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監査委員告示第２号 

 

  地方自治法第２４２条第１項の規定に基づく住民監査請求の結果を、同条第４項の

規定に基づき次のように公表します。 

                     

 平成２０年２月２２日 

 

和光市監査委員  杉本   武 

 

               和光市監査委員  田中 貴和子 

 

記 

第１  請求書の受理 

   本請求は、所定の法定要件を備えているものと認め、平成 19 年 12 月 28 日これを受

理した。 

 

第２ 請求の要旨（原文のとおり） 

和光市職員措置請求書（住民監査請求書） 

（監査請求の要旨） 

 平成 19 年 3 月 28 日発生した和光市清掃センター内粗大ゴミ処理施設爆発炎上事故によ 

る被害の拡大は、日立造船㈱と和光市の事故防止対策の不作為によるものであり、日立造 

船の損害賠償責任と市の施設管理責任及び市長の監督不行き届きについての損害賠償義務 

の所在について監査請求をいたします。 

〔理由 1-日立造船の責任〕 

当該清掃センターの建設は、日立造船に対する「性能発注」により総工事費 2１億 2000 

万円で平成 2 年に竣工し、その後の保守点検もメーカーとして毎年点検を行っている。平 

成 14 年日立造船建設の多摩ニュータウン環境組合の粗大ごみ処理施設については防爆対 

策を施していながら、当該施設ではなんら対策をとらなかったことにより、破砕機内での 

小さな爆発炎焼が、当該施設全体を焼失させたものである。メーカーの日立造船は他所の 

事故情報に基づき、直ちに改善策を取るべき義務があった。よって当該事故は民法第 709 

条の『過失』にあたり、日立造船は和光市に対し損害賠償の義務を負っており、市は当該 

請求を行うべきである。 

〔理由 2-和光市の責任〕 

 和光市は損害補填のために全国市有物件災害共済会に加入しており、当該共済会は平成 

10 年に「破砕処理施設の火災と爆発・事故対策マニュアル」を配布し、事故防止対策をと 

るよう呼びかけており、市もそれを入手していた。にもかかわらず何らかの対応もせず放 
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置したことで、当該被害を発生させたもので、施設管理義務に違反しており、行政の最終 

責任者である市長の監督責任も合わせて厳しく追及されるべきものである。更に、原因究 

明と再発防止のための事故調査委員会の設置を要求する声を無視し、行政責任も放棄して 

いる。市長は和光市に対し損害賠償金として年間 1100 万円和光市に支払うよう、又当該委 

員会を設置するよう勧告してください。 

〔理由 3-和光市における無用な経費負担等〕 

 当該施設の使用不能により、収集された粗大ゴミはそっくり佐久市に排出しており、そ 

れによる経費増額は年間 1100 万円が見込まれ、また、和光市一般廃棄物処理基本計画の『他 

地区への処理委託量を最小限にする』との基本方針に反する事態を招いている。 

 

第３ 請求人 

   （ 略 ） 

 

第４ 請求人の証拠の提出及び陳述の聴取 

法第 242 条第 6項の規定により、平成 20 年 1 月 24 日に請求人から陳述の聴取を行

った。陳述は、請求人 4人が行った。新たな証拠として⑧消防署事故調査、⑨－①昭

和 63 年建設工事契約仕様書(⑧に沿って焼失部分を着色)、⑨－②昭和 63 年建設工事

契約仕様書が追加提出された。その際、同条第 7項の規定に基づき、市民環境部、企

画部、総務部の関係職員 12 名を立ち会わせた。 

 

第５ 監査の実施 

１ 監査対象事項 

   措置請求書の内容及び陳述内容を勘案し、監査対象事項を次のとおりとした。 

 日立造船の責任 

日立造船㈱が他所の防爆対策に基づき、なんら対策をとらなかったことが違法・ 

不当性に当たるか。また、施設設備及び管理に瑕疵があったか。 

メーカーの日立造船㈱は他所の事故情報に基づき、直ちに改善策を取るべき義務 

があるのか。 

当該事故は、民法第 709 条の『過失』に当たるのか。 

 和光市の責任 

(社)全国市有物件災害共済会から平成 10 年に配布された「破砕処理施設の火災 

と爆発・事故対策マニュアル」に強制力があるのか。 

    被害の発生が、施設管理義務に違反している事実があるのか。 

 和光市における無用な経費負担等 

    収集された粗大ゴミはそっくり佐久市に排出とあるがその事実があるのか。 

事故後、ごみ処理経費増額が年間 1100 万円と見込まれたことが無用性にあたる 
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   のか。 

『他地区への処理委託量を最小限にする』との基本方針に反する事態を招いた事 

実があるかとした。 

 

