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日弁連は、１９８４年に大阪市で開催された第２７回人権擁護大会において、「有害廃棄物を
考える―乾電池を中心に―」をテーマに、また、１９９９年に前橋市で開催された第４２回人権
擁護大会において、「資源循環型社会をはばむものは何か―あるべき生産者責任の確立を
―」をテーマに、それぞれシンポジウムを行うなどして、廃棄物問題の抜本的解決と資源
循環型社会の形成を、世に訴えてきた。

しかしながら、廃棄物の発生は抑制されず、資源循環型社会の形成は遅々として進んで
いない。この結果、大量に排出されている廃棄物が地方に送られ、大規模に不法投棄され
る事件が全国各地で発生した。

こうした中、日弁連は、その公害対策・環境保全委員会廃棄物部会において、香川県・
豊島をはじめ、全国各地の大規模不法投棄現場を訪ね、現場を調査するとともに、地元住
民の訴えを聞き、地元自治体の見解を質してきた。

このような成果を踏まえ、このたび、全国有数の大規模不法投棄事件である青森岩手県
境事件の被害県である岩手県で開催される第５３回人権擁護大会において、「廃棄物公害の
根絶をめざして～ゴミと汚染を強いられない、強いない社会であるために～」をテーマに
シンポジウムを行い、不法投棄をはじめとする廃棄物問題の抜本的解決を改めて世に問う
ことになった。

本書は、このシンポジウムのための基調報告書であるが、単に不法投棄問題に留まらず、
廃棄物問題全般にわたって、その問題点を分析し、抜本的解決の方向性を提言するととも
に、資源循環型社会の形成についても必要な提言を行っている。

具体的には、まず第１編において、日弁連が調査した事案を中心に不法投棄等による被
害の事例を紹介し、次に第２編において、わが国の現行法制度と実務の問題点を分析し、
そして第３編において、当実行委員会が現地視察した韓国やアメリカ合衆国を中心に諸外
国の法制度を紹介し、最後に第４編において、これらを踏まえて、あるべき廃棄物政策に
ついて提言している。

不法投棄等をはじめとする廃棄物問題の抜本的解決と資源循環型社会の形成のために、
本基調報告書がいささかでも寄与すれば幸いである。

２０１０年（平成２２年）１０月
日本弁護士連合会第５３回人権擁護大会
シンポジウム第３分科会実行委員会

委員長 長 倉 智 弘

は し が き
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法令名等略称
廃棄物処理法……………廃棄物の処理及び清掃に関する法律
産廃特措法………………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
循環基本法………………循環型社会形成推進基本法
資源有効利用促進法……資源の有効な利用の促進に関する法律
容器包装リサイクル法…容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
家電リサイクル法………特定家庭用機器再商品化法
建設資材リサイクル法…建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
食品リサイクル法………食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
自動車リサイクル法……使用済自動車の再資源化等に関する法律
グリーン購入法…………国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
最終処分場技術基準……一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術

上の基準を定める省令
都道府県等………………廃棄物処理法２４条の２に基づく同法施行令２７条は、同法に規定す

る都道府県知事の権限に属する事務のうち、廃棄物再生事業者の
登録（同法２０条の２）に関する事務以外の事務につき、政令指定
都市の長及び中核市の長並びに呉市、大牟田市及び佐世保市の長
が行うこととしているので、本基調報告書においては、これらの
市と都道府県をあわせて「都道府県等」ということにする。
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第１編
不法投棄等による被害の現状



第１章 はじめに
第１節 不法投棄とは何か
１ 不法投棄とは何かを考えるとき、不適正処理との関係が問題となる。

一般的には、不法投棄とは、廃棄物を所定の場所に排出せず、山の中や自己また
は他人の土地等に投棄すること、一方、不適正処理とは、収集運搬の方法、保管の
方法、焼却・破砕・最終処分等が廃棄物処理の基準に適合しない場合をいうとイ
メージされていると思われる。

環境省も、産業廃棄物の不法投棄対策関連の調査結果等の分析・検討にあたり、
「不法投棄とは廃棄物処理法第１６条に違反して投棄されたもの、不適正処理とは同
法第１２条第１項に規定する産業廃棄物処理基準若しくは同法第１２条の２第１項に規
定する特別管理産業廃棄物処理基準に適合しない処分が行われたもの」と一応定義
している。

しかしながら、処理業者が許可された量を大きく超えて埋立処分を行った場合や
保管と称して大量の廃棄物を放置している場合等、悪質な不適正処理を行った場合
には、報道等では不法投棄と称されることが少なくないし、ときには行政も不法投
棄と呼称することがあり、両者の区別にはあいまいな面がある。
２ 不法投棄について、廃棄物処理法１６条は、「みだりに廃棄物を捨てること」と規

定しているが、その定義は必ずしも明確ではない。
すなわち、廃棄物処理法１６条に関して、「処理基準に適合しない処分行為が必ず

しも社会通念上許容されない処分行為であるとは言えないため、直ちに本条違反と
はならない」とする見解や、「本条違反となるような行為は、処理基準違反の程度
が著しい場合や、軽度の処理基準違反であっても公共性・密集性の高い地域におい
て行われる場合等、廃棄物の性状、数量、地理的条件、行為の態様等の事情を勘案
して社会通念上許容されない処分行為を指す」とする見解等が有力であり、おおむ
ね「社会通念上許容されるかどうか」が不法投棄の要件ないし基準となっていると
解されるが、なおその区別は明確とは言えず、判例の集積を待つほかないというの
が実情である。
３ このように不法投棄と不適正処理の区別ないし境界はあいまいである。そこで、

本報告書では、不法投棄と不適正処理を厳格に区別せず、両者をあわせて「不法投
棄等」と呼ぶことにする。

第２節 廃棄物の種類と処理ルート
１ 廃棄物の種類

わが国の廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に大きく分けられる。「産業
廃棄物」とは、事務所や店舗等から排出される事業活動に伴って生じる廃棄物のう
ち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定め
る２１種類の廃棄物をいい、これ以外の廃棄物を「一般廃棄物」という。

したがって、一般廃棄物には、事業活動に伴って生じる廃棄物のうちの前記の２１
種類以外の物（これを「事業系一般廃棄物」という。）と一般家庭から排出される
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「家庭ごみ」とがあることになる。
２ 廃棄物の処理ルート

一般廃棄物は、市町村もしくは市町村の委託業者が収集場所から定期的に収集し、
市町村の処理施設へ搬入する。

産業廃棄物については、排出事業者が自ら処理責任を負っているが、排出事業者
は、自ら廃棄物を処理するだけでなく、処理業者に委託してこれを行うこともでき
る。処理を委託された廃棄物は、収集運搬業者により直接最終処分場に運ばれて埋
立処分される場合と、中間処理施設に運ばれ焼却・破砕等の中間処理を経た後に最
終処分場に運ばれて埋立処分される場合とに分けられる。
３ 廃棄物処理基準

廃棄物処理法では、廃棄物が排出されてから最終処分に至るまで、生活環境への
支障が生じないよう、共通して守るべき基本ルールとして「処理基準」が規定され
ている。これは、廃棄物の自己処理、委託を受けた許可業者による処理にかかわら
ず、処理を行う者すべてに課される基準である。処理する廃棄物の種類により、「一
般廃棄物処理基準」、「特別管理一般廃棄物処理基準」、「産業廃棄物処理基準」、「特
別管理産業廃棄物処理基準」の４種類の基準があり、それぞれ収集運搬の方法、保
管の方法、焼却・破砕・最終処分等の方法について具体的に規定されている。
４ 廃棄物処理施設

廃棄物処理施設には、中間処理施設と最終処分場がある。中間処理施設には、焼
却施設・破砕施設・選別施設・固形燃料化施設・汚泥乾燥施設等がある。

産業廃棄物の最終処分場には、安定型・管理型・遮断型の３種類がある。安定型
最終処分場とは、廃プラスチック類等の「安定５品目」に限り、遮水のための設備
のない素掘りの穴に埋めるだけでよいとする処分場であり、管理型最終処分場とは、
埋立地から出る浸出水による地下水や公共用水域の汚染を防止するため、シート等
の遮水工で埋立地の側面や底面を覆い、浸出水を集めて浄化処理を行う処分場であ
る。

一般廃棄物の最終処分場は、１種類だけしかなく、産業廃棄物最終処分場の管理
型に相当するものである。そこで、以下、単に、管理型最終処分場という場合には、
管理型産業廃棄物最終処分場と一般廃棄物最終処分場の両方を兼ねた処分場をいう
ものとする。

第３節 各処理ルートにおける不法投棄等
１ 一般廃棄物

一般廃棄物は、まず、各家庭や事業所から収集場所に排出されるが、収集場所に
排出されず、山の中や自己または他人の土地等に投棄されることがある。一般廃棄
物であっても生ごみ以外は有料化されている市町村が多く、その費用を惜しんで不
法に投棄されることが多い。

市町村の委託業者が収集場所から廃棄物を収集しても、市町村の処理施設に搬入
しないで不法に投棄する場合もある。

また、市町村の処理施設に搬入された場合でも、収集運搬の方法、保管の方法、
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焼却・破砕・最終処分等が一般廃棄物処理基準に適合しない不適正な処理がなされ
る場合もある。
２ 産業廃棄物

排出事業者は、自ら廃棄物を処理することができるが、処理することなく山の中
や自己または他人の土地等に不法に投棄することがある。処理する場合でも、保管
の方法、焼却・破砕・最終処分等の処分の方法が産業廃棄物処理基準に適合しない
不適正な処理がなされることがある。

また、排出事業者が処理業者に委託する場合、処理を委託された収集運搬業者が
中間処理施設や最終処分場に搬入するのに要する費用を惜しんで、産業廃棄物を中
間処理施設や最終処分場に搬入せず不法に投棄することがある。

一方、処理を委託された廃棄物が収集運搬業者により中間処理施設に運ばれ、中
間処理を経た後、また収集運搬業者により最終処分場に運ばれる場合も、収集運搬
の方法、保管の方法、焼却・破砕・最終処分等が産業廃棄物処理基準に適合しない
不適正な処理がなされることがある。

第４節 不法投棄等の実態と被害の実情
１ 産業廃棄物についての環境省の調査によれば、２００８年度末現在、わが国には、産

業廃棄物が不法投棄等された事件（残存事案）が総数２６７５件、総量１７２６．０万 t も存
在しており（特別管理産業廃棄物を除き１０t 以上の事案に限定）、すべての都道府
県で何らかの不法投棄等事件が発覚している。そして、その大半が１９８９年以後に発
覚したもので、１９９８年以後に発覚したものが過半数を占めるほか（件数の８７％、総
量の６３％）、１０万 t 以上の大規模事案が総量のうち５８％を占めている。

また、２００８年度に新たに判明したと報告のあった不法投棄事案の件数は３０８件、
不法投棄量は２０．３万 t であり、２００８年度に新たに判明したと報告のあった不適正処
理事案の件数は３０８件、不法投棄量は１２２．８万 t である。
２ 廃棄物は通常、焼却等の中間処理を施したうえで埋立てにより最終処分されるこ

とが多いが、焼却の際にダイオキシン類を含んだガスが排出されたり、埋め立てら
れる廃棄物にさまざまな有害物質が含まれていながら、汚染拡散を防止するための
措置が適切に施されていないこと等により、周辺環境に被害を及ぼす例が後を絶た
ない。

また、産業廃棄物の排出事業者等が廃棄物処理法に基づく中間処理や最終処分を
行わずに廃棄物を不法投棄等する例も後を絶たず、多くの被害地では有害物質の漏
出による汚染の拡散防止や撤去等の負担に苛まれており、長年にわたり、わが国の
至るところで、処理業者や排出者による不法投棄等による被害が生じてきた。
３ このような不法投棄等は、多数の住民の生活環境や健康等に甚大な被害を負わせ

るものであって、重大な人権問題というべきである。

第５節 不法投棄等の類型と具体的事例
現在、わが国において発生している不法投棄等による被害及び紛争の具体的事例を類型

化すれば、おおむね次のように分けられる。

第１章 はじめに
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① 中間処理業者による不法投棄等の事例
香川県・豊島事件、青森岩手県境事件、岐阜県岐阜市・椿洞事件がその例である。

