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第第第第1111章章章章    はじめにはじめにはじめにはじめに    

滋賀県は琵琶湖を抱え、近畿の水瓶として 1450 万人に水を供給している．そのため、

琵琶湖に対する研究や対策は進んでいるが、残土・汚染土壌・産業廃棄物の持ち込みと、

その影響に対する対策は遅れている．法律や条例はこれら物質の取り扱いを定めている

が、地域の環境汚染対策を検討する時、残土・汚染土壌・産業廃棄物を一体として考え

ないと対策が取りにくい．（以下、一体として捉える時は、土砂・廃棄物と略す）． 

大津市北部は、琵琶湖と比良山系に囲まれた自然豊かな所で、湖岸沿いには別荘や保

養所が多くみられる．しかし、山裾の里山やふもとを流れる川周辺には、ニンビー 2  

 と言われる迷惑施設が 10ヵ所以上もある．昔から不法投棄が多く関西圏から、毎日、1,000

台近いダンプカーが土砂・廃棄物を運んでやって来る．特に名神高速道路と接続してい

る湖西道路の通行料無料化以降は、関東からの搬入も認められ、里山は荒廃し、原風景

はいたるところで破壊された．そして、昨年 11 月に「産廃富士の山」（14 ページに脚注）

と称される小高い山が、かっての不法投棄現場に出現した． 

大津市北部で静脈産業に携わる会社は 8 社以上ある．大津市の一般廃棄物焼却場と最

終処分場も同じ地域にあり、琵琶湖周辺に土砂・廃棄物を投棄し続ければ、やがて琵琶

湖に流れ出し飲料水に影響が出ることは容易に推察できる．しかし、それを抑制する動

きが生じていない．環境保全活動は遅々として進まず、むしろ悪化している． 

近年は土砂の不適正処理が、社会問題となっており、大阪府豊能町で 2014 年 2 月、府

道沿いに積み上げられていた土砂が崩れ、府道や田畑を埋め、長期間の通行止めとなっ

た．同様の問題は大津市北部でも 2012 年に発生し、昨年 6月、住民たちは、事業者と管

理・監督の立場にある大津市を公害審査会に調停申請した．この地域では、2001 年と 2011

年に環境問題で大きな住民紛争が発生している． 

  産業廃棄物は、法改正が繰り返され、罰則規制も強化された．そのため、廃棄物の最

終処分量は減少を続けているが、最終処分場は枯渇資源のため、川の上流での最終処分

場建設計画や土砂・廃棄物密集地域での埋立地拡張問題が発生している． 

 汚染土壌に関しては、2010 年 4 月 1 日に改正・土壌汚染対策法が施行された．滋賀県で

は、その日のうちに A社が許可を受け、全国から汚染土壌を集めて年間 40 万トン以上（推

定）の処理が行われているが、県内で発生している汚染土壌はわずか４％に過ぎない．

周辺ではシアン化合物で汚染された土壌も見つかっている． 

  本研究は、先行研究としてこのような問題に警鐘を鳴らした「滋賀県下の廃棄物問題」

畑論文（日本環境学会第 41 回研究発表会予稿）を参考にしながら、大津市北部が近畿圏

の土砂・廃棄物の集積地となっていることを示し、時系列的に環境破壊が進行していっ

た過程をたどる．そして、濁流や里山の荒廃・原風景の破壊による環境悪化が、なぜ止

められないかを検討する． 

                                                  
2 NIMBY：Not In My Backyard の略．「必要性は認めるが我が家のそばはいやだ」と言う 

「迷惑施設」． 
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第２第２第２第２章章章章    研究目的研究目的研究目的研究目的    

大津市北部を中心に、高度経済成長期以降、土砂・廃棄物によって地域の環境破壊が

進んでいった過程を実証し、現在、大津市北部が近畿圏の土砂・廃棄物の集積地となっ

ていることを示す．そして、1日 1,000 台と推定される土砂・廃棄物による河川や里山の

荒廃、原風景の破壊、環境悪化が、なぜ止められないかを検討する． 

（用語の説明） 

 土砂土砂土砂土砂：地表、地盤等を掘削した時に発生する土・砂・石・礫・砂利等の不要な固形状の

集合体。産業廃棄物は含まない。残余物としての残土を含む． 

 残土残土残土残土：建設工事、土木工事で発生する「建設発生土」で粒径により 4 種類に分けられる．

土砂から不要なものを取り除いた土。潜在資源性と潜在汚染性がある． 

 土砂・廃棄物：土砂・廃棄物：土砂・廃棄物：土砂・廃棄物：残土・汚染土壌・産業廃棄物を一体として捉える時の略称． 

 

第第第第 3333 章章章章    検討結果検討結果検討結果検討結果    

3.1.3.1.3.1.3.1.大津市北部の過去からの経過大津市北部の過去からの経過大津市北部の過去からの経過大津市北部の過去からの経過    

        高度経済成長が始まった 1970 年以降の大津市北部の開発と環境問題を振り返り、過

去の滋賀県と大津市の最終処分場跡地を確認し、それらと関連して発生した 2 つの環境

問題が原因の住民紛争について述べる．また、地域開発が身近な生物（ホタル、シジミ、

アユ）にどのような影響を与えたかについての調査結果を述べる． 

 

3.1.13.1.13.1.13.1.1    これまでのこれまでのこれまでのこれまでの開発と開発と開発と開発と環境環境環境環境問題：問題：問題：問題：鯖街道は、江戸 時代に福井県若狭方面から鯖等の海魚

を京の都へ運んだ道で、いくつかのルートがある
1
．若狭街道は、滋賀県と京都府の県境

にある途中峠を超えて京都市に入るルートだが、「途中峠」は名前のユニークさ
2 と共に

歴史を感じさせる有名な峠である．この峠の山から石や砂利などを取り出す採石事業が

A 社により 1970 年(昭和 45 年)年から始められた． 

2001 年に産業廃棄物中間処理施設（粉砕・リサイクル）が同じ場所で始まり、2009

年に採石処理施設の一系列を、土壌汚染処理施設に切り替え、2010 年 4 月 1 日より改正・

土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理施設となり今日にいたる．事業面積は 38 万㎡であ

る．採石後の山肌は 無残な姿を露出し、滋賀県米原市にある日本 100 名山の 1 つ、伊

吹山の破壊と共に歴史的な原風景が壊された典型例である．採石は現在も続いているが、

2013 年頃から採石後の山肌は、植生シートで覆われ修復されつつある． 

志賀町史全五巻によれば、第 3 巻 3 で 1955 年（昭和 30 年）に滋賀郡のうち大津市

北部に位置する小松村・木戸村・和邇村が合併し、志賀町となる．南部の堅田町、真野

村、伊香立村、仰木村、葛川村は大津市と合併する．その後、高度成長はこの地域を発

展させ、「JR 湖西線」が 1974 年（昭和 49 年）７月に開通し、1986 年（昭和 61 年）、

自動車専用道路・「湖西道路」が志賀インターンチェンジまで開通する．この道路は有

料ではあったが、名神高速道路に接続しており、関西方面からの廃棄物の搬入は格段に
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便利になった．道路は 1993 年（平成 5 年）2005 年（平成 17 年）無料化され、廃棄物

の搬入は増加した． 

 JR 湖西線や湖西道路のインフラ開発は、京都・大阪への通勤が便利となり、多くの

新興住宅地を生みだした．また、比良山のレジャー施設としての拡張計画は、京阪電

鉄の子会社が経営不振で、スキー場を閉鎖した後、跡地で大量の産業廃棄物が露出し、

撤去することになった．（毎日新聞、2010.10.15）． 

一方、新興住宅地の増加は、ごみ問題を発生させ、行政はその対策に頭を悩ますこ

とになる．1975 年当初、志賀町は可燃物と不燃物は一緒に収拾され、野焼きや埋めた

て処理をしていた．当然、悪臭や蚊・蝿・ごみの散乱などで、ごみ公害が発生してい

た．そのため、1975 年末に大津市と志賀町は、近代的な焼却施設と不燃物・焼却灰の

最終処分場建設を計画した．  

1977 年（昭和 52 年）12 月に大津市・志賀町清掃センター組合、1987 年 4 月、大津

市・志賀町行政事務組合が発足している．建設予定地は、暗黙のうちに両市町の境界

線上の丘陵地と目されていたが、当然、近辺の自治会や漁業関係者から建設反対の強

い声が上がった．暗礁に乗り上げたかに見えた計画は、伊香立学区自治連合会に、建

設協力の気運が生まれ、1983 年（昭和 58 年）12 月、県都市計画審議会の同意を得て、

建設計画にゴーサインが出た．そして、1989（平成元）年に 1 日 170 トンのストーカ

ー炉による焼却施設が完成した．  

 

    3.1.23.1.23.1.23.1.2    過去の過去の過去の過去の廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物埋立埋立埋立埋立地地地地：：：： 過去に産業廃棄物が埋められた場所は、「管理型混入安定  

  型産業廃棄物埋立跡地」として、2004 年の廃棄物処理法施工令で、指定台帳として閲

覧できる状態になっている．滋賀県は、閲覧場所が 7 区画に分類され、65 ヵ所（栗東

RD 最終処分場を含む）指定されている．大津市はその 1 区画であったが、中核都市に

移行した 2009 年からは、独自の整理番号が付けられている．大津市の整理番号は 1～

15 番で、多くが大津市北部に集中している．滋賀県では．大津市以外では甲賀環境事

務所と東近江環境事務所が共に 16 ヵ所と多い。（第 1 表参照） 

谷に廃棄物を投棄する行為は、大津市北部では 1975 年頃より始まっている． 15 埋

立地のうち 11 ヶ所は、2000 年頃までに廃止されている．しかし、不法投棄による埋

立はその後も続いており、第 1、2 表だけで、過去の廃棄物埋立地を論じることはでき

ない．また、台帳の記載が正確かどうかも問題となる．例えば、整理番号 5 番の和邇

高城字地獄谷は、筆者の家から 50ｍの所にあり、埋立面積が 9,139 ㎡と記載されてい

る．ところが、昨年、その跡地に太陽光発電を建設する計画が、某業者から大津市に

申請された．その面積は、14,000 ㎡となっていた．また容積は 20,927 ㎥ で 2.4m の

高さに積んだことになるが、宅地から上の部分の高さで、谷底までは少なくとも目測

で 10m 以上あるが、この部分は計算されていない．容積で 6 倍以上の違いがある． 

第 2 表は許可を得た最終処分場であり、許可を得ずに行われた不法投棄の場所は、
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不明である．大津市が県から引き継いだ不適正事案（10 トン以上の不法投棄）は、27

件で３件が解決済みとなっていた．2015 年 3 月現在の不適正事案は、総計 45 件、解

決が 10 件（出典：大津市不法投棄対策課）で大津市が土砂・廃棄物の集積場となり、

苦戦している状態が分かる．（第 2 表参照） 

また、滋賀県下で現在稼働している安定型最終処分場は 7 ヵ所あり、甲賀環境事務

所と東近江環境事務所に 2 か所づつある．いずれも人口密集地からは離れた山間部で、

琵琶湖から離れているが、不法投棄や土砂・廃棄物処分場になりやすい場所である．  

                                        

第第第第 1111 表表表表    滋賀県区域別最終処分場跡地滋賀県区域別最終処分場跡地滋賀県区域別最終処分場跡地滋賀県区域別最終処分場跡地：：：：2014 年 9 月 30 日現在 

最終処分場跡地 

指定区域台帳 

閲覧場所 

指定区域の所在地 

（件数） 

最終処分場跡地

（現、安定型最  

終処分場） 

備考 

南部環境事務所（草津市）

℡．077-567-5456 

草津市、守山市、（１） 

栗東市、野洲市（２） ３ 

栗東 RD 処分

場は含まな

い。 

甲賀環境事務所 

℡．0748-63-6133 

湖南市（３）、 

甲賀市（１３） 
１６（２） 

 

東近江環境事務所 

℡．0748-22-7759 

 

