青森・岩手県境産廃不法投棄問題のこれまでの経緯
（昭和５６年～平成１９年）
昭和56年 7月

青森県が三栄化学工業㈱に産廃処理業(汚泥に係る収集運搬及び最終処分)を許可(不法投棄
地とは別の場所で事業実施)
昭和56年 8月
岩手県が三栄化学工業㈱に産廃処理業(汚泥の収集運搬)を許可
平成 3年 1月
青森県が現在の不法投棄地で三栄化学工業㈱に中間処理業(堆肥化)を許可
平成 7年 9月
三栄化学工業㈱が汚泥等を岩手県側に不法投棄しているのが発覚。改善指示
平成 8年11月 5日 不法投棄により三栄化学工業㈱に対し事業の全部停止処分(青森県30日間、岩手県20日間)
平成 8～ 9年
早朝・夜間監視の実施及び通常監視の強化(青森県)
平成10年 5月
住民からの苦情で青森県が立ち入り検査、採水調査では異常が確認されず
平成11年 4月21日 会社関係者からの情報提供で両県合同で立入検査(不法投棄は確認されず)
平成11年11月30日 岩手・青森県警察合同捜査本部が廃棄物処理法違反で強制捜査着手
平成12年 5月24日 両県警の合同捜査本部が三栄化学工業㈱及び縣南衛生㈱の代表取締役ら5人を廃棄物処理法
違反で逮捕
平成12年 6～ 8月 両県がそれぞれ三栄化学工業㈱、縣南衛生㈱に対して原状回復措置命令発出
平成12年 7月 7日 田子町が青森県知事に対して原状回復に向けての適切な措置を講じるよう要望書を提出
平成12年 7月16日 木村守男青森県知事が現地調査実施
平成12年 7月31日 三栄化学工業㈱がRDFの撤去作業開始(12年末までに約2,600ｔ搬出)
平成12年 8月 3日 三栄化学工業㈱会長の源新信重被告が自殺により死亡
平成12年 8月23日 青森・岩手両県が三栄化学工業㈱の営業許可を取消
平成12年 9月19日 青森県が平成12年度汚染実態調査開始(13年度に追加調査実施)
平成12年10月10日 浦和地裁が懸南衛生㈱の破産を宣告
平成13年 2月13日 三栄化学工業㈱が岩手県側で発見された廃油入りドラム缶218本を撤去
平成13年 2月15日 青森県が田子町周辺住民説明会開催(第1回目)
平成13年 5月 2日 三栄化学工業㈱に罰金2,000万円、縣南衛生㈱に罰金2,000万円、縣南衛生依田清孝に罰金
1,000万円・懲役2年6月(執行猶予4年)の盛岡地裁判決。依田被告は最高裁に上告(平成16年6
月刑確定)
平成13年 6月 1日 三栄化学工業㈱が解散登記(清算人：源新勝明)
平成13年 6～ 8月 三栄化学工業が岩手県側に野積みしていた燃え殻・コンクリート処理物約1,2000ｔを撤去
平成13年 7月17日 青森県が田子町周辺住民説明会開催(第2回目)
平成13年 9月 5日 青森県側で有害な堆肥様物約33,000立方メートルを遮水シートが張っている一時保管場所へ
移し替え終了
平成13年11月
三栄化学工業が岩手県側について埋立量・種類等を確認するための掘削調査を実施
平成13年11月30日 三栄化学工業が中間処理施設及び堆肥置き場の堆肥様物に覆土作業開始
平成14年 3月 2日 青森県の第3回住民説明会において青森県側の不法投棄量が67万立方メートルと発表。併せ
て水処理施設・遮水壁設置の上廃棄物を現地封じ込めする案を青森県が提示(地元住民側は
現地封じ込め案に反発し紛糾)
平成14年 4月18日 廃棄物の全量撤去を求める田子町の住民組織「田子の声100人委員会」が発足
平成14年 6月15日 青森・岩手両県が青森・岩手県境不法投棄事案に係る合同検討委員会開催
平成14年 7月16日 田子町が青森県知事に対して本事案の早期解決と汚染拡散防止対策及び風評被害対策に万全
を期するよう要望書を提出
平成14年 7月17日 青森・岩手両県合同の住民説明会が田子町で開催(第4回目)
平成14年 8月 1日 大木浩環境大臣、環境省廃棄物・リサイクル対策部長、両県知事等が現地調査を実施。二戸
市長及び議会議長と連名で技術的財政的支援を求める要望書を提出
平成14年 8月15日 青森・岩手県境不法投棄事案に係る第2回合同検討委員会開催
平成14年 8月20日 二戸市と田子町の両議会で二戸市・田子町議会産業廃棄物不法投棄問題合同会議を発足
平成14年 9月 9日 青森・岩手両県が体制強化のため新組織発足

平成14年10月 1日 これまでの両県行政の対応を検証する外部検討委員会を両県がそれぞれ設置
平成14年11月 9日 合同検討委員会に原状回復の具体的手法の技術的評価を行う技術部会を設置
平成14年11月25日 八戸地域県境不法投棄問題対策連絡会が構成44団体で設立(その後平成15年10月23日に規約
改正により協議会へ組織替え)
平成14年12月 4日 三栄化学工業より環境保全寄附として田子町が1000万円寄附採納。同日付けで平成3年3月15
日に田子町と三栄化学工業㈱が締結した環境保全協定を解除(12月20日に田子町が不法投棄
対策基金創設)
平成15年 2月 8日 青森・岩手県境不法投棄事案に係る第3回合同検討委員会開催
