会副会長、98年に理事となり常務理事を経て 2011年に会長に就任し

た。 

 

★長野県課長の要請を受けて協会設立へ：省略 

★独自で協会でマニフェストを作成：省略 

★リサイクル博物館が完成「リサイクル資料館―なおとみ資源の森」：省略 

★市役所を飛び出し、スクラップの世界に：省略 

 

   

第４章 公共関与とフェニックス計画 ・・・・・・・・・・・・・・152頁 

  

1.公共関与で全国の先頭を走った大阪の 

処理公社（152） 

 

堺７－３区への搬入は三者協議会で決定：大阪産 

業廃棄物処理公社の開設は、地元民の同意や漁業組合への

保障などで、74年 2月だった。大阪府、堺市、公共事業公

社で決定された。 

 

持ち込み量増加に堺市が難色：持込量を当初の 500

台から 1,500台に増やすかどうかで、3者協議会でもめたことがあった。結局、大阪府、公社が押し切

る形で、搬入量を増やすことで決まった。 
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大阪市はどうしていたのか：一方、大阪市は、北港の 1区への一般廃棄物と産業廃棄物の受け入

れを認め、毎年 46～83万トンが埋め立てられていた。和歌山大学を卒業した松田 裕雄さんは市役所で

公害か廃棄物を選び、2011年に東南環境事業センター所長で退職したが、廃棄物のエキスパートであ

る。搬入不適物検査や展開検査等で業者に法律を守らせるようにした。 

 

汚泥はリサイクル品として再利用：堺市西区築港のバースに 1,500トンのガット船が週 3回、

山口県の宇部市に再制土を運搬していた。再制土は、建設現場から出た無機性の汚泥（建設汚泥）に消

石灰を加えて脱水、セメント固化剤を加えて造る。堺プラントのもう一つの役割は、建設汚泥から製造

した流動化処理土「ポリソイル」の製造だ。 

 

大幸工業とベントナイト組合：建設現場や下水処理場から発生した汚泥からリサイクルへの転換

を大幸工業とベントナイト組合は目指した。 

 

特注のフィルタープレス機：建設汚泥を脱水し無害化された脱水ケーキは、当時の校舎は受け入

れなかった。77年度の大阪府の産業廃棄物は 1,232万トンで汚泥は 403.8トンと最も多かった。 

 

ベントナイト組合の結成：汚泥は乾燥すると土に見えるため、土と偽って田畑の嵩上げに使われ

たり、河川などへの不法投棄が横行した。74年、建設汚泥の中間プラントを造りたいと考 えていた浜

野廣美社長は南港の市の土地の利用を考え、市に相談すると事業協同組合を作り、それに対して有償で

提供しても良いとの返事を得た。収集・運搬業者に呼びかけ、7社で大阪ベントナイト事業協同組合を

設立した。81年 5月、堺 7－3区が建設の搬入を認める日が来た。 

 

國中さんのアドレス：分析期間に産廃のサンプルを持ち込み、有害物が含まれていないか検査を

して貰い、証明書を出して貰う。それを公社に提出するが、中小企業は何が産廃に当たるか知らない。

「便利屋」と言われて、全て任せて貰った。 

 

先代の遺志を継いだ廣美社長：清社長の下で経験を積み、01年に清社長が亡くなると社長に就

任した。常務時代の 94年に資質向上のために、任意団体「環境対策協議会」を設立した。2008年のリ

ーマンショックで、売り上げは急落、事業の縮小を余儀なくされた。鬱病と心臓の血管に障害があると

診断された。潮目が変わったのは、建築リサイクル法が出来た 2000年前後。再生品のポリナイトを 99

年に発売して、環境省のエコマーク商品に認定された。 

 

２.フェニックス計画（165） 

 

跡地利用の困難さが発生：大阪湾フェニックスは、尼崎沖、神戸沖、大阪沖、泉大津沖の 4箇所 

の埋立処分場がある。4箇所の総面積は 499ヘクタール、埋め立て容量は一般廃棄物が 1,920万立方

㍍、産業廃棄物が 2,160万立方㍍、事業費は 2,104億円と巨大なものだ。埋め立て事業は尼崎沖（1990
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年）、泉大津沖（1992年）、神戸沖（2001年）、大阪沖（2009年）は管理型処分場のみだ。埋め立て量の 

減少と跡地利用の活用の難しいさが、新たな懸念材料である。 

 

フェニックスの牽引車だった兵庫県：1970年代後半は、運輸省、厚生省がそれぞれ壮大な埋め 

立て構想を発表していた。牽引車となったのは兵庫県だった。「廃棄物を埋め立てた後、跡地を有効活

用して、費用を回収する仕組みの活用が国や自治体にあった。兵庫県には公共処分場事業に参加しやす

い素地があった。国からの出費は認められず、港湾管理者の兵庫県、神戸市、大阪府、大阪市の 4自治

体中心に「大阪湾広域臨海環境整備センター」が造られた。 

 

搬入全市町村の出資に苦労する：関係者が苦労したのは、阪井時忠知事の『全部の市町村が出資 

すること』の指示だった。大阪府は産廃の埋立事業しか行なってこなかったので、家庭ごみに対する意

識が薄かった。それで一緒にやろうとなった。 

 

当初は猛反対した自治労：「広域湾広域臨海環境整備センター法案」は 1981年に国会を通過した 

が、法案についてのマスコミ各社の評価は辛い。ごみ処理の具体的政策は自治体中心で進めるのが筋

で、計画は運輸・厚生両省が補助金行政で進めようとしている。（朝日新聞・社説）。センター法案の廃

案に向けて動いたのが自治労で、最強は大阪の自治労だった。 

 

最後にチェック役に回る：法案に野党は反対したが、処分場を否定してもごみ問題は解決しな 

い。どうせ造るなら、河川を汚染する心配のない海の側に造った方が良い。やがて自治労は反対一辺倒

から、自分たちの要求を計画に反映させる方向に転換した。廃棄物に違法なものはないかチェック出来

るようにした。こうした環境対策は、フェニックスの信頼を高めることになったが、廃棄物や残土で埋

めて跡地を売却するというフェニックス計画のスキームを変えることにはならなかった。 

 

早期の埋め立てと廃棄物処理の矛盾：埋め立てが早く終わると、早く造成ができて、事業の採算 

性が確実になる。当時、埋め立て期間は 10年持たない。処分場は大切に息長く使うものだが、埋め立

て期間が長くなると赤字になりかねない。2000年をピークにリサイクルとごみ減量化が進み、採算性が

悪化した。大阪府産業資源循環協会会長の片渕さんは語る。「中間処理業者にとってフェニックスの役

割は大きいが、跡地を工場用地として安値で売却し、太陽光パネルだけを並べるだけでは不満が残る。

港湾設備が整っているので、再生土や骨材の置き場を提供するなど、循環社会のための基地を造ったら

どうか。資源循環の社会を進めるために国が率先して使うなど、積極的に需要を造り出して欲しい」 

 

３.豊橋ユーレックス計画(176) 

 

厚生省元水道環境部長の回顧録：現厚生労働省の元水道環境部長だった小林康彦さんは月刊誌 

『都市と清掃』に厚生官僚時代を振り返った一文を寄稿。「スターダスト 80’」と「豊橋ユーレック 

ス計画」をあげている。「豊橋ユーレックス計画」の提案者は畔上 統雄さんです。 
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石原産業でネガティブフロートを提案：畔さんは都市清掃事業を循環型社会に作り替えようと 

していた。その第 1号が豊橋ユーレックス計画だった。多くの困難な問題があり、厚生省、環境省に接

触。計画は、家庭系廃棄物を分別、有価物を資源回収し焼却。生ゴミはコンポスト化、家畜糞尿は、鶏

糞は乾燥して肥料にした。 

    

当初の目的薄れ、施設整備重視に：豊橋市は「都市農村結合計画（ユーレックス計画）が策定さ 

れた。しかし、次第に施設整備だけが目的となり、厚生省も施設整備に補助金を出すことによって市を

コントロールしようとした。  

 

資源化センターの現在：ユーレックス計画で造られた「資源化センター」は現在焼却施設と容器 

包装プラスチックの選別・保管設備などがあった。2002年以降老朽化が進み、2024年までに隣の田原

市 6.2万人）、と豊橋市（37・8万人）は新しい共用施設の開設を目指している。生ゴミのメタン発酵・

発電施設が中心で、メガソーラとエネルギー供給基地の役割を担っている。                       

     

混ぜればごみ、分ければ資源：沼津市（人口 19.7万人）のリサイクル率は 25%で豊橋市と同じ

で、全国平均の 20%より高い。73年７月頃沼津市が行なった不燃ごみから瓶と缶を分けた回収を始め

た。「沼津方式」と呼ばれた井出 敏彦市長の「混ぜればごみ、分ければ資源」という言葉は自治体や市

民運動の象徴となった。 

                

４.海へ―公共処分場の確保― 北九州市と愛知県（187） 

 

広大な最終処分場：西区処分場（響灘 3号地）と若松区北部と東灘の戸畑区北部は日本製鉄と関

連企業が占め、その北側に（北九州エコタウン総合環境コンビナート）が展開する。 

    

企業移転に合わせた最終処分場設置：北九州市が埋立処分地の確保に乗り出したのは 1953年と

早い。その後土地の制約から海に求め、海面処分場として全国始めて 90ヘクタールの響灘廃棄物産業

処分場を開設した。2000年に埋め立ては終わり、跡地は市のビオトープに利用され、市民に親しんで貰

っている。 

 

パトロール車 2 台がフル回転：当時の市の産業廃棄物政策課の課長をしていたのは、元環境事務

次官の小林 光さんだった。 

 

協働進めたユニークな計画：省 85年に市が行なったアンケート調査ではは、建設業の場合、処

理・処分費用が高いが約 40%,廃棄物の分別が困難が約 25％、請負金額に処理費用が含まれていないが

約 20%、焼却する場所がない等約 15%等「業界の悪しき背景」（小林さん）があった。この問題を解決す

るには規制強化や法律を守れと唱えるだけでは解決しない。排出事業者、処理業者、市民、行政、の役

割分担を配した協働表と言った者を造った。これらの大半はその後、廃棄物処理法の改正で義務づけら

れることになる。 
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市民向けの産廃リーフレット：北九州市には、あまり目を向けないが、良好な自然があった。地

図に誇れる自然を写真付きで紹介し、「灰色の町」から「緑の町」に回復したと述べ、森林面積が政令

都市で 4番目である事を教えた。 

 

エコタウンの気運：北九州市は日本製鉄に代表される製鉄の町だ。戦後の高度成長の牽引役とな

るが、同時に公害が顕在化して、「7色の煙」と呼ばれた煙が市民を襲った。市は企業、大学と連帯して

公害の撲滅に取組み、星空がよみがえった。そして、「静脈産業の振興基地」エコタウンに繋がってい

く 

 