② 安定型最終処分場における不法投棄等の事例
福岡県筑紫野市事件、三重県四日市市・大矢知事件、滋賀県栗東市事件、福岡県筑穂町

事件がその例である。
③ 管理型最終処分場における不法投棄等の事例

福井県敦賀市・樫曲事件がその例である。
④ 有価物偽装の事例

石原産業・フェロシルト事件がその例である。
以下、日弁連が調査した事案を中心に、これらの類型に従った代表的な不法投棄等の事

例を紹介する。

第２章 事件の報告

第１節 中間処理業者による不法投棄等の事例
第１ 香川県・豊島事件
１ 事案の概要
()１ 豊島について

豊島は、香川県小豆郡土庄町にあり、小豆島の西方約４㎞に位置する、瀬戸内
海に浮かぶ島である。面積約１４km２、周囲約２０㎞で、香川県では小豆島に次ぐ大
きさである。

本件は、この島に産業廃棄物処理業者によって都市部の廃棄物が搬入投棄され
た事案である。
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なお、日弁連は、２０１０年３月１３日から１５日の３日間にわたり現地調査を行うと
ともに、地元住民と香川県庁から聞取調査を行っている。

()２ 不法投棄等の規模と内容
不法投棄等された廃棄物は、２００８年１０月時点で、体積５６万２０００m３、重量６６万

８０００t と推計されている。
主な廃棄物の内容はシュレッダーダストであるが、廃油や内容物不明の化学物

質の入ったドラム缶等もある。現地調査では、高濃度のダイオキシンや鉛、クロ
ム、ニッケル等の重金属が検出された。

当初、事業費は２８０億円を見込んでいたが、約３３０億円に増加する見込みである。
２ 不法投棄等の経緯

１９７５年 豊島総合観光開発株式会社（以下「豊島開発」という。）が香川県に産
業廃棄物処理業の許可を申請。豊島住民による反対運動。

１９７７年 豊島開発が申請内容を「ミミズ養殖による土壌改良材化事業」との中間
処理業に変更。これを受けて１９７８年に香川県が豊島開発に対して産業廃棄物処理業
を許可。

１９７８年 香川県の「住民エゴだ」との批判を含む強い説得を受け、住民は豊島開
発と和解。反対運動は一時中断。

１９８３年 豊島開発が、シュレッダーダスト等から有価金属を回収するという名目
で、香川県から金属くず商の許可を取得。この際、香川県は豊島開発に助言と指導
を行っていた。

豊島開発と排出事業者との間の契約書によれば、豊島開発はシュレッダーダスト
を排出事業者から１t 当たり３００円で買い取り、他方で排出事業者から１t 当たり
２０００円の運搬費を受け取ることになっていた。つまり、１t 当たり１７００円の処理費
用を受け取る逆有償であった。

また、当時すでにミミズの養殖は行われていなかった。
そして、豊島では産業廃棄物の野焼きが行われ、その煙が島を覆っている状態で

あった。
１９８０年代 住民が、野焼き等のあまりにひどい操業状態について、香川県に公開
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質問状を提出。行政監察局や警察に申入れ。これらの豊島住民の声にもかかわらず、
行政等は動こうとしなかった。

１９９０年 兵庫県警が廃棄物処理法違反容疑で強制捜査。それまでに、香川県は１１８
回もの立入検査を行い、実態を認識しながら、行政指導だけで許可を更新していた
ことが判明。豊島住民は「廃棄物対策豊島住民会議」を再発足させ、廃棄物撤去の
ための運動を開始。

１９９１年１月 豊島開発の実質的経営者逮捕。
同年７月 神戸地裁姫路支部にて実質的経営者に執行猶予付きの有罪判決。
不法投棄等現場の調査の結果、高濃度のダイオキシンや鉛、クロム、ニッケル等

の重金属が検出。
１９９３年 香川県は１０００t ほどの廃棄物の撤去をもって、「安全宣言」を出した。

３ 解決へ向けた道のり
()１ １９９３年１１月、豊島住民は、香川県と豊島開発及び排出事業者２１社に対し、産業

廃棄物の島外撤去と損害賠償を求めて、公害紛争処理法に基づく調停を申請した。
撤去の必要性について、２億３６００万円の国費により、鑑定がなされた。その結

果、放置できないという実態であることが確認された。
()２ １９９７年７月、廃棄物等を処分地内で中間処理し、その後、島外に搬出して、島

外で最終処分するという内容で、中間合意がなされた。
１９９７年８月、香川県に「豊島廃棄物等処理技術検討委員会」が設置され、専門

家によって具体的な撤去の手法について検討がなされた。１９９９年１１月に「香川県
豊島廃棄物等処理技術検討委員会第３次最終報告書」が提出された（２０００年２月
に追加検討分が提出された。）。
()３ 隣の島である直島にある三菱マテリアル直島製錬所に大型溶融炉を建設して中

間処理することが決まり、２０００年６月６日に調停が成立した。この際、知事は豊
島住民に謝罪をした。

調停の内容は、「豊島廃棄物処理協議会」及び「豊島廃棄物等技術委員会」を
介して、住民参加のもとに処理を行うという先駆的なものであった。

４ 現在の状況
当初予定では、２０１３年３月には撤去を完了することとされていたが、２００９年１２月

時点で５３％が終了した状態であり、作業は大きく遅れている。その原因は、廃棄物
の性状が当初見込みと異なっており、そのために処理に時間がかかってしまったこ
とや、かつてない規模の溶融炉を建設したために頻繁に故障が発生したこと等にあ
るようである。

産廃特措法との関係で、期限を２０１３年３月としていたが、この期限までに終了し
なかった場合にどう対応するのかということが課題になっている。
５ 事案を通じて明らかになった問題点
()１ 法律上の問題点
① 有価物偽装

豊島開発は、シュレッダーダストを排出事業者から１t あたり３００円で買い
取っていたことを理由に、「無価物」つまり「廃棄物」ではないと強弁し、廃
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棄物処理法の適用を免れようとした。
② 原状回復費用の負担問題

不法投棄等された廃棄物の処理につき、香川県は費用の関係から、当初は封
じ込めを主張していた。国からの補助が決定したことを受けて、初めて全量撤
去へ方針転換した。委託基準違反等を理由に排出事業者への責任追及も検討さ
れたが、零細企業が多かったため、多額の費用負担を望めない状態であった。

()２ 行政の対応の問題
香川県知事の「住民エゴ」との発言、豊島開発に金属くず商の許可を出すに際し

て助言や指導を行うなど、香川県の対応は許認可権限を持つ監督機関としての行政
の姿勢はまったく見られず、むしろ豊島開発に迎合していたと言わざるを得ない状
態であった。そのことが、発覚当時、わが国最大の不法投棄等事件となってしまっ
た大きな要因である。

＜参考文献＞
畑明郎、杉本裕明ほか編『廃棄物列島・日本』（世界思想社、２００９年）

第２ 青森岩手県境事件
１ 事件の概要と経過
()１ 不法投棄等の概要と発覚までの経過

た っ こ に の へ

本件は、青森県田子町の廃棄物処理業者らが、同町と岩手県二戸市との県境に
所在する山中に、１９８５年頃から１９９９年１１月まで１０年以上もの長期間にわたり、合
計約８７万 m３（青森県側約６７万 m３、岩手県側約２０万 m３）という膨大な産業廃棄
物の不法投棄等を行った事案である。本件における不法投棄等の実行犯である三
栄化学工業株式会社（以下「三栄化学」という。）は、１９８１年に青森県知事から
産業廃棄物処分業及び収集運搬業、岩手県知事から同収集運搬業の許可を得るな
どして、当初は田子町内の山中（本件現場の青森県側エリア）で最終処分場を営
んでいたが、１９９１年に中間処理業（堆肥化）の許可を得た頃から、中間処理を偽
装する方法による不法投棄等を繰り返すようになった。

三栄化学の主要な手口は、以下のとおりである。まず、汚泥、燃え殻等、堆肥
化に用いることができない許可品目以外の産業廃棄物を大量に受け入れ、施設内
で堆肥化したと称して、有害物質が混入するなどしているため実際には堆肥とし
て使用できない物（偽装堆肥様物）を、土壌改良材（バーク堆肥）と称して関連
企業（同一の代表者が経営）である三栄興業株式会社（以下「三栄興業」という。）
に売却する。そして、三栄興業がこれを本件現場で保管するという形をとって、
実際にはいずれも代表者である源新信重氏の所有地である本件現場に投棄し続け
た。なお、三栄化学は敷地内に小規模な管理型最終処分場を設置していたが、こ
れには廃棄物を一切埋め立てておらず、すべて敷地または周辺の山野に不法投棄
等していた。

また、三栄化学は１９９２年頃から、埼玉県の中間処理業者である縣南衛生株式会
社（以下「縣南衛生」という。）から多量の産業廃棄物を受け入れて現地で不法

第２章 事件の報告
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投棄等していた。縣南衛生は首都圏等の排出事業者から有害物を含む多様な産業
廃棄物について、焼却や圧縮減容による中間処理を行う名目で処理委託を受けた
物を、不法投棄等がなされるのを承知のうえで三栄化学に対し違法に再委託をし
ていたものである。

青森岩手両県は、１９９５年に三栄化学が本件現場付近で燃え殻の不法投棄等を行
っていたことを知り、同社にこれを撤去させるとともに２０～３０日間の事業停止処
分も行ったが、現場周辺の徹底調査やその後の監視等をしなかったため、さらに
不法投棄等が進行していた。１９９８年、岩手県農政部が三栄興業の偽装堆肥様物を
調査し、カドミウム・水銀・砒素の混入を確認するなどしたことから、同部の通
報を受けて県環境部の調査や県警の内偵捜査が進行し、１９９９年１１月に両県の合同
捜査により強制捜査が開始された。ほどなく三栄化学は操業を停止し、縣南衛生
も自己破産の申立てをした。
()２ 発覚後の経過（責任追及、原状回復等）

両県は、２０００年６月から１０月にかけて、三栄化学らに不法投棄等をした廃棄物
の撤去等を求める措置命令を発令したが、履行されたものはごく一部に留まった。
そこで、岩手県は２００１年２月、三栄化学に対し、求償権の保全を目的とする民事
保全法に基づく仮差押えの申立てを盛岡地裁に行い、同決定を得て三栄化学の預
金等（約２億６０００万円相当）を仮差押えした。しかし、全部撤去を前提とする原
状回復に必要な費用が数百億円相当と見込まれた一方、当時は国がその費用を補
助する制度が整備されていなかったため、巨額の県費を投入することに躊躇する
動きもあった。２００３年６月に産廃特措法が制定され、１９９８年６月以前になされた
不法投棄等に対しても、総事業費の６割前後の額を国が補助することとなったこ
とから、両県とも、同法の適用を受ける前提で原状回復（特定支障除去）の行政
代執行を行うこととなった。岩手県は、岩手県側の現場に有害性の高い廃棄物が
多量に投棄されていること等に照らして、早期の段階で全量撤去を打ち出してい
た。これに対し、青森県では遮水壁を設置することを前提に現地封じ込めを模索
する動きもあったものの、住民の強硬な反発もあり、最終的に全量撤去を基本と
する内容となった。

そして、２００４年１月に両県の支障除去計画に対し、産廃特措法に基づく環境大
臣の同意がなされたため、両県とも原状回復等に向けた作業を開始し、現在も作
業が進行中である。

