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が無く予算が付きません。③ヘイズバラは最も印象的な
海岸侵食現場でした。NGOによると年間12mの侵食が
進むときもあり、90年以降25戸の建物が海に消えまし
た。しかし、国はこの村（後背地も）に護岸の費用対効
果は乏しいと判断し、もはや予算を付けません。ただ、
地方レベルでは、時価の半額程度で海没予定の建物を買
い上げ内陸側に建物を建設するという試み（ロールバッ
クという）が行われていました。
3　フランス調査
　フランスでは、パリにおいてイヴ・エノック博士にフ
ランスでの統合的沿岸管理（ICZM）のレクチャーをし
ていただきました。翌日からエノック博士とともに南に
向かい、最も先進的なICZMとされる南仏セットのトー
湖の現地調査を行いました。
　トー湖は、地中海沿岸の潟湖（ラグーン）で、牡蠣や
ムール貝の養殖がされ、周囲はブドウ畑に囲まれ、温泉
もあり観光で訪れる人も多い場所です。1989年には周辺
宅地開発に起因し下水道能力不足による汚水のため、サ
ルモネラ菌によってトー湖の８割の牡蠣が売れず漁民の
暴動が起きました。これを機会にトー湖の資源管理が議
論され、本年９月には新たに「契約」（期間６年）が予
定されています。ここでは、漁民や農民等さまざまなス
テークホルダーも含め「契約」によりICZMの実施を目
指す点に特色があります。トー流域混合結社、戦略計画
委員会、地域会議など様々な工夫が用意されています。
しかし、まだ始動していないので今後の動向が注目され
ます。

1　調査の目的
　ここ数年、ヨーロッパの沿岸域管理政策に大きな動き
が見られます。他方、日本では2007年に海洋基本法は制
定されましたが、有効に機能していません。そこで、分
科会の提言にあたりヨーロッパの動きも参考とすべく、
海外調査を行いました。
2　イギリス調査
　イギリスでは、海岸侵食に対する海岸線の保全のあり
方について調査しました。
　ロンドンでは「国家洪水対策・水管理法」を所管する
DEFRA（環境食料地域省）を訪問しました。海岸侵食
への基本的な考え方は、全ての海岸侵食を防護すること
は不可能であり限られた予算を有効活用するという点に
あり、その意思決定の仕組みが作られています。具体的
には、国は、政策判断の大枠、費用対効果・リスクマ
ネージメントの仕組み、基礎的情報の提供は行うけれど
も、個別具体的な海岸について「防護するか自然に任せ
るのか」の判断は当該海岸の地域洪水沿岸委員会が決断
します。
　現地調査では、イングランド北東部ノーフォーク地方
の北海に面する海岸線を調査しました。①クレイ・マー
シュは、イングランド有数の野鳥観察地です。古い護岸
にもう予算を費やさず湿地を徐々に海に帰すという方針
です。②クローマーは、由緒ある避暑地であり、桟橋

（劇場も付設）とビクトリア時代のホテル（石積擁壁は
文化財指定）でも有名です。ここでは桟橋とホテルを中
心に護岸に予算が費やされ、海岸のその他は費用対効果
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有明海及び東京湾調査に参加して
仙台弁護士会　鶴見　聡志