２ 関係職員意見陳述の聴取 

   市民環境部を監査対象とした。 

   平成 20 年 1 月 28 日に市民環境部、企画部、総務部の関係職員に対し事情聴取を行

った。その際、法第 242 条第 7項の規定に基づき、請求人 2 人を立ち会わせた。 

 

３ 監査期間 

   平成 19 年 12 月 29 日から平成 20 年 2 月 26 日まで 

 

第６ 監査の結果 

本件請求については、法第 242 条第 8項に基づき、合議により次のように決定した。 

監査対象事項に違法性・不当性は認められず、本件請求には理由がないと認め棄却

とする。 

なお、原因究明と再発防止のための事故調査委員会の設置の勧告の要求については、

勧告は監査委員の職権で行うものであり、住民監査請求の内容として認められている

ものではないことから却下とする。 

以下事実関係の確認及び判断について述べる。 

 

１ 事実関係の確認 

   監査対象事項について、関係書類等の調査及び関係職員の陳述の聴取により、次の

事項を確認した。 

ア 監査対象事項について 

    日立造船㈱から多摩ニュータウン環境組合の粗大ごみ処理施設の防爆対策につい 

ての情報はなかった。 

    多摩ニュータウン環境組合の粗大ごみ処理施設で採用されている水蒸気吹込式防 

爆装置は、破砕機内部に水蒸気を吹込み、破砕機内部の酸素濃度を下げて不活性化 

し、爆発を抑制させる仕組みとなっている。この水蒸気吹込式防爆装置は、非常に 

効果的な装置と期待されているが、アセチレンや火薬類等空気を必要としない物の 

爆発には効果がないことや、この装置は、主にプロパンガス、ブタンガスを対象に 

調整をしてあるため、他の種類の危険物に対しての効果は、これらのガスに比べて 

低くなる場合があると指摘されている。和光市の粗大ごみ処理施設は、中小規模の 

施設で多く採用されている希釈空気吹込方式が採用され、この方式は、可燃ガスを 

空気により希釈し、爆発濃度範囲を急速に通過させ爆発の可能性を下げるものとな 
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っている。また、爆発に備え頑強な構造にしており、天井部及び破砕機上部には爆 

風逃し口や可燃ガス検知器が設置され、防火対策については、粗大ごみ及び不燃ご 

みホッパ部、破砕機上部、排出コンベア、可燃・不燃ホッパに消火用散水ノズルを、 

搬出コンベア、可燃・不燃ホッパ部等 11 台の監視カメラが設置され、3台のモニタ 

ーで監視している。 

    施設設備の管理については、正常に設備が稼動できるように粗大ごみ処理施設定 

   期点検業務委託契約書を締結し、毎年の保守点検を行い、その都度必要な措置を講 

   じている。出火原因については、埼玉県南西部消防本部和光消防署の火災原因調査 

   報告によれば、コンロ用ボンベやスプレー缶などを破砕したところ、残存していた 

   可燃ガスに引火、小規模な爆発事故が発生し、破砕機から発生した火炎が第 2 搬送 

   コンベアのごみに着火し、第 2コンベアの上方に燃え広がったものと推定している。 

  イ 監査対象事項について 

    平成 10 年に(社)全国市有物件災害共済会が発行した「破砕処理施設の火災と爆 

   発・事故対策マニュアル」は、総務課を経由して清掃センターに配布されている。 

   このマニュアルは、全国からのアンケート調査結果等に基づき(財)日本都市セ 

   ンター内に設けられた有識者からなる委員会の研究成果を基礎としているもので、 

   破砕処理施設の防火、防爆対策などの基本的留意事項を網羅している一般的なマ 

   ニュアルと考えている。 

    施設設備の管理については、正常に設備が稼動できるよう、受入供給設備、破砕 

   設備、搬送設備等の定期点検業務委託契約を締結し、毎年の保守点検を行い、その 

   都度必要な措置を講じている。 

    ごみの分別啓発については、事故防止対策も含め、分別収集を徹底させるため、 

   スプレー缶などは有害ごみとして分別説明会、広報紙、ホームページへの掲載、各 

自治会へごみ分別についての回覧をお願いし、平成 18 年 2 月から分別収集を行っ 

ている。さらに事故発生 1ヶ月前の平成 19 年 2 月 15 日号の広報紙においてもコン 

ロ用ガスボンベなど分別排出について市民に協力をお願いしてきた。 

    まず、清掃センターに搬入された粗大ごみに危険物がまぎれていないかの確認、 

   また、缶などの不燃ごみについては手選別による危険物の除去を行った後、処理し 

   ている。施設設備においても建設当時考えられる防爆・防火対策は実施されている。 

   また、必要と認められる注意、予防対策も行なってきたが、事故は防げなかった。 

   以上の観点から、事故後のゴミ処理経費の増額が損害賠償に当たるものとは考えら 

   れない。 

ウ 監査対象事項について 

収集された粗大ごみの処分は、木製などの可燃性粗大ごみ、金属性粗大ごみ、不 

燃性粗大ごみ、小型家電の一部を有価物として選別している。可燃性粗大ごみは破

砕して市の清掃センターで焼却している。金属性粗大ごみはさいたま市の金属回収
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業者や長野県小諸市の業者に処分委託している。不燃性粗大ごみは長野県小諸市の