また、両県は、強制捜査後間もない頃から、三栄化学や縣南衛生らに処理委託
をした排出事業者に対する廃棄物処理法に基づく責任追及の可否について調査し
た。その結果、両社に委託した排出事業者が首都圏を中心に１万社を超えること、
無許可収集運搬業者への委託等の委託基準違反が複数判明したため、廃棄物処理
法１９条の５に基づく措置命令を発令し、その履行を得た。また、同条には該当し
ないものの、処理委託の内容の適正に検討の余地がある、つまり同法１９条の６に
該当する疑いがある排出事業者につき、協議により任意撤去の申出を受けるなど
して、数千万円以上の撤去費用の公費負担が回避されているが、７００億円弱を要
する本件全体の中ではごくわずかに留まる。
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なお、この点に関し、岩手県は、縣南衛生が警察から返還された押収資料を同
社破産管財人から提供を受け、特に産業廃棄物管理票（マニフェスト）の調査を
行うことができたが、青森県は警察が三栄化学に資料を返却した後、ただちにこ
れを保全する措置を講じなかったため、同社が産業廃棄物管理票（マニフェスト）
を含む資料を破棄し、同社に中間処理を委託した多数の排出事業者を把握するこ
とができなくなった。三栄化学は堆肥化処理のみの許可に留まるため、堆肥化を
目的としない廃棄物の処理委託であれば、措置命令の対象となった可能性は極め
て高く、億単位と見込むこともできる排出事業者への措置命令を発令できない事
態になったという問題も生じている。

また、本件に関連し、三栄化学が１９８０～８５年に操業していた近隣の牧野に関し、
二戸市から不法投棄等と汚水の河川流入の疑いがあることを理由に調査要請がな
されているが、いまだにボーリング等の本格調査がなされていないという問題も
ある。
()３ 日弁連の視察調査について

日弁連では、２００３年１０月と２００８年６月に現地視察を行い、前者の視察後に、本
件に関する詳細な調査報告書と「不法投棄の未然防止及び適正解決を徹底するた
め廃棄物処理法の改正等を求める意見書」を２００４年７月に公表している。

２ 事案を通じて明らかになった問題①（発覚前の未然防止段階）
()１ 三栄化学の違法行為に対する監督権行使の不備・不存在

本件の最大の問題点は、三栄化学が処理委託を受けた廃棄物の不法投棄等を長
期間にわたり反復継続的に繰り返していながら、これを行政（主に中間処理業及
び最終処分業の許可権者である青森県）が食い止めることができなかったという
点と思われる。とりわけ、１９９５年に同社の不法投棄等が発覚した際、①発覚した
廃棄物の任意撤去を求めるに留まり、現場周辺の掘削調査等をしなかったこと、
②１９９６年にも保健所の立入検査で堆肥様物の不法投棄等が確認されたため、再度
の立入調査を実施しようとしたところ、不法投棄等の主要エリア（不法投棄等で
埋め尽くされた谷間の土地）について、「土地所有者の源新信重氏から賃貸借契
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約を解除された」との理由で立入りを拒否されるや、１９９９年末の強制捜査着手ま
で、立入調査等の抜本的な調査を実施せずに、敷地外からの監視や敷地外の沢水
の検査を短期間のみ行うに留まっていたこと等、１９９６年以後の青森県の対応には
問題が大きかったと指摘する声は多い。

また、岩手県も、収集運搬業の許可権者に留まっているほか、住民からの通報
等を得られなかったなどの面はあるものの、１９９６年の業務停止処分後は、１９９８年
に農政部から通報を受けるまで保健所職員が年に数回の周辺監視をした程度で、
特段の調査監視活動を行わず、青森県の監督に任せきりにしていたという問題が
あった。
()２ 縣南衛生の違法行為等に対する監督権行使の不備・不存在

本件では、正確な数量等は不明であるが、縣南衛生から相当な量の廃棄物が持
ち込まれていることから、縣南衛生の違法行為について、同社に中間処理業の許
可を与えた埼玉県の監督責任を問う声もある。なお、縣南衛生の違法行為に対し
埼玉県が十分な監督権行使をしたかという点については、事実関係の把握が十分
ではないが、同社が本件以前に佐賀県にも大量の廃ドラム缶を持ち込むなどの違
法行為をして問題視されていたのに、埼玉県は監督権を行使しない状態を続けて
いたとの指摘がある。

また、１万社を超える多数の企業（大規模医療機関や著名な大企業等も含まれ
る）が、大規模不法投棄等を繰り返す処理業者に処理委託していたことに対する
排出者責任や、これら排出事業者に対する排出側の地方自治体の監督責任を問う
声も見られるところである。排出事業者にとってはどうすれば違法業者への委託
を回避できるかという問題があり、自社が処理委託した廃棄物が不法投棄等され
ることを防止するシステム、及び違法業者への委託を回避するシステムの不存在
が改めて顕著になったという点も指摘されるべきである。
()３ 有価物偽装の問題

前記のとおり、三栄化学は有害廃棄物を混入させたバーク堆肥を土壌改良材と
称し、関連会社へ偽装売却して現地に不法投棄等する行為を繰り返していた。縣
南衛生は刑事摘発を受けた際、本件現場に搬入していたＲＤＦ（廃棄物固形燃料）
様の廃棄物を土壌改良材であると主張した。本件は、行政が立入調査すら十分に
行わなかったため被害が拡大した事例であり、処理業者が有価物偽装をして行政
を欺いたために被害が拡大した事例とは言い難いが、こうした偽装行為が不法投
棄等の発覚を遅らせた面はあったとは思われる。
()４ 周辺住民が未然防止のため影響力を行使できるシステムの不在

本件では、１９９５年頃から田子町住民より青森県の保健所に対し、たびたび違法
な廃棄物の搬入や汚水の河川への流出等が通報されていたが、前記のとおり、そ
の通報が行政の監督権の行使という形で十分に活かされることはなかった。住民
参加あるいは住民の通報を行政権の行使に直結させるシステムの不備が、迅速な
監督権行使の欠如をもたらした一因と言える。

３ 事案を通じて明らかになった問題②（発覚後の責任追及・原状回復段階）
()１ 原因当事者及び委託排出事業者に対する責任追及に関して
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両県は、強制捜査からほどなくして、三栄化学や縣南衛生に措置命令を発令し
たが、すでに両社とも原状回復を行う資力はなく、三栄化学が一部の撤去を行っ
たに留まっている。

また、前記のとおり、三栄化学が自ら中間処理を受託した排出事業者に関する
産業廃棄物管理票（マニフェスト）を青森県に引き渡さずに廃棄したことから、
これら事業者に対する措置命令が不可能となり、廃棄物処理法１９条の５に基づく
措置命令を発令できたのは、縣南衛生に処理委託した排出事業者の一部に関する
委託基準違反等、ごく少数の例に留まっている。同法１９条の６に基づく措置命令
の適用も検討されたが、同条の要件の立証の困難さから躊躇され、いまだ発令さ
れていない。業者との協議により任意撤去の形で同様の成果を得ていると目され
る例は相当数見られるが、業者の協力が得られず断念した例もあると思われる。

このように、廃棄物処理法は不法投棄等を行った処理業者に原状回復費用を担
保させるシステムを有しておらず、委託排出事業者を含め、当該廃棄物処理に関
わる当事者に原状回復を履行させる制度を有していないため、多額の公費を投入
する行政代執行による撤去を余儀なくされている。
()２ 汚染調査や原状回復のあり方に関して

本件では強制捜査の着手後に両県が自県エリアに行った調査により、両県とも
有害性の強い廃棄物が大量に不法投棄等されていた事実を確認した。しかし、原
状回復問題をどのように処理するかという点は、両県の合同検討委員会で討議さ
れたものの、地形の違い等もあって両県ごとに個別に対応するものとされた。岩
手県は、当時の知事の主導で早期に全量撤去を原則とする方針を打ち出したが、
青森県は谷を遮水壁で囲んで封じ込める案が住民側に打診され、これが強硬な反
発にあい、約１年強を経て全量撤去を基本とする方針を打ち出すに至った。原状
回復の方針策定やその後の進行の管理は、両県とも技術系の学者を中心とし住民
代表等も交えた第三者委員会を設置して行っているが、青森県に関しては前記の
経緯等から住民の一部に県への不信感があり、不満が表明されることもある。

その他、全体として一個と評価できる不法投棄等現場を複数の県が個別に作業
することによる効率の悪さや、跡地利用や所有のあり方、三栄化学がかつて操業
していた隣接牧野の調査等の問題もある。
()３ 原状回復等における費用負担に関して

前記のとおり原因当事者や委託排出事業者による撤去・負担はごく一部に留ま
り、大半は公費の負担となっている。産廃特措法の適用により、両県とも、おお
むね自県４割、国費６割の負担割合となっているが、収集運搬業のみの許可に留
まっていた岩手県は自県が４割（約８０億円超）の負担をすることに反発が強く、
青森県や埼玉県に対し処理業者への監督義務の懈怠を理由に費用負担を求める声
が根強い。公害調停等も検討されていたが断念したようである。事件が盛んに報
道されていた当時は、医療界等に自主的な基金拠出を検討する動きがあったが、
現在は不明である。

＜参考文献等（主要なもののみ）＞
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()１ 日本弁護士連合会『青森・岩手県境大規模不法投棄事件に関する調査報告書』（２００４
年６月）

()２ 青森県・県境産業廃棄物不法投棄対応検証委員会『県境不法投棄事案に係る検証結果
報告』（２００３年３月２６日）

()３ 岩手県・県境産業廃棄物不法投棄対応検証委員会『県境産業廃棄物不法投棄事案検証
結果報告書（答申）平成１５年３月２６日』

()４ 青森県『青森・岩手県境不法投棄事案に係る特定支障除去等事業実施計画書（平成１６
年１月２１日環境省同意）』

()５ 岩手県『岩手・青森県境不法投棄事案（岩手県エリア）における特定産業廃棄物に起
因する支障の除去等の実施に関する計画』（２００３年）

()６ 青森・岩手県境不法投棄事案に係る合同検討委員会『技術部会報告書』（２００３年６月
２８日承認）

()７ 岩手県資源循環政策研究会津軽石昭彦、千葉実「政策法務ナレッジ 青森・岩手県境
産業廃棄物不法投棄事件」第一法規（２００３年）

()８ 高杉晋吾『崩壊する産廃政策 ルポ青森・岩手産廃不法投棄事件』（日本評論社、２００３
年）

第３ 岐阜県岐阜市・椿洞事件
１ 事案の概要

本件では、岐阜市が許認可権者であり、監督権限を有している。
不法投棄等を行ったのは、善商という中間処理業者である。
現場は岐阜市の市街地に近く、民家もあり、県道が不法投棄等現場の山のふもと

を走り、交通量も多い。当時、幼稚園が近くにあったが、本件の不法投棄等により、
風評被害もあってか園児数が減少し、現在は休園になっている。

休園になったゆりかご幼稚園。右奥が産業廃棄物の山。2004年10月
松井英介氏撮影。

市の調査によると、不法投棄等された廃棄物の量は約７５万３０００m３（土砂を含め
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ると１２４万８０００m３）である。不法投棄等されていたのはプラスチック、木くず、コ
ンクリートがら等建設廃材が多い。

これらが雨水等と反応して燃焼してダイオキシンが発生した。それが、産廃特措
法が適用されるに至った最大の理由である。

日弁連では、本件が発覚した２００４年１１月２日、現地調査に赴いている。
２ 不法投棄等が拡大した経緯

１９８７年、善商は、岐阜市から木くずの焼却とがれき類の破砕処理の許可を得て、
中間処理施設を設置し、翌１９８８年には収集運搬業の許可も得ている。

ほどなく野焼きや不法投棄等が始まった。現場が市街地に近いこともあり、目撃
者は少なからずおり、岐阜市、警察等への情報提供も多かった。実際、立入調査・
行政指導は何度も行われている。岐阜市の記録に残っているだけでも、１９９０年から
２００１年までの間に、延べ４９回もの立入りや文書による指導をしている。しかし、不
法投棄等は収まるどころか、その間も拡大し続けた。

岐阜市は善商に対し、措置命令を下そうとしたことがある。本件の現場ではなく、
ご も

約２㎞南の御望地区に善商が持ち込んだ産業廃棄物の山の撤去である。
１９９２年から岐阜市が調査に乗り出した。善商は、残土と弁解したが、岐阜市はボー

リング調査を行い、コンクリートがら、木くず等の建設廃材が含まれていることを
確認し、産業廃棄物と認定した。

岐阜市は、当初、行政指導により撤去を求めたが、善商は行政指導に従うどころ
か不法投棄等を続けた。そこで、１９９７年６月、岐阜市は撤去の措置命令の方針を固
め、岐阜県と協議した。

