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ー広域処理の妥当性と住民監査請求― 

震災がれきの広域処理と自治体の責任 

       ２０１２年１２月２７日    青木泰 

 

１. 広域処理問題における国の関与と、自治体の責任 

1) 被災自治体に処理責任 

震災がれき（震災廃棄物）は、廃棄物処理法上は、事業者が処理責任

を負う産業廃棄物を除き、一般廃棄物として定義される。 

市町村は、その区域内から発生した一般廃棄物を、「生活環境の保全

上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し処分しなければならな

い」(廃棄物処理法第６条の二)とあり、被災自治体(市町村)が処理責任

を負う。 

その上で、被災自治体が処理できない分は、他の自治体との協議によ

り「事務委託」したり、「処理委託」をすることができる。 

事務委託は、市町村が保有する事務事態を委託するもので、今回の場

合、被災市町村が、当該都道府県に委託した分が、これに当たり、地方

自治法第２５２条の１４の適用を受ける。 

その場合、委託に当っては、地方公共団体は、規約を設け、「委託と

受け入れ先の自治体」「委託事務の範囲、管理執行の方法」「経費の支

弁方法」「その他必要事項」を銘記する必要がある。(同法第２５２条

の１５) 

また一般廃棄物の処理の委託については、廃棄物処理法第６条の二の

２項に記載されているように「政令」に基づき委託する。 

この処理の委託については、通常は、再委託は禁止されているが、震

災廃棄物については、その緊急性などを勘案して、特例措置(政省令Ｈ

２３．７．８)により、処理委託された受託者が、再委託することを可

能にしている。（再々委託は禁止されている） 

被災自治体(市町村)が処理できない分は、他の自治体（当該都道府県

やその他の自治体）が処理の受託を受けて、処理することが可能になっ

ている。 

２） 広域化処理の問題点 
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震災がれきは、被災自治体（市町村）に処理責任がある一般廃棄物と

して定義されながら、他の自治体への広域処理を可能としているのは、

上述した「事務委託」と「処理委託」による。 

ではこの広域処理は、法手続きに基づき進められていれば問題がない

かと言うと、そうではない。 

放射能汚染の可能性があり、アスベストや重金属の混入が予測される

がれきは、集中管理しなければならないが、それを広域に拡散し、焼却

し、希釈することは、国際法上から言っても問題である。実態としても

杜撰な処理処分基準の下に汚染を拡散させている。（このほか広域処理

の問題点については、沖縄からの「がれきの広域処理が許されない理由」

がまとまっている。） 

今回の総選挙では、原発問題は争点の一つとして取り上げられたが、

福島第一原発事故によって、放射性物質が環境中に放出され、低線量被

曝の影響を今も残していることへの対処問題は、ほとんど取り上げられ

なかった。 

汚染廃棄物（がれき、生活ごみ、下水汚泥）の焼却による二次汚染問

題、汚染地域からの子供たちの避難、低線量被曝により健康被害を受け

た人たちの治療体制、これらが汚染地から追われ、仕事も生活も奪われ

た人たちへの生活の保障と同時に必要になる。 

ただ住民監査請求は、自治法上取り上げる対象領域が、自治体の契約

案件や財務会計上の問題に限られるため、原発事故の影響を巡るすべて

の問題をこれで一括りにすることはできない。 

しかし上述した問題を巡って、住民が行政を訴え、行政訴訟を行う時

には、一番高いハードルは、「原告適格」の問題である。原告に成り得

る資格があるかの問題である。直接の利害関係者であれば、当然行政を

訴えることができる原告となれるが、行政の不法・不当な対応に対して、

“ただの住民”が行政を訴える原告の資格を得る道筋が、住民監査請求

である。通常行政訴訟を行う時には、まず住民監査請求を行い、原告と

しての資格を得るのである。 

社会の仕組みとして、行政による執行（ないし執行予定）行為に対し、

違法性や・不当性を認識した住民が、訴える権利を持つことは当然であ

るが、すぐ裁判となれば、裁判所は行政訴訟で溢れてしまうことになる。 
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そこで住民監査請求は、行政による違法な行為だけでなく、不当な行

