会派研修報告書
日

時

平成１６年１月２８日（水）～１月３０日（金）
場

所

香川県小豆郡土庄町豊島家浦
「豊島廃棄物等処理理事業 高度廃水処理施設」
香川県香川郡直島町
「香川県直島環境センター中間処理施設」
報 告

名

称

会派研修

出

席

栗東市民ネットワーク
田村隆光・宇野哲・国松篤・伊藤矢守司

以上４名

田村

【研修目的】
日本最大の産廃不法投棄事件となった「豊島事件」のその後の検証と栗東市の「ＲＤ産廃最終処分場
問題」の一刻も早い解決に向けた対策を探ることを目的とする視察研修。

【豊島の概要】
＜位置＞
瀬戸内海の東部、小豆島の西方約
4km に位置し、面積約 14ｋ㎡、周囲
約 20km の島で香川県では小豆島に次
ぐ大きさの島で香川県土庄町に属す
る。
＜人口＞
562 世帯 約 1300 人。
＜産業＞
特産のやわらかい豊島石を使用し
た石材加工業が盛んで、また農水産
物の供給地として重要な位置を占め
ている。
＜施設＞
福祉施設として乳児院、特別養護老人ホーム、精神薄弱者更正施設があり、「福祉の島」と呼
ばれている。
【直島の概要】
＜位置＞
高松市の北 13km、岡山県玉野市の南 3km の備讃瀬戸最狭部に位置する大小 27 の島々からなる
群島の町。面積は約 8ｋ㎡、周囲約 16 km。
＜人口＞
約 3600 人
＜産業＞
東洋一の金製錬量を誇る三菱マテリアル直島製錬所と関連企業。
＜施設＞
豊島廃棄物等痛感処理施設（直島環境センター）とエコタウン施設。中央部には幼・保一元化
や幼・小・中一貫教育と建築美を誇る文教地区、南部には現代美術と出会えるホテルベネッセハ
ウスや直島国際キャンプ場などがあり、自然と産業と文化の調和がすばらしい島である。
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【豊島事件とは】
豊島事件とは、悪質な事業者によって島の西端国
立公園内に 13 年間にわたって有害産業廃棄物が、不
法に投棄され野焼きや埋め立てが行われていた事件
で、1990 年(平成 2 年)11 月 16 日、兵庫県警の摘発に
よりその操業の実態が明らかとなり、翌年 1 月 23 日
にその事業者は逮捕され、同年 7 月 18 日に「有罪判
決」が下された。
しかし、あとには誰も責任を負わない 60 万トンを
超える有害廃棄物が放置されダイオキシンを含む有
害物質が瀬戸内海に流れ続けていた。
▲大量の不法なものが投棄・野焼されていた現場
その後、住民はもとのきれいな豊島を取り戻そう
と、有害廃棄物の場外撤去を求めて行政との長い苦悩の闘いが始まった。
【中間合意と公害調停の成立】
平成 5 年 11 月に豊島住民 438 名が申請人となり、
香川県、県職員 2 名、豊島開発、経営者、その親族お
よび産業廃棄物排出事業者 21 社を相手として、中坊
公平弁護士を代表とした弁護団を結成し公害紛争処
理法に基づく調停申請を行った。
また、平成 8 年 10 月には、国に対して産業廃棄物
等の撤去を求める公害調停も申請した。
その後、14 回目となる調停日（平成 9 年 1 月）に
おいて、処分場周辺の環境保全や問題の早期解決を図
る観点から、溶融等の中間処理を行うことを基本とし
▲廃棄物の撤去を求め様々な住民運動を展開
て取り組むことを表明。
中間合意を受けて県は「豊島廃棄物等処理技術検討委員会」を設置し検討を進めた結果、県は、
豊島に隣接する直島にある三菱マテリアル(株)において中間処理することを直島町議会に提案。
直島としては、①公害がないこと、②町の活性化になること、③デメリット等に適切に対応する
こと、④町民の賛同が得られること、の条件を提示。
その後、直島町ではアンケート調査を実施するなど住民の意向を確認した上で、平成 12 年 3 月
受け入れを表明。
申請人は、産廃物等の溶融処理に関する技術的課題の解明がなされたことや、直島処理案が受け
入れられたことなどを総合的に判断し、平成 12 年 6 月 6 日、解決金約 3 億 2500 万円を含む調停が
成立した。
調停合意の内容は、
①平成 28 年度までに廃棄物等を豊島から搬出する。
②処分地内の地下水・浸透水を浄化すること。
③地下水等の漏出防止や雨水の排除。
④廃棄物等の搬出のための施設を豊島に設置する
こと。
⑤廃棄物等の焼却・溶融処理は直島内に設置する施
設において行うこと。ほか
▲平成 12 年 最終合意 県知事が謝罪
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【豊島廃棄物等処理事業】
豊島廃棄物等処理事業とは、豊島に堆積する約 60
万トンを超える廃棄物等を専用船で直島の中間処理
施設に輸送し、そこで焼却・溶融方式によって処理し、
その副産物も可能な限り再利用を図り循環型社会の
モデルを目指すものである。
当然、周辺環境の保全を目的として、各施設での環
境計測や施設周辺の環境モニタリングを実施し、
チェ
ックや改善を行うなど厳しい管理をとり、インターネ
ットを通じて一般的に情報を公開するというもの。
▲暫定的な環境保全措置工事完了後の豊島処分地
総工費、豊島施設が約 208 億円、直島施設が約 145
億円、その他を併せ 500 億円程度。
＜処理に要する経費の財政スキーム＞
○施設設備
国補