　私たち第55回人権擁護大会シンポジウム第３分科会実
行委員20名は、沿岸域調査の１つとして本年６月16日か
ら18日にかけて有明海を訪問しました。有明海は、長崎
県、佐賀県、福岡県、熊本県に囲まれた九州最大の湾
で、平均の水深が約20mと浅い海となっています。干満
の差が非常に大きく、日本最大の干潟、独自の生物相な
どを特徴としており、ムツゴロウやワラスボといった他
の地域では見られない生物群集を含む独特の泥干潟生態
系も形成されています。
　私たちは、最初に諫早湾を訪問しました。1997年の諫
早湾の潮受堤防の締め切り以降、有明海では、環境変化
が加速し、大規模な赤潮の頻発やノリの色落ち被害等、
不安定な漁業が強いられる結果となっております。有明
海の漁業者の方々からも赤潮の頻発・漁獲量の減少と
いった訴えを聴くなかで、有明海の環境悪化の深刻さを
強く認識せざるを得ませんでした。
　上記潮受堤防に関しては、福岡高裁判決の確定によ
り、国は2013年12月までに排水門を開放した状態にしな
ければなりません。排水門の開放による有明海の環境変
化に今後注目していく必要があります。 
　翌日私たちは、有明海に面した佐賀県鹿島市を訪問し
ました。同市では沖に出現する広大な干潟を街づくりに
利用する取組が行われております。特に同市の干潟で運
動競技を行う「ガタリンピック」は毎年数万人単位が来
場する全国規模の一大イベントとなっています。その
他、干潟での環境教室など、干潟を利用した鹿島市の取
組は、自然と地元住民との共生を実現する１つのモデル
ケースと評価できるものです。
　続いて、佐賀大学を訪問し、潮受堤防を長期開門した
場合のシミュレーションや開門の効果についての予測等
の取組について報告を受けました。また、佐賀県から
は、諫早湾干拓潮受堤防の開門調査とその調査の結果を
踏まえた、より効果のある有明海再生事業を推進しよう
としているとの報告を受けました。
　視察の最後に、私たちは、有明海に面した大授搦（ダ
イジュガラミ）及び荒尾干潟を訪問しました。大授搦
は、シギ・チドリ類の飛来数が日本一で、渡り鳥のオア
シスとして、ラムサール条約湿地の候補ともなっていま
す。塩生植物シチメンソウが一面に咲き誇っている光景
は韓国のスンチョン湾をも彷彿させるものです。荒尾干
潟は、熊本県荒尾市沿岸に位置する広大な干潟であっ
て、日本野鳥の会熊本支部らの熱心な活動が効を奏し、

今年７月にラムサール条約湿地に登録されました。
　以上のとおり、有明海は、現在でも多数の干潟を擁す
るなかで多種多様な生物の宝庫ともなっており、その保
全・再生の必要性を強く認識させる調査となりました。
　本年７月４日、上記実行委員会委員10名は、東京湾

（芝浦アイランド）及び葛西地区三枚州を訪問しました。
　東京湾は、この100年間の間に埋立や土砂の供給減少
及び汚染を主な原因として人と里海・里山との結びつき
が破壊されてきました。現在では、かつての干潟の90％
が消失したといわれております。さらに、東京湾では、
膨大な生活排水の流入により、栄養塩類が大量に湾へ流
出し、赤潮や青潮が頻発し、貧酸素～無酸素の状態も発
生しています。
　東京港を管理する東京都港湾局でも、汚泥の浚渫や緩
傾斜護岸の設置、近自然型ブロックによる護岸など、水
質環境改善等の取組の試みを行っております。芝浦アイ
ランドでは、「生き物の棲み処プロジェクト」と題して、
テラス型護岸の潮溜まりを造って、住民参加型の生物調
査や定期的な水質調査を行っております。ただし、これ
らの取組は、いずれも「対症療法」に過ぎず、その効果
は限定的といえましょう。
　続いて訪問した三枚州は、葛西海浜公園前面に残され
た東京都最後の干潟です。人工干潟を含めて約64haあ
ります。人工干潟は、「東なぎさ」「西なぎさ」の２つに
別れています。西なぎさは一般公開されていますが、東
なぎさは立ち入りを禁止して、生態系を保護していま
す。また、葛西海岸沖は、海岸保全区域の最大適用例と
して遠浅となっており、環境保全の観点から注目されて
おります。
　これまでの調査活動を踏まえ、来る10月４日に、佐賀
県佐賀市において日本弁護士連合会第55回人権擁護大会
の第３分科会シンポジウム「豊かな海をとり戻すために
～沿岸域の保全・再生のための法制度を考える」が開催
されます。充実したシンポジウムとするために実行委員
一同でこれまでの調査結果の分析・検討を進めている最
中です。是非、多くの皆様の御参加をお待ちしていま
す。
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スペイン・ドイツ合同視察報告
　　再エネ安定供給のスペイン、徹底したエネルギー効率化を図るドイツ