近江八幡市（２）、 

東近江市（６）、蒲生郡 

（日野町・竜王町（８） 

１６（２） 

 

湖東環境事務所 

℡．0749-27-2255 

 

彦根市、愛知郡（１）、 

犬上郡（豊郷町、甲良町、

多賀町） 

１ 

 

湖北環境事務所 

℡．0749-65-6653 

長浜市（２）、 

米原市（７） 
９ 

 

高島環境事務所 

℡．0740-22-6066 

高島市（４） 
４ 

 

大津市役所環境部 

廃棄物対策課 

℡．077-528-2062 

大津市（１５） 

１５（３） 

整理番号 15

は県と番号が

重複している 

 

合計 
７ ６４（７） 

栗東 RD 処分

場を含まず 

参考：「最終処分場 跡地形質変更に係る施行ガイドライン」 

 （2006 年の廃棄物処理法施工令、施行規則改正で最終処分場跡地の形質変更が行われる

場合は、知事への事前届け出がいることになった） 
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第２表第２表第２表第２表    大津市北部大津市北部大津市北部大津市北部    管理型混入安定型最終処分場跡地管理型混入安定型最終処分場跡地管理型混入安定型最終処分場跡地管理型混入安定型最終処分場跡地：：：：2014 年 9 月 30 日現在 

整理 

番号 
所 在 地 

面 積 

（㎡） 

埋立開始 

年月日＊ 

廃 止 

年月日＊ 

備 考 

＊邦暦 

１ 
伊香立南庄町字中谷、字草地の

区域のうち次の図に示す区域 
24,871 

昭和 54 年

12 月設置 

平成 8 年 

1 月 
一般廃棄物 

２ 
葛川坂下町字一の渡良瀬488番

1、488 番 2 
3,934 

昭和 54 年

2 月 1 日 

昭和 56 年

11 月 9 日 
 

３ 
和邇中字舟ケ谷 791 番、他 

和邇中字寅間谷 794 番 4、他 
19,903 

昭和 63 年

5 月 19 日 

平成 1 年 

5 月 18 日 

業期限 

４ 
和邇中字安房谷 800 番、801 番

10 
4,590 

昭和 61 年

3 月 20 日 

昭和 62 年 

6 月 11 日 

業期限 

５ 
和邇高城字地獄谷 488 番、489

番、 507 番、507 番-1 
9,139 

昭和 58 年

12 月 20 日 

昭和 62 年 

6 月 11 日 

業期限 

不正確 

６ 
栗原字芝谷 36 番、37 番、38 番 

 
6,656 

昭和 62 年

12 月 25 日 

平成 1 年 

8 月 10 日 

 

７ 

栗原字芝谷 76 番 1 の一部、77

の一部、78 の一部、81 番の一

部、 

1,900 

昭和 58 年 

6 月 25 日 

昭和 63 年 

4 月 15 日 

 

８ 
伊香立下龍華町字柳谷758番の

一部 
9,554 

平成 1 年 

7 月 20 日 

平成 2 年 

7 月 31 日 

業期限 

 

９ 
石山寺辺町字大平山のうち次

の図に示す区域 
4,532 

昭和 46 年

9 月設置 

昭和 52 年

11 月 

大津市南部 

一般廃棄物 

１０ 
仰木の里一丁目字山の中の区

域のうち次の図に示す区域 
50,500 

昭和 43 年

8 月設置 

昭和 55 年 

4 月 

一般廃棄物 

１１ 
南船路字川向 635 番 2、639 番、

640 番、641 番 1、643 番・他 
12,200 

昭和 46 年

設置 

平成 4 年 

3 月 31 日 

一般廃棄物 

１２ 
和邇中字金クソ 779 番 1、789

番 2 
2,424 

昭和 59 年 

4 月 1 日 

昭和 62 年 

7 月 20 日 

 

１３ 
上田上大鳥居町字九口歩725番 

 
2,701 

昭和 61 年 

4 月 4 日 

平成 9 年 

5 月 1 日 

大津市南部 

１４ 
栗原字芝谷 70 番 1、71 番、39

番 
12,160 

昭和 63 年

5 月 19 日 

平成 1 年 

5 月 18 日 

 

１５ 

真野大野 1丁目字上ノ山 584番

1、 584 番 2、585 番、 585 番

1、586 番 の区域のうち次の区

域 

1,386 
平成 4 年 

2 月 1 日 

平成 25 年 

3 月 25 日 
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3.1.33.1.33.1.33.1.3    2222 つの住民紛争：つの住民紛争：つの住民紛争：つの住民紛争：環境問題が原因で近年発生した大規模な大津市北部の住民紛争． 

①①①①旧旧旧旧志賀町栗原の志賀町栗原の志賀町栗原の志賀町栗原の産業産業産業産業廃棄物焼却施設建設計画の紛争：廃棄物焼却施設建設計画の紛争：廃棄物焼却施設建設計画の紛争：廃棄物焼却施設建設計画の紛争：バブル期ゴルフ場計画が旧志

賀町にもち込まれたが、計画は 1994 年、バブル崩壊で中止となり、行き詰まった事業

者は、ゴルフ用地として買い集めていた土地を滋賀県に売却しようとした．県はこの

土地を購入し、廃棄物処理法の公共関与による焼却施設建設計画を進めようとした．

湖東・湖南に位置する野洲市、守山市、草津市、大津市などから産業廃棄物と一般廃

棄物、300～450 トン／日を、ガス化溶融炉を中心とした最新の焼却施設で焼却処分す

る計画で、環境省の許可を得ていた． 

しかし、産業廃棄物処理施設をどの場所に作るかと言う適地選定抜きで進められた

計画であった．この事を新聞発表で知った志賀町民は、自らが出すごみはわずか 15 ト

ン／日しかなく、琵琶湖大橋を渡って湖東からやってくる産業廃棄物、一般廃棄物の

焼却場建設に対して、「同意できない」として、新しく移り住んだ近隣自治会を中心に

反対運動が起こった．（＊地元の栗原地区自治会は、不法投棄を止めるための苦渋の選

択として、施設建設計画には賛成の立場をとった）．当時の町長は 2001 年 12 月 22 日、

800 人を集めた住民説明会で「県の土地取得は認めたが、焼却場建設は容認していない」

と説明した．しかし、その１ヶ月後、「和邇学区区長会で鳥瞰図（計画図）を見せた後、

土地取得に同意したので、建設を容認したことになる」と態度をひるがえした．この

町長は 2003 年 8 月 31 日にリコールされるが、その後、町長選挙や各種選挙などの政

治的紆余曲折があり、最終的に 6 年に渡る住民紛争は、嘉田知事の誕生で、2007 年計

画が中止となった． 

 

②②②②豊島の汚染土壌搬入計画：豊島の汚染土壌搬入計画：豊島の汚染土壌搬入計画：豊島の汚染土壌搬入計画：2011 年 8 月、香川県豊島の汚染土壌を滋賀県大津市に搬

入し、水洗浄処理することが明らかとなった．大津市は中核都市に移行して、廃棄物等

の許認可権を得ると、水洗浄処理施設の許可を和邇川下流域の地域住民に説明すること

なく、土壌汚染対策法が施行された 2010 年 4 月 1 日に A 社に許可した．土壌汚染対策

法では、地域住民に対する説明や了解の必要性を定めていない．ところがこの A 社は、

度々、地域住民とトラブルを起こしていた．水洗浄処理施設からは、濁水の流出、国道

への土砂崩れ、未許可土地開発、和邇川からの無許可取水等、いくつかの不適切な環境

対応があった． 

そのため、豊島の汚染土壌搬入の話が知れ渡ると、「近畿の水瓶・琵琶湖を守れ」と短

期間に 24,000 名を超える反対署名が集まり住民紛争に発展した．特に和邇川流域の伊

香立学区、和邇学区、真野学区や関連農業団体、漁業組合などが強く反対した．この紛

争は、香川県と大津市の問題に発展し、大津市長は香川県に出向き、問題解決を計った

が、双方の言い分は食い違った．しかし、紛争が長引き豊島での処理が遅れることを心

配した香川県は、2012 年 5 月、「豊島処分地の直下汚染土壌の水洗浄処理業務の方針変

更について」と言う声明文を発表し、A 社との委託契約を解除し、方向転換した． 
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3.1.4 3.1.4 3.1.4 3.1.4     開発が及ぼした生物への影響（ホタル・シジミ・アユ）開発が及ぼした生物への影響（ホタル・シジミ・アユ）開発が及ぼした生物への影響（ホタル・シジミ・アユ）開発が及ぼした生物への影響（ホタル・シジミ・アユ）：：：： 2013 年 9～10 月にかけ

て過去からのこの地域における開発が、生物にどのような影響を与えて来たかを、身

近な生物としてホタル・シジミ・アユを取り上げ調査した．アンケート調査では、い

つ頃消えて行ったか、ホタル（50 匹以上の群れ）や鮎（数百匹以上の群れ）、シジミが

最後に和邇浜、川（含む、用水路）で観察できた場所・年代等を回答してもらった．  

この調査は、和邇学区自治連合会を通し行われ、平和堂財団の財政的支援を受け、

学識経験者の指導と助言を得て行われた．                   

【【【【アンケート用紙】】】】    

１．最後に川（含む、用水路）を見に行かれたのはいつ頃ですか。（   年） 

２．「何しに行かれた時ですか」、○で囲む。（散歩，水あそび，釣り・魚捕り，その他）  

ホタルの生息情報について                            

①最後に見た場所はどこですか？ 右の地図の目撃場所に●ホタルと記入してください。 

②最後に見られた年はいつ頃でしたか。下図の年代を○で囲んでください。 

（＊2 か所以上の場合は、直接、地図に年代をご記入ください） 

 

 

 

 

シジミの生息情報について 

①最後に見た場所はどこですか？ 右の地図の目撃場所に●シジミと記入してください。 

②最後に見られた年はいつ頃でしたか。下図の年代を○で囲んでください。 

 

 

アユの群れの生息情報について 

①最後に見た場所はどこですか？ 右の地図の目撃場所に●あゆ と記入してください。

②最後に見られた年はいつ頃でしたか。下図の年代を○で囲んでください。 

 

ホタルの群れの調査結果ホタルの群れの調査結果ホタルの群れの調査結果ホタルの群れの調査結果からは、第 1 図に示すように、5 ヵ所ほどの場所から消えて行

った．ホタルは昔は多くの地域で見ることができ、現在でも、3 ヵ所で見ることが出来る．

天皇神社から小学校にかけて観察できたとの情報は貴重で、1980 年代は和邇川とその水

が流れる用水路でホタルが多く見られている．(＊見られなくなった年代を聞いているが、
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年代に現在を入れたため、混乱がある．和邇駅近傍は 50 匹以上の生息が確認されている)． 

シシシシジミの調査結果ジミの調査結果ジミの調査結果ジミの調査結果からは、第 2 図で示されたように、1984 年以前で和邇浜から消えて

行ったと推定した．和邇川には 40 年前ころは居たとの証言はあるが、いつ頃から消えて

居なくなったかは判らない． 

アユアユアユアユの群れの調査結果の群れの調査結果の群れの調査結果の群れの調査結果からは、第 3 図で示されたように、和邇川、和邇小学校前の用

水路、喜撰川周辺の 3 ヵ所でかっては見られた．和邇川では、ヤナ漁ヤナ漁ヤナ漁ヤナ漁がおこなわれてい

たが、2000 年頃無くなっている．アユの群れを知らない人も多いが、高島市の安曇川周

辺（針江）では見ることができる．和邇川では 1985～2004 年ころに消えて行った．2000

年頃までは、先端に網を取り付けた船でアユの群れを見つけると、すくい取る漁法（沖沖沖沖

すくい網すくい網すくい網すくい網）も行われていた．2 つの伝統漁法は消えた．  

        調査結果の第１図～3 図を見てわかるように、過去の記憶を問い質しているので、回答

には幅がある．電話による追加の聞き取り調査も行って、信憑性を高めている．    
17 自治会と 1 グループ（和邇川 6 ヶ村）の 272 の班の内、131 から回答があった．過