産業廃棄物処理高度化に取り組む：市の産業廃棄物対策課が取り組んでいるのが、産業廃棄物

の高度化である。2018年 2月に環境審議会の諮問を受け、高度化事業と名付けて事業を始めた。 

 

トヨタ自動車も処分場作りで四苦八苦：トヨタ自動車は 70～80年代、処分場を造ろうとして四

苦八苦していた。地主らが「公害を心配する地主の会」を結成して県と市に反対の陳情書を提出した。

処分場建設には時間と労力がかかり、住民の抵抗感も強い。北九州市が海面処分場の先鞭を付けたこと

が、愛知県を海面処分場に向かわせることになった。 

 

愛知県の公共処分場南 5 区：名古屋港南 5区と呼ばれる処分場は、県下の産業廃棄物と尾張地区

の一般廃棄物を 2010年まで受け入れていた。南 5区のあと衣浦港 3号地を開設したが、時代は変わっ

た。埋め立て量は年々減少の一途をたどり、フェニックス同様、曲がり角にきているように見える。 

 

 

第５章 自治体の搬入規制と処理法改正・・・・・・・・・・・・・200頁 

1. 事前協議制導入した茨城県(200) 

 

できる限り埋め立て量を減らす：。 

茨城県ひたちなか市、勝田環境株式会社の RC事業部中間 

処理施設は、木くず処理施設、建設系廃棄物、不燃物処理 

に分かれる。木くずから出るチップをバイオマス発電の燃 

料としているのが特徴。バイオマス発電に取り組みたい、 

タクマと協力。03年に合弁会社設立。当時は珍しかった。 

 

保管所経由の産業廃棄物は搬入禁止：茨城県の事前協議制の経緯、1986年から実施されていた

この制度は、排出事業者が県外から産廃を持ち込む際に事前協議書で協議し、県と協定を締結すること

を求めた。さらに 5枚綴りのマニフェストの使用を求めた。問題となったのは県外から搬入される混合

ごみで、保管施設で産廃といっぱいなどが混ぜられ、排出事業者が判らなくなる。有害物質も持ち込ま

れ、被害が出て県警の捜査が行なわれた。 
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中間保管場を見せて法令担当を説得：茨城県が事前協議制を実施するには、総務部法令担当の

証人も必要で、廃掃法に書かれていない規制は難しいとの見解。そこで、「実態を見て欲しい」と埼玉

県の保管施設に案内した。巨大な産業廃棄物の混合された山が大型トラックに積み替えられ茨城県に向

かっていた。県庁内で事前協議制の導入が決まり、知事は GOサインを出した。その結果、県外からの

流入量は激減した。1988年度は 16%になった。 

 

事前協議制の影響：事前協議制の導入は、県外産廃に頭を痛めている他県にも影響を与えた。東

日本では関東から東北へ広がっていった。「茨城県になぜ、（産業廃棄物）が向かわないのか。それは面

倒だから業者が向かわないのだ」。 

 

規制緩和に転じた県：03年度は流入量 49.7万トン、流出量 66万トンとなり、優良産廃業者など

に事前協議書の提出を免除した。 

 

２.千葉県から青森県に――生ごみ搬入事件の波紋（211） 

 

田子町役場から国内最大の不法投棄と言われる青森・岩手県事件現場に向かった。100万立方㍍をは 

るかに超える不法投棄事件の概要は、1999年岩手県警への通報がきっかけ。同年 11月に岩手・青森県

合同捜査本部は産業廃棄物不法投棄容疑で三栄化学工業を強制捜査。取引のあった懸南衛生（さいたま 

市）へも及んだ。事件の発端は、89年に起きた生ゴミの搬入事件だった。香川県豊島の巨大不法投棄事 

件と共に、国の廃棄物行政に大きな反省を求めることになった。 

 

千葉市の家庭ごみが青森に：89年 5月 27日、朝日新聞は「千葉市のごみが処理しきれず青森 

へ」を掲載。青森県田子町の民間最終処分場への持ち込みは、「焼却した後の灰の持ち込みだと理解し 

ていたが、生ごみが入っており、都会のごみの面倒まで見られない」と田子町助役の弁。「日本の南北 

問題」を象徴している。 

 

田子町が動いた：市の局長らが役場を訪れ、ごみ処理の協力を依頼。町長は「清掃工場から出た灰 

を持ち込むものと思い、生ごみは知らなかった」と釈明。千葉市は「町と協議し、了承を得た上で持 

ち込だとの立場。 

 

県議会での攻防に：今村議員は「一般廃棄物の処理場、産業廃棄物の処理場は法律によって厳し

く規制されている。場所がどこなのかも設備もない。どこへ棄てられたか県は把握していない。それが

今回の他県からのごみ搬入を許した原因だ」。県は牧草地での処理を認めてしまった。 

 

コンクリートプールの封じ込めで決着：この頃六ヶ所村の核燃料基地化が青森県を揺さぶって

いた。今村さんは核のごみも都市ごみも、産業のない青森市に押しつける構造は同じだと反対した。千

葉市から持ち込まれたごみは、結局、コンクリートの遮断型処分場を造り処理することになった。違法
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性は問われず、その後、本格的な不法投棄を行い、10年後に巨大不法投棄事件を起こした。三栄化学工

業の社長は元田子町の町議。格別安い料金で産業廃棄物を引き受けていることで知られ、「そんな料金

でやれるのか」、とうわさになっていた。 

 

事前協議制を導入：千葉市搬入問題で批判を浴びた青森県は 90年 2月に産業廃棄物の搬入事前協議 

制を導入した。要項による改正で流入を抑制する効果があり、同じ年に岩手、秋田、宮城、山形、の各

県と仙台市に導入された。その頃、国会では津島雄二厚生大臣が廃棄物処理法を改正すると明言した。 

 

３. 廃棄物処理法改正の舞台裏（220） 

 

青森選出の大臣が動いた：衆議院社会労働委員会で質問に立った渡辺行雄代議士は野党社会党の 

代議士で、大臣が野党の質問に前向きの答弁をするはずがないと思われていた。ところが――。納得し

ない渡辺議員の質問に対して、島津大臣が答えた。「国民の健康、福祉そして環境全体にわたる非常に

大きな問題をはらんでいます。・・・もういっぺん本気で洗い直して検討してみる必要があるのではな

いか」。この前向きな答弁はその前日に決まっていた。 

 

エース登場：津島大臣の答弁を受けて、厚生労働省の審議会がスタートした。90年 6月に小林康彦 

（水道環境部長）、荻島國男（計画課長）で法改正に向けて動き出した。実際に法案を作るのは計画課 

だ。荻島氏は廃棄物のことは何も知らなかった。 

 

 生活環境審議会で激しい議論：廃棄物の増大に処理施設の整備が追いつかず、それに排出事業者 

の安ければ良いという処理の委託が相まって不法投棄が激増した。不法投棄の象徴となったのは豊島事 

件だった。処理料金の安さが問題だった。 

 

適正価格での委託は削除された：適正価格での委託は経団連の抵抗で削除された。削除の過程に 

関する資料は残っていない。法案からの削除はそうとうな数に上り、どの省がどこを削除するよう求め

たかまとめた表の一部が残っている。最も厳しい要求をしたとされる通産省と建設省の記述はないが、

非常に厳しい省庁折衝だったことがうかがえる。 

 

トイレで眠り込んだ荻島國男さん：荻島さんは休みも取らず、ある時いなくなったので、皆で 

心配して探したら、彼は疲れ果ててトイレの中で寝込んでいた。 

 

川上と川下の分断がその後の障害にも：法案をめぐって他省庁との協議は続いたが、荻島さん 

は胃がんで倒れ戦列を離れた。仲間たちは「戦列を離れた荻島さんのためにも」と法案の国会提出と成

立を誓い合った。法案は 91年 3月に提案され、10月に通過、荻島さんはその翌年 4月帰らぬ人となっ

た。 

 

４. マニフェストシステムが導入された（231） 
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環境庁が独自に法案検討：厚生省、通産省が法制化に向けた検討を開始したのが 1990年の夏だ 

ったが、その先鞭を付けたのが環境庁だった。環境庁の官僚だった倉阪秀史千葉大教授が振り返る。環

境庁は資源リサイクル法を目指した。 

 

通産省に押し切られて断念：慌てた通産省は産業構造審議会で議論が始まり、建設省、農林省と 

三つどもえとなった。結局、具体的な法案作りに着手できないまま、通産省のリサイクル法案に吸収さ

れてしまった。 

 

処理業者が造ったマニフェスト伝票：70年代末に市原市に処分場を確保した大平興産株式会社 

はどんな廃棄物をどの業者を通じてどれだけ搬入したかを記録しないとまっとうな商売はできないと処

理伝票を考案した。処理伝票は 4枚綴り。 

米国で 70 年代から義務づけ：米国のマニフェストは 6枚綴りの A4の紙に大量の項目が書かれて 

いる。業界が信用を得るためのツールがマニフェストった。 

 

連合会の導入を渋った厚生省：連合会は厚生省を訪ねたが、「技術がなく前例もない。無理だ」 

との返答。翌年、再び厚生省に要請し、許可更新制度を更新する際に一緒に導入しても良いとの回答を

得た。 

 

動き出した厚生省：マニフェスト伝票はセンターが発行し、連合会と地方の協会が頒布し手数料 

収入を得る仕組みとされた。頒布総数は 97年度、約 2,340万枚となった。 

 

マニフェストから電子マニフェストへ：97年の廃棄物処理法の改正では、全ての産業廃棄物に 

マニフェストが導入される。同時に電子マニフェストの導入も決まった。その普及率は 2012年、

30％、18年度、58％になった。電子マニフェストのデータはビッグデータ。廃棄物の発生、移動、処理

の全体像をつかむことが可能となる。ただ万能ではない。食品廃棄物の横流し事件で偽データを見破る

ことはできなかった。 

 

５.スクラップ業の産業廃棄物処理業への示唆（244） 

 

★鉄くずをプレスして電炉メーカーに：9スクラップ業は、金属をリサイクル装置産業。 

★リサイクル法でき名称変更した業界団体：91年鉄くず工業会は鉄リサイクル工業会。 

★境界線がなくなった：家電リサイクル法や自動車リサイクル法は境界線がなくなった。 

    ★中田屋の大番頭：中田屋の社長からスズトクホールディングスの社長になった伊藤清氏は    

           スクラップにかけた情熱は冷めず、若い社員にとっては神様のような存在。 

    ★プラザ合意による円高の享受：鉄スクラップは市況商品と呼ばれ、国内外の為替相場に

大きく左右される。85年のプラザ合意頃の買い付け話は今も語りぐさ。91

年バブル崩壊。スクラップ業界は嵐の海を漂う木の葉のように揺れ続ける。 
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    ★後を継いだ影島会長：影島興産の社長影島一吉氏は 90年に欧州視察。 