札幌弁護士会　菅澤　紀生

1　はじめに
　日弁連公害対策・環境保全委員会温暖化PT、近弁連、
関弁連、道弁連の合同視察団で、本年５月21日からスペ
イン３日間、ドイツ２日間、再生可能エネルギー（再エ
ネ）政策の視察を行いました。ドイツは各種環境政策で
先進的な取組みを90年代初頭から行い、現在名実ともに
世界の先導役を果たしていることは広く知られていま
す。今回の視察でも計画を確実に実施する政治力、行政
力と、市民が発電に取組む「エネルギーの民主化」が現
実化していることを改めて認識しました。スペインも、
再生エネの分野では集中した取組みが実行されていて、
世界に遅れて再エネの固定価格買取制度を本年７月１日
から実施した日本の今後の政策改善のために、非常に参
考となる視察でした。
2　スペイン
　マドリッドでの最初の訪問先である公共事業体IDAE

（エネルギー多様化及び省エネルギー研究所）では、再
エネ政策の概要と実施状況のレクチャーを受けました。
　電力供給量のうち再エネが占める割合は32.3％（2010
年）であり、風力発電の設備容量は合計2074万キロワッ
トにもなります。原発１基が約100万キロというとその
容量の大きさがわかるでしょう。
　太陽光発電も2007年の固定価格買取制度の導入により
飛躍的に伸びました。ただし2008年に計画の７倍にあた
る設備が一挙に設置されたため、翌2009年には新たな買
取を停止してしまいました。これが再エネバブル崩壊と
言われている事情です。IDAEの説明では、設置済みで
買取中の契約については買取価格を下げるなどの措置を
していないとのことだったので、日本での報道や固定価
格買取制度の失敗という批判は当たらないと認識しまし
た。
　なお、原発は1982年に新規増設をしないことが決定さ
れていて、現在の約20％の依存度を徐々に下げていくこ
とが予定されています。
　スペインが再エネと省エネを重視した政策を取る理由
は、①エネルギーの安定供給（８割を海外に依存してい
て、国内自給を増やす必要がある）、②持続可能性、③
国際競争力（省エネは短期的に、再エネは中期的に石油
購入資金を節約でき、競争力につながる）の３つです。
スペインは、1990年代に北部バスク地方の重工業の衰退
という事情もあり、国及び大企業も再エネで勝負すると
いう方向に舵を切ったということです。
　次の訪問先であるレッド・エレクトリカ・デ・エス
パーニャ（REE）は、マドリッドの視察先のハイライ
トといえるものでした。ここは電力の輸送に特化した企
業であり、送電設備を所有し、メンテナンスも行ってい
ます。大きなパネルにはスペイン全土の現在の発電状況
が表示され、風況などによる発電量の変動に応じ全体を

調整しています。再エネによる発電分は、優先的に全部
買い取らなければならず、それをベースとして、大規模
水力発電、コンバインドサイクル発電、石炭火力発電な
どを補助として調整しているのです。この状況はウェブ
サイトでもいつでも見ることができます（https://
demanda.ree.es/generacion_acumulada.html）。
　再エネは天気次第で不安定なのが弱点ではあります。
しかし日本の電力会社が安定供給は不可能と言っている
のとは異なり、スペインではこれを国内の他の発電設備
の調整により、需要に合わせた安定供給を既に実現して
いるのです。
3　ドイツ
　ドイツではフライブルク班とベルリン班の２手に分か
れました。私はフライブルク班で参加しました。
　フライブルク市では、省エネ改修を誘引する政策の説
明を受けながらその実施状況を見学しました。ドイツの
エネルギー政策の１番目の柱は、省エネ改修です。
　既存住宅について大規模な断熱改修を促す政策を実施
しており、市民としても改修により家の資産価値が上が
り、灯油代、電気代が下がることが、改修への動機付け
となっています。例えば、100m2 ４人世帯では、電気消
費150kwhが15kwhとなり、灯油年1500リットルが150
リットルほど下がる。年40万戸の省エネ改修が行われて
おり、副次的な効果としては、地域の工務店は景気が良
くなり、失業者が減っています。
　エネルギー政策の２番目の柱は、熱エネルギー供給と
効率化です。
　見学したヴァインガルテンのコジェネレーション発電
設備、地域暖房設備では、４台の船用エンジンと３台の
天然ガスボイラーがあります。発電すると同時に、
24000人分の熱供給を行っています。地下に埋設された
管で約90度のお湯を回し、各家庭は、そこから熱交換器
で熱を取り、給湯、暖房に利用しています。
　フライブルク市では市内166箇所のコジェネレーショ
ン発電設備により、市内の消費電力の54％を賄っていま
す。
　ドイツは、再生可能エネルギー関連で38万人の雇用が
生み出されました。内実としては地域の電気屋さん、大
工さんの雇用です。
　村の需要を超えるエネルギーを再エネで賄っているフ
ライアムト村の見学も興味深いものであり、北海道の町
村に応用できる取組みを多数見学することができまし
た。紙面の都合上、こちらは別の機会に報告します。
　日本で議論されているエネルギー問題は、電力だけに
視野狭窄状態となっていますが、ドイツで学んだ熱利
用、省エネも含め、広い視野でエネルギー問題に引続き
取り組んでいきたいです。
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アメリカ調査報告
埼玉弁護士会　佐柄木　優