業者に処分委託し、有価物は売却している。粗大ごみ全部を佐久市に排出していな

い。 

和光市一般廃棄物処理基本計画の『他地区への処理委託量を最小限にする』につ 

いては、一般廃棄物処理基本計画中のごみ処理基本方針に記載されているものであ

る。最終処分欄に『他地区への処理委託量を最小限にする方策を検討する』となっ

ているが、今回の廃棄物の処分は最終処分のみを目的としたものではなく、火災事

故前の和光市の中間処理方法と何ら変わることではない。破砕により金属類、可燃

残渣類、不燃残渣類とに選別され、金属類は金属回収業者へ処分委託している。可

燃残渣類は焼却後に焼却残渣として不燃残渣とともに埋立処分としている。この埋

立処分地が埼玉県寄居町から長野県小諸市に変わっているのみである。 

    平成 19 年 8 月 3 日の市議会全員協議会の説明資料において、事故後における経費 

   の増額が見込まれ、その数値が年間 1100 万円ほどに推測された。その後の見積りで 

   は、ごみ量の減少傾向もあり、約 430 万円と推定している。 

 

 ２ 判断 

   和光市清掃センターは平成 2 年に日立造船㈱により竣工し、その当時として考えら

れた粗大ごみ処理施設の防爆対策は実施している。また、その後も毎年設備の保守点

検を実施している。その間、平成 14 年に日立造船㈱は多摩ニュータウン環境組合の粗

大ごみ処理施設を竣工した。和光市とは違う方式を用いた水蒸気吹込式防爆装置によ

り防爆対策がとられているようだが、関係職員意見陳述の中でアセチレンや火薬類等

空気を必要としない物の爆発には効果がないことや、この装置は、主にプロパンガス、

ブタンガスを対象に調整をしてあるため、他の種類の危険物に対しての効果は、これ

らのガスに比べて低くなる場合があると指摘されている。平成 14 年竣工の粗大ゴミ処

理装置も対策の一手法であり、万全の策であるとはいえない。市は、多摩ニュータウ

ンと同様の防爆対策は講じていないものの、平成 14 年 11 月 1 日より分別収集を全市

的に取り組み、分別指導をしてきた。さらに、平成 18 年 2 月から分別収集の指導を強

化し実施してきた。また、事故を未然に防ぐための対策として、手選別によってその

他ごみの缶のガス抜きや、危険物の除去を実施している状況である。現在も全国のご

み処理施設及びごみ収集車によるごみ収集の際に、スプレー缶・カセット式ガスボン

ベ等使用者の誤った排出による爆発、火災が発生している状況がある現状を見ても、

粗大ごみ処理過程において完全に爆発が生じない施設や設備と考えるのは大変難しい。 

次に、「メーカーの日立造船は他所の事故情報に基づき、直ちに改善策を取るべき 

義務がある」と主張しているが、日立造船㈱は施工メーカーであり、当市の清掃セン

ターの防爆対策に不十分なところがあった場合、他所の事故情報から知り得た情報を、

一般的には製造者である企業として、当市に対し、安全についての呼びかけは、必要
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なものと考える。また、その方法としては、その改善策に見合う見積書の発行、プレ