しかし、岐阜県は「水質汚染など住民の生活環境に影響がないと措置命令は発出
できない。」との見解を示した。岐阜市は、岐阜北警察署とも協議したが、やはり
同様の見解を示された。それだけではなく、警察は、岐阜市の撤去命令に備えての
現地測量の制止にまで及んだ。

９月、岐阜市は、措置命令を断念せざるを得なくなった。結局、自主撤去を求め
たが、善商がそれに応えてわずか３５０m３の廃棄物を撤去するとの計画書を提出した
に留まった。

その後も、善商による不法投棄等は続いた。それどころか、１９９９年には、覆土に
よる堆積した廃棄物の隠蔽に及び、さらにその上への廃棄物の投棄と覆土が繰り返
し行われるなどして不法投棄等の規模は急激に拡大した。

これに対し、善商は、不法投棄等ではなく保管である、廃棄物ではなく残土であ
るなどの弁解を行っている。

建設資材リサイクル法制定（２０００年）以降、中間処理業者が排出事業者より木く
ず、コンクリートがらを引き受けると、リサイクル製品の原料として扱われるよう
になったことから、不法投棄等の隠れ蓑となった。また、木くずは建設資材リサイ
クル法で縮減（焼却）が認められていることから、焼却施設での処理を偽装して大
量の野焼きが行われた。

２００４年３月１０日、警察が廃棄物の不法投棄等の疑いで、善商に対し強制捜査を行
った。その後、社長ほか関係者等が不法投棄等の疑いで逮捕され、有罪となった（実
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質的経営者、搬入業者元社長らが実刑）。
これにより不法投棄等の拡大は終息し、原状回復へと動くことになった。

３ 発覚後の経緯
刑事事件としての発覚後、岐阜市は産廃特措法の適用を期待していたが、当初、

環境省は、制定時に地方自治体に不法投棄等の案件がないか尋ねた際に岐阜市の返
事がなかったことを理由に、その適用には消極的であった。

岐阜市は、２００４年４月、善商につき処理業及び施設の設置許可の取消処分等を行
い、５月、「岐阜市産業廃棄物不法投棄対策検討委員会」を設置し、２００６年３月に
報告書をまとめた。

報告書をもとにした岐阜市の基本方針は、全量掘削のうえ、生活環境に影響を与
えないとは言えない廃棄物は撤去し、その余は覆土（埋戻し）との併用であった。
全量掘削が前提となったのは、２００６年の報告書で全量撤去を前提とするという付帯
条項が付いたためである。

これに対し、環境省は、全量掘削との方針に難色を示した。
しかし、２００６年の岐阜市のボーリング調査により、ダイオキシンが検出されたこ

とにより事態は急変した。水質基準が定められた物質による水道水等への汚染は確
認できなかったものの、環境省も「生活環境に重大な支障がない」と言えなくなり、
２００８年３月、産廃特措法の適用が決定した。

２００８年度から２０１２年度まで５年間の予定で、４０万 m３（不法投棄等自体の約３分
の２）の掘削や無害化処理を行うこととなり、費用１００億円弱のうち、５５％を岐阜
市が負担、残りは総務省が地方交付税で手当することとなった。

岐阜市は、まず２００４年５月に善商に対し、野積み廃棄物撤去の措置命令を発令し
た。さらに２００６年には、善商及びその役員、関係者らに対し、全量撤去の措置命令
を発令しているが、名宛人のいずれも履行能力はなかった。

また、１４５８社の産業廃棄物の排出事業者を洗い出し、約８００社を対象に自主回収
を要請したが、２００９年３月現在、１５２事業者が１２万 m３を自主撤去したに留まってい
る。うち違法な委託をした排出事業者に対しては廃棄物処理法１９条の５に基づく措
置命令が発令されている。同法１９条の６の措置命令については検討されたものの見
送られている。

岐阜市は、原状回復の方針について諮問機関として「岐阜市産業廃棄物不法投棄
対策検討委員会」を設置したが、その後も代執行の状況を住民が確認し、意見交換
するために、岐阜市が周辺住民代表らを構成員として、「北部地区産業廃棄物不法
投棄現場対策推進協議会」を設置している。
４ 本件の問題点
()１ 現場が市街地に近く、しかも善商は中間処理業者に過ぎないのに、かくも長期

間・大規模な不法投棄等に発展したのは、行政の対応が遅れたことが大きい。
産廃特措法の適用が決定した際の環境省報道発表資料では、「本事案の根本的

な原因を、市の組織全体における危機意識の欠如及び知見不足、担当部局の体制
上の不備、市の組織全体における産廃行政に対する認識の欠如と検証した。」と
岐阜市を手厳しく批判している。
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しかし、前述のとおり、善商の別の現場につき岐阜市が措置命令を発令しよう
としたのに対し、岐阜県、警察がそれを断念させた経緯がある。したがって、批
判の対象は行政全般に及ぶ。

刑事罰（端緒としての告発を含む）・許可取消・更新拒絶等の行政上の制裁に
つき必罰主義をとり、不法投棄等を芽のうちに摘み取る行政の断固たる対応・体
制づくりが求められる。
()２ 不法投棄等された物の内訳として建設廃材の割合が多いことが目立つ。自主撤

去をした排出事業者も大手建設ゼネコンが中心であった。下請け重層構造により
責任の所在が不明確になり、末端の下請け、孫請けレベルになると廃棄物処理コ
ストが確保されなくなるという建設業界に特有な問題が背後にある。２０１０年の廃
棄物処理法改正で、建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任が元請業者に一元化
されるなど、一部立法的措置が講じられている。
()３ 善商は極端な安値で産業廃棄物を引き受け、産業廃棄物管理票（マニフェスト）

には最終処分地を虚偽記載していた。不法投棄等が拡大した原因には産業廃棄物
管理票（マニフェスト）の虚偽記載の見逃しもあった。本件を契機に産業廃棄物
管理票（マニフェスト）制度が強化された。すなわち、制度の違反行為に係る勧
告に従わない者についての公表・命令制度が創設され、産業廃棄物の運搬または
処分を受託した者にも産業廃棄物管理票（マニフェスト）の保存義務が課され、
また産業廃棄物管理票（マニフェスト）虚偽記載等に対する罰則も引き上げられ
た。
()４ 原状回復については一部撤去でよいのかという問題がある。関連して、不法投

棄等現場の一角に東海環状自動車道（関～養老）のトンネルを通す計画が進めら
れており、汚染された地下水の伝播・浸出の危険はないのかなど、生活環境上の
安全が確保できるのか懸念されている。すでに着工している事業であるが、本件
発覚後、橋梁構造からトンネル構造へと工法・ルートが変更になったものであり、
環境影響調査の必要はないのか問題がある（前記御望地区にも、やはり東海環状
自動車道トンネル化計画があり、問題になっている）。

＜参考文献＞
()１ 畑明郎、杉本裕明ほか編『廃棄物列島・日本』（世界思想社、２００９年）
()２ 岐阜市役所ホームページ「産業廃棄物不法投棄事案」

http : //www．city．gifu．lg．jp/c/０２０２０００７/０２０２０００７．html
()３ 環境省２００８年３月２５日報道発表資料「岐阜市北部地区産業廃棄物不法投棄事案に係る

「特定支障除去等事業実施計画案に対する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」第４条の規定に基づく環境大臣の同意について」
http : //www．env．go．jp/press/press．php?serial＝９５２８

()４ 国土交通省中部地方整備局岐阜国道事務所「東海環状自動車道岐阜市椿洞周辺におけ
る対応について＜地域の皆様からいただいているご質問と回答＞平成２１年７月３１日版」
http : / /www．cbr．mlit．go．jp / gifu / jimusho / toukaikanjyou / jigyou ― shinchoku /
takatomi―gifu/tubakibora/q_and_a/anser．html
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第２節 安定型最終処分場における不法投棄等の事例
第１ 福岡県筑紫野市事件
１ 事件の概要と経過
()１ 本件の概要

本件は、株式会社産興（以下「産興」という。）が許可を得ている安定型産業
廃棄物最終処分場（以下「本件処分場」という。）内で、１９９９年１０月６日に、致
死量をはるかに超える硫化水素が発生し、従業員３名が死亡したという事件であ
る。

なお、日弁連は、２００６年１０月１８日、１９日の２日間にわたり現地調査を行い、周
辺の視察や、筑紫野市、山神水道企業団及び周辺住民への聞取調査を行っている。

()２ 本件処分場について
本件処分場は、佐賀県三養基郡基山町（現・みやき町）との県境に近い福岡県

筑紫野市平等寺に所在する。この処分場の約１．２㎞下流には、筑紫野市・太宰府
市・小郡市の市民に飲料水を供給している県営山神ダムがある。産興は、本件処
分場の施設設置の許可や埋立処分業の許可を得ていただけでなく、本件処分場内
に焼却施設及び選別施設を所有して操業しており、それらの施設の設置許可と業
の許可も得ていた。

本件処分場は、安定５品目すべてを埋め立てる最終処分場であり、３区画に分
かれている（埋立総容量は１３０万 m３を超える）。１９８８年から稼動しているが、飲
料水（水道水）の供給源である県営山神ダムのすぐ上流にあるということで、当
初から飲料水源の水質悪化を懸念する地元自治体や住民の関心が高い処分場であ
った。
()３ 死亡事故が起こるまでの福岡県の対応

死亡事故が起きた１９９９年１０月６日まで、福岡県が本件処分場に対して行った行
政指導は以下のとおりである。なお、行政処分は一切していない。
① １９９７年９月２４日 厳重注意（「５品目以外の廃棄物を埋め立てた」「焼却予定

の大量の廃棄物に飛散流出等の措置を講じていない」）
② 同年１０月２４日 立入調査（「焼却物の堆積が多い」）
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③ １９９８年１０月１日、１０月１５日、１２月１５日、１２月２４日 立入調査（ほとんどが、
「焼却物の堆積が多い」）

④ １９９９年２月２４日 厳重注意（「５品目以外の廃棄物を埋め立てた」）
⑤ 同年４月２７日 厳重注意（「変更許可を受けずに処分場の規模を変更し廃棄

物を大量に埋め立てた」）
⑥ 同年５月２８日 立入調査（大量の焼却物の野積みを確認）
()４ 死亡事故後の福岡県の対応

① ２０００年１月７日 立入調査（「焼却物が大量に堆積」）
② 同年１０月１７日付け勧告書（「８月に発生した焼却予定物の火災事故に関して

再発防止・焼却予定廃棄物保管方法・焼却灰処理等について勧告」）
③ 同年１２月２８日、２００１年１月９日、１月１２日、１月２３日 立入調査（主として

「焼却廃棄物の保管量が保管基準を超過」）
④ ２００２年３月２０日付け厳重注意書（「焼却施設の排出ガスが、排出ガス中のダ

イオキシン類に係る維持管理基準を超えている」）
⑤ 同年１０月１８日、１０月２３日、１２月２５日 立入調査（「がれき類の不適正処理」「焼

却予定廃棄物の保管量減量」等）
⑥ ２００３年１月３１日付け改善命令書（「１９９９年６月１７日以降の埋立廃棄物につい

て、安定５品目以外の廃棄物を除去し処理基準に適合させること」）
⑦ 同年１０月２３日 埋立処分業の許可不更新
⑧ ２００５年５月２０日 行政処分手続の開始
⑨ 同年５月３０日付けの福岡県知事の命令書（「収集運搬業・処分業の全部停止」

「設置されている全ての産業廃棄物処理施設の使用停止」等）
⑩ 同年６月２４日 すべての業・施設の許可取消処分（処分の理由「改善命令期

間中にもかかわらず、平成１７年３月１５日、１８日、２４日に、他者からの中間処理
として受託した産業廃棄物を中間処理の工程を経ずに処分し、もって産業廃棄
物の処分の事業の範囲を廃棄物処理法１４条の２の変更許可を受けることなく変
更した」）