1　日弁連公害対策・環境保全委員会の環境法部会は、
本年７月23日から27日まで、同部会員ほか合計９名で、
アメリカ合衆国のバーモント州及びボストンにおいて、
主にアメリカのエネルギー政策に関する調査を行いまし
た。

2　日本では、2011年の福島の原発事故以降、エネル
ギー政策、特に原発についての議論が活発になってきて
います。そこで、反原発運動が活発といわれているバー
モント州において、環境法に特化したロースクールであ
るバーモントロースクール等を訪問し、アメリカでは現
在どのようなエネルギー政策が議論されているのかにつ
いて聴取しました。
　現在、アメリカの発電は、地域によって大きく異なり
ますが、国全体で見れば、石炭火力が約半分、原子力と
天然ガスが各２割程度、水力、石油、風力などを合わせ
て約１割という状況です。原発については、1978年以降
新たな建設は行われてきませんでした。しかし、近年原
発を促進する動きが出てきています。
　アメリカで約20年間原発の建設が行われてこなかった
最大の理由は、原発にかかるコストが非常に高いことで
す。日本で最も議論されている原発の危険性について
は、アメリカではきわめて軽視されています。これは
2011年の福島の原発事故の前後で大きな変化はないよう
です。このことから、地震・津波など原発の立地に関す
る条件が日本と異なるため、アメリカにおける原発の危
険性に関する意識が違うともいえます。しかし、見方を
変えれば、危険性の点以外からも原発を推進す
べきでない理由を見いだすことができるという
点で、参考になると思われます。
　また、エネルギー政策は、危険性やコスト、
気候変動への影響など多面的な観点から考えな
ければなりません。特に印象に残ったことを２
点述べます。第１に、電力の需要はコントロー
ルできるということです。各人の節電意識に委
ねるだけでなく、家庭、職場などでの電力の削
減方法について具体的に検討し実行する（例え
ば照明の種類やモーターの部品の種類まで細か
く管理するなど）ことで需給をコントロールし
ている点は日本でも参考になるものです。第２
に、世界的な観点から見れば電力は公平に供給
されていない（例えば約15億人は電力の供給を

受けられていない）ということです。発電は世界の気候
変動に影響を与えるものであると同時に、電力の供給を
必要としている人も多数いるのであり、一国の政策のみ
では解決できない問題です。

3　今回の調査では、エネルギー政策の講義のほか、以
下の団体等も調査しました。
　バーモントでは、同州の司法長官事務所を訪問しまし
た。司法長官制度は、日本にはない制度ですが、同事務
所が担当する父権訴訟（公共の利益のために訴訟提起す
ることができる）などの制度及び事例の説明を受けまし
た。
　また、バーモント州とボストンのConservation Law 
Foundation（CLF）を訪問しました。CLFは、ニュー
イングランド各州に存在する環境保護団体で、主に弁護
士で構成され、法の制定、訴訟、メディア対策など多様
な環境保護の活動をしています。
　 さ ら に、 ボ ス ト ン の 法 律 事 務 所McGregor & 
Associates, PCを訪問しました。この事務所は、弁護士
４名の事務所ですが、事務所で扱っている事件の約95％
が環境事件であり、個人から企業、行政まで様々な依頼
者の代理人となっている点が大きな特徴です。
　これらは、現在の日本では見られないものであり、法
制度や社会の違いから直ちに日本で同様のことを行うの
は困難ではありますが、新たな制度構築や環境弁護士の
あり方として参考にすべき点はあると思われます。
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水俣病の幕引きを許すな！！
東京弁護士会　鈴木　堯博