★リユース会社がスクラップ業にも：スクラップの取扱量が減り津図ける中、廃業した 

り、会社を売り渡すケースもある。しかし、リサイクルにとむスクラップ 

業はやりがいと魅力に富む産業だ。 

 

 

第６章 苦難に耐える―不法投棄と裁判・・・・・・・・・・・・・・257頁 

1. 豊島―巨大不法投棄事件の波紋(258)    

 

産廃不法投棄事件の原点・豊島：。 

2019年秋、高松港から高速船で豊島に向かい、約 40分で家 

浦港に着いた。そこで廃棄物対策豊島会議の石井亨に迎えて 

貰う。長く住民会議の事務局を担い、廃棄物と処理に尽力し 

た人。 

住民会議は三つの自治会からなり、理事会と総会で物事を

決めていた。産廃の撤去を巡り、原因企業の豊島総合観光

開発と香川県、排出事業者らを相手に公害調停を闘い、撤

去を勝ち取った。投棄現場の土地を観光開発から手に入れ、管理している。長く活動会議の活動の中心

にあった石井さんと安岐正三さんの二人が見学者案内をしている。「不法投棄された廃棄物と土壌の 92

万トンは撤去され、汚染された地下水の処理が残っている。」 

96年初回訪問時は撤去と処理方法が決まっていなかった。3回目の 04年は前年から撤去が始まり、舟

で香川県直島に運び、三菱マテリアル直島精錬所の構内に設置した県の溶融処理施設で中間処理してい

た。残ったスラグは県の公共事業に使う。この撤去と処理事業は、巨大不法投棄事件の後始末のために

国が保障する「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」（2003年制定）の適用第

1号となった。石井さんに案内して貰った小さな小屋、「豊島のこころ資料館」では、シュレッダーダス

トで固めた真っ黒な土の壁が有り、観光開発は金属を取り出すと嘘の説明をして、野焼と不法投棄を繰

り返していた。 

 

砂利採取から産廃処理へ：1990年に兵庫県警が豊島総合観光開発を摘発した時の関係者の供述調

書や裁判記録から豊島の軌跡を振り返る。観光開発の庄助社長は大阪で生まれ育った。私立高校を中退

後、2トントラックでセメント運搬業を始めた。その後、砂利採取を思いついた。 

子供の頃、豊島に疎開していたことがあった。「豊島の土地は祖父が大正の頃に買ったもので島の砂利

の質が良いことはわかっていた」（供述調書）。63年に豊島で松浦組を名乗り砂利採取を始めた。砂利を

取った後に巨大な穴が開き、産廃が入れられた。若い頃から地の気が多い人物だった。58年に岡山市の

飲食店で客を傷つけ警察に逮捕されたのを皮切りに、前歴は 11回に及んだ。松浦組は 71年に豊島総合

観光開発になり、土建業と運送業に業務を拡大した。 

 

「住民同意を取れ」突っぱねた県：75年コンクリートで箇化した有害産廃を扱う処理業 の許可
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申請を県にしてきた。「地元住民の許可を取らねばダメだ」と突っぱねた。そこで、同社は懐柔策とし

てミミズによる土壌改良材の処分業に変更して、県に申請した。その際、前歴を心配して社長を妻にし

て自分は専務に収まった。実態は悪い方向に転がっていく。 

 

有害産廃処理からミミズ養殖に変更：松浦専務は、100㍍四方の養殖場を確保し、先の廃棄物を

持ち込み、別の小屋でミミズを養殖した。83年になるとミミズブームは去り、野焼きや不法投棄、不法

処理を行ない、88年ケミカルシューズの野焼きで摘発され、90年兵庫県警が廃棄物処理法違反で、専

務と妻、従業員を逮捕した。同社の年商は 4億円に膨らんでいた。 

 

香川県は何をしていたのか：香川県の許可を得ていないのに、なぜ廃棄物を島に持ち込めたの

か。それを可能にしたのが、松浦専務の考案したリサイクル偽装と、偽装と知りながら容認した県職員

の甘い態度だった。処理料金、2300円の石膏ボードをトン 200円で購入し、運搬代金 2500円の契約書

を作成する。（＊逆有償）。 

 

あぶり出された廃棄物処理法の欠陥：公害に苦しむ住民らが開いた会合で、松浦専務と共に出

席した県の課長補佐は「廃棄物を不法に処分している」とは、怖くて言えなかった。怒った住民らは 84

年 6月、「ミミズの土壌改良剤化事業の操業と解するか」と問う公開質問状を出した。県の回答にはこ

う書かれていた。廃品回収業も行なわれていると判断する。廃棄物の定義は厚生省によれば、 

『占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったものをいい、該

当するか否かは、占有者の意志、その性状等を総合的に勘案すべきものであって、排出時点で客観的に

廃棄物と観念できるものでないこと』。総合的判断といいながら、有価取引を最重要視する行政の姿勢

は、事件から 40年立った今も変わらない。当の松浦専務は検察官からの質問に「産廃と考えていたと

思います」と答えていた。松浦専務は懲役 10ヶ月という軽い刑に終わったが、巨大産廃の撤去という

難問の解決にむけて幕が上がるのである。 

 

新知事の登場：香川県知事に初当選した真鍋武紀氏は高松高校から東大法学部に現役で進んだ方

で、実家が農業をやっていたので農水省への道を選択した。潔癖な正確で、退官後 JICAの副総裁に収

まっていたが、自民党県議団の若手グループが担ぎ出し、選挙で圧勝した。豊島問題は解決したと思っ

ていた。 

 

公害調停申請し、公調委で審議へ：93年 11月、島の世帯の 8割を超える住民が香川県の知事と

職員の 2人、豊島総合観光開発の役員 3人、排出事業者 21社、22人に廃棄物撤去と 2億 2000万円の損

害を求めて県に申請した。それを受けて、国の公害等調整委員会（公調委）で調停されることになっ

た。住民の願いを受け代理人を引き受けた中坊公平弁護士らは裁判ではなく公害調停を選んだ。「裁判

の道を選んでいたら全量撤去は難しかっただろう」と県の OBは語る。 

国が実態調査をした結果が 95年 10月に公表された。その結果、有害物質総量 51万トンと推定し、県

の見解を覆した。同時に公調委は 7つの解決策を示した。撤去を求める住民の気持ちはわかっても、そ

う簡単に結論は出ない。 
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時代の風が「撤去」を後押し：しかし、住民会議に風が吹いていた。当時は「自社さ政権」で、

新しい風が吹いた。96年夏、菅直人厚生大臣が私的な視察の形で豊島を訪れた。菅氏は官僚を派遣する

ことを約束し、住民会議議長の話に耳を傾けた。その秋、住民らは「元の島を返せ・東京キャラバン」

のバスでデモ行進。これを契機に、県は島外撤去する 1案の具体策を検討し始めた。翌 97年 7月に公

調委で中間合意した。住民への謝罪はないが、中坊さんが「不満だが受諾するしかない」と泣きながら

訴えた。 

 

真鍋知事の決断：しかし、謝罪を求める住民会議と処理に着手したい県との溝は埋まらない。住民

らは県内 100市町村を回って訴えた。鍋島さんは高島市の峰山に登るたび豊島を見る。視線を左にやる

と直島が見える。（そこから）製錬所の煙が立ち上る。そこにヒントがあった。 

99年正月明け、知事室に横井聰環境局次長（技術職）を入れ、考えを伝えた。横江次長の（同感の）返

答を得ると、川北文雄副知事を呼び、可能性を探るよう指示。命を受けた副知事と横井次長は極秘で関

係先を回った。 

 

直島町長の決断：直島は三菱マテリアルの企業城下町といわれているが、三宅親連町長は、製錬所

のある北部に対し、南部を観光産業で振興したいと考えた。全ての町民が納得したわけではないが、

2000年 3月、濱田町長は町議会で「豊島問題の解決と瀬戸内海の環境保全を図り、循環型社会の先進地

としての役割を担うことができると考え、提案を受け入れることにしました」と表明した。 

 

快晴の空の中での調印式：直島は 2000年 6月 6日、真鍋知事は県幹部らを従え調印式に臨んだ。

住民会議と県の最終合意の調印式が豊島で開催された。600人が見守る中、真鍋知事と安岐議長が署名

し調停合意が成立した。合意文書には「豊島住民に不安と苦痛を与えたことを認め、心から謝罪する」

とあった。中坊弁護士はこんな挨拶をした。「豊島の人達は『もう怨念はさらばで有ります』。・・・」。

翌朝、安岐さんらは香川県庁に登庁した知事を県庁で迎え、約 30センチ大の灯籠を送った。 

 

直島での溶融炉：人口約 3千人が住む直島は豊島から舟で 20分。トラブルで溶融炉が停止したこ

とがあった。技術検討委員会が採用したのは 1200～1300度の高温で処理する溶融処理。処理したスラ

グは骨材などに使える。副委員長の武田信生京大教授は、ダイオキシン研究の第一人者だった。 

 

炉入札参加者なし 県の要請でクボタに：しかし、入札参加企業は現れなかった。困った県と

技術委員会は「回転式表面溶融炉」を擁するクボタを選び、144億 9000万円で契約を結ぶ。溶融炉は一

度水素爆発を起こした。現在、実家の滋賀県高島市で西廣寺の住職をしている武田さんはこう語る「当

時必要とされた技術は、繊細で正確な技術よりも鈍感で頑丈な技術が必要とされた」03年に産廃特措法

が制定され、豊島はその第 1号になった。17年 6月に 91万 2千トンを処理してほぼ完了した。 

 

２. 住民投票で最終処分場止めた町の顛末―岐阜県御嵩町（285） 
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木曽川のそばに計画：御嵩町大和沢地区は、かっての最終処分場予定地で、密林のようでかって

の田園風景のかけらもない。産業廃棄物の処理施設を計画した寿和興業が、このいったい 200ヘクター

ルを買収したが、計画が白紙に戻されてから県に無償譲渡し、使い道がない。 

 

木曽川中流域の適地？：。この一体を寿和興業が買収すると決まったのが 91年 9月。自治会長と

全戸移転覚え書きを交わし、各戸に手付金を払った。寿和興業が大和沢地区を選んだのは「埋め立てに

適した大きな沢が有り、中心市街地をトラックで走ることなく運べる」という地の利があった。 

「不適｝と書いた町：町は 92年 10月に、土地売買の手続きに関し、下流に水道の取水設備が有り 

自然公園の一部が含まれるとし、「不適当な施設と考える」との意見書を県に出していた。県は許認可 

権を持ち積極的に進める立場で臨んだ。 

 