為に対しても住民は住民監査請求で訴えることができるようになって

いる。請求があれば、自治体に設けられた監査委員は、６０日以内に監

査結果を出すことになっている。いわば裁判所への訴えの代替え行為と

して、住民監査請求が位置付けられている。 

その上で、監査委員の監査結果に異議があれば、訴えた住民は、改め

て問題を違法性の下で整理し、裁判所に訴えることができる。その場合、

改めて原告適格を問われることはない。その意味で住民監査請求は、裁

判の前置と言われている。 

社会の仕組みから言えば、行政の執行行為に対して、住民監査請求を

まず行わせ、「６０日間」の冷却期間を置き、それでも異議のある人は

どうぞ裁判で争ってくださいと言うシステムと言える。 

従って行政の執行行為に対して、私たちは住民活動によって行政行為

の問題点を明らかにし、行政を批判する世論形成を図り、議会や行政と

の直接の交渉を通して行政行為を断念することを求める。 

批判の声が高まっても、居直った行政による無法で独裁的行為が行わ

れる時に、行政行為の阻止を貫くために行われるのが、住民監査請求―

行政訴訟と言える。 

これに対して、「公害調停」があるが、これは、双方の「互譲」によ

って到達点を見つけるものであり、「反対か否か」を争うものと異なる。

例えばごみの焼却炉建設反対を巡る問題で、反対してきたが、結局建設

されるのは止められないと見た時、今後に向けて条件をつけておきたい

とするときなど用いられる。このほか「裁定」などもある。 

 

３）国の役割 

震災がれきの処理当って、国の役割は、災害廃棄物特別措置法第６

条で、被災自治体の「費用負担」「協力要請」「国有地の貸与」そし

て一定の条件の下での「代行」等と定めている。 

震災がれきの広域処理にあたっては、被災自治体の広域要請にあた

って、受け入れ自治体の募集をしたり、受け入れを促進させるために、

施設整備の交付金を出す等をしている。 

表向きは、廃棄物処理法との関係から言って、一般廃棄物としての
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震災がれきを処理する被災市町村のがれき処理や処理委託を「協力」

する立場においている。 

①  被災自治体の広域化にあたっての条件は？ 

国としては、ではその場合、被災自治体が他の自治体に広域化要請

する条件は、 

どのように定めているか？ 

環境省の「損壊家屋等の処理の進め方指針」(環境省資料Ｈ２３．

３．２９)では、「市町村内の中間処理施設での処理可能量が処理必

要量を下回っている時には市町村外の中間処理施設の処理の可能性

を検討する。」 

環境省マスタープラン（Ｈ２３．５，１６）「４.処理方法」「（２）

広域化処理の必要性」では、「東日本大震災では、膨大な量の災害廃

棄物が発生しているが、被災地では処理能力が不足していることか

ら、被災地以外の施設を活用した広域処理も必要」 

としている。 

震災がれきを市町村が処理しなければならない一般廃棄物として

位置づけ、市町村が処理できない分を当該都道府県に処理委託し、そ

のような流れで進めてきた以上、広域化の条件として「市町村内の中

間処理施設での処理可能量が処理必要量を下回っている時」や「被災

地では処理能力が不足している」を示したのは、当然である。 

②  要件チェックは、交付金の支給時？ 

しかし環境省の廃棄物リサイクル対策部に、「広域化にあたって、

どのような基準を設けているのか？」を聞いてみたが、「そのような

基準は無い」と言う返答があった。（２０１２年１２月２５日） 

そこで「被災自治体が、当該自治体として処理するか、広域的に処

理するか、そこには何のルールもなく、申請があれば、申請通りに、

交付金（補助金）を環境省は出すのか？」 

「被災自治体で処理できるのに、高い金を払って遠く運ぶ広域処理

が行われていても交付金は、支給するのか？」（当然無駄な行政行為

の裏には、利権がうごめく） 

以上の問いに 

「やはり広域処理をするにあたっては、被災自治体が、自治体だけ
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では期日までに処理できないことが条件になる」との答えがあった。

