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石坂産業裁判、控訴審、第3次訴訟はじまる!! 
ご支援をお願いします!

石坂産業 ( 株 ) 許可取消行政訴訟報告
　　石坂産業が利害関係人として第 3者参加へ !

森　斌
　前回の広報でお知らせしましたとおり、くぬぎ山最大の産業廃棄物処理業者の石坂
産業 (株 ) の許可取消しを求める行政訴訟 (第 1次・2次 ) について原告が一審一部
勝訴の結果を得ました。埼玉県がこれを不服として控訴したため、控訴審で審理が行
われることになりました。また、石坂産業がこの裁判に利害関係第 3者として参加す
ることになり、いよいよ、石坂産業と直接対決という構図になってきました。

訴訟は 3件となりました。複雑なので整理します。
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●第二次訴訟 (破砕変更許可取消訴訟 )

　2月に被告埼玉県が控訴しました。被
告の「控訴理由書」と「証拠」はほとんど「か
さ比重」についての記述であり、この問
題について埼玉県がいかに危機感を持っ
ているかがうかがえます。しかし、発泡
スチロールやトレイ・ラップ・袋などの「大
規模小売店」のプラスチック廃棄物や、
気泡シート・エアキャップなどと呼ばれ
るクッション材など「かさ比重」が非常
に小さく、建設廃材を主に受け入れてい
る石坂産業にはほとんど入ってこないも
のまでを「証拠」として取り上げていま
す。また、処理能力を求める計算式も間
違っているなど中身を充分に吟味しない
か、もしくは理解しないまま都合のよい
証拠を集めて並べ立てているのではない
かと思われます。

 7月4日の控訴審第1回期日では「埼玉
県が敗訴して石坂産業に対する変更許
可処分が出た場合、破砕減容施設は無
許可の施設とされ、法律上の権利を大き
く害され、経済上も多大の損害を被る」
として石坂産業が「第三者の訴訟参加」
の申し立てをし、認められました。これ
は、「埼玉県に任しておけない」という石
坂産業の危機感の表れかと思われます。
なお、第三次訴訟でも石坂産業は「第三
者の訴訟参加」の申し立てをし、認めら
れました。

 また、私達も一審での敗訴部分に対し
付帯控訴をしました。これにより一審の
判決について全てにわたって審議しなお
すことになります。
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●第三次訴訟 ( 拡張許可取消訴訟 )

　昨年11月に出された埼玉県が出した
石坂産業に対する、産業廃棄物処分業
等変更許可 ( 能力増加 : 総量約 955t/
日 )、3つの産業廃棄物処理施設設置許
可をいずれも取り消せという、埼玉県を
被告として第三次の訴訟を５月１８日提訴
しました。
　訴状では違法の理由として、以下を挙
げています。

【1】石坂産業 (株 )が施設設置許可を受
けた破砕施設はいずれも処理能力を過
小評価しており、実際の処理能力は申請
の能力をはるかに上回るものである。虚
偽の申請をそのままにした許可は重大な
瑕疵があり、違法なものとなる。

【2】本件破砕施設等は違法なものであ
り、その施設を「事業の用に供する施設」
とすることを前提として出された産業廃
棄物処分業変更許可は違法なものとな
る。

【3】石坂産業は操業開始以来、周辺に
灰・粉塵を飛散させ、周辺の生活環境に
支障を生じさせてきた。さらに無許可の
施設設置、届出の虚偽、無許可埋立に
関わる等、法を遵守する姿勢がなく、「業
務に関し不正または不誠実な行い」をす
る恐れがある。

　申請書では「かさ比重」をはじめとす
る色々な係数を非常に小さくしたり、計
算式で求めた答えが一桁大きくなって
います。埼玉県はそのまま許可しており、
いかにずさんな審査しかしていないこと
がわかります。

　7月18日には早速さいたま地裁にて第
1回期日が開かれ、ここにも、石坂産業
代理人が参加しました。原告側鍛治弁
護士から、これまでの経緯と訴状の要



とはご存じの方も多いと思います。この
ゴミ山は瀬中学校校庭のフェンスを隔て
たすぐ側にあります。これは廃棄物処理
業「栄真」(旧常陸 )が 30 年前から積み
上げたゴミ山です。このゴミ山による子
供の健康への影響や、周囲の環境また、
空気・土壌・水の汚染などを考えるとこ
のままにしておく訳にはいきません。
　「成長過程のたいせつな子供の健康、
環境を守るのは業者はもとより大人 住
民 行政の責任だと思います。