去の開発の影響（最終処分場）や湖西道路開通とその無料化がホタル、シジミ、アユへ

どのような影響を与えたかの一定の知見を得ることが出来た．特に安定型処分場跡地の

生川のホタルの全滅や和邇川流域でのホタル、シジミ、アユ激減など、環境保全・再生

を進める手掛かりとなる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

    

    

第第第第 1111 図図図図    ホタルホタルホタルホタルの調査結果の調査結果の調査結果の調査結果 
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第第第第 2222 図図図図    シジミの調査結果シジミの調査結果シジミの調査結果シジミの調査結果    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第 3333 図図図図    アユアユアユアユの調査結果の調査結果の調査結果の調査結果 



12 
 

3.23.23.23.2    大津市北部の現状大津市北部の現状大津市北部の現状大津市北部の現状    

        大津市北部は平野部が少ないが、和邇川流域は数少ない丘陵地帯で、里地・里山の

田園風景が存在する．しかし、この地域には 10 ヵ所以上のニンビーと言われる迷惑施

設、汚染土壌処理施設、焼却施設、最終処分場等が密集している。近畿圏からの土砂・

廃棄物の搬入量を推定し、年間 200 万トン（推定）の土砂・廃棄物が持ち込まれてい

る事を確認する．汚染土壌も 40 万トン以上（推定）持ち込まれている．土砂に関して

は、近年特に問題になり、近畿 2 府 4 県の土砂条例と大津市土砂条例を比較する． 

 

3.2.3.2.3.2.3.2.1111        10101010 ヵ所以上のニンビーヵ所以上のニンビーヵ所以上のニンビーヵ所以上のニンビーの問題点の問題点の問題点の問題点：：：：現在、大津市北部には、10 ヵ所以上のニンビ

ーと言われる迷惑施設が存在する．規模は大小有り、市道・県道に看板を掲載して会

社名が判明した 14 施設を、第 4 図及び第 4 表に示す．これに関わっている事業者は大

津市を含め 9 社になる．すでに記述した A 社は 5 施設と多い．静脈産業に係る会社が

このように集中している地域は、滋賀県ではこの地域だけである．これら施設の問題

点を順次説明する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第 3333 図図図図    アユアユアユアユの調査結果の調査結果の調査結果の調査結果 

 

 

 

第４図第４図第４図第４図    大津市北部のニンビー大津市北部のニンビー大津市北部のニンビー大津市北部のニンビー((((迷惑施設迷惑施設迷惑施設迷惑施設) ) ) ) 地図地図地図地図 

    

1111 番番番番    採石処理場は、、、、伊香立途中町の A 社で 1970 年に操業が始まった．採石施設の許

可権限は滋賀県にあり、許可容量は 5 年間（2013～2018 年）で 205 万トン、1 日当た

り換算約 1,370 トンとなる．少し離れた大津市葛川にも採石処理場を所有しており、其

の処理能力は、同一期間で約 1,200 トンである。採石ダンプカーは国道 477 号線を経由

して湖西道路に接続する． 

①①①①    
②②②②    
③③③③    

⑦⑦⑦⑦    

⑭⑭⑭⑭    

⑬⑬⑬⑬    ⑫⑫⑫⑫    

⑪⑪⑪⑪    

⑩⑩⑩⑩    

⑥⑥⑥⑥    

⑧⑧⑧⑧    

④④④④    

⑤⑤⑤⑤    

⑨⑨⑨⑨    
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2222 番番番番    中間処理施設（2001 年）は、がれき類、木くずの粉砕だが、A 社により 2 か所

で中間処理が行われているが、一日当たりの処理能力は合計 5,960 トンになる．粉砕の

ため騒音・粉塵が問題になるが、山中なので周辺には民家はない．真下を国道 367 号線

の途中トンネルが走っているが、有料だった通行料金が 2012 年無料になり、処理場へ

のアクセスは便利となった．Am.8 時操業開始前に、トンネル内（長さ約 200m）にダ

ンプカーが数珠つなぎになって駐車し、京都方面への車による通勤に支障が出ている． 

 

3333 番番番番    土壌汚染処理施設は、浄化等処理施設で、浄化方式、化学脱着方式であるが、2010

年 4 月 1 日に許可を取得した時は、加熱脱着方式を標榜し、且つ排水は下水と接続して

いなかった．大津市は杜撰な検討で許可証を発行した．１日当たりの処理能力は洗浄方

式：2,400 トン、化学脱着方式：1,440 トンである． 

A 社は同一敷地内 38 万㎡に 3 施設を稼働させているが、3 施設を土砂・廃棄物として

対策は考える必要がある．ダンプの積載量を計る場所やダンプカーの洗浄などは、同一

計測器、同一場所で行われている．土壌ロンダリング（＊P-29 で説明）が心配される．  

許可容量の合計は、10 トントラック換算で、1,237 台となる．能力一杯の操業が同時

に行われないかもしれないが、県と市は連携せずに許可を出している．前述した歴史的

原風景の破壊や 1 日千台前後と推定されるダンプ公害等があり、且つ、山を切り崩した

広大な敷地の中で何が行われているか地域住民には判らず、不安を抱く人も多い．周辺

には監視カメラが配置され、立ち止まると 1～2 分でガードマンがやってくる． 

 

4444 番番番番    一般ごみ焼却施設（1989 年）は、大津市の施設で、能力は 170 トン／日のスト

ーカー炉である。公共施設のため透明性は高いが、築 30 年に迫り、建て替えが近づいて

いる．煙に関して水銀の濃度を測定する装置はない． 

 

5555 番番番番    大津市の一般廃棄物最終処分場（1988 年）は、後 6 年で埋立は完了し、次の候補

地の検討が始まっている．地域住民間で次の候補地に関して対立があり紆余曲折があっ

たが、現時点では白紙となっている． 

 

6666 番番番番    比叡山大霊園隣接地の土砂捨場は、B 社が 2006 年頃から、土砂を 30 万㎥、高

さ約 55m に積み上げた．大津市土砂条例に違反し雨が降ると土砂が濁流となり和邇川下

流に堆積し、川底が高くなって浚渫を行った．農業用水路は塞がり農家に被害も出てお

り、土砂崩落や作業事故が 2013 年に発生した．大津市は 54 回行政指導を行ったが、業

者はこれに従わず、2014 年 12 月に大津市は、土砂条例の部分改定を行い、欠格要件を

取り入れて、業務を停止させた．原状回復を求める地域住民の要望に対しては、大津市

は公害調停に応じ、景観にも配慮した行政代執行が進められている．しかし、2 億 3000

万円と推定されている行政代執行費用をB社から回収することは不可能とみられている．  
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7777 番番番番    伊香立下龍華町の残土捨場は、1993 年頃から農地の嵩上げと言う名目で、谷に産

廃混入の土砂が搬入され、近隣住民の家より高い山が築かれた．雨が降ると濁流が発生

し、一部崩落が認められるが、市道が塞がれた状態で 10 年以上放置され、さらなる土砂

崩落が発生しかねない状態になっている．ここの C 社は、解散して所在不明であり、地

元住民の対応も明確になっていない． 

 

  8888 番番番番    安定型最終処分場は、D 社により 1988 年から操業を開始し、2004 年 31,200 ㎡

に拡張、2005 年にプラスチックの埋立許可を取得．2013 年の第 4 次拡張で環境アセス

メントが行われて、2014 年大津市はこれを許可した．埋立体積は合計 100 万㎥で、水処

理施設はなく、重金属などの溶出が心配される．浸出水は和邇川に放流されるが、環境

ホルモンへの影響等は不明である．湖西道路や周辺道路が廃棄物を積んだダンプが行き

かうところで、ダンプ公害も心配される． 

 

9999 番番番番    E 社の残土処分場（2011 年）は、一帯が過去からの不法投棄現場でその上に、土

砂条例に違反して、残土を捨て続けた現場．2013 年大津市は撤去命令を出している．土

砂の搬入は止まったが、E 社はその土地を A 社に譲渡した．撤去命令は実行されず、撤

去用の搬入道路を造るとの名目で、新たな周辺の形質変更がA社によって行われている．

雨が降ると濁流が喜撰川に流れ、川底が高くなり浚渫の必要に迫られている． 

 

10101010 番番番番    和邇中、産業廃棄物・資材置き場（2013 年）は、現時点で最大の環境上の問題

個所．現風景が変えられた場所の一つ．1986 年、湖西道路開通で不法投棄が加速され、

周辺は谷であったが、2000 年頃谷は廃棄物で埋まり、冬になるとそこから湯気が立ち上

る現象が、山側の栗原地区から目撃されている．2008 年には谷は丘となり濁流が国道 477

号線を塞いだ．2011 年からは土砂の不法投棄が進み、土砂の塀で囲まれたような現在の

風景が 25 年間で出来上がった．撤去命令、除去命令は実行されず、高さ約 60ｍに積み上

げられた土砂・廃棄物の上に、現在も 1 日数百台のトラックが資材を投棄しており、昨

年 10 月、「産廃富士の山」
3 と称することにした山が出現した． 

2014 年、A 社により和邇インター周辺が 30 万平方メートルに渡って買収された．買

収は現在も進められているが、その内の 17 万平方メートルを残土捨て場として活用する

計画が、2014 年に大津市に持ち込まれた．現在、A 社は資材置き場に資材を置くと称し

て、大量の資材（＊汚染土壌処理後の残余物等と推定、セメント固化剤が含まれ、グッ

ズとバッズの両面を持つ）が運び入れる状態が続いている．多くは滋賀県以外からの搬

入で、雨が降ると濁流が喜撰川と和邇川に流れ、最終的に琵琶湖の汚染が心配される． 

                                                  
3 地元民がゴルフ場から富士山が見えるといいだし、奈良県五条市で「産廃富士」が問題と

なっていたため、「しがの会」は、「産廃富士の山」と呼ぶことにした。 
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第第第第 4444 表表表表大津市北部のニンビー（迷惑施設）大津市北部のニンビー（迷惑施設）大津市北部のニンビー（迷惑施設）大津市北部のニンビー（迷惑施設）    一覧一覧一覧一覧    

 

番 号 名  称（種類） 住  所 
設 立 

（発生） 

面積

（㎡） 

備 考 

 

① 
採石処理 

 
伊香立途中町 

1970 年 

(昭和 45) 
25.5 万 

 

② 
産業廃棄物中間処理 

施設 
伊香立途中町 

2001 年 

（平成 13） 

12.5 万 

(合計) 

番号１と同一

敷地 

③ 
汚染土壌処理施設 

 
伊香立途中町 

2010 年 

（平成 22）  

② + ③

12.5 万 

番号１と同一

敷地 

④ 
一般廃棄物焼却施設 

(大津市施設) 
伊香立北在地町 272 

1989 年 

(平成元) 
1.7 万 

 

⑤ 
一般廃棄物最終処分場 

（大津市施設) 

伊香立下龍華町

815−1 

1988 年 

(昭和 63)  
４万  

増設１・２期 

を含む面積 

⑥ 
残土処分場 

(比叡山大霊園 隣接地) 
栗原 

2004 年 

(平成 16)  
7 万 

30 万㎥ 

高さ 60ｍ 

⑦ 
残土処分場 

（農地の嵩上げ） 
伊香立下龍華町 

1993 年頃 

から 
7.5 万 

 

⑧ 
安定型最終処分場 

（和邇インター隣接） 
栗原字半道 

1988 年 

2013 年 

100 万

㎥(量) 

第 4 次 

拡張合計 

⑨ 
残土処分場 

（和邇インター隣接） 
栗原 

2011 年 

 

9,800 

 

撤去命令場所 

⑩ 

和邇中産業廃棄物・資

材置き場（和邇インタ

ー隣接） 

和邇中安房谷付近 
2013 年 

 
30 万 

一帯を A 社が

買収 

⑪ 
残土処分場 

（農地嵩上げ） 
伊香立南庄町 2011 年 

6,300㎥

(量) 

