③ 鹿島 」Vに 渡す以外 のがれきが石巻にあるのか ?
鹿 島 」Vが 官城県 と契約 した契約量は、 680万 トンであ り、現状 で石巻 のがれき
をすべ て渡 しても当初 の契約量に足 りない。鹿 島 JVが 落札 した平成 23年 度 環災
第 3‑261号 の計画を見ると当初、石巻市 か ら発生するがれきの総量を 616万 3
千 トン と予測 し、その うち約 94%分 を官城 県主導による八札にかけているが、その
がれきの総量 自体 が、現在 では約

170万

トン減 ってい る。

今回 の契約 が、 どのよ うにな っているかで少 し違 って くるが、がれ きの総量 が減つ
たのは、あくまで委託側 の官城県の 予測 ミスであり、処理量が少な くなったか らと言
って 鹿島 JVと の契約 の値引きは、鹿 島 JV次 第 となる。その場合、 がれきの総量
を過人に見積 もり、国税 の無駄遣 いをもた らした国や県の責任 は免れない。
いずれに しろ、石巻のがれきは、鹿島 JVの 引き受け量だけですべ て賄える計算に
なる。

2)が れ きの処理 を巡 る自治体首長の恐 るべ き適当さ
がれ きの処理量が、予測か ら大きく外れ、過大な予測を していた。 石巻市に事情を
聴 くと県 が発表 したことだか ら知 らないとい う無責任 な回答が返 って きた。通常民間
企業ならば、当然過大な予測 を元に行 つていた過大な支払契約額についての対処方法
を考えることが必要になる。
あ りてい に言えば、以来処理 トン数が減 った分 の契約額の減額交渉 である。
そ うしないと鹿島 JVは 、処理量が減量 した分何 {)し ないで、お金 を受けとること
ができることになる。県や石巻市は当然 この事態を議会に報告 し、責任所在を明 らか
に して、今後 の契約変更の見通 しと、新たな契約内容について議会 の議決 r解 を取る
ことが必要だ。
ところが、伝 えられる情報は、全 く驚 くべ き情報で しかない。
6月 12日 、新聞によれ ば、宮城県の知事 (ゝ 石巻市の市長 も、数 カ トンに上 るが
「
れきの処理 のために、北九州市の市長に石巻 市のがれ きの処理を依頼 したと報道 され
てい る。 もし前述 されていた事実を知 りなが ら、このような依頼をした とす ると次 の

2つ の点で疑間が残ることになる。
① 鹿島 JVは 、巨大な減量分 の仕事をせず、契約通 りの金額を受け取 ることになる。
170万 トン分 だ とす るとそれによる損失は、170万 × 3‑510億 円のL■ 額
に 上 る。

② そ して北九州に回す分は、その処理 コス トが 1ト ン当た り東京都 とlHlコ ス トとし
て、28万 トン×6〜 7万 円分 =168億 円〜 196億 円は、税金 の二重払 い と
なる。
これ らはすべ て国税 で支払われることになる。
宮城県、石巻市、そ して環境省 の責任 は免れない。
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前書き
下記の報告は、北九州市の市民検討委員会の調査グループとしての報告 ですが、
内容は、宮城県は、石巻プロック(石 巻市、女川町、東松島市)で 発生したがれき680万 ト
ンを鹿島 」Vに 事業委託しながら、同じがれきを北九州に持つてゆこうとしていたという問題で
す。すでに環境省で当初見込んでいたがれきの量の下方修正が、今年5月 21日 に行われ、
広域化は、必要ないので1ま という報告も出されています。 注 1
今回は、そうした中で、宮城県が鹿島 」Vに 委託していたがれきを、2重 にカウントし、北九
州に持つてゆこうとしていたという重大疑惑です。たとえて言うと宮城県という男性が、鹿島
」Vと いう女性とすでに結婚 しながら、北九州という女性に独身を装い、結婚詐欺を働 こうと
していたということです。
Vと 石巻プロックのがれ(&津 波堆積物)の 処理契約
宮城県は、昨年の9月 16日 に鹿島 」
を結んでいます。つまり石巻ブロックのがれきは、鹿島 」Vに 処理権限が移つています。
にもかかわらず、そのがれきを宮城県が、広域処理 の一貫として北九州に持つてゆこうとして

いたということです。
鹿島 」Vと 締結 したがれきの処理費は、国から補助支給されます。その一方で、同じがれき
を北九州などに広域化すれば、その処理費用も国から支払われることになります。宮城県は、
処理費用を2重 に国から巻き上げることになり、弁護 士lltよ るとこれは詐欺行為に当たると
いうことです。
て
この石巻プロックには、女川も入つていて、東京都も関連する問題です。女川関係につし
は、現在調査・整理中ですが、北九州関連については、下記のようにご報告いたします。
またこの間がれきの総量が大幅に削減された中で、宮城県は、鹿島 」Vと の契約量すらが
れきを提供できない状態にあり、そのまま放置し、契約改定(処 理量 &契 約金 )し なければ、
て 約数百億円の契約金を入手することになつていました。この点につい
鹿島 」Vが 何もしなし
て6月 19日 段階で宮城県に取材したところ、契約変更を行つていませんでした。すでにがれ
ヽ
る中で、契約の変更すら行つてι
ないのは、
きの総量の見直しが、約 一ヶ月前に行われても｀
まつたく驚くべき怠慢です。
素はと言 えば、環境省ががれき総量を大幅(1570万 トンの内430万 トン下方修正Xこ 読

み間違つていたことが、原因ですが、広域化政策のずさんさに加え、詐欺行為をなぜ行おう
としていたのか?順 次報告します。
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く調査内容 >
北九州に運ばれ る予定のがれ きは、宮城 県石巻市の 可燃性のがれき 3万 9,
500ト ンである。 しか し宮城県は、 5月 21日 がれ きの推定量の見直 しを行
い、約 430万 トン下方修正 し、石巻市 も約 170万 トン下方修正 した。
そ こで石巻市に持 つて くるがれきが現状で存在するのか ?調 査 した。
その結果、石巻市のがれ きは、凛地処理の行方が決まつていたこと。 もし行方
が決まつているがれ きを北九州市に持ってきたとき、現地処理 を決めている契
約に対 して、違反 となるだけでな く、がれ きの処理費 の 2重 払 いになる ことが
分かつた。
く事実 >

1)宮 城県 &石 巻の状況
① 石巻のがれきIま 、民間企業に委託し県内処理が始まつている。
石巻市のがれきは、すでに富城県 によって県内処理の入 札にかけられ、鹿島 J
Vに よって落本Lさ れ ている。鹿島 」Vに 処理 を依頼 しているがれ きの総量は、

685, 4万 トンでその内訳は、以下の通 り。
石巻市 (581万 トン
)

東松山市 (83、 5万 トン)
女川釘 (20、 9万 トン)
すでにこれは、鹿 島 JVが 、 1923億 6000万 円で落札 している。
料 1:災 害廃棄物処理業務 く石巻地区 >の 概要)

(資

② がれ きの総量の見直 しと、がれ きの処理量の削減
がれ きの総量 の見直 しによって、 (資 料 2:沿 岸市町村の災害廃棄物処理
の進捗 状況一環境省資料)
石巻 市は、 616、 3万 トンか ら445, 8万 トンに
東松島市は、165, 7万 トンか ら 83, 8万 トンに
女り1町 は、
44, 4万 トンか ら28, 6万 トンに
それぞれ 下方修正された。
石巻市のがれ きの総量が、 445, 8万 トンになったが、鹿 島 」Vに 依頼 して
いたのは、 581万 トンであ り、135, 2万 トン足 りない。
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