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埼玉県のごみ山 (3000m3 以上 )

2006.10.5　埼玉西部・土と水と空気を守る会　作成

今後の主な日程

　ここ数年かけて取り組んできた裁判の判決が、相次いで言い渡され
ます。以下の通り判決報告集会を行います。皆様ぜひご参加ください。

11/22 
13:15 石坂許可取消訴訟判決言い渡し期日

(さいたま地裁 105法廷判決 )
15:00 報告集会 ( 埼玉総合法律事務所；裁判所近く)
11/30
16:30~ クリーンサービス操業差し止め訴訟弁論期日

 (さいたま地裁川越支部 )
12/20
10:55 新明火災損害賠償請求訴訟判決言い渡し期日

( 東京高裁 822 号法廷 判決 )
12:30 報告集会 ( 場所未定 )
12/22
16:00 石坂・新明報告集会 
18:30 祝勝会or慰労会and忘年会 ( 所沢 ; 場所未定 )

連絡先 ; 北浦　04-2943-7578
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2006 年度ゴミ山調
査報告とゴミ山対策
要望書提出

北浦恵美
　10月12日、埼玉県に対し、今年度の
当会ゴミ山調査の報告をすると共に、ゴ
ミ山対策を要望してきました。ゴミ山調
査の報告としては、

【1】県内の3000m3 以上のゴミ山は、
埼玉県発表 (2005 年 ) の 97 箇所を
上回る、139 箇所が確認されました。
私たちが調査した場所は県内全域で
はないため、実際にはこれをさらに上
回る可能性がある。

【2】ゴミ山土壌の鉛汚染第 2 報とこれ
までの結果総括 ... 昨年度に引き続
き、今年度もゴミ山土壌の鉛調査を
行なった結果、やはり50% の確率で
鉛に汚染された土壌が発見されまし
た ( ○箇所中○箇所 )。これらのゴミ
山を放置することで、鉛など有害な物
質による周辺環境の汚染が強く懸念
されます。

対策として、
1) 県内のゴミ山に関して、汚染・崩落な

ど危険性の緊急調査、行為者・排出
者の特定を急ぎ、責任の追求を含めた
総合的なゴミ山措置対策計画を早急
に立てること。

2)ゴミ山による汚染の拡散が始まるお
それがあるので、緊急性のあるものは、
ただちに改善命令、措置命令を発出
し、代執行も含めた早期の対策を開始
すること。

3)ゴミ山が巨大な鉛の汚染源であること
を踏まえ、全面撤去を原則とした措置
をとること。

4) 廃棄物の保管基準を、屋内保管の義
務など、より一層厳正化する条例を制
定すること。

5) 産廃税など法定外目的税を早急に制
定し、緊急対策の財源とすること。
以上 5点を要望しました。

また、県のゴミ山撤去対策が、敷地内
に大量のゴミを残し (3000m3 以上 )、汚
水流出防止策もなく、土をかぶせるだけ
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3000m3以上のごみ山139箇所！
鉛汚染土壌確認！

県のごみ山撤去対策あまし !!



のものであることについて、汚染が広がっ
ていく恐れがある上、このまま放置され
る可能性を高めるものである点等を指摘
しました。
　そして、所沢市のゴミ山最重要課題と
も言える、一向に減らない柳瀬中学校脇
のゴミ山 ;( 事業者 ; 株式会社 栄真建設
( 代表取締役 平野 栄一 県推定 8000m3)
について進捗状況を聞きました。

＊平成17年 6月1日に保管基準に合致
させるよう改善命令を出して同年 7月
末日を期限としたが、履行されていな
い ( 保管基準違反の状態は継続 )。改
善命令以降、これまで (17ヶ月も !) 確
認できた搬出量は ( たったの )1000 立
米とのこと。
＊それでもこのゴミ山を「搬出中」とか

んがえている (???)* 現社長には頑張っ
て稼いできて早くゴミを搬出しろと
言っている (???)。* 保管規準の処理量
7日分で切るならすべての業者は潰れ
る。どこで切るかが問題とのこと( だ
から問題なの )
＊同社には今のところ措置命令は出さな

い方針。なぜなら生活環境保全上の支
障が無いからとのこと(???)