シアン汚染 

土壌封込め 

⑫ 
(リサイクル施設) 

産業廃棄物中間処理 
和邇中 590 

（1990 年） 

1993 年 

2.8 万 

＋ 

（アスファル

ト）破砕・資

材の販売 

⑬ 
産業廃棄物中間処理 

(コンクリート粉砕) 

和邇中 

 
1994 年 1,449 

志賀日赤病院

前 

⑭ 
安定型最終処分場 

 

北浜 

 
1994 年 

2．4 

万 

2007 年、 

硫化水素ガス

発生 
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11111111 番番番番    伊香立南庄町の残土捨場（2011 年）は、農地の嵩上げの名目で残土が搬入され、

周辺から鉛、ヒ素などが検出され、大津市の調査で 2014 年 10 月、シアンが検出され

た．大津市は撤去命令を出したが、F 社は費用がかかるので出来ないと大津市に回答し、

市は撤去命令を現地封じ込めに変更した．住民の不安は完全には取り除けていない． 

 

12121212 番番番番    産業廃棄物中間処理施設（1993 年）は、G 社により、アスファルトの中間処理

が行われており、時々煙突から煙りが揚がっている．ダイオキシン対策に問題がない

か不安が残り、且つ、資材置き場としても活用されており、残土が大量におかれてい

た時期もあった．近くに住宅地、病院があり粉塵などが心配されている．土砂等も和

邇川周辺に積まれており流出が心配される． 

 

13131313 番番番番    産業廃棄物中間処理施設（1994 年）は、H 社によりコンクリートの粉砕が行わ

れているが、病院に隣接しているため、騒音や粉塵が心配されている．周辺は住宅地

でもあるが、病院や住宅は後から建築された． 

 

14141414 番番番番    安定型産業廃棄物最終処分場は、1994 年に許可を得て操業を開始したが、2007 

  年、硫化水素ガスが発生し、近くに中学校もあり、一時期パニック状態が生じた．A 社

は県の指導で対策を講じたが、石膏ボードは除去されておらず、最終処分場の下流で

暮らす住民の不安は解消されていない．最終処分場近くを源流とする生川のホタルは

全滅した．地域住民は、ダンプ通行台数を１日 10 台(平均)、最大 30 台との協定を A

社と 2013 年に締結した．最終処分場は、埋立開始から 20 年を超え、拡張が計画され

ているようで、周辺の土地買収が続いている． 

 

3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2     大津市への大津市への大津市への大津市への土砂土砂土砂土砂・廃棄物・廃棄物・廃棄物・廃棄物の搬入量：の搬入量：の搬入量：の搬入量：残土の搬入量は調査データがないが、大津地

区に汚染土壌・産業廃棄物がどの程度持ち込まれているかの目安として、第 5 表に汚

染土壌・産業廃棄物搬入量を示す．大津地区の産業廃棄物搬入量は、滋賀県には 2004

年以降の 10 年間しかデータが保管されていない．大津市へは 2009 年以降のデータが

移管されている．多くは県外からの搬入だが、県内と県外に分離したデータは無く、

安定型産業廃棄物最終処分場への搬入は、事業者の申告データである．事業者からの

埋立自主申告によるデータでは、当然、不法投棄による搬入量は判らない． 

環境省調査によれば 2010 年度の都道府県別不法投棄件数は滋賀県が最も多かった． 

（京都新聞：2011.12.29）。大津市には、安定型最終処分場が北部に 2 ヵ所、南部に 1

ヵ所あり、アクセスは北部の方が優れている． 

第 5 図に 5 年前に大津市が行った大掛かりな土砂・産業廃棄物調査結果を示す．調

査結果を示す新聞報道（毎日新聞： 2010.5.9）では、搬入量は年間最大 202 万トン、

産業廃棄物は 67 万トン、土砂を 135 万トンと推定している．湖西道路の無料化に伴っ
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てその影響がどの程度あるか知ろうとしたもので、1 度だけの半年間にわたる調査を基

に推計が行われ、上記の数字が出された．不法投棄事件もたくさんの事例を挙げてお

り、記事の中で不法投棄対策課は、「（大津市が）産業廃棄物・土砂の受け皿になって

いることは事実」と語っている．10 トンダンプカーの推定数が 1,000 台／日なので、 

 

第第第第 5555 表表表表    滋賀県大津地区滋賀県大津地区滋賀県大津地区滋賀県大津地区    汚染土壌・産業廃棄物汚染土壌・産業廃棄物汚染土壌・産業廃棄物汚染土壌・産業廃棄物    搬入量搬入量搬入量搬入量    

年年年年    度度度度    

汚染土壌汚染土壌汚染土壌汚染土壌    

搬入量搬入量搬入量搬入量    

((((千千千千 t)t)t)t)    

汚染土壌汚染土壌汚染土壌汚染土壌    

搬入量・県内搬入量・県内搬入量・県内搬入量・県内

((((千千千千 t)t)t)t)    

産業廃棄物搬産業廃棄物搬産業廃棄物搬産業廃棄物搬

入量入量入量入量    

((((千千千千 t)t)t)t)    

備備備備    考考考考    

2014 2014 2014 2014 (平成 26 年)    
336336336336    

(2014.4(2014.4(2014.4(2014.4～～～～12)12)12)12)    
13131313    データ処理中データ処理中データ処理中データ処理中    

    

    

2013 2013 2013 2013 (平成 25 年)    206206206206    8888    139139139139    

公害調停 

    

2012 2012 2012 2012 (平成 24 年)    193193193193    
    

71717171    
    

    

2011 2011 2011 2011 (平成 23 年)    185185185185    
    

51515151    
    

    

2010 2010 2010 2010 (平成 22 年)    86868686    
    

51515151    
汚染土壌処理業 

許可    

2222009 009 009 009 (平成 21 年)    

    
    

    
113113113113    

滋賀県から大津

市へデ―タ移管 

2008 2008 2008 2008 (平成 20 年)        
    

116116116116    
    

    

2007 2007 2007 2007 (平成 19 年)    

    
    

    
145145145145    

    

2006 2006 2006 2006 (平成 18 年)        
    

107107107107    
    

    

2005 2005 2005 2005 (平成 17 年)        
    

191191191191    
湖西道路無料化 

 

2004 2004 2004 2004 (平成 16 年)            191191191191    
    

    

出所：滋賀県環境政策課、大津市環境政策課、大津市産業廃棄物政策課 

   

現在の大津市北部の実態はこの数字に近いと推定される．県外からの産業廃棄物の

大津市への搬入に関しては「大津市県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」が



18 
 

第第第第 5555 図図図図    「大津へ産廃大動脈」「大津へ産廃大動脈」「大津へ産廃大動脈」「大津へ産廃大動脈」    
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あり、指導がおこなわれている． 

2010 年 4 月から、汚染土壌搬入が本格的に始まり、その搬入量は、現在、年間 40

万トン以上と推定される。土砂・廃棄物の搬入量は 5 年前よりも増えていると思われ

るが、大津市によるその後の本格的なの調査は行われていない．2014 年 12 月に比叡

山隣接地の残土投棄が中止となったため、現時点（2015 年 6 月）での土砂・廃棄物搬

入量は減っている可能性もある． 

大津市北部には土砂・廃棄物搬入 3 ルートが存在する．（①名神高速道路－湖西道路 

経由、②三重県－琵琶湖大橋 経由、③京都府－途中峠 経由） 

2014 年 12 月に大津市は 1 度だけ、途中の汚染土壌処理の搬入・搬出のダンプ台数

を調べている．ここは、採石の資材、中間処理資材、汚染土壌が出入りしており、残

土・汚染土壌・産業廃棄物の区別は出来ないらしい．平日の 1 日だけのダンプ台数で

採石、産業廃棄物中間処理、汚染土壌処理の合計台数を事業主の許可を得て調べたが、

その結果は公表されていない． 

 

3.2.3.2.3.2.3.2.3333        大津市と大津市と大津市と大津市と近畿近畿近畿近畿 2222 府府府府 4444 県の土砂条例－比較県の土砂条例－比較県の土砂条例－比較県の土砂条例－比較    ：：：：地方公共団体における土壌汚染対

策に関連する条例・要綱・指導指針の制定状況は、環境省が 2010 年にまとめた資料 4 

がある．200 を超える市町村が条例などを制定しているが、都道府県で土砂条例を制定

している府県は、７月に施行される大阪府で 18 府県と半数には達していない．土壌、

地質の性状の解釈の違いや地域特性があり、大津市の条例と共に、近畿 2 府 4 県の主

な項目の比較表を第 6 表－１、第 6 表－2 に示す． 

近畿 2 府 4 県の土砂条例を比較することによって、土砂に対する取り組みの姿勢や 

状況が判る．兵庫県、和歌山県、京都府は、条例に対する取り組みは早く、地域の特性を

取り入れた条例となっている．大阪府の条例は、大規模崩落が 2014 年に発生したため、

本格的な土砂対策に乗り出し、今年 7 月に施行された．最も新しくなる大阪府の条例は、

豊野町の大規模土砂崩落を教訓にして、地域の状況に沿った内容となっており、すぐれた

点が多くみられる．例えば、申請場所を定めた技術基準で、1 件 1 件審査するようになっ

ている．資力による審査基準も設定しており、土砂の搬入処理が実行できる資力があるか

も審査対照となっている．一時堆積に関しては、積み上げ出来る高さは 5m と低く、且つ、

搬入地域は、高さ 1m に対して水平距離 10m 以上のなだらかな土地を指定している． 

        これに対して、琵琶湖を抱える滋賀県は、知事が条例制定の検討を約束しているが

消極的である．消極的な理由としては、制定するとなると全県的な必要性の調査をし

なければならず、大津市以外は大規模残土投棄は見当たらないというのが、実務担当

者の答えであった．2 府 4 県の土砂条例と、中核都市である大津市の条例を比較してみ

ると、大津市は 2014 年の大改正で、事前積立金（問題がなければ、残土投棄終了後返

済）など優れた点も見られる。    
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                第第第第 6666 表－表－表－表－1 1 1 1 近畿近畿近畿近畿 2222 府府府府 4444 県の土砂条例・比較表県の土砂条例・比較表県の土砂条例・比較表県の土砂条例・比較表                平成 27 年 5 月 15 日 

項目    県名 滋賀県 京都府 奈良県 （大津市） 

土砂（残土）条例 

の制定（施行日） 
未定 

H.21.3.27 

(H.23.3.25 改正) 

H.19.9.1(要領) 

(H.25.11.1 改正） 

H.17.12.26 

(H.26.7.1 大改正) 
 

目的   ― 

不適正な土砂等に 

よる土地の埋立防止、 

生活環境の保全等 

生活環境の保全 

等 

産業廃棄物・土砂等の 

不適正な処理の防止 

災害発生の防止 

 許可が必要となる 

事業面積（㎡） 
  ― 3000 ㎡以上  15,000 ㎡以上  

1000 ㎡以上 

(:窪地 500 ㎡) 

許可の高さ制限 

（ｍ） 
  ― 10ｍ以下    ― 10～20ｍ以下 

許可期限 

（年間の土砂量） 
  ― 

埋立期間の事前 

申請。制限なし 
  2 年 

3 年 

（ 不明 ） 

 

住民との事前協議   ― 
計画段階で住民に 

必要な周知を図る 
  必要 必要 

濁流・崩落・飛散の 

防止対策 
  ― 

生活環境の保全 

災害防止 
許可基準に明記 許可基準に明記 

土壌安全基準   ― 

土壌環境基準 

面積関係なく適応 

（不法投棄抑止） 

   ― 

規則（同左） 

面積に関係なく適応 

（不法投棄抑止） 

チェック体制 

 
        ――――    

土壌検査の義務 

付け・展開検査 
  あり 

土壌検査・水質検査・ 

立入検査 

（特徴等） 

 