岐阜県が後押しした理由：なぜ中立であるべき県が建設推進なのか。元建設相の官僚だった梶原

拓知事は、「全県域下水道計画」から出る下水汚泥の処理が心配であった。 

   

下水汚泥の処理に期待した県：県には課題が 3つ有った。一つは企業誘致から出てくる産業廃棄

物の県内処分場が少ないこと。二つ目は下水汚泥の処理。三つ目が家庭ごみの処理に困る市町村が多か

ったこと。桑田副知事は「なんとか町と議会をまとめて下さい」と頼んだ。町は県に恩義があった。そ

のため、特別委員会をつくって検討することにした。 

 

容認に転じた町議会と町：町と検討していた県は、「地球環境村構想」を打ち出した。当時の国の

公共関与の仕組みを一歩進めたものだった。町と県との交渉で、総合的な老人福祉施設を支援して貰う

ことを条件に、処分場計画を容認すると県に回答。県が了解し、95年 2月に同意書を県に提出した。し

かし、全員協議会は公開の場ではないので、「町民の知らないところで決められている」とを批判をさ

れることになる。 

 

町長が替わり産廃処分場反対：95年春に元 NHK記者柳川喜郎さんが町長に就任した。夏の町議

選で処理施設反対の議員が過半数を占めると、町長は処理施設計画を疑問視する姿勢に転じた。96年 2

月に水質汚濁の可能性などを指摘する「疑問と懸念」を県に送った。県は「疑問と懸念」に文書で回答

するが、納得しない柳川町長と文書による空中戦となった。 

 

住民投票：その少し前の 1996年 10月 30日、柳川町長が自宅のマンションで何者かに襲われ、瀕死

の重傷を負った。頭蓋骨が陥没骨折し、肋骨が 3本折れていた。11月 10日町民大会が開かれ、800人

の町民が集まった。町長はメッセージをよせ「おかげさまでいきのびることができました。物事の解決

に当たって暴力を使ったり、脅したりする方法は絶対に許されることではありません」 この数年間、

処理施設計画をめぐり右翼団体や暴力団が入り込んだ。寿和興業の創業者で社長の父親清水正靖会長が

社長の知らない間に巨額の資金を与えた。96年 6月 22日の住民投票の結果は投票率 87.5％、建設反対

が 79.65％、賛成が 18.75％と「NO！」の判断を下した。 
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業者の提案で 3 者会談へ：住民投票から 10年後、動いたのは寿和興業だった。会長が亡くなり、

会社を建て直した清水道雄社長は、公の場で県と町と話合い、解決の道を探ろうと決断した。町長が引

退を決め、替わりが確定した時期になって県は 3者会談を提唱した。古田知事に期待を寄せていた柳川

町長も受け入れ、07年 4月に実現の運びとなった。柳川さんに禅譲された渡辺公夫新町長と、知事、社

長の 3者会談はその後も続き、08年 3月寿和工業が処分場建設の許可申請を取り下げることが決まっ

た。県は「長期間放置」を寿和工業に謝罪し、町は「予定地の活用について積極的に協力する」とし

た。マスコミ等から襲撃事件への関与を疑われていた寿和工業は「名誉の回復」をはたし、県に出して

いた全ての届け出を取下げ、土地を県に無償譲渡した。 

 

３. ダイオキシンの嵐―埼玉・くぬぎ山と大阪・豊能郡美化センター（298） 

 

講演会で訴えた鈴木勇吉さん：99年 4月 15日、全国産業廃棄物連合会の関東地域協議会が開催さ

れた。話題の中心はダイオキシンだった。三芳町で廃棄物の収集・運搬業を営む鈴木さんは「基準値を

クリアしている業者についての積極的な育成と、野積みなどに対する取り締まりの強化を県に要望して

いる」と述べた。厚生省幹部は所沢のダイオキシン問題でそれどころではなかった。2ヵ月前にテレビ

朝日がダイオキシンの報道をしていた。東京からごみが沢山持ち込まれ、県は焼却施設をつくらせた。 

 

くぬぎ山から焼却施設が消えた：くぬぎ山はかって産廃銀座と呼ばれていた。「きれいな空気をと

りもどす会」の代表小谷栄子さんは、自宅のそばに進出してきた産廃業者の野焼きを止めるよう市や県

に訴えた。県は野焼きを止める代わりに小型焼却炉の設置を指導した。煙害はさらにひどくなった。焼

却灰から 6100ピコ㌘のダイオキシンが検出された。 

 

環境庁長官が現地を視察：野菜の暴落が起きた 2月 4日、土屋義彦知事は緊急記者会見を開き、野

菜のダイオキシンの調査を行なうことを表明した。翌日、環境、厚生、農林の 3省庁が分担して、実態

調査にかかることになり、環境庁長官の真鍋賢二氏は記者会見で「風評被害が予想される。農林、厚生

両省と協力しながら野菜、大気、土壌の調査をしたい」と方針を述べた。土屋知事から「ぜひ現地をみ

て欲しい」と言われた真鍋氏はもと環境省長官を務めた土屋氏とは親しかった。真鍋氏がまず取り組ん

だのが名古屋港に残る藤前干潟の保護だった。真鍋氏は土屋知事の案内でくぬぎ山を回った。煙が立ち

上るが塀で囲まれ中が見えない。 

 大気、水質、土壌の環境基準を作ろうと活動を始めた。抵抗を受けたが、個人的に親しかった中川昭

一農林水産大臣に協力を求めた。応援団になったのが、野党だった公明党と民主党が検討していたダイ

オキシン類対策特別措置法の議員立法化の動きだった。同法は 6月に成立した。 

 

公害調停と裁判で焼却炉が消えていった：97年の廃棄物処理法と大気汚染防止法の改正で規制

が厳しくなり、焼却施設の数はみるみる減っていった。環境市民団体はくぬぎ山地区にある焼却炉の停

止と県が許可更新をしないよう裁判を起こした。一方、処理業者にとっては死活問題だった。東北や関

東の流入規制で中間処理をしてから持って行かざるを得なくなっていた。おかげで処理業者はみな悪者

扱いにされた。おかしいのは、行政が進めている工業団地に処理業者の進出を受けいらないことだ。 
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業者を指導する立場の所沢市も、市の焼却施設を巡って市民から猛烈な批判を浴びている。内部告

発で超高濃度のダイオキシンが排出されていることが明らかになった。くぬぎ山周辺には焼却炉はなく

なった。法律で規制対象外となっていた小型の焼却炉に対し、炉の撤去費用の 8割を市が負担して炉の

削減を図った。 

 

能勢町の施設が高濃度汚染：住民この頃、関西でも事件が起きていた。97年、大阪府能勢町にあ

る豊能郡美化センターから国の基準を大幅に上回るダイオキシンが排出されていることがわかった。施

設組合は国への報告を怠り、且つ、数値をごまかして提出していた。 

同年 6月内部告発で、処理組合は土壌調査を行なうことになり、ダイオキシン対策検討委員長に京大

教授の武田信生氏が委員長になった。土壌調査の結果、土壌 1グラム当り 8500ピコ㌘、敷地内の調整

池から 2万 3000ピコ㌘の値が出た。委員会は炉の改善と土壌の撤去が必要とした。結果に慌てた厚生

省と環境省はそれぞれ専門家による対策委員会を設置し、武田氏は両方の委員長、委員となり問題点を

解明した。 

 

住民団体が公害調停で追求：こうした状況に能勢町議の八木修さんが「いがぐりの会」を主宰

し、住民運動の先頭に立った。課題は施設の解体処理と汚染土壌の処理で豊能町と能勢町が受け持っ

た。しかし、解決は 2転 3転した。一廃の汚染物を詰めたドラム缶、198本は組合が豊野町内で管理す

ることになった。 

 

一廃を産廃と偽った施設組合：いつまでも危険なドラム缶を保管して置くわけには行かないの

で、環境省の指導を受けた施設組合は 15年度に補助金を受けて、町有地に処理施設を設置しようとし

た。ところが、大阪のコンサルタント会社が「処理先を紹介する」と話しを持ちかけ、一廃を産廃と虚

偽の説明を行ない、神戸市の民間最終処分場に 16年 2月にセメント固化して埋め立てられた。 

 

フレコンバッグ 318 袋が豊能町に戻った：今、豊能町に 318袋のフレコンバッグが保管されてい

る。量は 10倍に膨れあがった。組合の後任事務局長は「なぜ業者の口車に乗ったのか理解できない。

豊野町内で処理するための候補地を選定中」とのこと。一廃を産廃と偽ったマニフェスト偽装は明確な

廃棄物処理法違反だ。  

  

４. 自治体が知恵を絞った独自施策―水道水源条例と産業廃棄物税（312） 

 

処分場予定地にへ美里水源も森がオープン：三重県津市の「美里水源の森」は 8ヘクタールの 

森林に「学びの森」「うぐいすの森」真ん中に「東屋」と呼ばれる子供の学習施設がある。 

旧美里村に産業廃棄物の管理型最終処分場の計画が持ち上がり、村民の多くが反対した。大阪の処理業 

者が計画していると三重県から連絡があったのは、82年暮れで、翌年の夏に村と津市は計画中止の要望 

書を県に提出した。住民、議会、行政が業者に中止を要請する中、市と市議会は水道法などを根拠に水 

源を守る条例の制定を県に求めた。 
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水道水源保護条例で阻止を図る：市と美濃村は隣の久居市と共に水道水源保護条例を 88年 2月

に制定した。業者は条例に従わず、裁判では和解勧告に従い 91年に津市が約 6億 7千万円で予定地を

買い取ることで決着した。議会からは買い取り価格で批判が出たが、「条例の弱点は業の禁止規定。廃

棄物処理法で認められるものを条例で（禁止）をうたう法理論上の問題点がある」 

 

紀北町では地下水枯渇の恐れ：津市和解で決着した翌 93年秋、同じ三重県の紀伊長島町（現紀

北町）で廃タイヤを処理する中間処理施設計画が持ち上がった。議員や地元住民は「紀伊長島の水と環

境を守る会」を結成し、約 7000人の署名を県に提出した。施設の許認可権を持つ三重県は要綱に従い

手続きを進めた。 

 

山中町議の発案で水源保護条例が制定：危機感を持った山中氏は、福岡県宗像市の条例を参考

に条例案を成立させた。しかし、この条例を巡って、規制対象事業に認定し建設禁止措置に踏み切りた

い町と事業者側は最高裁まで争い、事業者側の言い分が認められてしまった。町は業者と十分に協議を

尽くし、地下水の使用料の限定を促すなど適切な指導をする義務があったのにしなかったとしている。 

 