２ 本件の問題点
()１ 福岡県が行政処分を出した時期の妥当性について

死亡事故を発生させ、最終的に業の許可、施設設置許可が取り消された事件で
あるから、問題点は多数あるが、最大のポイントは、福岡県がその権限を行使す
ることによって、死亡事故を未然に防ぐことはできなかったのか、である。
()２ 福岡県弁護士会の意見書

この点については、参考文献に掲げる２００６年１０月１０日に発表された福岡県弁護
士会の「『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』の運用に関する福岡県への要請
書」で詳細に検討されている。すなわち、
① １９９７年９月２４日に、福岡県筑紫保健所長は、産興に対して「許可廃棄物以外

の木くず、紙くず等の埋立てを行った（廃棄物処理法１４条の２第１項違反）」
こと及び「焼却予定の廃棄物を飛散流出等の処置が講じられていない場所に大
量に保管（同法１４条１２項違反）」を理由に行政指導（厳重注意）を行っている
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が、この時点でははじめての違反行為の認識であったので、相当であったとも
考えられる。

② 福岡県は同年１０月２４日に立入調査をし、違反を確認しているが、行政処分は
していない。しかし、このときの違反事項は前記①と同じことであるから、福
岡県としては産興が廃棄物処理法を遵守しようとしていないことを認識してい
たと考えられるので、この時点で行政処分を行うことが同法の趣旨に合致する
し、それは可能だった。

③ １９９８年１２月２４日まで、福岡県は短期間に連続して立入調査をし、いずれの時
も前記と同じ違反行為を認識している。したがって、この時点では、同じ違反
をたびたび繰り返しているのであるから、業の（一部）停止処分を出した方が
よかった、少なくとも、処理基準違反の改善命令（廃棄物処理法１９条の３）及
び同法１５条の２の６に基づく改善命令処分を出すべきであった。

④ その後も同種の違反を認識したにもかかわらず、１９９９年２月２４日時点でも福
岡県はまだ行政指導を行い、厳重注意書を出すに留まっていた。このような県
の対応は、もはや廃棄物処理法の趣旨を没却していると言わざるを得ない。こ
こまでの経緯を見れば「行政指導をすればそれに従ってきたので、行政指導で
十分と考えた。」と評価することはできない。

⑤ １９９９年４月７日時点でも、福岡県は、産興が、廃棄物を大量に施設外に埋め
立てた事実を認識し、かつ、それが廃棄物処理法１５条の２の５違反であること
も認識しながら、厳重注意をするに留めている。この時点で、福岡県は、施設
外に埋め立てられた物のなかに、安定５品目以外の廃棄物が含まれている可能
性が高いことを認識していたはずだから、その点について調査をし、全量撤去
するように、改善命令を出すことは可能であり、それを妨げる事情は何もなか
ったのに、しなかった。

⑥ その後２か月経たない同年５月２８日の立入調査において、再び「焼却炉周辺
に焼却物が大量に野積みされていた」事実が認識されている。遅くともこの時
点では、福岡県はもはや行政指導では廃棄物処理法の遵守は期待できないこと
は認識し得たはずであり、必要な行政処分を行うべきであったが、行わなかっ
た。

⑦ その結果、同年１０月６日に、冒頭に述べた痛ましい死亡事故が発生している。
これ以前に、県が廃棄物処理法の趣旨に沿った適切な行政処分を行っていれば、
この事故を未然に防げた可能性は否定できない。

()３ 考察
前記は福岡県弁護士会の意見であるが、そこで認定されている事実を前提とす

るならば、福岡県弁護士会が述べることは極めて妥当であろう。もっと早い時期
に福岡県は行政処分を出すべきであり、そうすれば事故が起こる前に施設が改善
されたり、改善されなければ取消処分がなされたりして、死亡事故が防げた可能
性は高いと思われる。

３ 小括
このように、本事件では、福岡県の行政処分のあり方が問題となっている。もっ
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と早く、もっと適切な行政処分はできなかったのか、という点では、前記のように
福岡県の対応は疑問である。このような例は、何も産興の事件に限るものではない。

かかる事例をなくすためには、現行法令の行政処分の運用について、再考が必要
である。

＜参考文献等（主要なもののみ）＞
福岡県弁護士会『「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の運用に関する福岡県への要請
書』（２００６年１０月１０日）

第２ 三重県四日市市・大矢知事件
１ 事案の概要

本件は、四日市市大矢知町と平津町にまたがる最終処分場とその周辺において、
処分場の許可量を超える不法投棄等がなされ、その量は全体で約１５９万 m３に達し、
許可区域分（約１２７万 m３）を含めた産業廃棄物の総量は約２８６万 m３にも及んでいる
事件である。産業廃棄物の深さは最深部で土中１９．５ｍ、高さは２９ｍである。

この投棄量は福井県敦賀市で２０００年６月に確認された約８４万 m３を上回り、不法
許可外投棄分としては青森・岩手県境の約８７万 m３を上回り、国内では過去最大規
模の事案である。

なお、日弁連は、２００５年１１月２日に、現地調査を行うとともに、地元住民と三重
県庁から聞取調査を行っている。

２ 経過
()１ １９８０年に、四日市市内の産業廃棄物処理業の有限会社川越建材興業（以下「川

越建材」という。）が三重県から廃棄物処理業（処分）の許可を得て、１９８１年に、
素掘りの埋立処分場の設置を届け出て（面積約６８００m２、埋立容積４万 m３）、廃材
等を埋め立てていた。この現場は、以前から相当量の不法投棄等が地元住民によ
り確認されていた。１９７１年には、当時の県会議員により県議会で質問が行われ、
１９７３年には、周辺の地方自治体が不法投棄等を指摘した文書を作成して提出して
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いた。
()２ １９９０年２月、川越建材は埋立面積を約５万９０００m２に、埋立容量を約１３２万 m３に

拡大する旨の構造規模変更の届出をした。
()３ しかし、届出場所以外にも産業廃棄物が投棄されているとの苦情が相次ぎ、１９９３

年９月から１９９４年１月、三重県は不法投棄等の疑いで、処分場外への廃棄物の投
棄について警告を複数回行った。１９９３年、三重県が川越建材に調べさせたところ、
埋立容積は許可容量約１３１万 m３を約３８万 m３超える約１７０万 m３との報告があった。
()４ １９９４年３月、三重県は、産業廃棄物処理基準違反により廃棄物処理法１９条の３

に基づく１回目の改善命令（流出した廃棄物の撤去）を発令し、１９９４年８月、構
造基準及び維持管理基準に違反するとして２回目の改善命令（廃棄物の投入は処
理施設内に行う）を発令した。川越建材は、２回の改善命令を受け入れないまま、
１９９４年１０月、処分業の更新を申請した。三重県が改善命令不履行のため更新を認
めなかったことから期限切れとなり、川越建材は、同年１１月、最終処分場埋立終
了届を三重県に提出して処分場を閉鎖した。三重県は、前記のとおり２度にわた
る改善命令違反があったにもかかわらず、告発も本格的調査も実施しないで、そ
の後、１０年間放置した。
()５ ２０００年、廃棄物処理法により義務付けられた観測井戸が設置された。
()６ ２００１年４月、三重県の調査で処分場の地下水から環境基準の約３～４倍のベン

ゼンと砒素が確認された。
()７ ２００２年１０月、処分場周辺に新しい観測井戸を掘削し、継続的に観測を実施して

いたが、環境基準は超えていないとされた。
()８ ２００４年に三重県が掲げた「不法投棄のない安全な循環型社会の実現プログラ

ム」の一環として本格的な調査が開始され、２００６年６月、川越建材が許可を受け
ていた５万９０００m２だけではなく、処分場周辺の土地約７万 m２に約１３０万 m３が不
法投棄等されていたこと、不法投棄等の量が約１５９万 m３になることが判明した（川
越建材によるものと確定できたのは６７．８m３）。
()９ ２００５年１１月、安全性確認調査専門会議（準備会）が設置され、２００６年１月、３

月、６月と３回開催された。調査項目は、①環境調査、②地質調査（高密度電気
探査、２５地点のボーリング調査、透水試験）、③理化学調査（８７検体の廃棄物・
土壌溶出試験、３６検体の水質調査、３地点の表層土壌含有量試験、１１地点の発生
ガス調査）であった。
()１０ ２００６年６月、第３回安全性確認調査専門会議において、不法投棄等現場付近に

おける生活環境上の支障の最終的な議論が行われ、「直ちに人体への影響など生
活環境上の重大な支障のおそれなし。」という判断がなされた。三重県は、住民
の全量撤去の希望も配慮し、許可区域内では覆土及び雨水排水対策、許可区域外
では全量撤去の措置命令を出すと発表した。
()１１ ２００６年９月、三重県は、環境省との協議により、「措置命令は生活環境保全上

の支障を除去するために出すものであり、許可区域内外の生活環境保全上の支障
について差異がないのに許可区域外についてのみ全量撤去の措置を命じるような
懲罰的な意味の措置命令は適切ではない。」との指摘を受け、許可区域内外で支
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障に差がないのであれば、措置命令の内容も差がないものとすることが望ましい
との判断により、全域での覆土・雨水排水対策の措置命令を発すると発表した。
()１２ ２００７年１月、三重県は、川越建材に覆土・雨水排水対策の措置命令を発令した。
()１３ ２００８年６月、地元住民の要望で実施された地質調査の結果が、分析にあたった

学識者６人や業者から住民に示された。調査は、掘削した３地点の埋設物から異
臭の強い２０検体を抽出し、有害物質の濃度を分析したところ、鉛が最大で５３倍、
水銀が３．８倍でそれぞれ産業廃棄物を処分する際の国の基準値を超えていた。
()１４ 三重県が処分場内外の観測井戸で６月に実施した地下水調査では、鉛、水銀と

も環境基準値内であった。地下水の調査地点を増やしたり、調査項目に鉛と水銀
を追加したりして県の監視を強化することを学識者らは提案しているが、県は現
時点では覆土が有効だと考えているとする一方、「住民の納得が得られるよう、
学識者も含む三者で協議する場を設けたい。」としている。

３ 問題点
()１ 川越建材が最終処分場を設置する１９８１年以前から相当量の不法投棄等が地元住

民により確認されていたにもかかわらず、処分場設置の届出を受理したことに問
題がある。違法な不法投棄等現場に適法な最終処分場という合法性のお墨付きを
与えてしまっている。
()２ １９９０年２月に構造規模変更の届出をする前に、川越建材は規模拡大工事に着工

しており、すでに１００万 m３を超えていた可能性が高いとされる。当初の埋立容量
が約４万 m３であることを考えれば、変更届出の容量は桁外れに大きく、この時
点で不法投棄等が行われていた可能性が高い。三重県が、この時点で現地調査を
行っていれば、不法投棄等に気付いた可能性がある。
()３ 三重県は、１９８８年に産業廃棄物処理指導要綱を制定しており、変更届出には周

辺住民の同意を得ることとされていたが、同意が得られた形跡はない。また、処
分場の一部は砂防指定地域であるが、必要な許可申請が行われておらず、農地法
の転用許可も行われていなかった。
()４ 三重県は、１９９０年当時、不法投棄等に気付かなかった理由として、当時の法の

不備を挙げている。すなわち、①当時の廃棄物処理法は、産業廃棄物がどのよう
な流れで動いているかという処理の実態を把握できる体制がなかったため、不法
投棄等が行われているかの判断を下すことが困難であった、②当時の処分場設置
は届出制であったから許可制に比べて審査が甘く、最終処分場の境界線も厳格に
決められていなかったため、現地に行っても許可容量を超えているかわかりづら
い状況にあった、③不法投棄等をしている業者に対する当時の罰則は２０万円以下
の罰金であり、罰則規定が甘かった、としている。

しかし、そのような状況を考慮に入れても、１９９０年当時、すでに相当量の不法
投棄等が行われていたことを把握できなかったとは考え難い。現地調査も実施し
ないで、構造規模変更の届出を後追いで与えた疑いがあり、当初の届出のときと
同様、後追いで合法性を付与した疑いを払拭できない。
()５ 三重県が１９９３年、川越建材から埋立容積は許可量約１３１万 m３を約３８万 m３超え