 

 

砂防法で 

砂防区域だ 

け許可制。 

 

展開検査の義務 

付けが特徴。 

土砂量は把握して 

いない。 

建設発生土の民間 

受入施設登録の 

許可に関する要領 

(＊有効性は疑問） 

保証金の設定 

景観にも配慮した考え 

が市側にある。 

    

土砂・残土条例制定県：土砂・残土条例制定県：土砂・残土条例制定県：土砂・残土条例制定県：千葉県、茨城県、埼玉県、栃木県、神奈川県、福島県、山梨県、 

京都府、和歌山県、兵庫県、広島県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、大分県、 

（以上、2009 年までに制定）、岐阜県、大阪府． 

 

 しかし、搬入量の規制はなく、近畿圏からの搬入を規制する内容とはなっていない．

高さ制限など事業者側に配慮したと思われる部分が残っている．大津市側は県による

条例制定を望んでいるが、滋賀県は上述のように実務担当者はいまもって消極的であ

る．日本のどこかに土砂・廃棄物処分場は必要だが、近畿の水瓶の水源地周辺に投棄

するのは、好ましくない．    
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第第第第 6666－－－－2222 表表表表        近畿近畿近畿近畿 2222 府府府府 4444 県の土砂条例・比較表県の土砂条例・比較表県の土砂条例・比較表県の土砂条例・比較表                2015 年 7 月 1 日現在 

項目    県名 和歌山県 兵庫県 （大阪府） 

土砂（残土）条例 

の制定（施行日） 

H.20.10.3 

(H.23.8.1 改正) 

H.15.3.17 

（H.19.3.改正） 
H.27.7.1（施行） 

目的 

産業廃棄物・土砂等の 

不適正な処理の防止、 

生活環境の保全等 

産業廃棄物・土砂等の 

不適正な処理の防止、 

生活環境の保全等 

土砂埋立の適正化、災害 

防止、生活環境の保全 

許可が必要となる事

業面積（㎡） 
3000 ㎡以上 

1000 ㎡以上 

高さ：垂直で 1ｍ以上 
   3000 ㎡以上 

許可の高さ制限 

（ｍ） 

なし、垂直 1ｍに対 

して 1.8ｍ以上の勾配 

30ｍ以下で 

5ｍごとに小段 

10～20m 技術基準による 

審査。一時堆積は 5m 以下 

許可期限 

（年間の土砂量） 

埋立期間を事前申請 

期限の制限なし 

埋立期間を事前申請 

期限の制限なし 
    3 年 

住民との事前協議 
住民への周知 

(市長村長の意見聴取) 
なし    必要（説明会） 

濁流・崩落・飛散の 

防止対策 
許可基準に明記 許可基準に明記   許可基準に明記 

土壌安全基準 

土壌基準・水質基準 

面積関係なく適応 

（不法投棄抑止） 

規則（土壌汚染対策法、 

廃棄物処理法の基準） 

（不法投棄抑止） 

 土壌基準・水質基準 

チェック体制 

 

徴収・立入検査 

(部分的展開検査) 

立入検査（帳簿類・物件 

検査・試験用の収去） 

徴収・立入検査、警察 

本部長からの意見聴取 

備考（特徴等） 

 

 

 

土砂の層を通過した 

浸透水の基準が存在 

特定物（タイヤ・自動車 

・家電機器）や 

建設資材廃棄物の保管 

基準を定めている 

2014.2.25 豊野町で土砂 

が崩落。 

 

 

3.3  3.3  3.3  3.3  土砂土砂土砂土砂・廃棄物・廃棄物・廃棄物・廃棄物と地域の環境保全活動の困難性と地域の環境保全活動の困難性と地域の環境保全活動の困難性と地域の環境保全活動の困難性    

「しがの会」は 5 年に渡って比良山系周辺の里地・里山の環境保全の活動を展開し

てきたが、ほとんど成果を上げることはできなかった。地域の環境保全活動の困難な

理由・原因を実際の行動を通して見てみる．特定の地域が残土(土砂)・汚染土壌・産業

廃棄物によって、徐々に自然環境、生活環境が破壊されて行くことを止める有効な実

証的研究は少ない．畑論文、「滋賀県下の廃棄物問題」は数少ない警鐘をならした研究

であり、裁判などの行動もおこしている．畑論文より領域はせまくなるが、1975 年（昭

和 50 年）1970 年（昭和 45 年）から続いている、大津市北部の比良山系周辺に土砂・

廃棄物を捨てる環境破壊がなぜ止められないのか検討した．    
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3.3.1  3.3.1  3.3.1  3.3.1  不十分な不十分な不十分な不十分な行政の対応：行政の対応：行政の対応：行政の対応： 琶湖周辺に十分な対策をとることなく、土砂・廃棄物の搬

入が続けば、やがて琵琶湖がダメになることは容易に推察される．大津市北部は山と

琵琶湖の距離が短かく．南湖はすでに湖底がヘドロで覆われている．なぜ搬入が止ま

らないのか、最初に行き当たるところは行政である．2009 年大津市は中核都市に移行

し、産業廃棄物行政は滋賀県から大津市へ移行した．これに伴って、大津市の行政組

織は改変され、現在の産業廃棄物対策課、不法投棄対策課、環境政策課、ごみ減量課

がスタートした．産業廃棄物対策課は全く新しい課であり、不法投棄対策課は、2007

に発足した不法投棄対策室を課に昇格させた．環境政策課の前身は、環境保全課でそ

の中に環境企画グループ等も含まれていたが、2009 年にこの課は環境政策課となる． 

大津市による旧志賀町の吸収合併は、2008 年で旧志賀町の不法投棄に対する危機感

が引き継がれたか疑問だが、職員は大津市職員となった．和邇学区自治連合会や「し

がの会」は、毎年、環境政策課、不法投棄対策課、環境部長、副市長等行政側組織と

接触や面談を行い、繰り返し環境問題を訴え続けている．しかし、部分的な対処・対

策は出されてくるが、土砂・廃棄物搬入量は減少を見ることなく、濁流の発生や里山

の荒廃、原風景の破壊は続いている．具体的に 4 点に焦点を当てた検討結果を記す． 

 

①①①①大津市大津市大津市大津市土砂条例改正：土砂条例改正：土砂条例改正：土砂条例改正：大津市は、土砂条例の改正で土砂・汚染土壌・産業廃棄物に

対処しようとした．2006 年（旧志賀町）、2009 年、2014 年に土砂条例が制定・改正さ

れている．2009 年の改正は、旧志賀町の条例を大津市全域に拡大する改正であった．

改正の目的の 1 つは、土砂に産業廃棄物が混入されて来るのを防止する事であった．

しかし、2006 年からの旧志賀町の体験は、2009 年の条例改正には反映されず、条例改

正は形式的改正にとどまった．京都府のすでに施行されている条例は、土砂に産業廃

棄物が混入されて来るのを防止するため、展開検査を義務付けていた．展開検査は産

業廃棄物と同一の検査基準になり、土砂条例に適応することは、厳格な条例となる． 

大津市の 2009 年の条例は、和邇学区自治連合会を通して、京都府並みの条例改正を

要求したが聞き入れられず、京都地区からの土砂搬入を招いてしまった．第 4 表 6 番

の比叡山大霊園隣接地に見られる残土投棄は、産業廃棄物も混入されていたが、土壌

安全基準に適合しているというのが、大津市の見解であった．2014 年の大改正は、こ

の教訓からかなり前進した改正であり、近畿 2 府 4 県の土砂条例と比較すると同等の

内容となっている．しかし、展開検査の導入は採用されず、近畿圏からの土砂の搬入

は止まらない．さらに、条例が内容通り運用されるかが大事になる． 

 

②大津市②大津市②大津市②大津市    市長市長市長市長の政治姿勢との政治姿勢との政治姿勢との政治姿勢と管理職管理職管理職管理職の在職期間：の在職期間：の在職期間：の在職期間：市長の考え方が環境重視か開発優先か

で環境に対する対応はかなり違ってくる．2000 年から 2015 年までの期間を見ると、

市長は 3 人登場し、現市長は就任 1 期目の弁護士出身市長だ．  
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前市長は豊島の汚染土壌搬入を認めていたが、現市長は豊島の汚染土壌搬入では、

事業者側に協力しなかった．比叡山大霊園隣接地の公害調停に関しては、景観に配慮

した調停に同意している。 

一方、市長の下で働く職員は、人事権が市長にあるため、市長の考え方に大きく影 

響される．環境に配慮した行政施策を積極的に進めるか、産業界の要求を重視するか

に分かれる．一般的には環境問題は中立的とみられるが、大津市の場合は市長で違っ

てきている．A 社に対する水洗浄処理の許可も、比叡山大霊園近傍の残土投棄も、前市

長の時に発生しており、それを促進する行政で、環境に対する負の影響に対して取り

上げないことが多かった．そこで環境関係課長職以上の在任期間を調べた． 

第 6 表に示す環境関係課長職以上の在任期間は、平均 1．4 年と短い．1～2 年では

部課長がリーダシップを取って仕事をすることは不可能に見える．土砂・汚染土壌・

産業廃棄物に対する対応は、知識が蓄積されず、頻繁な異動はそれを拒んでいるよう

に見える．実績や責任の所在が不明確となる．比叡山大霊園近傍の残土投棄は大津市

財政にマイナスの影響が発生したが、担当部課長が責任を取ったという事を聞かない．

ただ、環境部の中で移動している課長もおり、知識、経験を積んだ管理職も育ち始め

ているように見える。 

    

③汚染土壌の③汚染土壌の③汚染土壌の③汚染土壌の情報公開：情報公開：情報公開：情報公開：2010 年 4 月 1 日から汚染土壌処理の許可が A 社に対して行わ

れ、にわかに脚光を浴びた．それ以前から小規模で土砂の水洗浄処理は行われていた

が、大津市は許可を急いだため、2010 年 4 月 1 日の許可内容に間違いがあった． 

「しがの会」は汚染土壌の情報公開を 5 回行った。巻末に資料として掲載したが、濃

度の上限のない汚染土壌の持ち込みを許可したのは、前市長の時であった．許可直後

に搬入された汚染土壌の汚染濃度、搬入量のデータが出て来たのは、2 年半経過した第

4 回目の情報公開の時だった．市長は現市長に変わっていた．滋賀県下で初めて土壌汚

染水洗浄処理施設を許可したわけで、許可内容に沿って操業が行われているか注意を

払い、環境省ガイドラインに沿ったしっかりした管理監督をする必要があった。抜き

打ち検査等も実施するのが一般的と思われるが、そのようなことは全く行われなかっ

た。お任せ構造、管理・監督の杜撰さが情報公開結果から認められた．しかし。その

後、現市長になり汚染土壌の搬入量を県内と県外に分離するようなデータがとられる

ようになった．土砂・廃棄物減量の手がかりが得られた．2013 年、県内で出された汚

染土壌は全体の４％しかなかった．又、第 5 表から急激に汚染土壌搬入量が増加して

きていることが分かる．汚染土壌の搬入先と処理後の搬出先、マテリアルバランス等

知りたい点だが、企業秘密を盾に大津市は踏み込んだ情報は取れないとしている．問

題点は住民側で見つけなければならない．滋賀県警 OB や大津市職員 OB が A 社には

顧問として採用されており、立ち入り検査が有効に活用されているか疑問で、行政に

対する不信感が出てくる． 
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④大津市環境関係部署への面談、聞き取り調査：④大津市環境関係部署への面談、聞き取り調査：④大津市環境関係部署への面談、聞き取り調査：④大津市環境関係部署への面談、聞き取り調査：2012 年から毎年、環境政策課、廃棄