敗訴はしたが条例つくって良かった：町と業者の確執は続き、処理施設の建設ができなかった

ことを理由に１６０億円の損害賠償を求める訴えを起こされた。16年 4月最高裁の決定でようやく幕が

下り、町に 7996万円の支払が命じられた。その後、審議会で鶏の養鶏場などが審議に駆けられた。15

年に上里地区で業者が汚染土壌の処理施設の建築確認を行ない、建設に着手すると、住民らは「守る

会」を結成、反対を強めた。業者は県から町の条例による協議を求められたが従わず、やがて条例によ

る審議が開かれた。業者は住民が安心できるデータを示すことができず、17年 5月、審議会は規制対象

事業に認定した。業者はそれを受け入れ、「守る会」に「地元を混乱させご迷惑をかけました」と謝罪

して撤退した。元大阪市立大学教授の畑明郞氏は「条例があったからこそ建設が止った」と述べてい

る。 

 

立地規制から排水規制型の条例へ：町と「立地規制型」の条例は、全国の市町村へ広がった

が、裁判で自治体の敗訴が続いたことや環境保全技術の進歩などにより、審議会は柔軟な運用をしてい

るという。一方、事業者に厳しい排出規制を行なう「排出規制型」条例がある。02年に盛岡市の条例

は、指定した保護区域内に立地を計画する業者は、市が定めた水質基準の順守が求められる。規制対象

となるのは産業廃棄物処理施設のほか、ゴルフ場、採石・砂利採取、畜産・農業、クリーニングなど幅

が広い。条例が制定されてから、新たに協定を結んだ例はない。手続きを業者が嫌い、進出を控えると

いう抑止効果があるようだ。 

 

産廃税は三重県で始まった：2000年代に入ると、産業廃棄物抑制と新たな財源確保を目的に産廃

税の導入が県単位で流行となった。18年現在 27府県 1市が導入しているが、全国に先駆けて導入した

のは三重県だった。きっかけを作ったのは、千葉大学教授（環境政策）倉阪秀史さん。倉阪さんは、

2000年に地方分権一括法が施行されると自治体の法廷税が導入しやすくなる。環境政策で経済的手法が

認識されつつ有り、自治体も導入のチャンスだ。欧州で導入されている廃棄物の埋め立て税などの実例
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を紹介した。 

 

リサイクル設備に補助金を約束：2000年北川三重県知事は隣県に呼びかけたが、周囲の反応は

なかった。三重県単独で行なうことになり、排出事業者からから徴収することにしたが、どう納得して

貰うかだった。 

 

減量とリサイクルを加速化した企業：三重県は中小事業者が圧倒的に多い。そこで年間埋め立

て量が 1000トン未満の排出事業者を免税にした。大手企業に対しては、「100回以上の話合いを経て、

不法投棄の原状回復に使わないこと、税収から企業のリサイクル設備の設置に補助することを約束し、

承諾を得た」大手企業は課税を逃れるために、排出量削減とリサイクルに力を入れた。県内の埋め立て

量は 98年度の 70万トンから、産廃税が導入された頃には 28万トンと半分以下になっていた。こうし

た企業努力で、当初県が見込んでいた税収 4億円は 1億円にとどまった。現在はどうか。14年度に 3億

円、16年度に 5億円の大台に乗り、その後も約 5億円で推移しているとのこと。 

 

税収急増の秘密：急増の原因は、他県からの流入の増加にある。県外からの納税者が約 80社と 10

年前に比べて 4倍になった。三重県は元々産廃の受け入れ超過県で、17年度は 135万トンが流入し、55

万トンが流出している。 

 

全国で 28 道府県市が導入：三重県に続いて翌年に県境を接する滋賀県が導入し、岡山、広島、

などに拡がり、一気にブーム化した。環境省によると 17年現在 28道府県が実施している。税収は三重

県に見られるように総花的で、発生抑制や自治体の有力財源としての役割もあるが、必要な処理施設の

確保や計画的な配置と言った施策に当てられているようだ。 

 

 

 

第７章 新しい時代の幕開け―規制強化とリサイクルを両輪に・・・327頁    

  

1.97 年廃棄物処理法改正―不法投棄と住民の不安の払拭目指し（328）    

 

容リ法の成立で士気が上がる官僚たち：容リ法は本格的なリサイクル法だった。欧州では、91

年にフランスが「包装廃棄物に関する政令」を出し、ボトル類のリサイクルを始めた。 

 

容器包装リサイクル法制定の舞台：厚生省技官の早川さんは、上司から欧州視察をたのまれ、

事業者に回収・リサイクルを義務づける法律は、ドイツ方式は無理でフランス方式ならやれると思っ

た。農林省や通産省の要求を調整して、容リ法案は国会の審議を経て 6月に交付された。 

 

もめた自民党総務会：97年 3月、国会で総務会が開催された。山中さんをなだめた坂本部長。地

元の鹿児島県で安定型最終処分場持ち込みでトラブルがあった。 
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法案に修正求めて要望書：全国産業廃棄物連合会は、当時会長だった鈴木勇吉さんが生活環境審

議会の専門委員として意見を述べていた。法案のいくつかは産業界の抵抗が強く不採用となった。連合

会は「政治に頼るしかない」と自民党に要望書提出した。 

 

法制局文書は語る：省略。 

 

環境アセスメントで不安解消図る：同じ国会に環境庁が環境アセスメント法案を提出してい

た。厚生省は電子マニフェストにこだわり続けていたが、紙マニフェストを残す代わりに電子マニフェ

ストも認め、そのためのセンター設置が認められた。 

 

措置命令の拡大は抵抗受けて消える：原状回復は排出事業者責任を強化しようとしたものだっ

た。経済活動の効率性が阻害されるなどとして、経産省が抵抗し 97年産業界と事業官庁の抵抗で断念

した。 

 

聴衆義務づけに反発した産業界：原状回復システムについて、厚生省は法学者と経済学者による

研究会で産業界全体から徴収する方法と、最終処分業者から徴収し処理料金を上乗せし、排出事業者に

負担させる方法を議論し、後者に軍配をあげた。93～95年度の年度平均の全国の不法投棄量は 35万ト

ン有り、うち 87％が建設系廃棄物だった。 

 

業界との調整に走る：経団連は豊島事件の後始末を求められないかとの警戒感を抱いていた。「原

状回復ができないと処理施設もできず、廃棄物が流れなくなってしまう」と説得。建設汚泥が問題とな

った。 

 

「同意行政」は残った：県の許可手続きを明確化し、透明化をはかることで住民の不安を静め、設

置を進めるという厚生省の考え方は実現しなかった。福島県では設置許可を得ても、下流の漁協支部、

旅館組合、観光協会の代表らが「反対同盟」を結成。当時を回想した鈴木さんは環境アセスメントが入 

ったり、情報公開を義務づけたり連合会の要望が実現した面もあったが、排出事業社責任の強化は産業

界の強硬な反対で実現しなかった。同意行政は残った。 

 

２.動脈・静脈産業が一体で取り組んだ家電リサイクル法（343） 

 

先進的な企業が取組みを始めていた：田口金属専務取締役の伊藤潔さんは、90 年代前半、埼玉

県にある戸田工場で全国に先駆け、解体とリサイクルを進める活動を始めていた。中田屋は日本を代表

するスクラップ業者。70年代にシュレッダー粉砕器を導入し、家電と車の分別・リサイクル技術を持っ

ていた。95年の容器包装リサイクル法に続き、EUで始まっていた家電・電気機器類に対する拡大生産者

責任（EPR）の動きが、日本で家電リサイクル法が制定された最大の要因であったが、家電リサイクルの

発端は 91年の廃棄物処理法改正にあった。 
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中田屋を評価したパナソニックの専務：伊藤さんに松下電器産業から工場見学の依頼があった。

そこで、埼玉県の加須工場の最新鋭の廃テレビのリサイクル設備を見学して貰った。松下の専務は、リ

サイクルプラントと共に、水処理を高く評価した。こうして、松下と家電製品協会の実験が始まった。

その後、家電メーカーは、スクラップ処理に秀でた業者に処理を任せる A グループとメーカー自らがリ

サイクルプラントを設置し、処理する Bグループに分かれることになる。 

関係者の頭痛のタネは廃家電をどのように集めるかで有り、今ひとつは処理費用を廃家電の排出者であ 

る消費者からどの段階で徴収するかであった。通産省の審議会で前払い方式と後払い方式が議論され 

た。話しを 90年代半に戻す。 

 

フロンの次は家電本体：環境エンジニアリンクは、94 年に高周波プラズマによるフロン破壊の実

験を行なっていた。やがてフロン回収にとどまらず、廃家電のリサイクルを考えるようになった。廃冷蔵 

庫の処理があった。 

 

三菱電機が選んだ相手：家電製品協会の委託で家電の実証研究をしていたのは、市川環境エンジニ

アリングなどだった。三菱電機本社のの「家電リサイクル」室に精鋭が集まり、法施行に向けた工場建

設が急務だったが、解体や選別の技術はなく、収集方法もわからなかった。社内で検討した結果、市川

環境エンジニアリングと手を組むことにした。99年 5月、工場は稼働にこぎつけた。 

 

費用負担のあり方をめぐり審議会でもめる：通産省の産業構造審議会の分科会が 97年 6月に出

した報告書は自治体が処理に困っていた 4品目に絞った仕組みを採用し、提言していた。 

 

最初から排出時負担の方針だった通産省：分科会は拮抗していたが、通産省は前払い方式、厚生

省の生活環境審議会は、後払い方式を提言した。そこへ環境庁の環境部会がフロンの回収やブラウン管の

鉛の有害物質などで割り込んだ。その結果、法案は付則の 3条で「施行後 5年を経過した場合において、

見直す」と書き加えられた。 

   

究極のリサイクル：市川市東浜のハイパーサイクルシステム本社工場は、最新鋭のリサイクル設備

を誇っていた。廃冷蔵庫の処理は非鉄金属、銅、アルミ、プラスチックなどに分けて処理されていた。 

 

混合プラスチックの選別・リサイクル工場：三菱電機のグリーンサイクルシステムは、高純度

PP,PS,ABS,などを高度な技術で選別、リサイクルしている。 

 

協業の道を説いた石井：開発陣の苦労はコストとの闘いであった。バージン原料にコストで負け

ないためにはどの選別を優先するかが大事。石井氏は「同事業を言うならば、『動脈側を動かした協

業』の事例、動・静脈両産業のシームレス化の実現を見た事例がある。従って我々産業廃棄物業界が、

動脈産業を動かす協業を企画実施することが、大変重要なことになる。また、家電リサイクル法がより

事業法として、リサイクルや互いの得手を出し合う企業間の協業が促進されるものに改正されるべきと
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思われる」（『いんだすと』2014年 3月号） 

 

 

３.課題残した循環基本法と建設リサイクル法(357) 

 