1/4

県債（充当率 75％）

一般財源

地方交付税措置
～Ｈ13 元利償還金の 40％
Ｈ14 元利償還金の 30％

○処理経費
有害性の高い物質 1/2
その他
1/3
国庫補助
特別措置法

県債（充当率 70％）

一般財源

地方交付税措置
元利償還金の
50％

■暫定的な環境保全措置
継続的に周辺地域への汚染の拡大を防止するため
に、平成 12 年 9 月～14 年 3 月の間に以下のとおり
暫定的な環境保全措置を実施。
○廃棄物層から浸出する有害物質をふくむ地下
水・浸出水が北海岸から海域へ流出するのを防
止するため、海岸線に沿って、長さ約 360ｍに
わたり、2～18ｍの深さで遮水壁を打設。
▲北海岸に設置した遮水壁等の断面図

○有害物質の海域への漏出や汚染の拡大を防止するとともに、高度廃水処理施設等の施設建設
のため、西海岸部、南斜面部および飛び地にある廃棄物等を処分地中央に移動。
○廃棄物等の飛散を防止し、雨水の流入を排除するとともに、乾燥効果のある透気・遮水シー
トを廃棄物層全体に敷設。
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■廃棄物等の掘削・搬入
シュレッダーダスト（ＳＤ）や汚染土壌など多様な処理対象物が
不均一に混在する廃棄物を効率的に焼却・溶融処理するために、ま
ず大きな岩石や金属の除去を行い、細かなシュレッダーダストと土
砂の山に分け、土砂については溶融助剤を混合し水分を飛ばした後、
土砂と均一なシュレッダーダストを混合し、2 日間養成。
その後、中間保管・梱包施設／特殊前処理物処理施設へ搬入。
▲分類・混合作業

■中間保管・梱包施設／特殊前処理物処理施設
＜施設の特徴＞
○中間保管・梱包施設
・直島へ輸送する 5 日分の廃棄物をピットで一時保管
○特殊前処理物処理施設
・シート、ホースなどの長尺物を処理可能な大きさに切断し、中間保管・梱包施設へ。
・岩石、金属等は洗浄し、完了判定試験後、有効利用。判定不合格物は中間処理施設のロー
タリーキルン炉で焼却。
・ドラム缶等の内容物の確認後、内容物は中間保管・梱包施設へ、鉄容器殻は中間処理施設
のロータリーキルン炉で焼却処理。
＜施設の概要＞
・建築構造
鉄骨造 2 階建（豊島廃棄物の処理が完了後は解体予定／10 年後）
・延べ床面積
3,111.72 ㎡
・ピットの容量 2,100 ㎥
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＜施設内部＞

▲プラットホーム
・掘削現場からの廃棄物を投入
・直島へ輸送する 5 日分が貯留可能

▲ピット投入クレーン
・投入した廃棄物をピット内で均質
化後、コンテナトラックへ積み込み

▲中央操作室
・投入クレーンの操作、トラックへ
の積み込み作業確認を行う

▲特殊前処理物
・一定の大きさ以上の岩石や金属、
シートなどの長尺可燃物、内容不明
な化学物質入りの容器などを前処
理する

▲切断機
・タイヤ、ゴムホース、シート、木
材などの可燃物を細かく切断しピ
ットへ

▲二重ドラム缶梱包室
・内容物の不明な化学物質の入った
容器は、大きなドラム缶に収納。
内容物は確認後、処理

■高度排水処理施設
＜施設の役割＞
豊島廃棄物等処理事業の実施期間中を通じて継続的に周辺海域への汚染の拡大を防止するた
め、廃棄物層から浸出する有害物質を含む浸出水、地下水を浄化する施設。
北海岸に設置した遮水壁によって流出を防いだ地下水等はポンプで汲み上げ、この施設に送ら
れる。
そして、管理基準まで浄化
した後、北海岸から放流して
いる。
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＜処理のしくみ＞