る約１７０万 m３との報告があった際、報告を鵜呑みにして独自調査を行わなかった
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ため、約１０年間、不法投棄等量の確定が行われなかった。
()６ １９９４年に２度の改善命令に従わなかった時点で、改善命令違反による告発で川

越建材の責任の明確化を図り、トレンチ調査やボーリング調査等の本格的調査の
実施で汚染実態を把握していれば、１０年間の放置にはならなかった。
()７ ２００５年から２００６年にかけての調査では、ボーリング調査の本数が少なく、地元

住民側が求めたトレンチ調査も行わないなど、廃棄物の内容を積極的に確認する
調査を行っておらず、住民の不安感を消し去るものではなかった。
()８ 三重県は、全量撤去の措置命令を出さなかった理由として、生活環境保全上の

支障の有無の判断の問題に加え、撤去の困難性、すなわち、撤去先の確保の問題
と撤去費用の問題を挙げる。川越建材に対して措置命令を出しても資力不足で履
行しない場合、行政代執行となるが、その費用は推定８００億円以上とされる。三
重県の２００５年度の不法投棄撤去予算は１億９０００万円であり経常予算では負担でき
ない。また、産廃特措法については、２００３年の法制定当時の早い時期に、三重県
が本件事案での適用を目指していれば、この法律による支援が受けられたはずで
あるが、２００６年度から補助金財源の枯渇により、この制度に頼ることはできなく
なった。現時点では、国が、産廃特措法の延長措置を講じない限り、費用面での
制約が重くのしかかっている。
()９ 四日市市は、中核市になると、産業廃棄物に関する権限が三重県から移譲され、

本件と第４節で報告する石原産業・フェロシルト事件を抱えることになる。四日
市市は、両事案は三重県が責任をもって解決すべきであるとの立場から、２００６年
７月２０日、三重県との間で「産業廃棄物不適正処理事案についての確認書」を取
り交わし、四日市市が中核市に移行した後における、三重県の財政負担や人的・
技術的支援について、県市職員による検討会で具体的に検討していく旨を合意し
たが、両事案がネックになって、中核市に移行できないでいる。

第３ 滋賀県栗東市事件
１ 事件の概要

本件は、安定型産業廃棄物最終処分場の許可を取得した処理業者が、許可を受け
た範囲を超えて有害物を違法に埋め立てたうえ、埋め立てた有害物や汚染土壌を撤
去しないまま倒産した結果、その対策が行き詰まったまま長期間放置されてきた事
案である。
２ 事件の発生と初期の経過
()１ １９７９年１２月頃、株式会社アール・ディエンジニアリング（以下「ＲＤ」という。）

が滋賀県栗東町（現・栗東市）北尾団地の近隣土地で安定型産業廃棄物最終処分
場（以下「本件処分場」という。）の操業を始めた。この土地は当時の栗東町長
の所有で、町長の甥がＲＤの社長であった。その後ＲＤは事業を拡大して周辺土
地を買収し、団地の一部も買収した。その結果、本件処分場と団地は狭い道路を
挟んで隣接することになり、昼間の運搬、廃棄物埋立て、処分場工事、昼夜の焼
却で周辺の生活環境は一変し、住民は悪臭・騒音・煤塵・電波障害等に悩まされ
ることになった。住民は、栗東町・滋賀県・保健所・警察等に訴えたが、行政側
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は、そんなはずはないとして、聞き入れられなかった。
()２ 本件処分場の埋立ての許可容量は、１９９４年の段階では２４万 m３であったが、滋

賀県はＲＤが違法に埋め立てた部分を１９９８年に追認して許可容量を４２万 m３とし
た。ＲＤはその後もさらに違法埋立てを継続し、２００７年の滋賀県の調査の段階で
は７２万 m３の廃棄物が埋め立てられていることが判明した。
()３ １９９９年９月頃から、北尾団地に接している本件処分場との境界付近から卵の腐

ったような臭いが流れ、これが有毒な硫化水素ガスによるものであることが判明
した。これを契機に、長年、本件処分場の悪臭・ほこり・煤塵・騒音等に悩まさ
れていた団地住民（自治会単位）及び栗東町の住民有志らは「産廃処理問題合同
対策委員会」を結成し、以後、ＲＤ問題に対する住民運動の中心的な役割を果た
すこととなった。他方、滋賀県も３人の専門家で構成される「硫化水素調査委員
会」を発足させ、その後住民も委員に交えた「ＲＤ産廃処分場環境調査委員会」
として本件処分場に入り、硫化水素発生原因究明と対策のための調査を開始した。
()４ 現地調査の結果、本件処分場は「安定型産業廃棄物最終処分場」として許可さ

れており、廃プラスチック、コンクリート片、ガラス・陶磁器、ゴムの安定４品
目しか埋立てを許されていないにもかかわらず、現場には、注射器や血の付いた
ガーゼ等の医療廃棄物・電池・ドラム缶・焼却灰等、さまざまな廃棄物があり、
悪臭、溜まった濁り水や排水管を流れる真っ黒な廃液等が見受けられた。底面に
は遮水シートも敷いてないし、排水処理施設もなかった。住民らが、ＲＤの元従
業員１０名以上から聞取りをしたところ、ＲＤは、「さまざまな工場や検査機関か
らドラム缶（数千本）に入った悪臭のする廃油・廃液・焼却灰・廃アルカリ・廃
酸・廃塗料」、「無機汚泥・有機汚泥」、「病院からの感染性医療廃棄物・胎盤・手
術後の人体部分」「コンデンサー・バッテリー・アスベスト」を埋め、特にドラ
ム缶は２０～３０ｍもの深い穴に埋めたこと等の証言を得ることができた。
()５ ＲＤが本件処分場の埋立てで許可された深さは７～８ｍであったが、ＲＤは２０

ｍ以上の深い巨大な穴を掘り、廃油・焼却灰等が詰まったドラム缶等、さまざま
な廃棄物を埋めていた。１９９８年には、この穴のことを滋賀県も知るところとなり、
ＲＤに対して改善命令を出し、ＲＤは是正計画を提出した。しかし、ＲＤは、こ
の計画を実行するどころか、さらに掘削を行い、処分容量を増大させながら、廃
棄物を埋めて整地後、滋賀県の指示どおりに行ったと虚偽の届出を行った。これ
ら一連の事実を情報公開により知った住民らは、この深く堀られた場所には有害
物が埋まっている可能性が高く、底面の粘土層を破壊しているために、有害物が
地下水に流れ込んでいる可能性があるとして、滋賀県に対し、深く堀られた穴の
部分を掘削して、有害物を除去し、破壊された粘土層を修復させるよう求めた。
()６ これに対して、滋賀県は、２００１年７月、汚染については総じて問題ないとして、

覆土を提案した。しかし、住民らはこれを許さず、粘り強い交渉の末、滋賀県は
２００１年１２月２６日、ＲＤに対し、改善命令を発令するとともに、住民らと確認書を
交わした。ＲＤはこれに対し、２００２年１０月に環境省に不服審査を申し立てたが、
環境省は２００４年１月、審査請求申立てを却下している。

３ 改善命令とその実施状況

第２章 事件の報告
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()１ 県が発令した改善命令の内容は、以下のとおりであった。
① １９９８年にＲＤが許可された深さを超えて掘削した地点で、掘削により廃棄物

を移動したうえで、浸透水の流出防止対策を実施すること（期限は２００５年３月
３１日）。

② 生活環境の保全上必要な措置として水処理施設を設置し、処分場内の汚濁水
及び浸透水の水処理を行うこと（期限は２００２年６月３０日）。

③ 住宅が近接する北尾地区側の法面の法すそを２０ｍ以上後退させるなど、処分
場外への悪臭の発散防止のための対策を実施すること（期限は２００５年３月３１日）。

④ 前記①～③の実施に先立って、あらかじめ沈砂池を設置し、汚濁水の処理を
行うこと（期限は２００２年６月３０日）。
そして、その際、滋賀県と住民との間で、次の内容の確認書が交わされた。

ア ＲＤの改善計画の内容について、県は住民と協議のうえで承認を与える。
イ 作業にあたっては住民の立会いを認める。
ウ 廃棄物等の採取方法、分析方法については県と住民で協議する。
エ 有害な廃棄物はＲＤに除去させる。
オ 必要と判断する廃棄物については住民の収去を認める。
()２ ドラム缶等の掘出し

２００５年６月３０日までに前記①～④の工事は実施されたが、その過程で、住民側
が多量のドラム缶等が埋められていると指摘した本件処分場内の西側の平坦部を
掘削することとなり、掘削を行ったところ、１０５本のドラム缶と６９個の一斗缶が
掘り出された。ドラム缶の中には黒い物体が詰まっており、悪臭の出ている物や
蒸気の出ている物があった。

４ 措置命令の発令とＲＤの破産
滋賀県は、２００６年４月１２日、ＲＤに対し、措置命令を発し、①ドラム缶、一斗缶

等の撤去（期限は２００６年６月３０日）及び②周辺汚染廃棄物土の除去を命じた。
しかし、同年６月、ＲＤは破産手続を申し立て、同月１９日、破産手続開始決定の

公告がなされた。その結果、ドラム缶等はＲＤの倉庫に放置されたままとなった。
なお、２００８年３月には、処分場内の焼却炉の周辺が掘削され、そこからさらにドラ
ム缶１４０本が掘り出されている。
５ 破産後の経緯と今後の展望
()１ ＲＤが、ドラム缶や一斗缶等の撤去や周辺汚染廃棄物土の除去を命じる措置命

令を受けながら、これを放置したまま破産に至ったため、これにどのように対処
するかが滋賀県にとっては大きな行政課題となった。

２００６年７月に嘉田由紀子新知事が誕生したのを契機に、滋賀県に学識経験者・
住民らを構成員とする「ＲＤ最終処分場問題対策委員会」が発足し、２００７年２月
には、学識経験者４名による「検証委員会」が設置され、それまでの滋賀県の本
件処分場に対する対応を検証することになった。対策委員会は１５回、検証委員会
は１３回開かれ、２００８年２月、対策委員会は、滋賀県が提示した「全量撤去（Ａ案）」、
「全周遮水壁＋覆土（Ｂ案）」、「バリア井戸＋覆土（Ｃ案）」の３案及び追加提案
された「下部粘土層修復＋覆土（Ｅ案）」の中からＡ案を答申し、Ｂ案を併記と
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した。
()２ 滋賀県は、Ａ案は莫大な費用と年月を要するとの理由でＢ案を採用し、その後

一部有害物撤去を加味するとした案を「原位置浄化案」と名づけて、地域住民の
合意と納得を得るべく、知事を先頭にして処分場周辺の地元７自治会と産廃処理
問題合同対策委員会に対して説明会を開催した。しかし、この案に対しては、１
自治会のみが賛成しただけで、６自治会と合同対策委員会の同意は得られず、そ
の後の度重なる説明会等においても合意は得られず、対策案が決まらないまま膠
着状態となった。

()３ 滋賀県は、県の対策案である「原位置浄化案」に住民の同意が得られないため、
２００９年１月、有害物の除去を柱とする対策案を提示したが、除去する有害物の範
囲等について住民側との協議は難航した。そこで滋賀県は、ボーリング調査その
ものに同意の範囲を絞って、対策工事の内容については調査結果をもとに話し合
いたいとの提案を行ったところ、２０１０年６月、すでに調査着手に同意していた１
自治会を除く６自治会の同意が得られ、ボーリング調査の着手により、膠着状態
にあった滋賀県と自治会側の交渉は一歩前進することになった。

今後は調査の結果を見ながら、並行して対策工事のあり方について協議が進め
られることになるものと思われる。

６ 本件の問題点
()１ 初期における行政権限行使の不徹底

① 前記２()１の住民の訴えを行政側が聞き入れなかった点については、本件処分
場の操業地が当時の栗東町長の所有で、町長の甥がＲＤの社長であったという
のも大きな理由であるが、当時、滋賀県の環境問題に対する認識も甘く、十分
な対処をしなかったため、ＲＤの事業拡大や周辺土地の買収を許すこととなっ
た。