（柳瀬中学校脇のごみ山）
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　など、全く事態は好転の兆しはありま
せん。「事業者と腹を割って話している」、
などと対策担当者の野中氏は言っていま
したが、撤去につながらなければ、そ
んなことは何の意味もありません。反っ
て、業者の立場からものを言うようになっ
ているのでは??と深く懸念を持ちました。
改善命令違反状態であることは明白なの
ですから、告発など厳正な対応をするべ
きであるのに、ずるずると、現状を追認
するような姿勢を見せることは許されま
せん。環境省通知でも、「改善命令違反
であるにもかかわらず、告発もせず、催
告もせずに漫然と放置するようなことは
許されるべきではない」とはっきりと書
かれています。子供たちの命と健康がか
かっているのです。全く調査もせずに、「生
活環境保全上の支障がない」などといえ
るはずはありません。環境省の行政処分
の指針でも、「生活環境保全上の支障の
おそれ」とは、科学的立証が求められる
ものではなく、常人がそのおそれがある、
と判断できるものであればよいとしてい
ます。火災の危険についても、どこでも
火事は起こる恐れはあるなどと、放言し
ていました。あきれるばかりです。

　この10月24日、日テレ「リアルタ
イム」で埼玉県のゴミ山問題が放映
されました。
　約 10 分間で、柳瀬中脇のゴミ山、
ゴミ山に悩む住民の声、県担当者野
中氏が「撤去はできない」などと話す
姿が取り上げられ、釜井弁護士が、「ゴ
ミ山は違法な状態。監督権限を持っ
ている県の失態である。それを県は
全く自覚していない、そんな態度で
は今後も繰り返される」と指摘して
います。ビデオは事務局にありますの
で、ご覧になりたい方はお声をおか
け下さい。



(5) 特に、今回の火災は、蓄熱火災であ
ることがはっきり証明されたわけで、蓄
熱火災に対する知識が従業員に徹底さ
れていないこと。
　これらを指摘し、クリーンサービスに
対する厳正な指導を求める要望書を埼
玉県に提出しました。

クリーンサービス操業差
し止め訴訟

北浦恵美
　10 月12日に、クリーンサービス操業
差し止め訴訟期日が川越でありました。
原告側からは、クリーンサービスの火災、
自然発火の危険により、原告らの生活が
脅かされていることを指摘しました。ま
た、クリーンサービスCS周辺に散乱して
いた廃棄物からアスベストが検出された
こと、CS の作業内容毎の騒音測定値報
告、CS 粉じんと、前田邸粉塵との元素
構成が一致したことから、前田邸粉塵飛
散は、CS によるものである可能性が高
いとの主張、などなどを出しました。ま
た、今後の立証について、進行期日で裁
判所が現地を訪れること、証人尋問等に
ついて上申書を提出しました。
 その後、裁判長から、

「被告は粉塵が飛散していることは認め
るのですか?」と問われた被告側森川弁
護士は、「はい、多少のほこりは出てい
ることはある、しかし、微量であると考
えます」と応えました。
裁判長から、こちらの宿題として、
1) 主張の骨子を簡略にまとめること 被

告の何の行為→被害→差止めの根拠
2) 操業の全てを止めることを求めるのな

らその根拠を示すこと、を求められ、
ということで、次回もう一度弁論期日が
入りました。
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クリーンサービスの火災
と問題点

湯澤安治
1. 発見
　2006 年 9月18日 ( 月 ) 敬老の日、午
前11時半ごろ、クリーンサービス周辺
の粉塵を採取していたところ、保管場内
で煙が発生しているのを発見、焦げ臭い
臭いが立ちこめていました。よく見ると
敷地内南のごみ山の下から、その白煙が
あがって、折からの強風の南風にのって、
白煙は北の壁を乗り越えて、敷地外、北
の民家まで流れているではありませんか。
 隣接する民家の人の話では、朝から焦
げ臭い臭いがして、どこかで野焼きをし
ているかと思ったとのこと、場内には誰
もおらず、煙の勢いは増え、ごみ山の中
でかなりの燃焼が始まっている様子でし
た。
　12 時ごろ警察と消防に通報し、現場
に来た消防が、梯子で中に入り、消火し
ました。中がくすぶっているということで、
30 分ほど放水しました。
　後日の調査により、17日から18日に
かけての夜中に少し、炎も断続的にあが
り、炎が消えた後も、すっと煙は出続け
ていたことが判明しました。