総合的体系的な対策を求めた報告書：循環型社会形成推進基本法は、循環型社会に向けた理念 

や基本的な枠組みを定めたもので、廃棄物関連法の上位に位置づけられているが、現実には各省庁バラ 

バラに施策を展開しいている。それでも資源純化社会を踏まえ、産業廃棄物業界は自分たちの背中を押 

してくれるものと歓迎した。だが法制化の過程は紆余曲折をたどった。報告書は物質の流れが一方通行 

で下流に負担がしわ寄せされている社会システムを改め、途切れのない健全な物質循環の輪を完成さ 

せる包括的なシステムを求めた。 

 

 議員立法を目指した公明党：公明党は議員立法で「循環経済・廃棄物法を制定」との基本方針を 

まとめていた。しかし、議員立法を主張する公明党と内閣提出の閣法を唱える自民党との溝は埋まらな 

かった。 

 

 自民党は官僚に法制化を指示：多くの市民が意見書を提出したり、集会を開いたりし、実効性の 

ある法律を求めたが、結局公明党は押し切られ、循環法案は閣議決定、閣法として賛成多数で国会を通 

過した。 

 

 建設リサイクル法の制定：国会では建設リサイクル法案も上程されていた。「産業廃棄物では建設 

廃棄物の排出量が多く、リサイクル率を 2000年度に 80％に引き上げる目標を設定した。国会では建築 

リサイクル法案はごく短時間の審議で全会一致となった。これに伴い推進計画も 05年度リサイクル率 

を 88％とした。 

 

 廃棄物処理業者の意見の違い：建廃処理業界最大手のタケエイの三本守氏は連合会の建築廃棄物 

部会長に就任したのは 96年だった。当時は不法投棄が多く、その 8～9割を建廃が占めその風当たりが 

強かった。自治体による流入規制の動きが拡がり、行き場のなくなった建廃が不法投棄に回る悪循環を 

招いていた。健全な業界に体質改善をしないと何事も始まらないと主張したが、そんなことをしたら会 

社が成立たないと言う意見が合った。 

 

 積み替え保管施設をリサイクル施設に：建廃業者は解体現場から出た建廃をいったん詰め替え 

保管施設に運び、そこで有価物を抜き取った後、トラックに積み替えて焼却施設や最終処分場に運ん 

だ。しかし、複数の排出事業者から出された廃棄物が混ぜられるため、後で問題が起こっても責任の所 

在が不明確になる。そこで多くの自治体は保管施設を不適正処理の温床と見なしていた。三本さんは 

「まもなくリサイクルの時代が来る」と考え、高俊興業も時代の先を見据え、98年 10月、千葉県市川 

市に市川エコプラントを完成させた。「選別こそ命だと思うようになり、細かく選別すると資源化物が 

増え、燃やしたり埋め立てする量が減る」こうして備蓄した技術の集大成と言えるのが、東京大田区城 
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南島のスパーエコタウンに建設した、東京臨海エコ・プラントだった。 

 

 高度選別でリサイクル率は 91％：先頭を切って 04年 12月に供用を開始した。ヤードに建廃を 

積んだダンプカーがひっきりなしに入ってくる。それを作業員とユンボであら選別している。混合廃棄 

物、塩ビ系廃プラスチック、非塩ビ系廃プラスチック、廃石膏ボードなどに選別し、「混合廃棄物のリ 

サイクル率は 91％で全国平均の 58％と格段の違い」タケエイも 05年 1月にリサイクル・ピアを完成さ 

せた。 

解体業者は「名」を得る：建廃建設リサイクル法は建設業の許可のない解体業者の都道府県への 

登録を義務づけ、分別解体を義務づけたことで、不法投棄の大きな要因になっていたミンチ解体ができ 

なくなった。同法で国土交通省は解体工事業を独立した許可業種と認定した。従来は、とび・土工工事

者に含まれていたので、独立して正式に認められ「名」を取った。国土交通省や環境省は不法投棄の大

幅減少を期待したが、それを裏切る事件が勃発した。 

 

75 万立方㍍の建廃を不法投棄：建廃建設リ 04年 3月 10日、岐阜県警は産業廃棄物処理会社 

「善商」の同社敷地内の山林に産業廃棄物不法投棄容疑で一斉捜査した。強制捜査から 2週間後、住民

説明会が有り市長は謝罪の意言葉を述べたが、市側の怠慢はあきらかだった。最後は 32万 7,964立方

㍍の撤去となった。 

 

「バックにバッチがいる」と業者：「善商」は 80年代後半に岐阜市から破砕処理施設の設置許可を

取ると建廃を野焼きし、夜にこっそり埋める不法投棄を続けていた。市職員をドーベルマンで脅し、市

の行政指導は 49回に及んだが、有効な対策はなかった。『政治家がバックにいるから大丈夫』が社長の

口癖で、岐阜市議と県議に政治献金をしてると威張っていた。議員の職員による調査活動に対する妨

害、嫌がらせも悪質だった。「善商」に家宅捜査が入ると関連業者はおとなしくなった。 

 

リサイクル偽装に法は無策か：建築リサイクル法が施行されると、自治体がリサイクル材を認定 

し、需要を促進する制度が広がった。公共工事に品質の良いリサイクル材を使って貰うのが狙いで、愛 

知県の認定件数は 02年度の 148件から 18年度は 452件に増えた。アスファルト混合物や路盤材などだ 

が、ただ、この制度は公共工事だけを対象としており、民間工事には適用されない。中間処理業者が 

「リサイクル原料に使う」と言えば、その時点でマニフェストなどによる追跡はできない。「善商」は 

その盲点を突いた。建築リサイクル偽装が廃棄物処理法や建築リサイクル法を無力にした事件だった。 

 

４.有害な産業廃棄物の処理と情報提供（372） 

 

四日市公害判決 48 周年：公害判決 48周年を記念した市民集会が 2020年７月に四日市公害未来館 

であった。87才で昨年なくなった野田さんは、「公害は終わっていない。石原産業は 3回公害を起こし 

た。1回目は亜硫酸ガスで喘息患者を出したこと。2回目は大量の廃硫酸を海に垂れ流して、漁業に大 

損害を与えたこと。3回目はフェロシルト」元県会議員の萩原量吉さんは、高校の化学・物理の先生で 

家庭訪問したときあまりの臭さから「公害は大変やのう」言い直して公害調査や患者救済活動にのめ 
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り込んでいった。県は不法投棄を防止する役目なのに逆に石原産業を擁護していた。 

  

不法投棄現場はいま：「フェロシルト」の名前が付けられた産業廃棄物は、1999年から 05年まで

72万トンが製造され、愛知県、三重県、岐阜県、京都府の 4府県 45ヶ所に持ち込まれた。瀬戸市に持

ち込まれた土砂から「赤い水がでて川を汚している」との情報が寄せられた。「瀬戸市だけではない。

石原産業は東海地方一円で行なっていた」 

 

偽装工作してリサイクル製品認定を得る：99年から始まった「フェロシルト」は工場内に溜ま

る一方だったため困った佐藤副工場長が考えついたのが、三重県のリサイクル製品と認定を受け、「埋

め戻し材」としての販売だった。逆有償の方法を使い、三重県のリサイクル製品の認証を受けた。民主

党系県会議員が早期の認証を迫り、押し切られた。06年、三重県警は佐藤副工場長らを廃棄物処理法違

反（不法投棄）容疑で逮捕。回収量は累計 187万トン、45ヶ所、500億円以上駆けて回収。15年暮れま

でかかった。 

 

公共処分場が引き受けてくれた：三重県環境事業公団三田最終処分場にアイアンクレイを数値を 

偽って不法投したり、持ち込み廃棄物情報の把握と管理のあり方に、大きな警鐘をならしたった。 

 

廃棄物情報をめぐるせめぎ合い：建築全国産業廃棄物連合会は、05年「産業廃棄物の適正処理 

に関する要望書」を提出していた。処理業者の悩みは廃棄物に含まれる有害物質などの情報が排出事業

者から提出されないことであった。排出事業者は「製品の秘密」を理由に不十分な情報提供にとどめる

ことが多い。しかし、EUなどの動向や世界の流れから日本も無視できなくなった。環境省は 06年（WDS 

ガイドライン）を策定。 

 

必要な情報流さず、環境汚染招く：不明確な規則から事故が起きた。12年 5月、利根川水系 

の埼玉県上水道で環境基準を超えるホルムアルデヒドが検出された。処理業者と DOWA社は 5都県か 

ら訴えられ、和解金の大半を DOWA社が支払決着。一方、排出社の責任は曖昧なままで終わった。 

 

焼却処理と化学処理で的確な処理進める：制約を受けなながらも、処理業界では安全な処理を 

心がけ、同時に再資源化も目指す動きが進んでいる。その最先端企業、三友プラントサービスは（神奈

川県相模原市、小松和史社長）は廃棄物総合処理と特別管理廃棄物処理も手がけている。化学処理は相 

原市にある第 2工場が行なっている。廃油の処理業から始めた。 

 

多種多様な廃棄物の特性に合わせる：持ち込まれる酸、アルカリ、汚泥などその種類や特性に 

よって異なる処理が行なわれる。検査室では「大学で化学を専攻した専門の社員が分析業務に当たって 

いる」 

 

異物が多い感染性廃棄物：昔はレントゲン写真や写真屋の感光材料の銀の回収や貴金属と現像、 

廃液処理に係わっていた。父の後を継いだトキワ薬品加工の伊丹重貴社長は、父の反対を押し切って感
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染性廃棄物を取り扱うことにしたが、社員の安全と適正処理に人一倍気を配った。環境省は 2012年マ

ニフェストを改正しているが、連合会は 15年に、感染性の非常に高い廃棄物の扱いに対応できておら

ず、さらなる改正を求めている。 

 

医療機関と処理業者の連携を：伊丹さんは、「医療機関から出た廃棄物のうち、どれが感染性廃 

棄物なのかの判断が医療機関の恣意的判断に任され、それが正しいかの客観的に証明できないところに

問題がある」と話す。医療機関には必要な知識を持たない管理者も多く、それが、処理業者の事故や災

害もたらす大きな要因になっているという。2020年に始まった新型コロナウイルスの流行は、この国の

感染症対策の脆弱性と感染性廃棄物対策の不十分さを見せつけている。 

 

第 8 章 資源循環の社会に向かって・・・・・・・・・・・・・390頁   

1.災害廃棄物に立ち向かう（390） 

パッカーが続々と駆けつけた：2011年 3月 11日 東日本大震災が発生した。仙台市からの要請 

を受けた東京 23区から派遣された 90人の職員と事業者の職員は 29台のパッカー車とダンプカーで駆

けつけた。  

 

分別徹底と仮設炉で早期に処理を終える：仙台市は災害廃棄物を「臨時ごみ」とし、無料での

処理を決めた。5つの区に仮置き場を設置し、廃家電、畳、危険ごみ、可燃ごみ、不燃ごみに分別。市

は不法投棄に頭を痛めていた。便乗した様々な不法投棄が合った。膨大な廃棄物の処理は既存設備では

困難で、市は仮設炉の設置を決め、仮設炉を動かし始めた。 

 