平成15年 3月25日 青森県の不法投棄検証委員会が青森県知事に検証結果報告書を答申
平成15年 3月26日 岩手県の県境産業廃棄物不法投棄対応検証委員会が岩手県知事に検証結果報告書を答申
平成15年 4月 2日 木村守男青森県知事が、県の行政責任を認めおわびおわびを表明
平成15年 4月 3日 検証結果報告の田子町住民説明会を青森県が開催(第5回目)
平成15年 6月 9日 青森県が原状回復に係る住民説明会実施(第6回目)
平成15年 6月18日 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法及び施行令公布
平成15年 6月28日 青森・岩手県境不法投棄事案に係る第4回合同検討委員会開催。技術部会の報告等を受け、
設置目的の情報の交換と対応策の検討に一定の成果を見て終了
平成15年 6月29日 三村申吾氏が青森県知事に就任
平成15年 6月19日 岩手県が「青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会」を設置
平成15年 7月21日 三村申吾青森県知事と住民との対話集会開催
平成15年 7月31日 青森県が「県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会」を設置
平成15年 8月 5日 田子町が原状回復等の対応策に関する町の集約した意見をとりまとめ青森県に提出
平成15年 8月12日 田子町が原状回復等の対応策に関する町の集約した意見をとりまとめ岩手県に提出
平成15年 8月20日 青森県が全量撤去を基本とする原状回復方針を発表
平成15年 8月23日 青森県が公表した原状回復方針などについて住民説明会実施(第7回目)
平成15年 9月 1日 青森県が県境再生対策室を設置。同時に田子町に現地事務所開設
平成15年 9月 3日 青森県の考え方について田子町としてお尋ねしたい及び確認したい事項を提出
平成15年 9月27日 岩手県が第2回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催
平成15年10月 2日 環境省が特措法に基づく基本方針を発表
平成15年10月16日 青森県が田子町のお尋ねしたい事項等について回答する住民説明会実施(第8回目)
平成15年10月17日 岩手県が環境省に実施計画を提出
平成15年10月21日 青森県が実施計画案の住民説明会実施(第9回目)
平成15年10月27日 青森県が二戸市において実施計画案等について住民説明会実施
平成15年10月31日 日弁連の調査団が現地調査を実施。併せて田子・二戸市民と意見交換会を実施
平成15年11月 4日 田子町が設置した田子町県境不法投棄原状回復調査協議会の第１回協議会を開催。田子町の
意見をとりまとめて提出することとする
平成15年11月 6日 青森県が実施計画案を公表。同案に田子町の意見を提出
平成15年11月 7日 青森県が医療系廃棄物の調査結果を発表。医療系廃棄物が3,900立方メートル、また有害産
業廃棄物が33万立方メートから61万立方メートルに増えた
平成15年11月 8日 青森県が第1回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催
平成15年11月17日 青森県が環境省に実施計画を提出
平成15年12月17日 田子町及び田子町議会が環境大臣に実施計画の早期同意の要望書を提出
平成15年12月20日 岩手県が第3回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催
平成15年12月20日 環境フォーラム2003－豊島に学びともに学ぼう不法投棄のこと－を開催
平成16年 1月 7日 青森県が緊急汚染拡散防止対策等について住民説明会実施(第10回目)。三村知事来町
平成16年 1月 9日 田子町が第2回田子町県境不法投棄原状回復調査協議会を開催
平成16年 1月10日 青森県が第2回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催
平成16年 1月19日 岩手県が第4回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催
平成16年 1月21日 環境省が青森・岩手両県の原状回復実施計画に同意
平成16年 1月26日 田子町議会が本事件の調査等を行う県境不法投棄事案に係る調査特別委員会を設置
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田子町在住の原状回復対策推進協議委員会委員が青森県の対応についてお尋ねしたい事項に
ついてを文書で提出
田子町と田子町議会が青森県知事に対して「廃棄物及び汚染土壌の全量撤去を実現するため
の手法についての田子町の考え方」に基づき、廃棄物及び汚染土壌を安全なレベルで前処理