「その点が広域処理にあたっての基準として示されていないのか？」 

と再質問すると、 

「それらは当たり前の事であり、交付金を支給するかどうかにあた

って判断がなされる。」と答えた。 

そこで「国が補助金や交付金を支給するにあたっては、補助金適正

化法に違反しないかが検討されるが、補助金適正化法で判断されるこ

とだと解釈してよいか？」に対し、「そうだ」という答えが返ってき

た。 

③ 交付金が支給されない時には、自治体の持ち出しに。 

被災自治体は、交付金の支給を受けるために、震災がれきの処理に

あたってまず、環境省に対して交付金の申請書を記載する。 

環境省は、それが妥当な場合には、その旨「査定」する。環境省の

査定を受けた当該自治体は、がれきの処理事業を行い、事業にかかわ

った業者に支払いを済ませ、改めて交付金の支給を申請する。 

被災自治体の震災がれき処理に対してほぼ１００％交付金が支給

されるとしてもこのような手続きが取られ、業者に支払いを済ませた 

後、当該自治体から交付金の支給申請が行われ、交付金を支給するか

どうかを環境省が判断したうえで、交付金が支給される。 

その際「補助金等に係わる予算の執行の適正化に関する法律」第六条で

は、次のように定めている。 

『  各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に

係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係

る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、

補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤がない

かどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみや

かに補助金等の交付の決定（契約の承諾の決定を含む。以下同じ。）をし

なければならない。 』 

  補助金適正化法に従って、法に違背しないか、合理性があるのか？が問

われ、それに適合しなければ、交付金が支給されなくなる。 

支給されなくなれば、当然被災自治体と、受け入れ自治体による持

ち出しとなる。当然住民監査請求の対象となる。 

 



 6 

２. 広域化の実態 

１）広域化の虚実 

広域化は以上みたように国や環境省は、震災がれきの処理事業費として

復興予算の中で、約１兆円の予算を計上してきた。総理大臣や環境省大臣、

廃棄物リサイクル対策部からの通知・通告を行い、受け入れ自治体の施設

整備にも交付金を出したり、政府広報でメディア向けに絆キャンペーンを

行うなど、さまざまな形で事業推進を図ってきた。文字通りがれきの広域

化の旗を振ってきたのは、政府・環境省である。 

３２６の政府交渉ネットの質問に、環境省はがれき処理の予算規模を被

災３県（福島県、宮城県、岩手県）で約１兆円と答えた。２０１１年度第

１次復興補正、第３次復興補正、そして２０１２年度復興予算で、合計１

兆円を計上したという。 

しながら、法律上は、被災自治体と受け入れ自治体による協議と合意に

よる協定によって進められる事業として位置付けられていた。 

つまり事業の主体はあくまで、自治体であり、環境省はそれに協力する

という形を取り、その事業には交付金を支給しながら、その支給について

は、問題があればチェックするという形を取り、ちゃっかりと点検する側

に回っていたのである。問題があれば、チェックされ、事業に責任を取る

のは自治体である。 

当初（２０１１年から２０１２年５月２１日まで）のがれきの発生量は、

２２５０万トン（福島県２００万トン、宮城県１５７０万トン、岩手県４

８０万トン）と発表されていた。阪神淡路や中越地震では、ほぼ自区内で

１トン当たり約２，２万円で処理されていたため、そこから計算しても約

５０００億円で済むはずだった。 

それが倍額の１兆円の予算を立てていた。（通常考えられる予算の倍額

の巨大予算が組まれていたといえる。） 

 

２） 国・環境省による問題 

 広域化を主体的に進めるのは、あくまで被災自治体（市町村乃至市町村

から事務委託を受けた県）であり、環境省は交付金=補助金を出すだけと

言う立場をとりつつ、過大な広域化予算を計上している。 

 この環境省の予算措置に問題はないのか？またその後の対応に矛盾は
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ないのか？ 

① 広域化自体が復興予算の流用化 

環境省は、被災県がすでに民間業者に業務委託していたがれきを、まだがれ

きがあるかに偽ってカウントして、架空の予算計上をしていた。がれきの広域

化は、宮城県、岩手県の２県で合計約４００万トン。その内９割を宮城県が占

め、宮城県のほぼ過半を占める石巻ブロックから予定されていた２９３万トン

は、全く架空にカウントされていた。（実際には宮城県で予定していた３４４万

トンすべて） 

環境総合研究所・大田レディスグループ、北九州市の市民検討委員会でこの

事実を突き止め、宮城県や北九州市に通知・通告を行い、民事訴訟も行う中で、

架空のカウントによる広域化は修正しつつあるが、架空のがれきに予算計上し

たこと自体犯罪行為であり、修正したからと言って免れるものではない。 

被災２県の震災がれきは、基本的には市町村で処理し、処理できない分を当

該県に委託し処理する方法を取った。宮城県は、県内１４市町村から委託され

たがれきを４つのブロック（石巻,気仙沼,名取・亘理,宮城東）に分けて処理した。

宮城県の大半を占める石巻ブロック（＝石巻 B）のがれきは、石巻市、東松島

市、女川町から委託されたものだが、表１で見るように県が受託した量は、６

８５万トン。そのすべてを鹿島建設（株）などの大手ゼネコンからなる鹿島 JV

（ジョイントベンチャー）に業務委託していた。(２０１１年９月１６日) 