　現在まで数々の団体やPTAの方々が
ゴミ山を無くす運動をしてこられたと伺
いました。県はこの業者に対し、改善命
令違反を理由として、昨年12月「廃棄
物処理業許可」の取り消しをしましたが、
未だにゴミ山は放置されたままです。

　2007年 4月、私は以前から気になっ
ていたこの栄真のゴミ山を解決するため
「土と水と空気を守る会」のご協力を頂
き、仮称「柳瀬中学校脇の巨大なゴミ山
を考える会」が発足しました。まず、地
元の住民に栄真ゴミ山について話す機会
を持つということで7/8 柳瀬公民館で会
合を開きました。此までの経緯と現状を
北浦さん・ゴミ山の危険性を山田さん・
ゴミ問題の取り組み・手段について・釜
山弁護士さんがそれぞれお話し下さいま
した。

　参加者は少なかったもののとても真剣
に聴いて頂きました。これからも皆様の
ご協力で良い方向に向かうことを願って
います。

●当日の内容報告

1、 柳瀬中学校脇のごみ山の経緯
昭和 52年 ～
★当地で許可を得てゴミ保管がはじまる
平成 9年頃～
★焼却によるダイオキシン問題が社会問
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点を簡潔に説明する陳述が行われ、裁
判長始め石坂代理人、県職員が聞き入っ
ていました。

●石坂産業裁判サポーターを募集してい
ます

　長い裁判でもあり「石坂産業裁判を考
える会」の財政状況は赤字続きです。こ
の裁判を支えてくださるサポーターを募
集しています。サポーターとなってくださ
る方は、一口千円のサポーター会費のご
協力をお願いします。また、裁判の傍聴
の参加などの支援をぜひぜひお願いいた
します !

郵便振替口座番号
00120‐0‐43009 
口座名義 

「石坂産業の煙を止める会」
「石坂産業裁判を考える会」森 斌
連絡先　所沢市所沢新町 2514-33 
Tel.04-2942-2528　Tel.090-5406-6100

■石坂産業控訴審第二回期日
(弁論準備 )

　10月12日 (金 ) 10:30 ～
 於：東京高裁 (813法廷 ) 

■石坂産業第 3次訴訟 (1審 )
第 2回期日

　9月12日 (水 ) 10:15 ～
 於：さいたま地裁

 第 2回期日には、原告農家の方の陳述
を予定しています。みなさまの傍聴のご
参加をおねがいいたします。

柳瀬中学校脇のごみ山
を考える会について

土橋聡子
　所沢柳瀬地区に巨大なゴミ山があるこ
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　題となり、焼却炉は停止 ごみ山は増
　減を繰り返す。
平成14 年頃
★改善勧告 事業者から改善計画（3ヵ年
　計画 ) →改善・進展なし
平成17年 6月1日　改善命令
平成17年 7月30日までに、保管基準
　に適合するよう命令 →ごみ山は改善
　されず
平成18 年12月14日
★埼玉県が栄真建設に対し、許可取消
   →現在にいたるまでごみ山は改善され
　ず

〈埼玉県の現在の指導状況〉
(H19.7月聞き取り)
★平成18 年12月20日に栄真建設の環
　境調査を実施→ガス、有害物質等に
　よる生活環境保全上の支障のおそれ
　は認められないと判断。
 　次回調査の予定は今のところない。
　ごみ山内部温度 平均17.4 ～ 80.2°C
　メタンガス 4箇所中1箇所で 0.03%
　硫酸イオン 1400 ～1800mg/l

★許可取消以降、事業はうまくいってい
　ないようだが、改善命令に従うよう、
　今後も、指導を続ける (1週間に1度
　は監視調査を行う)