原水調整

アルカリ凝集沈殿処理

生物処理

凝集膜ろ過処理
ダイオキシン類分解処理
活性炭吸着処理
キレート吸着処理
処理水放流
汚泥処理

降雨などによる水量変動の影響を緩和し安定した処理
が行えるように、原水（浸出水・地下水）を水槽にいつ
たん貯留。
原水中には、カルシウムや金属などの汚れの成分が混
じっているため、それらを薬品を使って固まらせ、水槽
の底に沈ませて取り除く。
微生物を利用して、処理水中の汚れの成分を効率よく
分解。
微生物の働きが活発になるよう、水槽内には空気を吹
き込む。
膜浸漬槽内に設置した筒状のセラミツク膜で汚れの成
分をろ過して取り除く。
紫外線とオゾンを併用して、膜処理水中に僅かに含ま
れるダイオキシン類を分解・除去。
ここまでに残っている微細な物質を、活性炭で吸着除
去して、無色で透明な水にする。
処理水中に残っている重金属類をキレートという樹脂
に吸着させて除去する。
処理水の水質を連続測定し、管理基準値以下であるこ
とを確認して放流する。
水処理遇程で発生する汚泥は、濃縮・脱水処理して容
積を減らした後、中間保管・梱包施設へ運ぶ。

＜施設の特長＞
＊豊島処分地の汚水の水質に対応し
て、次のようなことを実施している。
①処理原水に含まれる懸濁性（水中で粒子が浮遊して存
在）及び溶存性（水に溶けて存在）のダイオキシン類の
それぞれに対応する方法により、ダイオキシン類を除去。
②処理原水の一部が高濃度の揮発性有機化合物（VOCs）で
汚染されているため、原水調整槽を密閉型としたはか、
排ガス吸引設備、VOCs 吸着設備を導入。
③処理原水の塩濃度が高いことか
ら、腐食を考慮したプラントの材質
を選択。
＊雨水の利用
雨水を貯留し、中間保管・梱包施設での洗浄水等に利用
している。

▲ダイオキシン類分解処理設備

＊施設の概要
処理能力････････65m3／日
建築構造････････鉄骨造 2 階建
延床面積････････9997.78 ㎡
原水調整槽容量･･2,600 ㎥
▲浸出水の浄化状況を展示
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■廃棄物等の輸送
＜輸送の概要＞
・1 回の輸送で、コンテナダンプトラック 18 台で廃棄物等 150
トンを輸送可能
・豊島～直島間を 1 日 2 往復で 1 日約 300 トンを輸送
・年間 220 日程度の運行
＜輸送船の特徴＞
・豊島～直島間約 8km を約 40 分で航行
・航走波が小さく周辺の環境に配慮した船体構造（但し風に弱い）
▲専用桟橋と輸送船「太陽」

＜安全面への配慮＞
・カーフェリー方式で直接廃棄物を積んだトラックを運ぶ（ﾛｰﾙ
ｵﾝ・ﾛｰﾙｵﾌ方式）
・コンテナダンプトラックは安全条約に基づく密閉型を採用

＊コンテナダンプトラック
全長････9.08ｍ
全高････3.75ｍ
総重量･･22 トン

■中間処理施設
豊島から海上輸送された廃棄物等は、直島に建設された中
間処理施設で焼却・溶融処理し、直島町の一般廃棄物もあわ
せて処理している。
＜施設の特長＞
○完全循環型施設
溶融処理に伴って発生する飛灰やスラグ等の副成物を再
資源化し有効利用するほか、プラント排水等を再利用する
▲建設途中の回転式表面溶融炉
など、完全循環型の施設となっている。
○ダイオキシン類を高温分解する回転式表面溶融炉
施設の中核となる溶融設備には、炉体の回転により処理
対象物を安定的に供給し溶融する国内最大規模の回転式表
面溶融炉を採用。
○鉄や岩石等を焼却するロータリーキルン炉
鉄の塊や岩石等の表面をバーナにより直接加熱し、付着
した可燃物等を焼却。
○排ガスの処理
▲完成後の施設全景
排ガス中の有害物質等に関する厳しい基準値等を設定
し、徹底した排ガス処理などを行っている。
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○環境への配慮
プラント排水や雨水を処理してガス冷却水等に再利用するとともに、余熱を回収し蒸気に変
えて有効利用するほか、太陽光発電を導入するなど、環境への負担を減らす様々な工夫を行っ
ている。
○副成物の有効利用
溶融処理に伴って発生する飛灰は、隣接する三菱マテリアル（株）直島製錬所で有価金属を
回収。
また、スラグは、コンクリート用骨材などの土木用材料として再利用するはか、鋼、鉄、ア
ルミニウムなどの金属も回収し、有効利用している。