② 前記２()２の違法埋立てを滋賀県が追認した点については、ＲＤの操業状態や
違法な埋立てに対して滋賀県は当然立入調査や厳しい行政処分を行うべきとこ
ろ、これを怠り、その結果ＲＤはその後もさらに違法埋立てを継続し、７２万
m３の廃棄物が埋め立てられることとなった。

③ 前記２()５の滋賀県の改善命令に対し、ＲＤが虚偽の届出を行った点について
は、滋賀県が改善命令に対するＲＤの是正計画及び実施状況を監視していれば、
深く堀られた場所には有害物が埋まっている可能性が高く、底面の粘土層を破
壊して有害物が地下水に流れ込んでいる可能性があることに気付き、深く堀ら
れた穴の部分を掘削させ、有害物を除去し、破壊された粘土層を修復させるこ
とができたはずである。

()２ 改善命令後の滋賀県のＲＤへの対応の不徹底
前記４の滋賀県の措置命令が発せられて２か月後にＲＤは破産している。しか

し、周辺住民らは以前からＲＤによる環境汚染、埋立許可の範囲を超えた違法埋
立て、安定４品目以外の有害物を含めたさまざまな産業廃棄物の埋立て、深く堀
られた穴の部分の存在等について何度も指摘し、滋賀県の対応を求めていた。県
がこれに敏速に対応していれば、ＲＤの破産を待たず必要な対策が講じられた可

第２章 事件の報告
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能性が高く、現在の放置状況は行政の怠慢がもたらしたものと言わざるを得ない。

第４ 福岡県筑穂町事件
１ 概要
()１ 本件は、２００１年８月、福岡県筑穂町（当時）に存在する安定型産業廃棄物最終

処分場（以下「本件処分場」という。）から硫化水素の異臭を伴う黒い汚水が大
野川に排出され、その悪臭のために頭痛や喉の痛みを訴える住民が相次ぎ、本件
処分場のわずか２００m 下流に存在する内住保育所の園児たちを一時避難させるま
でに至った事件である。
()２ 嘉穂保健所長は、排水停止の指導をし、浸透水等の調査を行ったところ、水銀

とジクロロメタンが基準値を超過していたため、「産業廃棄物の搬入・処分を中
止し、原因究明と保全措置を講じる」よう厳重注意した。その後も、福岡県保健
環境研究所の水質調査により、砒素と硫化水素が検出されたり、大気調査により、
硫化水素、メチルメルカプタンほか、揮発性有機化合物であるアクリロニトリル、
ジクロロメタン、ベンゼン等が検出されたりした。さらに福岡県は、本件処分場
の掘削調査も行い、紙、繊維類、木・竹類等、一見して安定５品目以外とわかる
廃棄物の存在を確認した。そこで福岡県は、２００２年３月２０日に「同年６月１８日ま
でに安定型産業廃棄物以外の廃棄物を除去し処理基準に適合させること」を内容
とする改善命令を出した。
()３ しかし、その後４度にわたる履行確認の結果、福岡県は、一見して安定５品目

以外の産業廃棄物が残存しているにもかかわらず、熱しゃく減量が５％以内であ
ること等を根拠に、改善命令の履行が確認されたとして、本件処分場への搬入再
開を認めた。その後、煙を出している廃棄物が何度も搬入処分されるという住民
からの指摘があったり、飯塚市の調査で場外水から重金属、揮発性有機化合物が
継続して検出されたりするなど、周辺環境の汚染は進行した。
()４ やむなく、筑穂町の有権者の過半数が債権者となって、業者を相手に操業の差

止めと廃棄物の撤去を求める仮処分を申し立てた。福岡地方裁判所飯塚支部は、
２００４年９月３０日、「行政上の規制が都度都度において守られているとはいえるも
のの、本来、そのような事態にならないよう十分注意して本件処分場を使用操業
するといった配慮は窺えず、度重なる悪臭被害等を現に引き起こしてもいて、近
隣住民の生命・身体に重大な影響を及ぼすことを未然に防止するための措置が万
全になされているとは到底いえない」と指摘し、本件処分場の「使用及び操業」
を禁止する仮処分決定を下した。
()５ この決定にもかかわらず、福岡県は、仮処分は行政と無関係であるとして、本

件処分場周辺の汚染を放置し続けた。そのため住民らは、今度は福岡県に対して
措置命令の義務付けを求める行政訴訟を起こした。この訴訟で第１審は、「廃棄
物処理法違反の事実がある」ことを認定しながら、「原告らに重大な影響はない」
として、請求を棄却したため、住民らは控訴した。
()６ 控訴審において、裁判所の関与のもと、本件処分場内に有害物質が現存してい

るかどうかを調べるため、現地進行協議として本件処分場のボーリング調査が行
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われたが、硫化水素が噴出してきたため、調査は中断された。現在、中断される
までに採取された土壌、水について、裁判所の鑑定に付されているところである。

２ 本件の問題点
()１ 行政権限行使の不徹底

福岡県は調査で、本件処分場に安定５品目以外の廃棄物が埋立処分されている
ことを認識した。これは、処分場の無届変更に当たるものであり、業や施設設置
の許可を取り消すべき違反であったが、福岡県は処理基準違反として、改善命令
を出すだけに留まり、そのうえで改善されたとして再開を認めたため、さらに不
適正処理が行われ、被害が拡大した、と住民は主張している。

また、「改善された」と福岡県は判断したのであるが、本件処分場の中の安定
５品目以外の廃棄物すべてが除去されたことを確認してはおらず、かえって木く
ず等の一見して安定５品目以外の廃棄物が残存しているにもかかわらず、「熱し
ゃく減量が５％以内であること」に基づいて産業廃棄物の搬入再開を認めてしま
っている。

したがって、直ちに措置命令へと移行するべきであり、改善命令だけで再開を
認めたことが妥当だったのか、疑問が残る。
()２ 「周辺環境への影響」の評価

前記()１とも通じるが、福岡県が、徹底した安定５品目以外の廃棄物の完全撤去
を求めずに、再開させたのは、福岡県が「現状でも周辺環境へは影響がないから、
それ以上の徹底した撤去までは必要がない」と判断したためだと、住民側は指摘
している。

このように、「安定５品目以外の廃棄物が安定型処分場で処分されているが、
現時点では周辺地下水の水質が地下水基準を下回っている」とき、「問題ない」
と判断する都道府県等は非常に多い。かかる判断の妥当性も検討が必要である。

第３節 管理型最終処分場における不法投棄等の事例
第１ 福井県敦賀市・樫曲事件

第２章 事件の報告
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１ 事案の概要
本件は、管理型廃棄物最終処分場に、許可容量を大幅に超えた廃棄物を埋め立て

たことにより地下水汚染を引き起こした事案である。
日弁連は、２００４年１１月１日、２日の２日間にわたり現地調査を行うとともに、福

井県や地元住民からの聞取調査を行っている。

２ 経緯
()１ 不法投棄等が発覚するまで

現場である福井県敦賀市樫曲地区は、敦賀市街から東北東に向かい約５㎞の所
にあり、北陸自動車道敦賀インターチェンジから約２．５㎞の近距離であることか
ら、地元企業によって盛んに採石が行われ現在に至っている。採石作業は、ほぼ
東西に延びる主稜線の北斜面を抉り取る形で進められ、採掘を終わった後は低平
地となる。

１９８７年に、採石場に隣接する採掘後の低平地を利用して、採石業者の親族が、
新たにキンキ・クリーンセンター株式会社（以下「キンキ社」という。）を設立
し、一般廃棄物と産業廃棄物を受け入れる容量約１１万 m３の管理型廃棄物最終処
分場（以下「本件処分場」という。）を設けた。

１９９０年頃、キンキ社が本件処分場を増設する計画を打ち出したことから、市民
の反対運動が起こり、これを受けて福井県は１９９１年、「敦賀市民間廃棄物最終処
分場対策協議会」を設置した。しかし、１９９２年２月、同協議会が福井県知事に対
し、当初の増設計画１８万 m３からの規模縮小等を条件に増設を容認する報告書を
提出したため、同年５月、９万 m３が増設され、合計容量２０万 m３となった。

ところが、１９９８年、本件処分場の直下（深度にして約８０m）を通っている、JR
北陸本線の北陸トンネルの壁面から、悪臭を放つ汚水が沈殿物を伴って湧出して
いることが、保線係員により発見された。これと相前後して、本件処分場敷地の
北限となっている木の芽川の左岸擁壁からも、やはり悪臭を伴う汚水が、沈殿物
を伴って湧出していることも発見された。
()２ 問題発覚
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２０００年６月、本件処分場の容積が約１１９万 m３になっていることが判明した。こ
れは、許可された容量（合計２０万 m３）の実に６倍に達し、三重県四日市市・大
矢知事件が発覚するまでは、香川県・豊島事件、青森岩手県境事件の両事件を抜
いて、不法投棄等量において「日本一」の座を占める存在であった。

これを受け、同月、住民団体「木の芽川を愛する連絡協議会」が結成され、福
井県知事、県会議長への要請活動を始めた。同じ頃、福井県とキンキ社が違法状
態の「改善」に向けて、協議を始めるという情報が住民団体に流れてきた。すな
わち、キンキ社が総計１２０万 m３超の増設申請を福井県に出し、福井県がこれを直
ちに承認することで「後追い」的に違法状態を解消するというものである。

そこで、２０００年８月頃から、住民団体は搬入停止を厚生省（当時）及び環境庁
（当時）に要請した。紆余曲折の末、厚生省もキンキ社の行為が違法であること
を認めるようになり、これを受け、福井県もキンキ社に廃棄物の即時搬入停止を
命じた。また福井県は同年９月、キンキ社を廃棄物処理法違反で刑事告発したが、
福井地検はキンキ社を起訴猶予処分とした。一方、キンキ社は同年１０月、「従来
の慣行に従って暗黙の合意のうちに操業が認められていたもので、違法性はなく、
したがって操業差止めの指示は不当だ」と主張して、福井県を相手に損害賠償を
求める訴訟を提起した（請求棄却）。
()３ 解決への模索と現状

２０００年１１月、最終的な処分方法を検討するため、福井県民間最終処分場技術検
討委員会が開催された。２００１年２月、同委員会は安全性調査が必要との中間報告
を行い、同月、福井県はキンキ社に覆土の行政指導を、同年１２月には措置命令を
発令した。しかし、キンキ社は措置命令に応じなかったことから、福井県は２００２
年４月に行政代執行法に基づき、県費で基礎調査並びに頂部防水工及び覆土を行
った。同年８月には覆土がほぼ完了した。

２００５年末には、樫曲問題についての福井県（敦賀市民間最終処分場の対応に関
する調査委員会）と住民団体の話合いが行われた。この席で福井県が提示した方
式は、住民団体が求めた全量撤去ではなく、遮水壁・表面遮水シート・覆土によ
る「封じ込め方式」であった。しかし、住民合意は取り付けられないまま、２００６
年３月２３日付けで「封じ込め方式」への環境大臣の同意がなされた。

一方、敦賀市は、総工費約１０２億円のうち、約２０億円の分担を敦賀市が強いら
れるのは不当だとして、判明した排出源６０団体（主に地方自治体）に対し、その
うち１３億円を分担するよう強く求めている。これに対し排出源側でも、資格のあ
る業者に正当な対価を支払って委託した以上、それ以上の責任は負いきれないと
して、分担に難色を示している。特に強硬な１２団体は、２００９年２月１８日に連絡協
議会を結成して、負担額の見直しを求める決議を採択した。これらの団体は、東
は栃木県から西は岡山県まで、広い範囲に分布している。