1　環境省が救済申請締め切りを強行
　水俣病特措法に基づいて水俣病の被害者に一時金210
万円や医療費が支給される救済措置については、７月31
日に申請が締め切られました。
　日弁連は、後述の「水俣病救済制度の見直しを求める
意見書」を発表し、環境省に対し７月31日の申請期限を
撤回することを求めました。水俣病患者団体なども申請
期限の延期を求めて、国会前で座り込みなどの抗議行動
を行っていました。新聞各社も連日のように水俣病特集
記事や社説を掲げ、申請期限の延期を求めました。それ
にもかかわらず、環境省は、申請締め切り７月31日とい
う当初の方針を変えようとはしませんでした。
　「あたう限り」の救済を掲げ、「最終解決を目指す」と
うたわれた水俣病特措法には、「救済措置の開始後３年
以内を目途に救済措置の対象者を確定し、速やかに支給
を行うよう努めなければならない。」（７条２項）という
努力規定がもうけられています。環境省はこの規定の前
段部分に固執して、申請締め切りを強行しました。水俣
病の幕引きを図ろうとしているのです。

2　まだ潜在患者が多数存在しているが…
　締め切り期限が発表された本年２月以降は月1000人以
上の申請が続いていました。６月末までの申請者数は熊
本、鹿児島、新潟３県で５万7589人に達し、７月末の締
め切りで６万人前後になる見通しです。
　しかし、潜在患者はまだまだ多数存在しています。
　不知火海沿岸住民健康調査実行委員会（藤野糺委員
長）が６月24日に水俣市、天草市、出水市で水俣病の一
斉集団検診を実施しました。過去最多の1397人が受診
し、そのうち、水俣病にみられる症状が確認されたのは
87％の1216人に及びました。水俣病特措法の救済対象地
域外にも多数の患者がいると報告されています。民間医
師団が集団検診をするたびに、救済対象地域の内外を問
わず、未救済の被害者が多数見つかっています。この調
査結果は、未だに被害の全体像が把握できていないこと
を示すものです。
　差別や偏見を恐れて申請をためらっている被害者や、
自分が水俣病だとは気づかない被害者も多数存在してい
ます。そこには水俣病被害の底知れぬ深さが見られま
す。

3　日弁連が「水俣病救済制度の見直しを求める意見書」提出

　日弁連は、公害対策・環境保全委員会と人権擁護委員
会の共同チームである水俣病問題検討プロジェクトチー
ム（水俣病PT）を中心に、チッソ分社化など水俣病特
措法の問題点を批判して、水俣病被害者救済を求める活
動に取り組んできました。６月21日に「水俣病救済制度
の見直しを求める意見書」を取りまとめ、６月27日に環
境大臣、衆議院議長及び参議院議長に提出しました。本
意見書は、環境省が決定した救済申請期限の撤回を求め
るとともに、国に対し水俣病特措法の改正を求めたもの
です。
　本意見書の趣旨は以下のとおりです。
１　環境省は水俣病特措法による救済措置の申請期限を

2012年７月31日までとする決定を撤回すべきである。
２　国は

⑴　水俣病特措法７条２項のうち「救済措置の開始後
３年以内を目途に」の文言を削除すべきである。

⑵　水俣病特措法に「不知火海沿岸全域の住民健康調
査の実施」に関する規定を新設すべきである。

⑶　水俣病特措法７条１項４号の「補償法に基づく水
俣病に係る新規認定等を終了すること」の規定を削
除すべきである。

３　環境省は症状の組合せを要求する現行の水俣病認定
審査基準を改め、「症状が感覚障害のみでも居住歴な
どから総合判断し、メチル水銀の影響によるものであ
ることを否定し得ない場合には水俣病と認定すべきで
ある」とする基準に改訂すべきである。

4　水俣病特措法の改正をめざして
　水俣病の公式確認からすでに56年が経過しました。し
かし、これまで行政は一度も不知火海沿岸住民の本格的
な健康調査を行いませんでした。そこに、水俣病問題が
いまだに混迷している最大の原因があります。
　それにもかかわらず、環境省は、水俣病特措法の条項
を盾にとって、救済申請の締め切りを強行しました。さ
らに、水俣病特措法７条１項４号の「補償法に基づく水
俣病に係る新規認定等を終了すること」の規定により、
補償法に基づく水俣病認定申請による補償を求める人た
ちの救済の道を閉ざそうとしています。その狙いは水俣
病の幕引きにあるのです。
　日弁連意見書の水俣病特措法改正提言では、前記のと
おり、救済申請締め切りの規定及び新規認定終了の規定
を削除することと、「不知火海沿岸全域の住民健康調査
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の実施」に関する規定を新設することを求めています。
　日弁連は、本意見書を衆参両院議長に提出した後、衆
参両院の環境委員会委員長をはじめとする各委員に対し
て改正を要請する院内行動を行い、環境副大臣には個別
要請を行いました。
　潜在患者が多数残っているなかで、水俣病の幕引きを