物対策課、不法投棄対策課 課長に面会して要望や意見交換を実施しているが、縦割り

行政で大津市北部の環境問題に対する全体像や環境政策は見えない．第 4 図のニンビ

ーの担当部署は４課に分かれ、こちらが希望する資料や数値がない（例えば、ダンプ

の搬入・搬出台数。土砂搬入量）．土砂・廃棄物としての量が増えているのか、減少し

ているのか判らない．この 4 課との面談は課長がくるくる変わるために、継続した話

し合いは出来ていない．しかし、癒着構造をなくすには必要な人事異動かもしれない．  

各課長との面談では、いずれも法令・条例・規則に沿って対応しており、担当課に

は問題がないという回答がほとんどであった．証拠写真を提示し、模造紙に拡大写真

を張って環境破壊の現場や濁流の状態を説明するが、行政を動かすことはできなかっ

た．市民側からすると行政の不十分な対応になる．畑元大阪市立大学教授による行政

を動かした例外はある．（2015.7.17 京都新聞 大津市野瀬川鉛検出）
5 ． 

環境部長には、2013 年には面会を拒否され、今年新しい環境部長と 3 月に面会でき

た．3 年間で 1 度の面会である．この環境部長も 4 月で交代した．ニンビーが 10 ヶ所

以上も集中している大津市北部の環境政策は、各課長との面談で「都市開発をどうす

るか」と言った部長職以上の会議の議題らしい事が判明した．大津市北部の環境問題

は、部長面会が 3 年に 1 度では、大津市上層部には伝わらない．  

 

3.3.2  3.3.2  3.3.2  3.3.2  地域住民の地域住民の地域住民の地域住民の立場と伝わらない環境破壊立場と伝わらない環境破壊立場と伝わらない環境破壊立場と伝わらない環境破壊  

①風の人、土の人：①風の人、土の人：①風の人、土の人：①風の人、土の人：大津市北部の山側に廃棄物が捨てられ続けていることは、2 回の住民

紛争等を通して住民はある程度知っている．栗原地区の人々は数十年に渡ってそれを

見ている．高度経済成長期に都会から移り住んできた人を「風の人」、古くから住み、

田畑や山を所有している旧村の人を「土の人」と言う言い方がある．2001 年に発生し

た栗原地区近傍を計画地とする産業廃棄物焼却施設建設計画では、旧志賀町を 2 分し

た紛争が 6 年間続いた．住民同士の対立の根底にあったものは、価値観や意思決定の

プロセスにあった。その時の人口割合は、「風の人」と「土の人」、五分五分であった．

現在は「風の人」の割合が 6 割となっているが、その多くは無関心層である．  

かって環境活動にかかわった人も老齢化が進み、琵琶湖の水源地である里山が土砂

などで埋められ、その土砂が川に濁流となって流れても反応が鈍い．目につきにくい

場所で行われている土砂・廃棄物投棄は、世論の結集が困難である． 

   一方で、老齢化のために耕作放棄地が増え、水源地としては大切だが有効活用の道

が見いだせない谷や沢などは、購入してくれる人があれば、手放したいと考えている

「土の人」が多い．自分の後を継いで田畑を守り、次の代に伝える人が居ない．毎日、

ゆっくりと拡大していく環境破壊は人々に伝わりにくく諦めも見られる．自分たちが

住む地域を大切に守ろうとする若い人が育ってこない．利益や目に見える成果が出な

い活動に対して、多数の人が活動を続けることの困難さがある． 
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②自治会組織の活動、環境団体の活動：②自治会組織の活動、環境団体の活動：②自治会組織の活動、環境団体の活動：②自治会組織の活動、環境団体の活動：住民の意思を代表する組織として、自治会が

ありそれらの自治会が学区ごとに集まり、大津市は自治連合会を形成している．行政

の末端組織としての機能を有し、農業団体、漁業団体、社会会福祉協議会等もあるが、

中心は自治連合会である．その数は約 60 で自治会の数は 600 程になる。 

大津市北部に限定すると 7 つの自治連合会があり、環境に対する考え方には差があ

る．JR 湖西線開通後に都会から移り住んできた「風の人」と言われる住民からなる自

治会は、会長が原則毎年交代する．自治会長のなり手がなく組織は疲弊してきている．

とても継続して環境問題には取り組めない．（それでも 2013 年の豊島の汚染土壌搬入

問題では立ち上がった）． 

旧村の人々が中心で運営されている自治連合会は、特定の人が自治連合会を長期に

居座ってしまい、環境活動が停滞するという弊害も出ている．透明で民主的な運営に

欠け、土砂・廃棄物問題が広く市民に知れ渡ることがない．何よりも騒ぎを起こさな

い事に心がけ、丸く収めることを良しとする風土だ．お互いに最後まで助け合う連帯

感も風土として存在しており、祭などの伝統文化は継続されている。環境問題に対す

る知識には欠け、大津市や静脈産業事業者と取引をして問題解決をしようとする。 

土地改良区と言う活発に活動する農業団体があり、豊島の汚染土壌搬入問題や伊香

立ちの土壌からのシアン検出問題などで先頭を切り活躍している。しかし、政治的イ

デオロギーを異にするためか、各自治連合会とは協力関係が出来ていない。土砂・廃

棄物の関西圏からの搬入を止めるための超党派的住民団体の結束は難しい。豊島問題

では、各自治連合会や農業・漁業・環境団体などが集まり、搬入は阻止ができた．し

かし、それは一時的に終わってしまい、大津市北部の土砂・廃棄物問題解決には結び

つかなかった．  

 

③③③③    ホタル・シジミ・アユに見られる地域の環境再生：ホタル・シジミ・アユに見られる地域の環境再生：ホタル・シジミ・アユに見られる地域の環境再生：ホタル・シジミ・アユに見られる地域の環境再生：「しがの会」は地域を見つめ直

すために、ホタル・シジミ・アユの調査を実施した．生物を通して環境破壊を見て行

く方法は、一定の理解が得られて、昔と比べて破壊が進んだことを認める人が多い．  

しかし、そこから先の環境再生行動につながらない．仲間を増やし、行動する人を

増やさないと、しがの里山や川を守ることは不可能だが、問題点は解決されていない． 

大津市北部に環境団体が必要なこともある程度理解されている．しかし、新たに行

動する人が出てこない．実生活とは関わりがないところの活動と一般の人には映る．

多くの働く人々にとって、ホタルが居なくなり、アユやシジミが取れなくなっても、「そ

れがどうした」と受け止める．地域の環境を守ろうとする世論は少なく、そこを乗り

越えて行く運動は見つかっていない．5 年間の活動を通して、土砂・廃棄物問題が地域

住民に十分に浸透せず、関心がある環境グループが育ってこない．「しがの会」の大津

市北部の環境活動は不十分で、問題解決の困難性の理由はここにも存在する． 
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第第第第4444章章章章    考考考考    察察察察：：：：  

 4.14.14.14.1. 残土残土残土残土（土砂）（土砂）（土砂）（土砂）、汚染土壌、産業廃棄物と環境問題、汚染土壌、産業廃棄物と環境問題、汚染土壌、産業廃棄物と環境問題、汚染土壌、産業廃棄物と環境問題 

滋賀県大津市北部の「なぜ土砂・廃棄物搬入にブレーキがかからないか」を考察す

るに当たり、先ず、残土（土砂）、汚染土壌、産業廃棄物の問題点を整理しておく必要

がある．循環型社会を目指して、廃棄物に関しては多くの研究があり、汚染土壌に関

しても、研究が進んでいる．しかし、残土(土砂)に関しては、循環型社会にどのように

組み入れて行くかの研究は少ない．静脈産業の残土(土砂)、汚染土壌、産業廃棄物の条

例・法体系等の問題と地域の環境悪化の関係をはじめに考察する． 

            

4.14.14.14.1.1        産業廃棄物の問題点：産業廃棄物の問題点：産業廃棄物の問題点：産業廃棄物の問題点：産業廃棄物に関しては、法体系も整備され廃棄物の排出量

や処理量のデータも整備されている．2012年度の環境省データでは、総排出量は3億

7,914万トンで、汚泥（43.5%）、動物のふん尿（22.5%）、がれき類（15.5%）で、上位

3品目で8割以上を占めている．処理の割合は、再生利用55％、中間処理等での減量化

42％、最終処分3％と推計している． 

現法律で地域の環境問題を見ると、大津市は安定型の最終処分場が3か所あり、その

内2ヵ所が大津市北部にある．これらの拡張計画や新規の建設計画が問題となる．第4

図D社の拡張計画の環境アセスに対して、筆者はパブリックコメントで、これ以上の産

廃施設を大津市北部に認めるべきではないと主張した．しかし、全く考慮されなかっ

た．廃棄物の処理または清掃に関する法律には最終処分場の数の規制はない． 

最終処分場は枯渇資源といわれ、大津市でも第4図14番目の安定型最終処分場は、周

辺の土地買収が進み、拡張しようとしている．耕す人が居なくなった休耕田を手放し

拡張に協力する人もいて、周囲の自然環境が守れるか心配される．休耕田は全国に多

いが、それが最終処分場や残土(土砂)捨て場になりやすい．最終処分場設置場所を市場

原理だけに任せておいてよいのかと言う問題がある． 

産業廃棄物の不法投棄は罰金の上限が2010年の法改正で法人の上限が3億円、個人

（ダンプの運転手等）1000万円に引き上げられた．しかし、1日1000台近いダンプで

10～20台のダンプが汚泥の混ざった土砂を持ち込んだとして、どのようにして違反を

見つけるのだろうか？不法投棄の手口は益々巧妙になり、気を抜くことはできない．

不法投棄を見抜く技術向上の必要性が存在する． 6 

    

4.14.14.14.1.2222        汚染土壌の問題点：汚染土壌の問題点：汚染土壌の問題点：汚染土壌の問題点：汚染土壌に関しては、2010 年 4 月 1 日より改正土壌汚染対

策法が施行され、『汚染土壌処理業のガイドラインや運搬に関するガイドライン』等が

環境省 水大気環境局 土壌環境課で作成され、且つ数回に渡り追加的改正が行われて

いる．その主要な点は、・調査対象の拡大と、・汚染地の区分け、・汚染原因者への求償

分の限定にあるが、人の健康被害防止のため、地下水等の摂取リスクと埃等の直接的

摂取リスク遮断に重点が置かれている．また、大都会での再開発は土壌浄化ビジネス
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を拡大させ、大津市北部への搬入拡大につながっている．
7 

大津市における問題点は、採石施設を汚染土壌処理施設として許可したことにある．

土壌汚染対策法の改正は、採石処理施設の転用を想定していなかったのではないか？ 

A 社の汚染土壌処理施設は、採石処理施設の転用で、汚染土壌を傾斜ドラムに水と共

に投入し、撹拌・分級して、砂利・砂・土に分ける方法である．粒系の小さい汚泥の

部分に有害物を付着させる方式で、短時間に大量の処理が可能であり、汚染度の異な

る汚染土壌を簡単に指定基準値以下に浄化できるのかと言う問題が存在する．汚染土

壌をドラムの撹拌時間約 10 分で、有害物が確実に除去できるか疑問が残る．『汚染土

壌の処理に関するガイドライン』は数回改定されており、この疑問に対応しつつある

ように見える．採石処理工程を全く知らない大津市に、汚染土壌水洗浄装置と処理の

管理・監督が可能かという問題もある．A 社は過去に多くの問題（処分場からの硫化水

素の発生、違法土地開発、濁流流出や河川法違反の取水）があった．それにもかかわ

らず大津市は、周辺住民に説明することなく 2010年 4月 1日の施行日に許可を出した．

許可内容には間違いがあった．なぜ急ぐ理由があったのだろうか？ 

採石処理施設、廃棄物中間処理施設(粉砕)が同居し、そこで土壌ロンダリング
4 と言

う行為が行われる可能性が存在する．下記ケースをチェックするように法律は出来て

いない。 

〈土壌ロンダリングのケース〉 

 ①汚染土壌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．資材となるケース． 

②適正処理の施設をほのめかし、採石の土と希釈(ブレンド)．そのまま通過（スルー）し

て埋めるケース．横流しされるケース等．  

土壌ロンダリングは処理コストを下げるには有効な方法になるが、処理の依頼者側

には適正処理サービスを望む動機はなく、安く処理してくれることだけを望む． 

  採石処理の装置を使い、且つ土壌ロンダリングを組み合わせれば、処理費用コストの

大幅ダウンが可能となる。 

 「しがの会」では、5回の情報公開を行い、問題点を追及してきたが、大津市の見解

は2010年の操業以来、水洗浄後の土壌は有害物がすべて指定基準値以下で、「処理済み

の汚染土壌に問題はない」との回答だった．水洗浄システムは、基本的にはクローズド

システムなので汚染水は外部に流れ出ない．しかし、水洗浄でホウ素など汚れた水は、

高分子凝集剤を用いて汚れ分を汚泥として除去することはできず、水質汚濁防止法の上

限近くになった時に、下水から排出される方式が一般的である．しかし、上記処理場は

2013年11月、豊島の汚染土壌搬入が問題となるまで、下水との接続がなかった．またシ

アン化合物で汚染された土壌に対して水洗浄システムではどのような凝集剤を使うか

                                                  
4 土壌ロンダリング：マネーロンダリングは、不法な取引によって得たお金をきれいなお金に洗浄するこ

とを意味するが、土壌の洗浄過程で行われる不適切処理。 
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も、情報公開で回答がない．また、2010年4月からの1年間のデータが、第4回情報公開