2、ごみ山の危険性
★有害物質の拡散 化学物質・重金属等・
　アスベスト・悪臭
★土壌・水質・大気の汚染 →鉛の汚染
★火災・爆発
★ 崩落
　埼玉県の調査でもごみ山内部温度が
高まっており、決して安全だとはいえな
い・撤去まで継続監視が必要。
　今後も当会でできる範囲の調査を続
ける (土壌汚染・アスベスト含有調査他 )

3、釜井弁護士のお話
1)ごみ山に対する埼玉県知事の権限
都道府県知事は、産業廃棄物の処

理基準に違反する事業者に対して、
報告聴取、立ち入り検査、改善命令、
事業停止命令、措置命令、代執行、
許可取消などの権限を持つ。(命令
に従わなかった場合の罰則もあり)

★措置命令
　処理基準違反の処分が行われた
場合において、生活環境の保全上の
支障が生じ、または生ずるおそれが
あると認められるときは、当該処分
を行ったものに対し、生活環境保全
上の支障などの除去などの措置を講
ずるよう知事が命ずることができる。 
(→ごみ山の撤去の命令 )

2) 行政の対応が不十分なとき
★情報収集  情報公開条例によって、事
　業者の業務内容を調査・整理、行政
　の対処をチェックし、問題点を明ら
　かにしていく。 ごみ山の写真、変化
　の様子を記録に撮る。
★生活環境保全上の支障の調査 ごみ
　山による生活環境保全上の支障・・・
　火災の危険、悪臭の状況、有害物質
　の飛散・流出などについて調査をする。
専門家の協力を得る
★措置命令請求の運動

　釜井弁護士は、埼玉県が措置命令
請求を出す要件とされる、「生活環境保
全上の支障」を非常に狭く捉えている、
と指摘されました。たとえば、県担当
者が、悪臭など、人体に有害でなけれ
ば、「支障」とはとらえない、などとし
ている点について、措置命令の要件は、
健康に直接有害な影響を及ぼすおそれ
を立証するようなハードルを課している
のではない、人が生活していくうえの支
障となる悪臭等も、「生活環境保全上の
支障」にとらえることができるはず、と
指摘しました。

　また、業者の責任を追及する必要が
あるのでは、との参加者からの意見も



-5-

あり、業者の告発など刑事責任の追及
も視野にいれることも必要では、との
質疑もありました。

　なによりも埼玉県が30年も効果のな
い指導を繰り返し、現状は悪化するば
かりであった経緯からも、行政の責任
は重大です。

柳瀬中学校脇にある栄真建設のごみ山

クリーンサービス裁判
報告　

北浦恵美

　2004 年に提訴後、現在まで計19 回
の期日が開かれ、双方の主張のやり取り
が続いています。これまで原告側からは
騒音調査や低周波音調査・粉塵中有害
物質調査結果、クリーンサービス周辺の
廃棄建材中アスベスト含有結果やそれに
よる原告側の被害状況を訴える陳述書な
どを提出しました。また、専門家意見書
として、低周波音専門家の汐見医師、騒
音専門家の横浜国立大学田村教授の意
見書を提出しています。

　前回、7月に行われた裁判期日では、
今後の証拠調べについて話し合われまし
た。原告側から再三要望していた裁判長
らの現地視察については、被告側が強
固に反対していることもあり、原告・被

告双方の本人尋問の後、その要否を、裁
判所が判断することになりました。

　このため、次回は、いよいよ、被害者
本人の尋問と、被告代表者らの被告本人
尋問が行われることになりました。

クリーンサービス (株 ) 操業差止訴訟 
証拠調べ原告・被告本人尋問
9月27日 (木 )13:30 ～ 
於：さいたま地裁川越支部

　いよいよ証拠調べ、多くの皆様の傍聴
をお願いいたします。

ごみ山火災 ( 新明 ) 裁
判報告

　ごみ山火災 ( 新明 ) 裁判では、2月の
新明に対する原告側一部勝訴判決のの
ち、県と金社長個人、排出企業に対す
る原告側敗訴部分を不服として上告をし
ました。5月には弁護団により、これま
での総括とも言える、上告理由書を提出
していただきました。これを受けて、7
月12日付で、最高裁から、記録到達通
知書が送付されてきました。
　これから最高裁 (第一小法廷 )で審理
されることになります。