　この本は、我が事務所の所長で、私の師匠に当たる弁
護士、馬奈木昭雄先生（同じ事務所の弁護士に敬称を付
けるのはどうか、という意見もおありでしょうが、私に
とってはあくまで師匠、先生ですので、「先生」と呼ば
せてもらいます。）の半生を著者が聞きとり、西日本新
聞で連載したものをまとめた本です。
　馬奈木先生は、水俣病訴訟に始まり、筑豊じん肺訴
訟、よみがえれ！有明訴訟、そして原発なくそう！九州
玄海訴訟と、公害問題の最前線で「たたかって」きまし
た。その「たたかい」は、被害者を救済するにとどまら
ず、同じ被害を二度と生み出さないために世の中を、国
を変える「たたかい」です。
　そのような「たたかい」に、決して負けるわけにはい
かない。負けるということは、同じ被害を生み出してし
まうことになってしまう。しかし、馬奈木先生は「私た
ちは絶対に負けない。」と言います。「－どうしてか。勝
つまでやるからです」と。
　つまり、馬奈木先生の言う「負けない」とは、１つ１
つの裁判のことを言っているのではなく、国を変える

「たたかい」に負けないということです。たとえ１つの
裁判で負けても、それで最終的な目標に向けた「たたか
い」が終わるわけではありません。逆に、１つの裁判で
勝ったからといって「たたかい」が終わるわけでもあり

許してしまえば、今後の類似事件の被害者救済にも影響
が及ぶことは避けられません。
　水俣病特措法改正を実現させるには、国民世論の盛り
上がりの中で、国会へのさらなる働きかけが重要になり
ます。そのために日弁連としても最善の努力を尽くさな
ければなりません。

「たたかい続けるということ」
� 阪口由美著　西日本新聞社

福岡県弁護士会　髙峰　真

ません。
　同じ被害を二度と生み出さないようにするために何を
実現しようとするのか、そのために、どうして「たたか
い」続けなければならないのか。この本では、水俣病か
ら炭鉱事故、じん肺、予防接種禍、南九州税理士会訴
訟、廃棄物問題、電磁波問題、中国残留孤児訴訟、そし
て、現在も続く、よみがえれ！有明訴訟などの事件での
馬奈木先生の体験や思いを通して、「たたかい続ける」
という馬奈木先生の哲学を理解することができると思い
ます。
　また、難解になりがちな話が多い中、著者である西日
本新聞の阪口由美記者
の見事な文章力、構成
力によって、非常に読
みやすく、楽しみなが
ら（時には涙しなが
ら）すらすら読める本
になっています。
　公害・環境問題に関
心ある弁護士はもちろ
ん、それ以外の弁護士
にも是非御一読いただ
きたい一冊です。
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安定型産業廃棄物最終処分場における措置命令義務付け訴訟の
全国初の最高裁勝訴事案～福岡県飯塚市（旧筑穂町）の事例～