東京都が広域支援申し出る：政令指定都市の仙台市に比べて、他の市町村には処理のノウハウが

あるわけではなく、ゼネコンが元請けとなってプランをつくり、処理業者がその配下に置かれた。放射

性廃棄物は県内処分とされた。処理の一翼を担ったのが、東京のスパーエコタウンの高俊興業やタケエ

イなどの産業廃棄物の処理業者だった。 

 

地元の業者と産廃業者で JV 組んだ：地元の建設業者と産廃業者が JVを組んで行なわれた可燃

ごみは木くず 80%、プラスチック 14％、布６％の比率で調整し、毎日 100トンを鉄道でコンテナ車に

積み替え東京に輸送した。 

 

被災地そばのホテルで処理計画つくり：未曾有の災害廃棄物の処理をどう進めるか。日本橋の

鉄鋼会館に鹿島建設を始めゼネコンの幹部らが集まり、環境委員会の下にワーキンググループを設置、

災害廃棄物処理の処方箋を国に提言することになった。岩手県の被災地近くのホテルに集まり泊まり込

みで議論した。 

 

千葉県旭市で撤去作業：千葉県も被災し、16名の死者・行方不明者を出した。海岸線を車で走る

と空き地があちこちに見えた。市環境課は災害の応急措置の協定を結んでいた旭市建設業災害対策協力
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会に撤去を依頼し、翌日道路からの撤去作業が始まった。重機で押しつぶした、ミンチ解体された産業

廃棄物が多かった。県との災害協定で高俊興業、共同土木、石井興業、タケエイの 4社で、旧中学グラ

ンドの仮置き場で試行的に選別することにした。 

 

仮置き場から搬出できない：障害が現れた。廃棄物処理法は災害廃棄物を一般廃棄物としてお

り、産業廃棄物の処理施設での処理を認めていない。協会が選んだ 80社の業者と市とは契約を結ばな

ければならない。仮処分場からの搬出が始まったのは、災害から 3ヵ月経った後だった。梅雨に入り、

災害廃棄物は腐敗し、重みで底部はかちかちに固まる。それでも作業員は懸命に作業を続けた。 

 

再委託の壁：当時、廃棄物処理法は再委託を禁止していた。協会が県と契約し、協会が処理業者を

選び契約する方式がはるかに効率的だった。環境省の官房長官らに旭市の災害地を見せ、同省は省令を

改正、夏に再委託が可能となった。ゼネコンが一斉に動き出した。 

 

自宅もリンゴ畑も泥に埋まった：2019年 10月、日本列島を襲った台風（台風 19号）は各地に

鋭い爪痕を残した。その一つ、千曲川が決壊した長野市長沼・豊野地区を泥水が襲った。決壊場所から

少し離れた妙笑寺の柱に、これまでの洪水の水位が刻まれている。最大の寛保 2年(1742)の「戌の洪

水」の印は 2㍍をはるかに超えたところにあったが、今回は洪水記録で 2番目に高かった。宮下さんの

リンゴ畑は一面 30センチの泥が積み上がっていた。「リンゴ畑を元に戻すには 1,000万円が必要にな

る」 

 

膨大な災害廃棄物の山：災害廃棄物が赤沼公園に積み上げられていたが、あらゆる種類のごみが

ごちゃ混ぜで積み上げられていた。環境大臣が自衛隊の応援を要請したが、やり方がまずかった。自衛

隊は廃棄物の選別の技術も経験もないから、重機でぐちゃぐちゃに潰して仮置き場に運んだ。基本は県

と自治体が処理の方向を決めるべきで、20年 8月に役割分担と連携をまとめたマニュアルが環境省、防

衛省から連盟で出された。 

 

「鉄板」に思い至らず：長野市が市内に設置した仮置き場は「鉄板」が敷かれていなかった。東

日本大震災の教訓は、分別して仮置き場に置くことと仮置き場に鉄板を敷くことだった。このことを知

らずに、市は処理に支障を来したが、代わりに委託された富山県の業者は重機を使って鉄板を敷いてい

た。 

 

災害廃棄物処理計画と広域支援：長野市と千曲市では自治体単独では処理できないことから、両

市の災害廃棄物の処理は環境省が長野県庁に職員を派遣し、広域支援を実施する方針が決まった。環境

省は全国を 8ブロックに分けへ被災県をブロック内の県が助ける広域支援制度を作っていた。 

 

教訓とは：環境省中部地方環境事務所の行動は早かった。千曲市災害発生のニュースを見て、早

朝、災害対策専門官 2名を派遣した。ただ、環境省が前面に出たことで長野県の役割が曖昧となった。

この広域支援のスキームは、長野県庁が業務に追われ、災害廃棄物の処理手続が難しいことが前提とな
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っている。だが、今回の場合は県庁は被災せず、組織は健全で余裕もあった。当事者である長野県がイ

ニシアティブを発揮する柔軟な対応が取られるべきだった。 

 

第三のカテゴリー「災害廃棄物」導入を：災害処理現場から聞こえてくるのが、災害廃棄物を

一般廃棄物としていることによる障害だ。環境省は苦情が来るたびに省令改正で修正しているが、災害

列島日本は、産廃・１廃とは別に第３のカテゴリー「災害廃棄物」の導入に向け、真剣に検討する時で

はないか。 

2.未来を見据えた都市と農村の有機性廃棄物利用の姿(406) 

全国初の発電施設：食品廃棄物や家畜廃棄物を資源としたバイオガス発電は全国に約 50ある。市 

川環境ホールデングス参加のバイオエナジー工場（東京都中央区）は、食品廃棄物から発生したバイオ

ガスをガスエンジンで発電する。この工場の成功に触発され、事業者や自治体がバイオガス発電を始め

るケースが目立つ。 

   

東京進出の夢はスーパーエコタウンに：千葉県市川市の市川エンジニアリング社長だった石川 

邦夫さんは次々リサイクル施設を立ち上げ、処理施設の東京進出を目指した。東京都は 03年規模の小

さい城南島（13ヘクタール）を売りに出した。石井さんは欧州の事業を見て回り、導入を決断した。農

林省が出してくれた補助金に助けられた。バイオガス発電は歴史が浅く、技術も遅れていたので、幾つ

もの障害にぶつかった。FIT（固定価格買取制度）はまだ導入されていなかった。現場の社員たちは障

害を一つ一つ克服していった。  

 

欧州見て回り確信した石井さん：全国初の食品廃棄物による発酵・発電施設に全国から見学者が 

押し寄せ、焼却一辺倒だった自治体の考え方を変えさせる一助になった。温暖化対策から 12年の FIT

の導入でバイオガス発電が高額で設定されると、環境省も自治体の発電施設に効率の補助金を出すよう

になった。08年 7月 28日、天皇陛下がバイオエナジー工場を見学された。 

 

事故やトラブルを克服、全国のモデルに：環境バイオエナジーは当初食品廃棄物の確保に苦労 

した。『堆肥や飼料は安く引き取ってくれるのにお宅は高い』と言われた。しかし、大手の食品製造業

や百貨店、大型商業施設などが理解を示し助けてくれた。食品リサイクル法は、食品廃棄物のリサイク

ル目標を掲げ、年間 100トン以上排出する事業者に再生利用を義務づけている。リサイクル施設もコス

トの安い飼料化・堆肥化が優先されているが、こうした障害を国があらためれば巨大市場に成長する可

能性がある。 

 

北海道別海町では：北海道別海町は農家が 11万頭の乳牛を飼う酪農日本一の町。別海バイオガス 

発電株式会社は、農家の家畜排泄物を原料にメタン発酵・発電を行い売電、その過程で出る消化液と再

生敷料を農家に販売している。 

 

以前からバイオに取り組んできた町：別海町は昔からバイオマス利用に熱心で排泄物を発酵さ 
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せてできたメタンガスを熱利用し、牛舎の床暖房を行なっていた。「家畜排泄物管理」の法律が出来、5

年の猶予期間が設けられ、共同処理の動きも強まってきた。その解決策の一つがバイオガス発電だっ

た。12年に FITが導入され、相当の収入が得られた。この流れを見ていた三井造船側は町と相談、町は

「別海町バイオマス産業都市構想」をまとめ国の認定を受けた。 

 

トラブル続きだったが、やがて克服：円滑な操業のために不可欠なのが家畜排泄物の確保だ。

操業が始まると次々とトラブルが起きた。ワラが機械に絡まったり、プラスチックなどの異物による機

械の故障も発生した。発酵の過程から出た液肥の行き場の確保にも苦労した。 

 

別海町バイオ施設は発電を中止：FITの適用を受けながら運転していたドイツ製の発電機は老朽 

化が進み。18年春に故障してしまった。FITの有効期限があと 3年しかなく修理を断念した。 

 

町が率先して先進的な取組み：十勝地方にある鹿追町は、人口 5300人と別海町 14500人より小 

さいが一次産業が主要産業出ある事は同じだ。吉井知巳町長はバイオガス発電事業推進協議会会長。市

街地周辺の環境改善や家畜糞尿の適正処理・バイオマス資源の有効活用を目的に、07年中鹿追にバイオ

ガスプラントを核とする「環境保全センター」を設置。バイオガスから水素を製造するなど様々な先進

的取組みを行なってきた。 

 

電力会社の壁：タンチョウの里で知られる鶴居村に「バイオガス発電に取り組みたい」と東京の業

者が 17年に話しを持ちかけてきた。村は大乗り気でバイオマス産業都市構想を策定、認可を受けた。

ところが、電力会社の送電網の制約があり、接続できる権利を巨大な風力や太陽光パネルが先に占め、

後からバイオマス発電を計画した自治体や業者は割を食った。FITはやがてなくなる。地域での普及を

図るなら、自治体などが小さな電力会社を設立して、地産地消の新たな仕組み作りが必要ではないだろ

うか。 

３.振興法求めて（421） 

法案検討のきっかけは連盟理事会：2014年 2月 21日、金沢市内で全産連の会長・理事長会議が

開かれた。終了後全国産業廃棄物連合会政治連盟の理事会に移った。そこで、政治連盟理事長の國中賢

吉さんが「建築業法が今回見直され、解体業が業種指定を受けた。それに比べて産廃業は廃掃法の規制

を受けているが、業を育成し、振興する法が存在しない」と口火を切った。実は事前に相談役の川本義

勝さんが、國中さんや石井さんに事前に働きかけていた。 

 