　また、新明のほうも、新明敗訴部分を
不服として、上告をしています。
　ただし、新明は印紙代を出すのを惜
しみ、訴訟救助 ( 訴訟費用が出せない
ものに対して、印紙代をとりあえず免除
すること )を申し立てており、これが高
裁で却下され、これに対する特別抗告
審が最高裁に係属しています。(ややこし
い。。簡略化していうと、高裁は、新明
に対し、印紙代を免除することはできな
いよ、と言ったのですが、新明はこれに
納得せず、最高裁に申し立てているとこ
ろ、ということです。)



　この結果は、未だ出されていないよう
ですが、今後とも、明らかになり次第、
報告します。

彩の国資源循環工場見学
と反対派住民との交流

前田俊宣
 　所沢から車でほぼ1時間、意外と近
いところに寄居町の廃棄物処理工場団地
がある。埼玉県と民間が共同で開発し
た新しいタイプの産廃処理の工業団地と
いうイメージだったが、実際に見学して
新たに分かったこともあった。周辺に暮
らす住民の方と一緒に見学して不安に思
う気持ちがよく実感できた。

 　はじめに埼玉県環境整備センターの
職員の方が、研修室のようなところで施
設の概要を説明、DVD画像を見せてく
れて、操業までの経緯や現状などを説明
してくれた。<PFI 事業>と言う提携方式
がいまひとつ釈然としなかった。埼玉県
と民間の提携関係が複雑、特に大きな
事故などが発生した場合の責任の所在
が不明瞭な印象。

　ざっとマイクロバスで案内してもらった。
この地域一帯は、基本的には一般廃棄
物と産業廃棄物の両方を受け入れる巨大
な最終処分場。

　 そんな最終処分場の周辺で現在 9社
の廃棄物処理工場群が操業している。す
べての工場が何らかのサーマルリサイク
ルとRDFを含むリサイクル商品を作って
いるが廃棄物処理工場以外ではない。も
らったパンフレットでは 20 年後には、工
場は「事業終了後、施設を解体・撤去し、
用地を県に返還する」となっていた。実
際にそうなるのかの質問に明快な回答は
なかった。土地は埼玉県のもので、地代
が県の収入になっているという説明だっ
た。今後の第 2期拡張計画もあり、一
帯の将来像に不気味なものを感じた。

 　この日は、見学用のマイクロバスで、「ウ
ム・ヴェルト・ジャパン」という蛍光管
処理工場と、「オリックス資源循環」と
いう廃棄物全般を処理するガス化溶融
炉工場を案内してもらった。蛍光管処理
工場の水銀の処理について、細かいとこ
ろまで質問できず、不安材料がいくつか
残った。オリックスのガス化溶融炉の方

は、高度な化学工場
のような印象。操業
を維持していくための
メンテナンスが安全
性の鍵のように思え
た。運転上の微妙な
操作は、コンピュー
タ制御だと聞いたが、
トラブルやミスの発
生が致命的な事故に
発展することはない
のか、住民の皆さん
が不安に思う気持ち
がよく分かった。
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県営最終処分場。これが 7-3号埋立地。全部で12号地まで計
画されているという。山をごみで埋め尽くす計画。



●今回は汚染の発見の確率は、一見低
　いようですが、*①と*②の欄の ( ) 内
　を見ると、汚染レベルが基準の
　150ppmに極めて近い土壌を加えれば、
　やはり50% 程度の確率になることが
　わかると思います。測定の誤差なども

-7-

���
������

���
������
������

�����
�����������

�����

������ ����

�������

�����

������ ����

�������

�����
��� ���� ��������

���� �� ��

���� �������

��

��������
���� ����������
�������� �
��������

��

��������
���� ����������
�������� ��
��������

�����
��� ����

��������

���� ����

���

������ ������� �������

�������� ��������� ��
��� ���� �������� ��

　 見学の後、場所を変えて、反対派の
住民の皆さんとの交流会で、運動を進
めてゆく上での様々の難しさについて意
見交換をした。見学で分かったことだが、
ここの工場群に県内のほとんどの地域か
ら廃棄物が搬入されていた。県の「日の
出処分場」だなと言うのがまとめの印象、
これからの反対運動に全県的な広がりも
必要ではないかという意見もでた。今後、
協力し合えるところは協力していこうと言
うことで交流を終えた。