福岡県弁護士会　黒木　聖士

1　はじめに
　福岡県飯塚市（旧筑穂町）の安定型産業廃棄物最終処
分場について、住民らが違法に埋立処分された産業廃棄
物の撤去等を求め、福岡県を被告とした措置命令等義務
付け請求事件において、2011年２月７日、福岡高裁で逆
転勝訴判決を勝ち取り、本年７月３日、最高裁は福岡県
の上告を却下して勝訴判決が確定しましたので、御報告
します。
2　当初の経緯
　本件処分場では、2001年８月から付近の河川に「黒い
水」が排出されるという事件が発生し、水質検査の結
果、高濃度の水銀などが検出されたり、悪臭防止法上の
規制値の90倍の硫化水素が検出され、付近の保育所が一
時閉鎖されるなどしました。
　2002年、住民らが福岡県に対し早期解決を求める7847
名の署名を提出した後、福岡県は、業者に対し改善命令
を発しましたが、すぐに、違法な廃棄物は撤去されたと
して、操業再開を認めました。
3　操業停止仮処分決定
　住民らは、2003年、福岡地裁飯塚支部に証拠保全を申
し立てたところ、場内水から高濃度のダイオキシン類が
検出されたことから、旧筑穂町有権者の過半数を超える
4601名が、業者を被告として操業停止仮処分を申し立て
ました。
　2004年９月、福岡地裁飯塚支部は、安定産業廃棄物以
外の産業廃棄物が埋立処分され、住民の生命・身体に重
大な影響を防止する措置が万全とはいえないとして、操
業停止仮処分決定を下しました。そのため、廃棄物の埋
立処分は中止され、その後、残土処分場として廃棄物層
に覆土がなされました。
4　義務付け訴訟の経緯
　しかし、その後の水質調査でも、水銀・鉛などの重金
属類、ビスフェノールＡなどが検出され、周辺地域の環
境被害が継続しました。その原因は、業者の違法操業を
黙認し続けた福岡県の杜撰な監督にあったことから、そ
の責任を追及し、違法廃棄物の撤去等の抜本的対策を求
めるため、住民らは、2004年12月、福岡県を被告とし
て、業者に対する生活環境の支障の除去等の措置命令等
の義務付けを求める行政訴訟を提起しました。
　これに対し、福岡県は、そもそも違法操業や有害物質
は確認されないとして、廃掃法違反自体を争いました
が、2008年、福岡地裁は、安定型産業廃棄物以外の廃棄
物が埋立処分されたとして廃掃法違反を認定したもの
の、「重大な損害のおそれ」はないとして、義務付けの

訴えを却下しました。
　原告らは控訴して、本件処分場の実態を明らかにする
ため、ボーリング調査を求めたところ、福岡高裁は異例
にもそれを採用したところ、採取水から、浸透水基準を
超過する鉛が検出され、また、ボーリング調査では廃棄
物層に到達した際、高濃度の硫化水素が噴出して作業が
中止されるという緊急事態にも陥り、違法状態が明らか
になりました。
　2011年２月、福岡高裁は、鑑定結果を重視し、廃掃法
違反を認定し、安定型処分場では地下水を汚染して本件
処分場外に流出する可能性は高いため、井戸水を利用し
ている原告らの生命、健康に「重大な損害のおそれ」が
あること、福岡県知事が措置命令をしないことは、規制
権限を定めた法の目的や権限の性質に照らし、著しく合
理性を欠き、裁量権の逸脱・濫用があるとして、支障の
除去等の措置命令の義務付けが認容されました。
　福岡県は、最高裁に上告・上告受理申立を行いました
が、最高裁は、本年７月３日、上告却下・上告不受理決
定を下し、住民の勝訴判決が確定しました。
5　本件判決の意義
　本件は、2004年改正行政事件訴訟法により明文化され
た義務付け訴訟（非申請型）において、廃棄物関係で措
置命令を義務付ける全国初の勝訴判決が最高裁で確定し
た判決であり、産廃事件と行政事件の両面で極めて重要
な意義を有しています。
　これまで全国各地の産廃処分場の設置・操業差止訴訟
では一定の成果が収められてきましたが、今後は、既に
産廃処分場に埋立処分された違法廃棄物による汚染から
周辺環境の保全をどのように図っていくのかが課題とし
て挙げられ、本件判決は、この課題に対する挑戦として
大きな意義を有すると思われます。
6　今後の課題
　もっとも、最高裁判決確定後、福岡県は、廃棄物の全
量撤去を求める住民との協議には一切応じず、判決では
措置内容が特定されないとして、本件処分場を改めて調
査し、その結果を基に第三者委員会で措置の内容を決定
するとの方針を明らかにしました。しかし、これまで、
一貫して廃掃法違反はないと主張してきた福岡県の調査
結果の信用性には重大な疑問があり、措置の内容も骨抜
きになるおそれが大きいと言わざるを得ません。
　そのため、今後も、住民らは、福岡県に対し、抜本的
な調査及び措置内容が講じられるよう強く要求を続ける
必要があります。
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環境コンプライアンスと市民株主の役割―
フェロシルト株主代表訴訟