・中間処理を行う施設を現地に整備した上で減容・減量化し、その全量を搬出撤去する手法
でもって全量撤去の実現を図ること及び風評被害対策・地域振興対策を求める要望書を提出
環境フォーラム2004－香川県豊島・直島視察報告会－を開催
青森県が実施計画の変更や風評被害対策・地域振興対策等の住民説明会実施（第11回目）
青森県が汚染拡散防止対策として浸出水処理施設工事着手
田子町が第3回田子町県境不法投棄原状回復調査協議会を開催
青森県が風評被害認定委員会を設置。第1回目の委員会開催(青森県の風評被害対策制度)
青森県が第3回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催。同協議会資料で「田子町
在住の原状回復対策推進協議委員会委員からのお尋ねに対する回答」が示される
田子町側不法投棄現場10.55haについて所有者から青森県に寄附の申し出。あわせてラグー
ン付近の土地について青森県と使用貸借の契約を締結
田子町が不法投棄問題に対応するため民生課内に産廃不法投棄対策室を設置
岩手県が第5回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催
青森県側の不法投棄現場の土地所有者が青森県に寄附し登記手続きを完了
八戸地域県境不法投棄問題対策協議会が技術部会を設置し第1回会合を開催
環境フォーラム2004パートⅡ－水とヒトとのかかわり－を開催
田子町が第4回田子町県境不法投棄原状回復調査協議会を開催。5月28日付けで両県に原状回
復対策における対応等の質疑等、お尋ねしたい事項をそれぞれ文書で提出
青森県が第4回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催
青森県が「県境再生未来へのメッセージ事業」の一環として田子町内の小中学生を対象に現
地見学会を7月8日まで随時実施
岩手県が第6回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催
最高裁に上告中の懸南衛生依田清孝被告に対し上告を棄却する決定がなされ罰金1,000万円
懲役2年6月(執行猶予4年)の一,二審判決が確定
6月23日付青県境第71号「青森県の原状回復対策における対応等についての質疑等、お尋ね
したい事項について(回答)」により、青森県から回答がなされ収受
ラグーンにおいてフッ素が環境基準を上回った土壌、10.8立方メートル(約20トン)を青森県
が撤去
青森県が「県境不法投棄現場周辺生物影響調査評価委員会」を開催
青森県が平成16年度撤去分の中間処理業務契約を青森RERと締結
青森県が「県境再生未来へのメッセージ事業」の一環として県立田子高校で、廃棄物対策豊
島住民会議の事務局の藤本延啓氏を講師に講演会を実施
青森県が廃棄物一次撤去マニュアル等の住民説明会実施(第12回目)
岩手県が、廃棄物の搬出ルートとなる田子町水亦集落の住民に廃棄物の処理を始めることに
ついて各戸訪問し説明
7月23日付産特第69号「岩手県の原状回復対策における対応等についての質疑等、お尋ねし
たい事項について(回答)」により、岩手県から回答がなされ収受
青森県が第5回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催
岩手県が第7回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催
岩手県が行政代執行として初めて野積廃棄物の撤去を開始
環境フォーラム2004パートⅢ－教えて下さい現場のこと－を開催
田子町が第5回田子町県境不法投棄原状回復調査協議会を開催
田子町が青森・岩手両県開催各協議会(7/31,8/1)の協議事項及び青森・岩手両県からあった
町からの質疑等の回答について、要望等としてとりまとめ文書で提出
青森県が県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会意見交換会を開催(現地視察)

平成16年10月 2日 岩手県が第8回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催(現地視察と会議)
平成16年11月 1日 青森県が廃棄物の一次撤去のための試行開始(11月5日まで)
平成16年11月 1日 青森県が「県境再生未来へのメッセージ事業」の一環として、田子町内の小中高生の「ふる
さと環境問題発表会」を開催
平成16年11月 5日 田子町議会県境不法投棄事案に係る調査特別委員会において現地処理施設整備案を進めるこ
とで意見集約
平成16年11月 9日 11月9日付産特第170号「岩手県の原状回復対策における対応等についての質疑及び要望した
い事項について(回答)」により、岩手県から回答がなされ収受
平成16年11月11日 田子町が第6回田子町県境不法投棄原状回復調査協議会を開催
平成16年11月12日 環境フォーラム2004パートⅣ－先進施設見学会・見てみませんか再資源化のこと－を開催