PFI 事業者であるオリックスのガス化溶融炉。→

鉛汚染が問題になった施設。ごみピットでは、
約1万 7000m3のごみがたまり異臭を放ってい
た。一廃 +産廃プラ・汚泥・特管まで24 種類
の廃棄物 (なんでもあり) が受入OKという。

第3次埼玉県広域ゴミ山実態調査を開始
山田久美子

　2007年度に入り、高木基金の助成金を受けての第 3次ゴミ山土壌中鉛調査を開始し
ました。4月2日から6月22日までの採取分についての結果を簡単にまとめてお知らせ
します。

　考慮すれば、120ppm～140ppmも
　決して汚染がないとは言えないレベル
　です。

●東部地域のゴミ山で、撤去されたと見
　られる事例が 2件ありました。1件は
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　霊園に用地転用されたらしい状況、も
　う1件は、該当する地点が更地になっ
　ており、ゴミ山の存在が確認できませ
　んでした。

●栄真 (旧・常陸 ) 建設のゴミ山周辺の土
　壌汚染追加調査では、施設の南東～
　東の地点の2検体しか採取できませ
　んでした。これまで北面のゴミ山下で
　は 510ppmの汚染が確認されていまし
　たが、ゴミ山の汚染の分布は複雑のよ
　うです。なお、同時にスレート片も数個
　採取して、現在、アスベストを含有して
　いるか否かの分析を行なっています。

　　以上、中間報告ですが、盛夏を避け
て9月に入ってからさらに調査を進める予
定です。

産廃施設周辺環境調査
の取り組みについて
　当会では産業廃棄物処理施設周辺環境
調査に取り組んでいます。行政や業者に
苦情を申し立てても、なかなか解決の方
向へ向かわないときに大きな力となるのが、
環境測定の結果です。根拠のあるデータ
をもって問題点を示すことによって、相手
方も、相応の対応をせざるを得なくなりま
す。
 　一昨年には、サイサン助成金で騒音計
を購入し、産廃施設からの騒音測定調査
に継続して取り組んでいます。産廃施設
からの騒音が、規制基準を超えているこ
と等、多くのデータを蓄積しています。

　また、上記の通り、ごみ山からの汚染
についても継続的に取り組んでいます。
 
　最近では、杉並病問題で尽力された津
谷先生にご協力をいただき、産廃施設周
辺大気のTVOC( 総揮発性有機化合物 )測
定にも取り組みをはじめました。

今後の裁判日程
多くの皆様の傍聴のご参加をお願いし
ます !

★石坂産業第 3次訴訟 (1審 )
第 2回期日

9月12日 (水 ) 10:15 ～ 
於 :さいたま地裁

（第 2回期日には、原告農家の方の陳
述を予定しています。）

★石坂産業控訴審第二回期日
(弁論準備 )

10月12日 (金 ) 10:30 ～
 於：東京高裁 (813法廷 ) 

★クリーンサービス(株)操業差止
訴訟 証拠調べ原告・被告本人尋問

9月27日 (木 )13:30 ～
 於 :さいたま地裁川越支部

　今後とも、環境調査に継続して取り組
んでいきますが、お近くの産廃施設他環
境に不安を感じている方がいらっしゃいま
したら、騒音他環境調査の相談にも応じ
る体制を整えていきたいと考えておりま
すので、どうぞ事務局までご連絡下さい。
(04-2943-7578 北浦 )

ダイオキシン国際NGフォー
ラムにご参加ください!

テーマ : 環境ホルモン問題から見たダイ
　　　 オキシン被害の実態と研究対策
　　　 の今
日時 :2007年 9月1日10:00 ～17:30
          [ダイオキシン被害の実情、ベトナ
           ム・台湾・日本 ]
          2007年 9月2日10:00 ～18:00
          [ダイオキシン研究・対策の今 ]
会場 : JICA 国際協力総合研修所会議場
          ( 市谷 )
参加費 :1日のみ1500 円
　　　 (2日連続 2500 円 )
申し込み方法 :フォーラム実行委員会事
                           務局
TEL: 03-5368-2735　 FAX:03-5368-2736
E-Mail:  kokumin-kaigi@syd.odn.ne.jp