宮城県と石巻Ｂのがれきの発生量、県受託量、広域化計画量について、がれ

きの見直し前（当初）と見直し後の量を一覧表に表１としてまとめてみた。  

環境省や宮城県から発表されるこれらの量は何度も発表され、発表のたびに数

値が違い、全体の流れをつかみにくいが、基本になるデータを環境省と宮城県

の公式データから抽出した。 

表１ 宮城県と石巻Ｂのがれき量の推移  

    当初 見直し後 

    発生量 県受託量 
広域化計

画 
発生量 県受託量 

広域化計

画 

宮城県  １８１９，４ １１０７ 344 １２００，４ 676 127 

 石 石巻市 ６３８，３ 581 ― ４４５，８ 308 ― 

 巻 東松島市 １５６，８ 84 ― ８３，８ 3 ― 

 Ｂ 女川町 ５１，２ 21 ― ２８，６ 1 ― 

  計 ８４６，３ 685 293 ５５８，２ 312 ７３（＊１） 

（計は石巻Ｂの計） 

表の出典 
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＊発生量（当初）：「災害廃棄物処理施設建設工事等を含む災害廃棄物処理業務（石巻地区）

の概要（Ｈ２３．９．１６宮城県生活環境部）」（追加資料１） 

＊県受託、石巻Ｂ受託量（当初＆見直し後）：「宮城県Ｈ24年 5月 21日記者発表資料」（追

加資料２） 

＊発生量（見直し後）：「沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況（Ｈ24年 5月 21日」（環

境省）（追加資料３） 

＊広域化計画量（当初）：環廃対発第 12031600号＆別紙 （追加資料４） 

＊広域化計画量（見直し後）：「災害廃棄物推進量の見直し及びこれを踏まえた広域処理の

推進について（Ｈ24年 5月 21日）」環境省リサイクル対策部 （追加資料５） 

 

表１で示したように、環境省は当初宮城県全体で、広域処理が必要なのは３

４４万トン、その内石巻ブロックのがれきは２９３万トンと計画を立てていた。

県が受託した石巻 Bがれきが、全て鹿島 JV に丸投げ委託している以上、広域化

に回すがれきは無く、２９３万トンは全く架空の数字だった。 

 

② 杜撰ながれき量の推定 

 震災がれきは、被災市町村からの交付金の申請があれば、ほぼ１００％

助成する形でがれき処理が行われてきた。そのためがれきの量は、発生量

や処理量は、すべてがお金に置き換えられる。量はお金と等価のものとな

っていた。 

がれきの広域化にあたっては、「被災自治体での発生量」「被災自治体

で処理できる量」そして「広域化必要量」が、被災地側で整理しなければ

ならないデータとなる。 

このデータは、被災自治体が提出するデータとなるため、書式を整えて

おけば、間違うことなく整理できるはずが、それさえ曖昧になっている。 

ＰＣに慣れている人の話では、エクセルデータで情報整理すればよいとい

う声がある。 

その一方で、受け入れ側自治体側の状況では、「受け入れ余裕量」（焼

却炉などで休炉になっている分）「受け入れ可能量」(様々な条件を考え

ての受け入れ可能量)そして「受け入れ量」(契約、約束)と言うことにな

る。 

ところが環境省の発表では、ここが混同してしまい、たとえば、「災害廃

棄物の推計量の見直し及びこれを踏まえた広域処理の推進について」の発
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表では、「受け入れ余裕量」をそのまま「受け入れ量」として発表してい