平成16年11月13日 青森県が第6回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催
平成16年11月29日 田子町が第7回田子町県境不法投棄原状回復調査協議会を開催
平成16年12月 6日 青森県が廃棄物の一次撤去を開始
平成16年12月11日 岩手県が第9回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催（現地視察と会議）
平成16年12月24日 青森県が第2回「県境不法投棄現場周辺生物影響調査評価委員会」を開催
平成17年 1月22日 環境フォーラム2005パートⅤin八戸～何が出来るの？一人一人が取り組む環境のこと～「一
緒に考えよう！不法投棄のこと！環境のこと！ふるさとのこと！」を開催
平成17年 2月 5日 岩手県が第10回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催
平成17年 2月18日 田子町が第8回田子町県境不法投棄原状回復調査協議会を開催
平成17年 2月19日 青森県が第7回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催
平成17年 2月23日 NPO法人設立・実践ゼミナール(環境フォーラムパートⅥ)を開催
平成17年 3月16日 田子町が第9回田子町県境不法投棄原状回復調査協議会を開催
平成17年 3月17日 NPO法人設立・実践ゼミナール(環境フォーラムパートⅦ)を開催
平成17年 4月13日 岩手県が第11回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催
平成17年 5月12日 田子町が第11回田子町県境不法投棄原状回復調査協議会を開催
平成17年 5月16日 青森県が廃棄物等一次撤去の新たな中間処理先として、八戸セメントに搬出を開始
平成17年 5月19日 平成17年度全国産廃問題市町村連絡会総会を田子町で開催(～5/20)
平成17年 6月 1日 青森県の浸出水処理施設が完成し稼働を開始
平成17年 6月 4日 青森県が浸出水処理施設見学会及び第8回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催
平成17年 6月11日 岩手県が第12回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催
平成17年 6月13日 平成17年6月10日付青県境第62号「青森県の原状回復対策における対応等についての質疑及
び要望したい事項について(回答)」により青森県から回答がなされ収受
平成17年 6月17日 廃棄物等の撤去・処理進捗計画と処理施設の確保状況等について「青森・岩手県境不法投棄
事案に係る青森県の原状回復対策における対応等についてのお尋ねしたい事項について」と
して文書で青森県知事に提出
平成17年 6月29日 青森県が「県境再生未来へのメッセージ事業」の一環として田子町内及び南部・三戸町の小
中学生を対象に現地見学会を実施(7月14日まで小学校4年生以上を対象に随時実施)
平成17年 7月11日 平成17年7月7日付青県境第82号「青森・岩手県境不法投棄事案に係る青森県の原状回復対策
における対応等についてのお尋ねしたい事項について(回答)」により青森県から回答がなさ
れ収受
平成17年 7月30日 青森県が第9回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催
平成17年 8月27日 田子町が第11回田子町県境不法投棄原状回復調査協議会を開催。新たに就任した松橋町長が
今後の町の方針を表明
平成17年 8月27日 八戸工業大学循環型社会技術システム研究センターが県境産業廃棄物不法投棄問題に関する
研究成果報告会を田子町で開催
平成17年 9月10日 岩手県が第13回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催
平成17年 9月17日 青森県が第10回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催
平成17年10月22日 岩手県が第14回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催
平成17年11月19日 青森県が第11回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催
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青森県が「県境再生未来へのメッセージ事業」の一環として田子町及び南部町内の小中学生
の「ふるさと環境学習発表会」を開催
岩手県が第15回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催