歴代会長は業法・振興法を唱えていた：産廃業界は太田忠雄さんは会長就任直後から「産廃業

者の地位向上と業界の健全な発展のために業法・振興法を制定すべきだ」と唱えていた。それは 3代

目、4代目の会長に継承されたが、不法投棄など降りかかる問題への対応に追われ、具体的検討は進ん

でいなかった。石井さんは 10年前の会長就任時に「ポジティブな考えで進めます」と述べていたが、

このポジティブな考え方の一つが業法・振興法を制定だった。石井さんは振興策と法案を検討するタス

クフォースの設置を事務局に指示した。 
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鈴木元会長の苦い思いでと期待：4代目会長の鈴木勇吉さんは、「厚生省に業界を育てようとい

う言う意識は乏しく、業法制定を唱えても賛意は得られなかった」業法の制定で業界の底上げを図ろう

とした 3代目会長の太田さんのことを『業法が必要だ』とよく言っていた。一方で、太田さんは自助努

力の必要性も良くわかっていた。これが石井さんに受け継がれた。  

 

浄化槽法取り組んだ加藤さんが座長：振興法のとりまとめと法案作成がタスクフォースに委ね

られ、座長に NPO法人環境文明 21の加藤三郎さんが選ばれた。加藤さんは厚生省の環境整備課長だっ

た頃、浄化槽法の施行に向けて奮闘した。し尿を処理する浄化槽は、当時、500万台も普及していた

が、ずさんな清掃・維持管理が横行して、法律による規制と業者の育成が急務だった。この立法化の道

筋は全三連のお手本となる。 

 

「自分たちは何をするのが大事」：加藤さんは東大大学院から厚生省に採用され、「環境行政の神

様」「ミスター公害」と呼ばれた橋本道夫公害課長から「理系の人材が欲しかったんだ」と嘱望され、

公害行政の道に進んだ。地球サミットなどで活躍したが、内側から社会を変えることの限界を感じ、93

年に退官すると環境市民運動に飛び込んだ。 

 

議論百出の末、6 項目の振興策：14年夏から始まった、環境文明 21では、議論百出。議論の

末、産業界の将来像では、「資源の有効利用、社会から信頼され、報われる業界など」方策として「廃

掃法の改正に加えて、人材育成や資格制度の整備」「業の振興のための新たな制度が必要」などが共通

認識となった。意見が割れたのが、振興策は廃掃法を改正して取り組むのが良いか、新たに法律にする

のが良いかという点だった。「振興法」を目指すことになった。 

 

タスクフォースで骨格をつくる：その後、法案作りを進めるため、タスクフォースのメンバーに

環境省 OBの伊藤哲夫さんが加わった。伊藤さんは循環型社会形成推進基本法の法案づくりを担当した

人で、廃棄物・リサイクル対策部長の経験もある。17年にできた大綱（資源循環を促進するための産業

廃棄物処理産業の振興に関する法律案）はつくられた。 

環境省は 17年 5月、「『産業廃棄物処理業の振興方策』に関する提言」を公表した。細田衛士慶應大学

教授を座長に有識者検討会を設置し、振興方策を検討し振興策をまとめた。 

 

法案の大綱を議員連盟に説明：振興法案の大綱は自民党に理解して貰わねばならない。振興法案

の大綱は、17年 12月 12日、永田町の議員会館で開催された産業・資源循環議員連盟の総会で披露され

た。総会には石井会長が懇意にしている元厚生大臣で連盟会長だった丹羽雄哉、片山さつきを始め、連

盟の国会議員 18人と秘書９人が出席した。 

 

人災育成策と汚泥のリサイクルを検討：議員連盟では、この法案の扱いについて議論したが、

法制化を視野に入れつつも、まず最重要な課題から取り組むことになり、プロジェクトチーム（PT）が

設置された。 PTは建設汚泥と廃コンクリートの使用拡大などを議論し、2019年 3月に報告書を環
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境省へ提出。「建設汚泥は発生量が多く負担が大きかった」と太幸工業社長の浜野廣美さんは語る。 

 

振興法案ができた：20年 10月に理事会に提出された法案は 26条からなり、大綱をそのまま条文

に落としたものだった。大半が「努力義務」となっており、強要性を持つ法律事項はなく基本法のよう

な体裁となっている。振興法の大きな目的は、廃棄物処理業者の社会的地位向上にあった。サービス業

と分類されていることが大きなネックとなっていた。振興法で「産業廃棄物処理産業」と明記されるこ

とによって、「サービス業」からの脱却に繋がれば良いのだが――。 

 

新時代の処理業の役割：振興法の目的は廃棄物処理業で不明確な処理業者の地位と役割を明確に

し、社会的認知を確立し、底上げをすることにあるが、一方で、動脈産業との壁を低くし、競争が強ま

ることに繋げたいと考えている。慶應義塾大学を退職した細田教授は中部大学に 19年に迎えられ、経

営情報学部長になっていた。細田さんの業界に向ける視線は厳しい。 

 「これまで動脈産業はビッグビジネス化しているのに、静脈産業はスモールビジネスの世界。連帯協

力ができていなかった。一般廃棄物の処理が市町村に縛られている影響でしょうが、それではこれから

は成立って行かない。欧州では進んでいる・・・」 

細田さんはさらに「大栄環境とスズトクホールディングスが業務停滞したり、ヴェオリアがプラスチ

ックのリサイクル施設を 2ヶ所買収したりとビジネス感覚での動きが起きていることを指摘。産廃業界

は IoT（人口知能）・DX（デジタルによる変革）と言ったものにどう取り組んでいくかという課題があ

る。菅政権はデジタル庁を設置ししたが、この動きは急速に進むでしょう」そして、こう締めくくっ

た。「私は、振興法ができたからすぐ現状が良くなるとは思いません。やはり処理業界の中身が良くな

らないといけない。父ちゃん、じいちゃん、がつくったから俺はやっている見たいな『しがみつき型の

家業経営』から脱して欲しい。作業の標準化と高度化を進め、質が高まるとお金が儲かるというスキー

ムをつくらないといけない」 

 この法律の趣旨を汲んで、規制一辺倒だった国や自治体が、資源循環に取り組む処理業者を積極的に

支援することが期待されるし、排出事業者もこれまでのように「安かろう、悪かろう」の不公平な委託

契約の姿勢を改め、国や処理業者と共に資源循環の社会に向けで行動することが求められる。 

 

資源循環産業に向かって：石井邦夫連合会会長が、生前資源循環の社会づくりを進める上で、廃

棄物処理法の限界について、「日経エコロジー」17年 8月号で次のように述べていた。「リーマンショッ

クが起きる前までは、全国に有力な産業廃棄物業者が群雄割拠し、棲み分けができていた。しかし、そ

れ以降は産廃処理業者間の優勝劣敗が鮮明になりつつある。その成否を分けた大きな要因が、リサイク

ルなどの資源循環産業に転換する取組み。従来の廃棄物を収集して焼却するだけのビジネスモデルから

脱却して、大規模な設備投資、技術の高度化、廃棄物業者間の連携などが求められる」 

「EUではサーキュラー・エコノミー（循環型社会）が打ち出され製造業の競争力強化のため安価で高品

質の再生材の利用を拡大して、市場の拡大と海外展開をしようとしている。日本も遅れてはならない。

静脈産業も動脈産業との連携や業界内の協業ネットワーク化を急ぐべきだ」 

永井会長も言う。「いま、動脈産業の基幹産業とも言える巨大製鉄会社や電力会社が、廃棄物の処理に

乗り出そうとしている。その時に、中小零細企業が大半を占める廃棄物処理業が黙って見ていて良いの
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か。積極的にその動きに呼応し、私たちの技術や知識の蓄積を活かし、その事業に係わっていかないと

いけない。いま、処理業界には時代の追い風が吹いているのだから」 

社会は今後資源循環と脱炭素か化の動きを強めていくだろう。その先頭に立つ産業界の一翼を担うのが

廃棄物処理業界である。プラスチックのマテリアルリサイクル化や燃料化、高度選別による再生資源化

と再生品化、有機資源を利用したバイオガス発電と熱利用――。どれをとっても動脈産業の基幹産業か

ら生まれてこなかったものばかりだ。目に見えるところからなくなれば良いとされていた「ごみ」は、

いまや資源循環の社会づくりの重要な栄養源であり、エネルギー源である。 

 

おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・442頁   

この本は、月刊誌『いんだすと』（全国産業資源循環連合会発行）の 2018年 4月から 20年 11月まで連 

載「産廃処理から資源循環へ」を加筆したものだ。 私は朝日新聞社で環境問題を主として取材してき 

た記者で、全国各地の住民紛争などを追ってきた。廃棄物の世界についてのいくつかの本もある。 

しかし、それらは、住民側に立った不法投棄の告発本であったり、一般廃棄についての解説本であった

りした。廃棄物の大半を占める約 4億トンもの産業廃棄物を本格的にテーマにしたものはなかった。そ

こで、当時連合会会長だった石井さんを訪ね提案したところ、「すぐにやったらいい」と即決で連載が

始まった。 

そして、「これから産廃業者を取材するなら、私のことを話そう」と自分の半生を語り出した。「おわい

屋」と言われるし尿処理を行なう父のもとで生まれ育ったこと。早稲田大学へ進学したが、父に泣きつ

かれて父の会社のバキュームカーの運転手をしたこと。父の代わりに使節団の一員として米国の処理業

界を視察し、コンプレックスを持っていた廃棄物処理業に対する見方が一変したこと――。 

そして、1970年に廃棄物処理法が制定され、廃棄物処理業が誕生してから今日に至るまでを追いかける

ことになった。連載では廃棄物処理法ができて始めて産業廃棄物と一般廃棄物（家庭ごみ）にごみが分

類され廃棄物処理の舞台うらも、真実に迫ることに心がけた。取材で会った関係者の名刺は 300枚近く

になった。 

これまで廃棄物は「ごみ」と呼ばれ不当な扱いを受けてきたが、処理業者の目線に立ってその歩みを記

録してきたつもりだ。処理業は未だに十把一絡げに「サービス業」と位置づけられ、税制面などで不利

な扱いを受けている。廃棄物処理業者は仕事と関係ない事故でも禁固刑以上になると、会社の廃棄物処

理業の許可が取り消される。しかし、時代が変わり、いまや、廃棄物は貴重な資源として、再生資源や

再生品、再生可能エネルギーに生まれ変わりつつある。世界は「資源循環社会」と「脱炭素社会」の動

きが急だ。その先頭に立つのが資源循環産業、廃棄物処理業なのである。振興法は、こうした構造的な

問題が、改善に向かうようなものであって欲しい。 

 

「故きを温ねて新しきを知る」国の政策や社会がどう変わるにか、自社の経営をどう変革するのか。そ

んな思いを巡らせる時、まず過去の歩みを振り返ってみることが大切だと思う。そこには新しい社会に

向けてのヒントが詰まっているからだ。 

 2020年 12月 25日（50年前のこの日、廃棄物処理法が公布された） 

杉本裕明                   