＜施設の概要＞
炉形式及び処理能力････回転式表面溶融炉 100t／日 2 基
････ロータリーキルン炉 24t／日 1 基
建築構造
････鉄骨造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）6 階建
延床面積
････16,664.18 ㎡
建築面積
････18,283.22 ㎡
工期
････平成 12 年 12 月～平成 15 年 9 月
竣工
････平成 15 年 9 月
研修の行程と感想
＜初日＞
初日は、彦根での議員研修もあったことから研修を終えて
から取りあえず、翌日の豊島までの行程を考え小豆島まで移
動。目的地の小豆島土庄港へは、岡山港からフェリーで約 40
分。午後 5 時にホテルに到着。
＜2 日目＞
朝 8：40 分のフェリーで豊島へ。約 50 分で豊島家浦港に
到着。豊島住民会議の方が出迎えてくださり早速、住民会議
の方の案内で、自家用車で処分場へ。
産廃処分をしている現場は島の西端にあり、かなり道も狭
いのに当時はダンプが何台も行き来してたと説明を受けた。
約 10 分で現場に到着。島の南側の見学路（約 100 段ほど
の階段が作ってありました）をのぼり、そこから処分場を視
察。日頃、栗東市のＲＤ処分場を見ているからか、きれいさ
にびっくり。数台の重機が動いていた。
今度は、西側に回り現場を視察。
西側から現場をみると、白いシートできれいに覆われた丘
が出現。とても日本最大の産廃不法投棄現場とは思えない。
北側の海岸線に行くと、当時は海岸線も真っ黒くなってい
たそうだが、現在は長さ 360ｍに深さ 18ｍの遮水壁が打ち込
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▲南側斜面から見た処分場

正面は岡山県

▲処分場入り口にオリーブの記念樹が。右は中
坊公平弁護士さんのもの。
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んであり、水処理が施されておりとても透き通っていてきれ
いだった。
その後、中間保管・梱包施設へ移動、詳細は上述の通りだ
がその中の会議室で説明を受け、施設内を見学。
10 年間で豊島の廃棄物を全撤去の予定も若干遅れている
ことも説明されたが、処分が終わり次第、耐用年数が残って
いてもこの施設はすべて解体するという。豊島には二度と産
廃は捨てさせず、「ゴミの島」から生まれ変わると言ってお
られたことが心に残った。
そして、かつて不法投棄を繰り返していた業者が事務所と
して使っていた建物が今は、産廃運動の資料館となっている
とのことで見学。
そこには、２０数年に及ぶ住民の方々の記録がびっしりと
保存されており、事の重大さを改めて感じた。
＜３日目＞
9：00 のフェリーで直島へ。
直島は、三菱マテリアル直島製錬所があり、高松などから
の通勤者でフェリーは満タン状態。まさに、三菱マテリアル
の島であり、税収も多く役場や学校などの施設はとびっきり
豪華な施設ばかり。
フェリーを降り、町内循環バス「すなおくん」で直島の環
境センターの中間処理施設を見学に。
この施設は、栗東でも問題になり、住民運動の成果？もあ
り解体されましたガス化溶融炉による処理施設で、豊島の産
廃だけでなく、直島の一般ゴミも焼却するとの事。
しかし、我々が行く３日前にこの施設が小爆発を起こし、
その調査のために停止状態で動いている状態は見ることが
できない上に写真撮影もできないとのことで、若干の不信感
を抱く。
この溶融炉については、豊島の処理が終わっても利用する
との方向であるみたいであるが、今回の爆発事故が思ったよ
りも深刻で今後の豊島の処理に影響が出るのではと不安に
なった。
※全体を通じて、大変有意義な研修であった。
栗東で産廃運動もやっている立場として、豊島の想いもわ
かるし、直島の想いもわかる。
豊島の問題も、もとは豊かさを追求する一方で、出てきた
ゴミを不法投棄してきたことに始まり、行政の対応のまずさ
が問題を大きくしたのであり、どこでも起こりうる、起こっ
ている問題でもある。
これらのツケは、かならず未来の子どもたちに回っていく
のであり、何としてでも現代のなかで解決しなければならな
い問題である。
豊島の人の想いも「子どもたちのために豊かな島を取り戻
そう」がある。この教訓を活かし、全国で問題になっている
これらの問題を解決しなければならないと感じた。

9／9

▲ゴアテックスという素材で作られた遮水シー
ト。この下には膨大な量の有害廃棄物が･･･

▲北側の海岸線。この下には遮水壁が打ち込ん
であります。海岸線はとても透きとおってきれ
いでした。

▲資料館内部。写真や署名、のぼり旗、そして
ゴミのオブジェがありました。年表には歴史が
しっかりと刻んでありました。

▲資料館内部のごみのオブジェ。
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