2. 問題点
(1) クリーンサービスは、過去繰り返し火
災を起こし、今回で 3 度目になるここと。
(2) 日頃より、敷地内では、ごみが長期
に渡り山積みにされ、火災予防管理が
大変ずさんであること。
(3) 幅1.8m の道をはさみ、民家と近接し
ており、民家では火災に対して大変な不
安を感じており、二度と繰り返さないよ
う予防対策を厳しく指導してほしい。
(4) 煙が、ごみから発生しだした17日朝
8 時半ごろは、クリーンサービスの敷地
内では、従業員が作業をしていたが、煙
の発生等に対処せず、放置したこと。
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傍聴にご参加下さい。
次回期日　11月30日 (木 )

16 時 30 分～
クリーンサービス差止め訴訟弁論期日
場所 　さいたま地裁 　川越支部

新明控訴審結審 !
北浦恵美

　新明控訴審はいよいよ結審、判決言い
渡しは12月20日10 時 55分~; 東京高
裁となりました。
　裁判長から、「原告は、出火原因は何
であれ、あのような状態で放置した点に
大きな過失がある、という点の判断を求
める、ということでいいですね」、と確
認がありました。新明のしつこい準備書
面、書証の数々は、今回初めて、まとめて、

「陳述」扱いにされ、裁判長は、「内容
からいって、原告の反論は特になし、と
いうことね、」とあっさり扱われていまし
た。( 陳述、というのは、裁判で陳述し
たということになり、正式に主張として
認められる、という意味。) 控訴したの
は昨年 6月、これまで裁判長の示唆 (と
いうか指示 )もあり、延焼防止をしなかっ
た過失についての主張、証拠を出してき
ましたが、これについて江見裁判長がど
う判断するか、判決を待つばかり、です。
　ゴミ山の火災の危険は明らかであるの
に、その対策を全くしていなかった業者、
県の責任を認めることを期待したいと思
います。

石坂判決期日変更 !

前田妙子
　11月22日 (水 ) 1時 15分、石坂裁判
の判決がでます。
 　以前お知らせしたように、当初判決
は 9月27日にでる予定でした。
 ところが、直前になって、延期の連絡が
裁判所からありました。数年にわたる長

い裁判にやっと決着がつく、と判決を待
ち望んでいた 私たちにとってはなんとも
長い2ヶ月です。また、「延期」の理由
も明らかにされていません。どのような
判決が出されるのでしょうか。
　石坂はこの間、敷地をどんどん拡張し
てきました。「花木園」という名で周囲
の林を囲い、廃棄物をしきつめた施設
を ( 花木園といっても、虫も鳥も生き物
の姿は見えません )20 数箇所作っていま
す。( 中にはヘリポートまで !) 不安がつの
る日々です。

　11月22日、13 時 15 分、さいたま地
裁に来てください。 一緒に判決を聞きま
しょう。この日、14 時から、県庁記者
クラブで記者会見を予定しています。
　さらに、15 時からは報告集会を、埼
玉総合法律事務所で行います。
 　たくさんの方々が傍聴に来てください
ますよう !!どうぞよろしくお願いします。
　ここ数年かけて取り組んできた裁判の
判決が相次いで言い渡されます。8 ペー
ジの「今後の主な日程」をご覧ください。
是非多数の皆さんのご参加をお願いしま
す。

新座市の金龍土木工
業、廃棄物処理法違
反により、一審有罪 !

森　 斌
　新座の廃棄物焼却処理事業者「金龍
土木工業」が廃棄物処理法違反 ( 不法
投棄 ) によりこの 9月、有罪判決を受け
ました (さいたま地裁 ;1審 )。違反が確
定すれば、一切の廃棄物関連許可を取
り消されることになります。金龍土木は
控訴。1審裁判を2 回傍聴して、分かっ
た範囲の事件の概要を報告します。

被告   ( 株 ) 金龍土木工業 ( 社長 : 金井
学 )、前社長、現場責任者以上 3 名
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＊初めは灰の投棄で捜査が入り、起訴
では道路を清掃したときの残土とコン
クリートや重機破砕した、ガラを混ぜ
た「残ガラ」を不法投棄した。
＊「残ガラ」の上に土をかけてカムフラー

ジュもした。
＊直接投棄者は既に死亡。
＊処分が 2 年間も放置されていたという

から、最初の捜査は平成13・14年ごろか。
＊金龍土木は一時、罰金刑なら受け入れ

る姿勢を示したが、業の取消になる事
がわかって姿勢を変えた。

 
被告側の反論
＊金龍土木は長年投棄者に運搬を依頼

していて信頼関係があった。
＊委託したものは残土と認識している。
＊残土と「残ガラ」では処理費が倍近く

なるので、わざわざ「残ガラ」を作る
ことはありえない。
＊領収書などもある。

判決
　被告人 3 者はそれぞれ罰金 50万円を
支払え。 前社長・現場責任者が罰金を払
えない場合には 5000 円×日数分の労役
(100日 )。 訴訟費用は被告が支払う。