の請求まで2年半も提出されなかった．行政側には事業者側に協力しようという行動が

しばしば見られた．これらは、市民とって行政との間の不信感を助長する． 

一方、シアンを含んだ汚染土壌が、近隣で見つかったと言う情報が大津市から出され

た．これは、汚染土壌処理施設を管理している環境政策課ではなく、不法投棄対策課か

ら発表された．よく公表したと思われる．住民側から最初に汚染土壌の分析結果を行政

側につきつけない限り、行政は進んでネガティブな情報は公表しない． 

    

4.14.14.14.1.3        残土（残土（残土（残土（建設残土建設残土建設残土建設残土）の問題点：）の問題点：）の問題点：）の問題点：建設現場の土砂に混入した産業廃棄物や岩石等不要

なものを取り除いた後の土壌は、建設残土として扱われる．建設残土は建設発生土と

も言われ、建設工事や土木工事で大量に発生する．余剰のこれら残土は産業廃棄物で

はなく、コーン指数によって4ランクに区分けされ、有効利用できるようになっている． 

年間2億9000万トン発生する建設残土は、潜在資源性と潜在汚染性があり、見えないフ

ォローに入り込むと、適正な処理や再資源化は望めなくなる．
8 建設残土の大多数は不

要な残余物で土砂として処分されるが、その発生量は把握されず、多くの土砂条例は

持ち込み先の発生量が分からない． 

大津市北部に建設残土等の土砂が集まってくる理由は、谷に投げ込むことで処理コ

ストが安く、運搬の利便性があり、且つ、行政による管理・監督が厳しくないためで

あると推察される．運搬コストだけを考えれば、関東圏などからの搬入は、20キロ、1

トン、1,000円と言われている運送料金から考えると、採算的に不利となるが、処理コ

ストが格段に安ければビジネスは成り立つ． 

なぜ、安いコストでの処理が可能なのか？ 濁流防止などの対策をせず、谷へ投棄 

すれば安く付く．崩落事故が発生した比叡山大霊園隣接地は、京都からの搬入が中心

で、京都の条例は展開検査が義務付けられていた。明らかに大津市の条例は緩やかで、

且つ取締りが緩やかだと言うことを業者は見抜いていた．大津市の54回に渡る行政指

導は無視され、最後は京都府警が不法投棄の取り締まりで動いた． 

残土（建設残土）に関しては、年間全国で約3億トンと推定される量が発生してい

るにもかかわらず統計データが存在しないことが対策を困難にしているが、それに加

えて違反した場合の罰金刑の軽さが問題となる．廃棄物処理法で課せられた罰金（法

人は3億円、個人は1千万円）と比べて、比叡山大霊園隣接地の罰金は、法人が30万円、

個人は10万円で100分の1である．原状回復に大津市が必要としている予算は2億3000

面円である。比叡山大霊園隣接地は、推定50万トンで、1トン当たり7,000円とすると

35億円のビジネスが存在していた。これでは、あまりにもアンバランスである．条例

等による建設残土・適正処理の欠陥部分と言えよう．土砂条例には違法操業をさせな

いような罰金効果は存在しない．建設の過程で発生する残土は、産業廃棄物の一種と

みなした対応が望まれる．産業界側の安く自由に残土処理をやらせたいという意向と
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どのように折り合いをつけるか、困難な問題かもしれない．全国の200を超える市町

村は、建設残土の適正処理に頭を悩ましていると思われるが、大津市のように欠格要

件を入れることは大事だと思われる． 

残土に関しては将来的には法制定が必要と考えられる．（注． 朝日新聞「私の視点」

―法制定し適切な処理を―2014.4.20 拙者投稿文）．産業界をどう説得するか難しい問

題があるが、コストを考えると残土の最終処分場は現状の産業廃棄物最終処分場とは

異なる構造となってもやもうえない． 

大量残土埋立（3000㎡×10ｍ以上）には、次のような産業廃棄物や汚染土壌には、問

題とされなかった特徴的な問題点がある．残土投棄場所が整備されておらず、不適正

処理が行われると、下記の問題点が発生する 

 

        〈大量残土不適正処理の問題点〉 

①自然生態系の破壊や里地・里山等の荒廃、自然景観・原風景の破壊． 

②残土流出・崩落による人的・物的被害や地盤災害の発生． 

③濁流の温床．（自然の土壌と比べ、手を加えた土壌は濁流を生じやすい）． 

④不法投棄の温床．（目視による土壌の峻別は難しく有害化学物質混入が簡単）

⑤残土積み下ろしによる粉塵被害の発生．ダンプ公害等． 

    

4.4.4.4.2 2 2 2 不十分な行政の対応不十分な行政の対応不十分な行政の対応不十分な行政の対応        

            大津市土砂条例改正、市長の政治姿勢と職員の在職期間、汚染土壌の情報公開、大

津市環境関係部署への面談等を通して、環境破壊を阻止する困難性に対する行政の対

応を見て来た．現状は、個別的対応に終始し、5年前の市の調査で土砂・廃棄物搬入、

年間202万トンと言うデータ（毎日新聞 2010.5.9）が、大津市環境部各課に伝わって

おらず、県外からの土砂・廃棄物を減らそうという考え方が存在していない．ここに

最大の原因がある． 

大津市土砂条例改正では、2009年の改正時点では、濁流で農業に被害が発生してい

る時だったが、有効な手を打たず、事業者側が活動しやすいような改正だった．その

結果、行政代執行で2億3000円が必要となった．和邇川の浚渫費用や被害農家への補償

費用を加えればこの金額はさらに増える．行政には現場を見て地域住民からの声を聴

いて条例を作成する姿勢がなかった．大津市北部は京阪神からのアクセスがよく、地

形的に土砂の埋立地に適している．しかし、近畿の水瓶である琵琶湖を守る立場に立

てば、県外からの規制を強化する必要があった．大津市上竜華や下龍華の土砂埋立地、

和邇インター周辺の埋立とそこから発生する濁流は用水路を塞ぎ、農業・漁業に影響

する．行政の生活を守る適切な対応がされていない．2014年の大改正はこれらの反省

の上に作られ、不備な点もまだあるが、今後の条例改正に期待が持てる。 

市長の政治姿勢は大事で、2期続いた前市長は開発優先だったようで、汚染土壌処理
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施設の許可や2009年の土砂条例改正の決断が環境破壊につながった．職員もそれにな

らって事業者側に協力的に見えた．現市長になって環境重視の対応が見られるように

なってきた．しかし、市長の業務の中で、大津市北部の環境問題に時間を割くことが

出来る割合はわずかで、担当職員がどれだけ働くかにかかっている．現状での管理職

の在職期間はあまりにも短く、業務内容の習得やリーダシップの発揮、責任を取る体

制が不十分で、行政組織に問題がある．事業者と対等に向き合うことが出来るには、

廃棄物では10年の経験が必要と言われている． 

 汚染土壌の情報公開から見る原因追求の困難性は、業務そのものが新しく、ゼロか

ら出発した点にもある．大津市は土壌汚染対策法が大改正され、施行された2010年4

月1日に許可を出している．産業廃棄物等の業務がなかった大津市は、土壌汚染対策法

での初の許可権限は、環境省のガイドラインに沿って、慎重に行使すべきだたがそう

はならなかった． 

 環境関係部署への面談等を通して言えることは、縦割り行政で大津市北部の環境問

題に対する全体像や環境政策は見えないことである．ニンビーの担当部署は４課に分

かれ、責任の所在が不明確で、現状が改善されない理由がいたるところに存在してい

て、条例改正だけでは対応できない． 

    

    4.4.4.4.3  3  3  3  地域住民の立場と伝わらない環境問題地域住民の立場と伝わらない環境問題地域住民の立場と伝わらない環境問題地域住民の立場と伝わらない環境問題    

            環境ガバナンス論は、法に基づく権力に頼らない、下からのアクターを取り上げ、

公共的利益の観点から、主体的、自主的意思決定を重んじる．
9 しかし、「土の人」と

言われる人々に、地域の環境政策等の必要性は伝わりにくい．実際を行動で示す人が

必要で、「滋賀県下の廃棄物問題」で 警鐘を鳴らした、畑 元大阪市立大学教授は, 

「腰の重い行政を動かす」実際例を示した行動派学者の1人である．
10 

拙者は環境カウンセラー 5 として『地域再生環境学』、『廃棄物処理法』、『土壌汚染

対策法』等を判り易く要点をまとめて配布してきたが、「土の人」や「風の人」からも

余り利用されず、敬遠されがちであった． 

体験を通して得られたことは、地域住民の環境活動は、明確な便益につながるか、

環境活動が面白いといった効用を満足させるものがないと持続しにくく、学習活動や

広報活動でそこを乗り切ることは困難である． 

「しがの会」では、6月総会特別講演で、日本環境法律家連盟理事長の「奈良西吉野村・

産廃富士事件20年の闘争の教訓」の話を聞いた．20年間で何度も裁判に勝利したが、

産廃の搬入は続き、行政は黙認（行政代執行は費用がかかり踏み切らない．業者は

潰さない）、警察本部に告訴・告発も解決に至らなかった．最終的に裁判所が全面

的解決のため和解を勧告．奈良県、業者と地元が協定書を締結したと言う内容で、

                                                  
5 環境保全に長年携わり、豊富な知識と経験を持つ人材として、環境省の所定の審査を得て

登録された人。事業者部門と市民部門があり、筆者は市民部門に属する。 
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大津市北部の状況と置かれた点が類似している．講演を聞いた人は皆言い良い講演