る。そのため実際の数値がどのようになっているか分からない（分からな

くしている）実態がある。 

例えば、環境省のがれきの推計量は、適当で２０１２年５月２１日には、

大幅に修正することになった。 

 その大幅修正後も次のような発表のたびに大きな変更が行われている。 

ⅰ）2012年 5月 21日 環境省リサイクル対策部の「災害廃棄物の推計量

の見直し及びこれを踏まえた広域処理の推進について」発表 

ⅱ）2012年 8月 7日 環境省 「工程表」発表 

ⅲ）宮城県 9月議会（2012年 9月 11日）契約変更提案 

と環境省の発表では、発生量、広域化必要量を変更し、宮城県での発表は、

木くずを約１００万トンも消滅させている。（１１５万トンから４万トン

へ）それに対して環境省は何の発表も行っていない。 

この変更・変化の特徴を述べると 

＊ 当初広域化量から大激減 

当初の広域処理予定量約 400万トン（宮城 344万トン、岩手 57万トン）

が、現状では、宮城県約 10万トン前後、岩手県 15万トンとなっている。 

＊ 激減の理由は、発生量の推計の誤り、「被災地自治体での処理量」を

表わす業務委託量の算定の誤りなどであり、これでは広域化必要量は

定まらない。 

＊ 国・環境省の発表は、必ずしも被災自治体と摺合せを行っていない。 

＊ 発表量の連続性無し 

このように国・環境省の発表の最大の特徴は、それまで発表してきたデ

ータに変化があっても、変化後のデータだけを示し、事前事後のデータを

同時に発表することが無い点である。変化を示すデータの提示が無いた

め、当然なぜそのような変化が生じたのかの説明もなされない。 

その結果、広域化必要量が４００万トンとして巨額予算を組み立て、現

状では、その約３０～４０分の一になっているが、予算を立案したものの

責任は問われていないのが現状である。（巨額予算の下にすでに一年、巨

大施設に設備投資が使われ、無駄な公共事業が進められてきたにもかかわ

らず） 
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３．まとめ 

がれきの広域化は、被災自治体と受け入れ自治体の“自由な”委託契約

の下に行われる。その際環境省は、交付金(＝補助金)を支給し、これを支

える仕組みの下で行われる。環境省はそのため、広域化を考えた予算を組

み準備してきた。 

しかしながら環境省が進めてきた広域化政策の大半を占める宮城県の

広域化予算は、架空のがれきを想定した予算でしかなかった。しかもその

後の発生量の見直しによって、宮城県、岩手県双方とも大きく削減し、(岩

手県は津波堆積物＝土砂は増えたが、広域化を予定していた柱材、角材や

可燃物は３５％～４０％削減された)まず「発生量」「被災自治体での処

理できる量」、そして「広域化必要量」の正確な算定が不可欠である。 

現状は広域化の実態で見たように、がれきの算定は実に適当に、ずさん

に行われている。 

がれきを被災地で処理すればー安全性を基準にしてー当然広域化によ

る輸送・運送費はかからず、コストを安く処理できる。したがって本当に

広域化が必要なのかを見極めることは、自治体にとってきわめて重要な仕

事である。 

ところが現状では、受け入れ自治体は、「被災自治体が必要といってい

る。」という点を唯一の出発にしている。被災自治体は、広域化しても交

付金で保障されるからと「無駄な公共事業ののり」である。 

しかし実際に広域化事業が行われ、その広域化事業に補助金適正化法等

での検証が入れば、本当に必要だったのかが問われ、チェックされること

になる。(会計検査院がチェックしなければ私たち国民が行う) 

交付金が支給されなくなれば、自治体が自前のお金で処理しなければな

らなくなる。 

今回の広域化によって、どれだけ過大に予算が組まれ、今後予算がどの

ように執行され、使われなかった予算が財務省に戻った後、改めてどのよ

うに使われてゆくのかは国会での議論や調査によって、監視が必要だが、

私達が、自治体からこの点を問う手立てのひとつとして、住民監査請求が

あり、がれきの取り扱いが、このように杜撰に扱われている中で、 

「どれだけ必要性や必要量を確認し、行なわれているか」 

「契約の進め方が適法に行われているか」 
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「その他自治法など諸法に照らして法律に適っているか？」 

「すべからく合理性があるか」を問い、これに疑義が見つかれば、住民

監査請求を行うことになる。 

中央官僚機構の打破を言いながら、東と西の元知事は、その官僚機構が

仕掛けた巨額の無駄遣いをチェックすることなく、そのお余りに在りつこ

うとしている。事実を示し姿勢の転換を。 

 