大阪弁護士会　池田　直樹（39期）

1　判決の概要
　大阪地裁（４民、松田亨裁判長）は、本年６月28日、
石原産業株式会社の元取締役に対してそれぞれ486億

（概数、以下同）、255億、102億円を会社に賠償するよう
に命じました。
　平成13年、会社は当時１トン7100円の産廃費用削減の
ため、汚泥のリサイクル品「フェロシルト」を業者に１
トン150円で販売しました。同時に業者に対して１トン
3000円の「用途開発費」を支払ったため、2850円で産廃
を処分して4250円コスト削減したのが実態です。
　しかしその後、総額23億円を支払って業者に山野に埋
め立てさせたフェロシルトから環境基準を超える六価ク
ロムが溶出し、会社は486億円の回収費用を支出し、
5000万円の廃棄物処理法違反の罰金を科せられました。
　そこで環境市民団体が株主となり、当時の取締役らの
責任追及を行った株主代表訴訟が本件です。
2　責任の根拠
　フェロシルトは、表向きはリサイクル「商品」でした
が、実質的には市場性のない「（有害）廃棄物」でした。
商品用の品質管理システム（QMS）も廃棄物用の環境
マネージメントシステム（EMS）も機能しませんでした。
　本判決では、品質確認義務違反（安全性）と廃棄物処
理法違反（適法性）の二面から取締役の責任が認められ
た点に独自の意義があります。なお、実行犯のＳ取締
役・副工場長の最高額の賠償責任については略します。
3　出荷時のフェロシルト担当取締役Ｔの責任
　Ｔは取締役会の分掌上、フェロシルト担当であり、工
場長として品質管理最高責任者でした。
　判決は、品質最高責任者であってもフェロシルトの
QMSからの逸脱を疑わせる事情を認識しない限り、
QMSの運用の調査確認義務はないとしつつ、Ｔにはそ
のような事情があったとして、その責任を認めています。
　会社は、コスト削減計画の推進のため、取締役らから
なるプロジェクトチーム（PT）を結成し、計画の進捗
管理をさせていました。Ｔは、中部国際空港から受入を
拒否されたフェロシルトを陸上埋立に転用する承認を得
るため、平成13年８月６日のPTで発議者を務めました。
　その場でＴは、フェロシルトの搬出が業者に有償で処

分委託していることと同様であると説明しており、廃棄
物処理法違反を疑わせる説明であったと判決は認定して
います。そのうえで、Ｔは廃棄物性について理解してお
くべき立場にあり、フェロシルトは取引価値のない廃棄
物に該当することを認識しえたとして、適法性確認義務
違反の責任を認めています。
4　PTメンバーの取締役・前工場長Ｏの責任
　判決は、PTメンバーのQMSの運用確認義務について、
重要問題の多角的検討が期待されていたけれども、フェ
ロシルトの陸上埋立への方針転換を精査する義務はない
としました。担当部署の適正な職務遂行を前提とし、担
当取締役からの説明に依拠することに躊躇を覚えるよう
な特段の事情がない限り、QMS運用の確認義務はない
としたのです。
　他方で、PTメンバーの適法性確認義務については、
上記不自然な説明に照らして、逆有償取引により会社が
実質的に処理費用を負担するものであり、フェロシルト
に取引価値がなく、廃棄物に該当することを認識し得た
場合には、適法性調査義務を負うとしました。
　その上で、前工場長Ｏは、中部国際空港の受入拒否の
いきさつを知っており、安全性・適法性の両面から確認
義務違反があるとしたのです。
5　課題
　判決は、取締役の任務の広汎性や縦割りの役割分担を
重視し、QMS、EMSが確立している本件では、工場長
である取締役も含めて、注意義務違反が生じる場合を特
段の事情がある場合等に限定しています。
　また過失責任をめぐる個別事情についても、悪意に近
い事情を重視し、全体として善管注意義務違反には慎重
な姿勢を貫き、元会長や法務担当などPTの他のメンバー
の責任を否定しています。
　安全性や適法性の資料も説明もなく、コストのみが議
論され、各自が期待される多角的な意見交換がないとい
う会議の実態。今後、巨額の責任による抑止効果は期待
できるとはいえ、再発防止のための環境コンプライアン
スからすれば、判決にはまだ大きな課題が残されていま
す（弁護団事務局長）。