内容だったと賞賛してくれたが、若者が飛びつく楽しい環境活動ではない．土砂・

廃棄物搬入問題から地域の環境を守る魅力的な活動は創造しにくく、一時的抵抗闘争

になり易い．土砂・廃棄物の搬入を止められない１つの要因と思われる． 

本研究では、過去と現状に関していくつかの実証的資料作成が出来、今後の活動に

継承できるのではないかと推察できる．大津市北部は10年前は暴力団による不法投棄

との闘いであった． 

   ホタル・シジミ・アユに見られる地域の環境再生では、シジミ等の確実な復活が図

れれば、楽しさや、やりがいが出て、地域の環境問題に対する世論も高まり、静脈産

業の方向転換につながる．しかし、シジミの復活はまだ達成できていない．  

            事業者に関しては、項目を起こして考察をしないが、A社は自治連合会に対して現地

見学を認め、自治会長や環境委員対象の説明会も実施している．ISO14000等5部門を

取得し、CSR(企業の社会的責任)での貢献などがPRされている．ここ数年で急激に業

務を拡張して、一流の静脈産業会社を目指していることがHp等から伺える．地域住民

の理解を得て事業を進めようとする姿勢も見える。第5表から水洗浄処理の事業が業績

を押し上げ、事業を急速に拡大しているようにみえる． 

しかし、比良山系の豊かな自然と琵琶湖の雄大な景勝地の裏側で、近畿圏、関東、

四国から残土・汚染土壌・産業廃棄物を持ち込み、谷や沢に投棄して、里山や川を破壊

しながら利益を上げ行こうとしているなら許されない．市場原理主義は経済的に有利で

あれば、そこで利潤を上げる行為に簡単にブレーキがかからないが、企業は地域住民に

喜ばれるCSRを実行する必要があり、隠れ蓑的にCSRを利用することは許されない．過

去の雨が降った日に採石処理施設に溜まった泥水を流して、利益を上げて来たことを住

民は知っている．和邇インター周辺の30万㎡の私有地を塀で囲み、いたるところに監視

カメラを備え付けて、人が里道から内部を覗いても判らないようにしている．少し立ち

止まると警備員がやってくる．隠さなければならないような不適正処理をやっていない

のであれば、このようなコストのかかる警備体制は必要ない．隣接のD社は金網だけで

外から中が覗けるようになっている．資材も見える．静脈産業の事業者が最初にやるこ

とは、「分からないところで、必ず悪い事をしている」と言った地域住民からの不信感

を払拭することである．  

 

4.44.44.44.4  土砂土砂土砂土砂・廃棄物・廃棄物・廃棄物・廃棄物と有効な対と有効な対と有効な対と有効な対策策策策    

大津市北部にはニンビーと言われる「迷惑施設」が10か所以上存在することは述べ

て来た．大津市全体に年間200万トンと推定される土砂・廃棄物の搬入は、減少傾向が

みられず、ますます活発な活動が静脈産業 業者間で進められている．これらを減らす

には、ニンビーの可能な限りの縮小であり、土砂・廃棄物として一体でとらえた有効

な対策である． 
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A社が2014年に購入した和邇インター周辺の30万㎡の土地は、産業廃棄物、汚染土

壌（推定）、残土の順で投棄が行われ、現在、資材と称する物が積み上げられている． 

  純粋な山砂と汚染土壌処理後の資材の価格差は10：1（5,000円／トン：500円／トン）

位あり、年間40万トンもの汚染土壌処理後の土壌は残余物となる公算が高い． 

30万㎡の土地は、過去の撤去命令が実施されていない負の価値の土地で、その上に

さらに資材を積み上げて利用を図っている．全国の多くの不法投棄現場は、多額の資

金を投入して、負の土地を元の状態に戻そうとしているが、大津市の事例は、過去の

不法投棄は済んだことなので手を加えず、表面だけ土壌と緑で覆う方法（予定）で進

んでいるように見える．経済的には合理的な解決策かもしれない．私有地は勝手にボ

ーリングして調査することはできないので、問題が周辺に及ばなければ、県から業務

移管された大津市行政にとっては都合がいい．過去の不法投棄で問題が発覚して処理

が必要となれば、その費用は県ではなく大津市が負担するようになっている．しかし、

「臭いものには蓋」的やり方が、真の環境再生になるかという問題が残る． 

大津市北部は、土砂・廃棄物が集中的に搬入され、静脈産業の事業者が集まり、近

畿の土砂・廃棄物の集積地となった．その中心はニンビーを5 施設所有し、水洗浄処

理施設を稼働させているA社である．大津市の行政は環境政策課、産業廃棄物対策課、

不法投棄対策課、ごみ減量課が一体となって年間200万トンの土砂・廃棄物が近畿圏か

ら集まってくる現状を中止させるために英知を結集すべきではなかろうか． 

ダンプの土砂は外観上有害かどうか見た目での判別はしにくい．土砂の中に産業廃

棄物が混入していたものを、残土として残土投棄場に搬入させたり、汚染土壌にがれ

き類が混入して死亡事故が発生したりしているが、違法を市民の側が立証しないと行

政は動かない．A社はかって汚泥を和邇川に流したことがある．汚泥と山土をブレンド

して、資材として移動しても判別が難しい． 

途中の処理施設は38万㎡、和邇インター近辺に30万㎡の土地、その間の距離は5㎞で、

１日1,000近いダンプが移動している．しかも、至近距離でD社、E社、G社等が競い合

っている．事業者側は産業廃棄物で利益が出にくくなれば、汚染土壌、残土投棄へと

業務内容を変化させ、利益の出る残余物を運ぶ．順調に事業を継続しているダンプカ

ーの所有者は、年間売上高3000万円以上／人、年間運搬実績3万トン／人との説を唱え

る人がいる．（2012.9.21 企業向け実践講座 「産廃問題を切る」 講師 石渡 正佳、 於：

京都工業会、主催：京都商工会議所 ）．3000万円に到達できない業者は、残土投棄を

行いながら、不足分を不法投棄で穴埋めするらしい． 

産業界は安い土砂・廃棄物処分を求めている．土砂・廃棄物の全体が把握できない

ことが一番の問題点と思われる．土砂・廃棄物全体の搬入量を規制しないと大津市北

部の環境問題は解決しない．搬入の総量規制が必要だが、腰の重い行政は動かず、現

状で有効な対策は見つからない． 
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4.4.4.4.5555    今後の課題と展望今後の課題と展望今後の課題と展望今後の課題と展望 

他府県からの土砂（その大部分は残余物としての残土）・汚染土壌・産業廃棄物を

琵琶湖周辺に持ち込むことを規制し、10ヵ所以上あるニンビーを減らし、琵琶湖と比

良山系の環境保全・環境再生を図っていくことが今後の課題となる． 

新古典派経済学は効率重視の考え方で、市場経済の中で「環境」は市場で取引され

ない「外部不経済」と捉え、それを出来るだけ内部化しようとする．この考え方の帰

結からは、「環境の利用を有償にすればよい」（環境税を取る）と言う処方箋が出てく

る．
11
 費用便益分析から地域の最適汚染状態が導き出されるのかもしれない． 

一方、マルクス経済学は資本主義を内部に矛盾を持つ生産様式と捉え、環境汚染は

内部矛盾の典型例で、マルクス派環境経済学宮本 憲一は、日本で最初に環境経済学を

発展させた．「公害は資本主義の本性そのものから出てくる現象であり、必然的産物で

ある」と割り切った論理的整合性を展開する．現実は経済成長重視の考え方が市場を

支配し、簡単に割り切れない．ここから出てくる処方箋は、公権力による環境保護の

強制となる．
12  

その他の重要な環境経済学に、エントロピー経済学や制度派経済学がある．制度学

派はマルクス経済学と同じ考え方だが、伝統的マルクス経済学の理論に固執しない．
13 

比良山系の麓で暮らす地域住民の筆者は、大津市北部の環境問題を考える時、昨年

亡くなられた宇沢 弘文先生の考えが有効になると思う．宇沢は「具体的自然環境とし

て、森林、河川、湖沼、水、地下水、土壌、大気等を取り上げ、そこに生息するさま

ざまな動植物等を1つの総体として捉える．その再生は、森林再生などエコロジカルな

要因によって規定されている．自然環境を自然資本と捉える時、自然環境は、規模の

経済、外部（不）経済等の経済理論における概念と本質的に異なる．ある水準までは

外部経済が働くが、その水準を超えた時は、外部不経済の現象がみられると考えてよ

い」として市場原理主義を激しく批判した．
14 その対案として出されたのが「社会的

共通資本」の考え方である．社会的共通資本は、土地、大気、水、土壌、森林、河川

等の自然資本だけでなく、道路、上下水道、公共的な交通、電力、通信施設等の社会

的インフラストラクチャー、教育、医療、金融、司法、行政等の制度資本で、これの

管理、運営を通して、地域の社会的、経済的問題を解決しようとしている．市場原理

主義にゆだねては、幸福な社会はやってこないと考えている．
15
   

   経済効率や経済発展は大切な要素だが、特定の地域にだけに残土(土砂)・汚染土壌・  

  産業廃棄物を押しつけて、経済効率や経済発展を目指すべきではない．ニンビーは一

定の基準で公平に分配されるべきである．大津市北部の環境問題は、地域の環境経済

政策が存在していないことが、問題解決を困難にしている理由の一つと考えられる．

琵琶湖と比良山系の豊かな自然環境をベースに、地域の環境経済政策を確立し、そこ

で暮らす住民、滋賀県・大津市行政、静脈産業事業者が「大津市北部の未来」につい

て話し合い、環境問題の解決と今後の発展を目指すべきである．    
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第第第第    5 5 5 5 章章章章    まとめまとめまとめまとめ    

高度経済成長期以降の残土・汚染土壌・産業廃棄物とそれがもたらす環境問題につい

て、大津市北部を中心に、「滋賀県下の廃棄物問題」の畑論文も参考にして検討した． 

1975 年 1970 年以降、「途中峠」の採石事業等から、比良山系一帯の環境破壊は始まり、

JR 湖西線や名神高速道路と接続する湖西道路の開通で、土砂・廃棄物の搬入は増加して

いった．過去の廃棄物埋立地から産業廃棄物の投棄は 2,000 年頃に減少するが、インフ

ォーマルな不法投棄は 2013 年まで続いた．当地域は環境問題で 2 回も大きな住民紛争が

発生している．環境の悪化による生物への影響も、約 40 年間で、開発の結果と推察され

るが、ホタル、シジミ、アユ等は激減した． 

現在の大津市北部の現状は、1 日千台前後のダンプにより、土砂・廃棄物が近畿圏から

搬入され、10 ヶ所以上のニンビーと言われる迷惑施設が密集し、それぞれさまざまな環

境問題を抱えている．県外からの搬入とニンビーの削減が重要で、大津市北部の環境問

題はいつ終息へ向かうか分からない．近畿 2 府 4 県の土砂条例の比較を通して、土砂の

問題が次第に無視できない廃棄物問題となり、各府県の取り組む姿勢が明らかになって

きた．近畿の水瓶として 1450 万人に水を供給している滋賀県の土砂に対する取り組みは

鈍い．大津市は 2014 年に土砂条例を改正し、条例による問題解決には意欲的である． 

  土砂・廃棄物の搬入が止まらず、悪化している原因を検討したが、現行の廃棄物処理

法、土壌汚染対策法、土砂条例にも問題が存在している。しかし、行政の対応に不十分

な点が多い．市長の政治姿勢が環境を重視していることが大切で、在職期間が短く責任

体制が不明確な組織体制にも一因があった．大津市は 2008 年に中核都市へ移行し、産業

廃棄物関係の仕事を引き継いだが、不慣れなことも原因であった． 10 ヵ所以上あるニン

ビーに対する問題意識は無く、5 年前の調査で年間、大津市へ 200 万トンの土砂・廃棄物

が搬入されている新聞報道は、大津市環境関係各課に共有されていなかった．問題解決

の困難性の大きな原因がここに存在していた。 

地域住民の環境活動は、明確な便益につながるか、環境活動が面白いといった効用を

満足させるものがないと持続しにくい．土砂・廃棄物搬入問題から地域の環境を守る魅

力的な活動は創造しにくく、一時的抵抗闘争になり易い．若い人の育成や広報活動不足

等住民側にも問題がある．古くから何代にもわたって住んでいる「土の人」と高度成長

期以降に移り住んできた「風の人」との間で考え方に違いがあり、互いに協力し合って

環境問題に取り組む事が出来ず、問題解決の困難性の 1 つが存在する． 

土砂・廃棄物を一体として有効な対策を考えた時、土砂・廃棄物の全体が把握できな

いことが問題点で、搬入量を規制しないと大津市北部の環境問題は解決しない．現状で

有効な対策は見つからなかった． 

        今後の課題と展望では、環境経済学の見方で大津市北部の未来を考えた時、環境経済

政策が必要で、それを基に「大津市北部の未来」につい地域住民、行政、静脈産業事業

者が話し合って解決策を見つけ出すべきだとの結論が導き出された．      以上    
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