理由
　投棄した15.2t が廃棄物ではないとい
う証拠はない。残土であるとは認められ
ない。現場検証時にあったものは、投棄
したものと同じであると言う証言がある。
 起訴事実が認められないと言う証拠・
証言はない。捜査段階では自白し、裁
判では否認している。 
 略式処分 ( 罰金 ) なら受け入れる姿勢を
示にもかかわらず、裁判で翻したのは反
省の態度がない。

 ( 株 ) 金龍土木工業ら被告は控訴しま
した。金龍土木工業は JR 新座駅の西
500m 位の所で、新座市ではただ一社、
産業廃棄物の焼却を続けています。新

座市と、( 株 ) 金龍土木工業に近接する
清瀬市の周辺住民たちは焼却停止や環
境保全を求めて交渉してきましたが、(株)
金龍土木工業は温度管理記録の閲覧や
敷地内の見学にも人数などの制限をつけ
てくるなどしてきました。

これまでの住民運動の経過
　05 年 12 月16 日 市民らが 3794 名の
署名を添えて更新不許可要望を埼玉県
に提出

05 年 12 月    許可更新 ( 焼却 )
06 年 1月 9日 対策会議発足
1月21日 説明会
4月 1日 説明会
8月28日 さいたま地裁、裁判 ( 結審 )
9月25日 さいたま地裁、裁判 ( 判決 )

　1月の説明会では社長が変わったこと
もあり、次回更新では焼却は考えていな
い、重機破砕による減溶はしない、アス
ベストは受け入れない、雨水等の対策は
取るなど「環境保全協定」の締結を含め、
前向きな姿勢が見られました。その後
( 株 ) 金龍土木工業が「廃棄物の処理及
び清掃に関する法律違反」で裁判にか
かっていることが判明し、2 回傍聴しま
した。住民側は、裁判結果、跡地利用
など今後考えられる色々なケースについ
て早急に検討していこうと考えています。

武蔵野跡地プレイ
パーク請願

河登一郎
　9月議会に「いのちの大切さを守り育
てるプレイパーク設置のお願い」という
請願が周辺住民数百名の署名をつけて
提出されました。内容は、( 株 ) 武蔵野
が産廃ゴミを大量に放置したままの山を
公有地化し ( 所沢市で購入 )、子どもの
プレイパークにして欲しい、という要望
です。



　私たちは、産廃ゴミをそのままにして
の「プレーパーク設置」は大変危険で
あると考え、この請願の問題点を整理し
た「意見・要望書」をまとめ、市議会全
会派 ( 賛成派・反対派を含めて10 会派 )
と市長に提出しました。

当会「意見・要望書」の要旨
(1) 対象地は、( 株 ) 武蔵野が長期間産

廃の違法操業・不法投棄を続けてき
た場所で、環境基準を超える鉛が検
出されたこともあり、廃掃法違反で責
任者が県警に逮捕され有罪判決を受
けた場所であることに鑑み、子どもの
プレイパークにする前に徹底的な土壌
汚染調査が不可欠である。(埼玉県は、
数年前簡単な土壌調査を行い、環境
基準を超えていない、と云う報告を出
しましたが、県条例・告示によってこ
のような場合には、より詳細な調査を
すべきことが明記されています。)

(2) 高濃度の汚染が検出された場合の地
下埋蔵物を含む汚染土壌撤去費用は
かなり高額に上る可能性があります。
この場合の費用負担者は排出事業者
を含む汚染責任者の責任を法律に準
拠して厳しく追及した上で、このよう
な状態を永年放置してきた行政 ( 埼玉
県と所沢市 = 納税者 ) も応分の負担
を覚悟すべきと考えます。自治体は、
地方自治法・地方財政法の大原則 :「最
小の経費で最大の効果」をあげる義
務があり、「捨て得」を許すと所沢に
ごみが集中します。これ以上のゴミ山
を許さない厳正な措置をとることが必
要です。