田子町が第12回田子町県境不法投棄原状回復調査協議会を開催
岩手県が第16回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催
青森県が第12回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催
岩手県が第17回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催
田子町と田子町議会が青森県知事に対して、平成24年度までの実施計画期間中に確実に廃棄
物等の全量撤去を終了させるよう要望書を提出
岩手県が第18回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催
青森県と田子町が「県境再生総合啓発プログラム事業」で田子町内の小中学生を対象に出前
授業と現地見学会を実施(7月6日まで小学校4年生以上を対象に随時実施)
青森県が第13回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催
田子町が第13回田子町県境不法投棄原状回復調査協議会を開催
青森県が「県境再生総合啓発プログラム事業」で不法投棄現場見学会を開催
岩手県が第19回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催。廃棄物の推定量
を見直し256,800トンとなることが発表される
青森県が廃棄物本格撤去計画書(案)について住民説明会を開催(第１２回目)
青森県が第14回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催
岩手県が第20回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催
青森県が第15回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催
岩手県が第21回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催
岩手県が第22回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催
青森県が公表した事業実施計画書変更案に対する田子町の意見書を青森県に提出
青森県が第16回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催
岩手県が第23回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催
青森県が廃棄物本格撤去マニュアルについて住民説明会を開催(第13回目)
田子町が第14回田子町県境不法投棄原状回復調査協議会を開催
青森県が第17回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催
青森県と田子町が「県境再生総合啓発プログラム事業」で田子町内の小中学生を対象に出前
授業と現地見学会を実施(7月9日まで小学校3年生以上を対象に随時実施)
岩手県が第24回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催
青森県に「青森・岩手県境不法投棄事案に係る青森県の原状回復対策における対応等につい
ての要望とお尋ねしたい事項について」及び「青森県県境不法投棄現場原状回復対策推進協
議会の住民代表委員について(増員の要請)」を文書で提出
青県境第91号「県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会委員の増員の要請について(回答)」
により青森県から回答がなされ収受
岩手県が第25回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催
青森県が「県境再生総合啓発プログラム事業」で不法投棄現場見学会を開催
平成19年9月5日付青県境第99号「青森・岩手県境不法投棄事案に係る青森県の原状回復対策
における対応等についての要望とお尋ねしたい事項について(回答)」により青森県から回答
がなされ収受
青森県が第18回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催
青森県が第19回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催
岩手県が第26回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催
青森県が第20回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催
岩手県が第27回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催