ゼンテーション、先進地視察等が考えられる。しかしながら請求人の直ちに改善策を

取るべきとの話は、当施設は平成 2 年の竣工から 10 年以上を経過しており、製造物責

任法(製造者責任)の趣旨からしても日立造船㈱が直ちに改善策を取るべきとする主張

は、一般に理解できる話ではない。また、施設施工者による防爆対策の更新が確たる

法令の根拠に基づくものでないことなど等を総合判断し、日立造船㈱には、直ちにそ

の改善策を取るべき義務がないものと判断する。 

次に、「当該事故は民法第 709 条の『過失』にあたるのか」については、前述でも 

あるように、日立造船㈱が、平成 2 年竣工当時の施設に対し、瑕疵があるのか、施設 

そのものに重大な欠陥があるのか、また毎年の設備保守点検にミスがあるのかの 3点 

の他、今回の爆発・炎上事故の原因が埼玉県南西部消防本部和光消防署の火災調査で 

は、出火原因が、コンロ用ボンベやスプレー缶などを破砕した際、残存していた可燃 

性ガスによる小規模な爆発事故が発生し、破砕機から発生した火炎がコンベアのごみ 

に着火しさらに上方に燃え広がったものと推定されるとあり、あくまで推定の範囲で、 

原因物の特定には至っていない等勘案の上、総合判断をすることとしたが、そのよう 

な事実は認められなかった。 

したがって、それらの状況下の中では、損害賠償の請求を問うことはできないもの 

と判断する。 

   次に、「和光市は損害補填のための全国市有物件災害共済会に加入しており、当該共 

済会は平成 10 年に『破砕処理施設の火災と爆発・事故対策マニュアル』を配布し、事 

故防止対策をとるよう呼びかけており、市もそれを入手していた。にもかかわらず何 

らかの対応もせず放置したことで当該被害を発生させたもの」と主張しているが、こ 

の「破砕処理施設の火災と爆発・事故対策マニュアル」は、確かに、事故防止対策を 

とるよう呼びかけているものだが、国の政省令に基づく拘束力のあるものではなく、 

当該共済会が各市への保険加入を呼びかける際、作成したものと理解している。また、 

マニュアルに沿って対応しなかったことが事故を発生させたとしているが、今回の爆 

発・炎上事故の原因については、前述のごとく推定の域を脱しておらず、因果関係を 

完全に立証することは困難であること、市は、平成 18 年 2 月より分別収集を実施する 

にあたり、全市的に市民の理解を得るための説明会を行うなどし、事故を未然に防ぐ 

ための対策を講じてきている。 

請求人は市長の監督責任を理由として、市に対して損害賠償金を支払うよう勧告す

ることを求めているが、以上いくつかの状況を勘案しても、違法、不当とする事由と

は認められなかった。 

 次に、「当該施設の使用不能により、収集された粗大ごみはそっくり佐久市に排出し 

ており、それによる経費増額は年間 1100 万円が見込まれ、また、和光市一般廃棄物処 

理基本計画の『他地区への処理委託量を最小限にする』との基本方針に反する事態を 
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招いている」と主張しているが、関係職員意見陳述の中で最終処分欄に「他地区への 

処理委託量を最小限にする方策を検討する」とあり、これはごみ減量や焼却残渣リサ 

イクルなどの方策により埋立委託量の削減を意味するもので、今回の事故による当該 

施設の使用不能による廃棄物の処分は最終処分のみを目的としたものではなく、事故 

前の当市の中間処理方法と何ら変わることなく、破砕して、その後分別し、回収業者 

や埋立による処分となっており、その埋立処分地が埼玉県から長野県小諸市に変わっ 

ているのみと陳述している。事故前との大きな変更はなく、また、それによる経費増 

額についても約 430 万円程度と推計されるとのことであった。 

もし、毎日排出される粗大ごみが破砕処理できない状態で、清掃センター付近にス

トックされたとしたら、当然ごみの山が築かれ強いては、環境の悪化を招く状態とな

り更には、やむを得ず収集の中止などがあった場合、市民生活への重大な影響たるや

計り知れない状況が予測される。本業務は正当な手続きを踏み、長野県小諸市及び佐

久市の理解と協力のもと適正に処理・運搬されており、請求人が述べているように、

確かに運搬に係る業務委託料が支出されるものの、それらの影響を考えた場合やむを

得ないとの判断であり、特に一般廃棄物処理基本計画に反する事実は確認できない。 

     

   住民監査請求において、請求人が違法、不当と主張する財務会計上の行為又は怠る 

事実について、なぜそれが違法、不当であるのか、その理由あるいは事実を明確に示 

されなければならないこととされ、その理由等が単に請求人の倫理観や一般論等に照 

らし違法、不当であると主張するだけでは、違法性、不当性の要件を欠くものである。 

違法というためには、財務会計法規上の義務違反又は公序良俗違反、信義誠実違反と 

いった法の基本理念違反若しくは著しい権限のゆ越・濫用に相当する事由が存在しな 

ければならないし、不当というためには、制度若しくは事務事業の目的に反した行為 

や判断又は行政運営の公平性、公共性、能率性といった公益原則に反した行為や判断 

といった事由が存在しなければならない。また、法第 242 条第 1項の中に「財産の管 

理を怠る事実」とあるが、これの具体例として、公有財産が不法に占拠に対して何ら 

の是正措置を講じない場合、公有財産である物品の管理が適正に行われていない場合、 

債権の管理が行われておらず時効消滅のおそれがある場合等がこれにあたり、一般行 

政上の作用まで広く及ぶものでなく、市所有の属する財産の財産的価値の維持保全を 

目的とする「財産管理」に限るものとされている。 

   以上監査対象事項について審査した結果、請求人の主張には理由がなく、本件請求

は認められない。 