　市議会では、最終日に採決にかかりま
した。当初、請願紹介議員会派などに
より過半数で採択される可能性が高いと
心配していましたが、当会の説得がそれ
なりに効果あったのか、賛成討論はなく、
反対討論に代えて反対派議員が当会の

「意見・要望書」を全文読み上げました。

採決結果は、僅差でしたが、請願は採
択されませんでした。「これは、市議会
の良識の結果だと思っています。」

　私たちは、この請願に反対はしました
が、それは上記のような明確な根拠に基
づくものであり、市内に放置されている

「ゴミ山」がそのままで良いと思ってい
るわけではありません。昨年から今年に
かけて、埼玉県内に100 ヶ所以上放置
されている3,000m3 を超える巨大ゴミ山
の実態を調査して県に提言しましたが、
このうち、特に問題が大きい対象につい
て、具体的な運動を進めたいと思ってい
ます。

( 株 ) エム・クリーン
森　 斌

　フラワーヒルと東急団地の間、大生
病院の北の狭山市水野に ( 有 )エム・ク
リーンという廃棄物処理業者があります。
この業者がパイオニアの北の所沢新町に

「チップ堆肥置場 ( 合計 405m3)」を設置
するという問題が発生しました。所沢新
町は予定地の周辺に新しい住宅が増えて
いるだけでなく、細い道をはさんで南に
接する花園町は大きな住宅街です。

●経過
05 年11月 

( 有 )エム・クリーンが隣地住民に同意
を求める 

12 月12日
所沢市農業委員会に所沢新町有志に
よる反対の要望書提出

06 年 1月14日
「所沢新町・花園地区環境対策協議会」
設置

3月 3日
2417 名の署名を添えて所沢市農業委
員会に「要請書」・所沢市長に「陳情書」
提出
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5月13日
第1回話し合い(住民、約100名。業者・
不動産業者・代理人、6 名出席 : 具体
的な説明には入らせず ) 所沢市議会に
請願書提出

6月13日
 「チップ堆肥置場」設置反対請願、所
沢市環境常任委員会にて採択 (9 名全
員一致 )

7月 9日 
住民説明会 ( 住民約 120 名参加、業
者出席せず )

7月13日 
所沢市に陳情

7月24日
 所沢市農業委員会、許可相当

10月28日
  住民説明会 ( 住民 85 名、業者側
5 名出席 : 代理人事業計画説明、住民
側から多岐にわたって質問 )

 11月12日
  住民説明会 ( 予定 )

●5月13日の説明会で明らかになった
こと
＊地権者所有の農地は既に売買契約が

なされ、土地代金は全額支払済 ( 農
地転用の許可は降りていない )である
こと。
＊土地には、既に仮登記がなされている

こと。
＊代理人 ( 弁護士 ) の行う業務は、農地

転用が行われるまでであること。
＊事業者が事業を遂行する為に問題が

発生しても、その責任は全て事業者に
帰するものであり、代理人は一切責任
をおわないこと。
＊ 隣接住民の同意は必要としないこと。
＊説明会は、住民の要望を取り入れて行

うものであり、長期にわたる説明会を
行う意思は無いこと。

　本社が不法建築であることが判明した
こともあって所沢市環境常任委員会では

設置反対請願が採択されたものの、農
業委員会では持ち込まれる堆肥に「問題
なし」と判断しました。そして地域の多
くの住民が提出した「反対」の要望・陳情・
請願を無視して「許可相当」という結論
を出し、その結果、県の許可が下りよう
としています。

● 10月29日の説明会で明らかになっ
たこと

 持ち込むのが堆肥なのに、説明はマル
チング ( 公園の歩道などの敷き詰め材 )
用チップであったり、販売見込みや建造
物の具体的な説明が出来ないなど、かな
り杜撰な計画であることがわかりました。
また、堆肥そのものも良く理解していな
いようなありさまでした。
　そのため、火災・臭気・騒音・キノコ・
レジオネラ菌など等の住民からの質問に
余り答えられず、次回説明会で解答する
項目が数多く出てしまいました。

　

クリスマスバザー
のお知らせ

　12 月17日 (日 )10 時 ~3 時、恒例のク
リスマスバザーを開催します !
　場所はいつもの美原町3丁目生活クラ
ブ生活館を予定しています。献品募集中
です ( 不使用品・美品に限らせていただ
きます )。手作りのクリスマスのお菓子
やリース、手作り品なども出品予定です。
みなさま是非お出かけ下さい。
( 連絡先 ; 北浦 04-2943-7578)