なお、キンキ社は、債権者により破産が申し立てられ、破産手続廃止となって
いる。

３ 問題点
()１ 福井県の不作為による違法行為の助長

第２章 事件の報告
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前述のとおり、遅くとも１９９８年には汚水の湧出が確認されたのであるから、福
井県としてはその時点でキンキ社に調査のうえ、搬入停止を求めることができた
はずである。それにもかかわらず、福井県はこうした処置を怠った。それどころ
か、２００２年１１月における日弁連の福井県に対する聞取調査において、福井県は
「１９９９年秋以降、この最終処分場の無許可増設問題を解決するために、県、敦賀
市、地元との間で、埋立終了期限を２００４年３月末または３０万 m３の増設を認める
等の条件により事業者責任を全うさせる解決案について、国とも相談しながら、
協議を重ねてきた」ことを認めた。すなわち福井県は、不法投棄等が行われてい
ながら、かえってそれを是認する措置をとろうとしていたのである。

さらに、２０００年８月に福井県もキンキ社に廃棄物の即時搬入停止を命じていな
がら、この経緯に関し、日弁連の前記調査において「国から、『当該事業者に対
しては増設許可を与えることはできない』『従来の解決策をとった場合には、国
の法定受託事務として是正の指示を行うことになる』との、従来とは一貫性を欠
いた指導を受けた。」と述べた。こうした対応は、増設を事実上黙認してきた従
来の態度への反省を疑わせるものと言わざるを得ない。福井地検は福井県による
キンキ社への刑事告発に対し、同社を起訴猶予処分としたが、起訴猶予処分の背
景としては、福井県が違法投棄を事実上黙認してきたことが指摘されており、福
井県の不作為は捜査当局によって断罪されたと言っても過言ではない。
()２ 「封じ込め方式」の問題点

現在、現地では、「封じ込め」の基本設計に従って、周辺遮水壁の建設、表面
遮水シートと覆土、集水坑道の掘削等の工事が、産廃特措法の最終期限である２０１２
年度の完成を目指して進められている。

しかし、敦賀市周辺の地質は硬砂岩～泥岩層で、緻密で硬いものの、それだけ
に多数のひび割れが走り、その相当数は「水みち」として地下水を透す。また、
敦賀市周辺には多数の断層が走っているため、それらに伴う弱線（割れ目の集中
帯）の発達も顕著である、さらに、本件処分場は採石場の跡地であるばかりか、
隣接地ではいまだに採石が行われているので、作業に伴う岩盤の緩みも発生して
いる。「封じ込め」を前提としても、「完全遮水」という目標に到達するには、予
想外の多額の費用と、技術的課題の克服が不可欠となろう。
()３ 住民参加からの問題点

前述したように、「封じ込め方式」は地元住民の同意を得ずに決められている。
この件に関し、住民団体は本件処分場により地下水や河川水が汚染されたとし

て全量撤去を求めていたが、福井県は「本件処分場を境にして木の芽川の水質が
変化することは確かだが、だからといって汚染の発生源が本件処分場だと言い切
るまでの証明にはならない。」として本件処分場と汚染の因果関係を否定した。
また住民が強く求めた業者の免許取消しも、営業収入の道を断つと修復費用を業
者に負担させられなくなるとの理由で、これを拒んだ。顕著な砒素汚染が発見さ
れた２００１年には、福井県と住民団体の間で合同調査が１回だけ行われたが、福井
県は本件処分場側から流れ込んできている汚染水の調査は行わなかった。２００１年
１１月、住民団体が自費で分析を依頼した試料から、人工合成物質・ビスフェノー
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ル A が検出されて、ようやく福井県は本件処分場が汚染源だと認め、同月、福
井県は処分業等の許可を取り消したのである。

このように、福井県は、廃棄物処理において住民の意思を政策に反映させよう
としなかったとともに、住民（納税者）に対し、納税に加え、本来公費で行われ
るべき汚染調査との二重の負担を課す結果となった。
()４ 処分費用をめぐる問題点

敦賀市が主張するように、排出源自治体が、被害自治体である敦賀市の犠牲の
上に処分費用負担を免れるのは、地方自治体間の公平を欠くと言えよう。ただし、
被害者相互間の矛盾に目を奪われるあまり、本質である国及び福井県の不作為の
責任並びにそれに付け込んだキンキ社やその代表者の違法行為を等閑視すること
があってはならない。

４ 最後に
最後に、日弁連の前記調査における住民団体代表の発言を紹介する。
「私たちは、将来に禍根残さない抜本的対策として、撤去しかないと考えていま

す。福井県は、『撤去は不可能』との見解を示していますが、環境に影響を及ぼさ
ない代替案も示しておらず、当然納得できるものではありません。

ただ、やみくもに撤去だけを言っているものでもありません。ごみの無害化や処
理・処分方法や処分場所などを十分検討し、実施に移すこと。さらに、その間にお
ける短期・中期・長期の地下水・飲み水への安全対策など講じること。このための、
国、県、市、さらには搬入自治体など、費用負担も含め、その責任は重く、道のり
は長いと考えています。当然、私たち敦賀市民も、子供たちに安全で安心な飲み水
を残すなど、その責任と義務があることも忘れてはいけません。」

＜参考文献＞
畑明郎、杉本裕明編『廃棄物列島・日本』（世界思想社、２００９年）

第４節 有価物偽装の事例
第１ 石原産業・フェロシルト事件
１ 事件の概要

本件は、酸化チタンの製造工程で発生する硫酸廃液について、その実体は産業廃
業物である廃硫酸汚泥であるにもかかわらず、再生利用したと称し、「フェロシル
ト」という商品名で土壌の埋戻し材として販売していたという有価物偽装の事件で
ある。
２ 経過

「フェロシルト」を作った石原産業株式会社（以下「石原産業」という。）は、
酸化チタン、農薬等の製造・販売を行うわが国を代表する化学メーカーである。

石原産業の三重県四日市工場は、同社の主力生産拠点であり、１９５４年３月から硫
酸法酸化チタン工場を、１９７４年１０月から塩素法酸化チタン工場を稼働させてきた。

酸化チタンは、硫酸または塩酸を用い、チタン鉱石から酸化チタンを抽出する方
法で製造される。その製造過程において、チタン鉱石に含まれる他の金属類等を含
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んだ硫酸や塩酸等の廃液が生じる。これらの廃液は、中和処理したうえで脱水され、
脱水して残った汚泥（アイアンクレーと呼ばれた。）は、一部はセメント原料とし
て再生利用されたが、大半は三重県内の管理型最終処分場で埋立処分されていた。

石原産業は、赤字経営の再建策として、１９９７年に、産業廃棄物処理費を削減する
ために、産業廃棄物の再利用、再資源化計画を立て、２００１年夏頃、酸化チタンの製
造工程で生じる廃硫酸を有効活用するための研究を進め、廃硫酸汚泥を新アイアン
クレーと呼んだが、その成分はアイアンクレーとほとんど違いがなく、商品化でき
るものではなかった。

しかし、石原産業は、アイアンクレーの産業廃棄物としての印象を払拭するため
新アイアンクレーの名称を「フェロシルト」とし、フェロシルトを商品化すること
を決めた。

２００１年４月頃、中部国際空港株式会社からフェロシルトを埋立工事材として使用
することを拒否されたが、この時点で、搬出を見込んで堆積していたフェロシルト
は３０万 t 近くになっていた。

石原産業では、３０万 t にのぼるフェロシルトの搬出先や搬出方法の検討を迫られ
るようになり、２００１年８月に販売を開始してから、２００５年４月に生産と販売を中止
するまでの間、三重、愛知、岐阜、京都の四府県に約７２万 t を土壌埋戻し材として
不法投棄等した。

２００４年１２月３日、愛知県瀬戸市北丘地区でフェロシルトが流出しているとの苦情
が住民から愛知県警に通報され、その後、住民団体から放射線問題が指摘されたこ
とから、本件が発覚した。

石原産業は、売買代金として約１億５００万円を得る一方で、約２３億３６００万円を支
払ったが、産業廃棄物の処理コストが削減され、実質約４０億円の利益があったとさ
れる。
３ 発覚後の経緯

石原産業は、２００５年４月中旬、フェロシルトの生産を中止し、４月末には販売も
中止した。そして、石原産業は、６月６日、三重県へ三重県リサイクル製品利用推
進条例に基づく認定の取下げ願いを提出し、三重県は同日付けで受理した。

同月９日、岐阜県は、フェロシルトを分析したところ六価クロム等が含まれてい
たと発表し、石原産業に対して全量撤去を要請し、石原産業は、自主回収する旨回
答した。同月１６日、石原産業は、三重県知事、愛知県知事へ自主撤去を行う旨を文
書で提出した。

１０月１２日、石原産業はフェロシルトの不正製造等を公表した。
１１月５日、三重県は、石原産業と元副工場長を廃棄物処理法違反（委託基準違反）

で告発した。同月９日、岐阜県が石原産業、社長、常務、元副工場長を廃棄物処理
法違反（不法投棄等）で告発した。２００７年６月２５日、津地方裁判所は、元副工場長
に対し、フェロシルトの製造、開発を主導したとして懲役２年、元環境保安部長に
対し懲役１年４月（執行猶予５年）、法人としての石原産業に対し、罰金５０００万円
の判決を言い渡している。

石原産業は自主回収に努めているが、２０１０年５月現在、４２か所の埋設地からの回
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収は完了したが、３か所については撤去未了である。また、これまで回収された分
も四日市工場で処理できておらず、２００９年度末で四日市工場には２４万 t ものフェロ
シルトが仮置き（仮保管）されている。

なお、撤去工事・処分費用の見積は、５２５億円を下らないと言われている。
このように、石原産業は、２００１年当時から、埋め立てた汚泥から有害物質である

六価クロムが検出されることを認識しながら、行政機関や搬出先からの問合せに対
し虚偽の説明を行い、改ざんした文書を提出し、さらに、虚偽の事実を申告して三
重県条例に基づくリサイクル製品認定を受けようとした。また、不法投棄等現場で
は、空気に触れ酸化が進むことにより発ガン性のある六価クロムが検出され、周辺
の土壊等環境に悪影響を及ぼすことが強く懸念され、周辺住民や地域社会に強い不
安を与えている。
４ 問題点
()１ 再生利用製品（商品）の売買を偽装したこと

本件事件は、排出事業者の不法投棄等事件であり、しかも、産業廃棄物の再生
利用を名目にしたリサイクル製品偽装事件である点に特色がある。

三重県亀山市辺法寺第１期工事現場への不法投棄等事件を例にとると、次のよ
うな偽装工作が行われた。すなわち、石原産業は、２００１年１１月、石原テクノ株式
会社（以下「石原テクノ」という。）との間で、フェロシルトを１t あたり８０円
で売却する旨の売買契約を締結し、石原テクノは、同日、杉本組との間で、同社
に対して土地造成用として、フェロシルトを１t あたり１５０円で売却する旨の売
買契約を締結した。他方、石原産業は、前記契約と同日、杉本組との間で、同社
が購入したフェロシルト１トンあたり２９５０円を改質加工費の名目で支払うことを
内容とする「改質加工費に関する覚書」を交わした。

これを図示すると次のとおりであり、石原産業は、産業廃棄物である汚泥を商
品であるかのように装うため、石原テクノとの間で１t あたり８０円の売買契約を
締結し、その裏で、再転買業者に対して、１t あたり２９５０円の金員を改質加工費
の名目で渡していた。このように、販売価格の約２０倍の金額を支払っていた「逆
有償」であった。

第２章 事件の報告
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()２ 三重県のリサイクル製品認定の甘さ
三重県は、三重県リサイクル製品利用推進条例を制定し、リサイクル商品の利

用推進を図ろうとしている。そうであれば、リサイクル製品の品質を管理するた
めの制度が必要である。また、原料が産業廃棄物の場合には有害物質が含まれて
いる可能性が十分に考えられるのであるから、そのリサイクル製品の認定につい
ては特に慎重にならなければならない。

しかしながら、リサイクル製品の認定に際して、県は、現物の確認作業をして
いなかったと言われている。この点で、三重県の認定は甘かったと批判されても
やむを得ないと思われる。
()３ 措置命令の運用の違い

愛知・岐阜両県は、２００５年１１月２１日、京都府は、２００５年１２月１６日、石原産業に
対し、県内に埋められたフェロシルトを撤去するよう措置命令を出したが、三重
県は自主撤去が期待されるとして措置命令を発令しなかった。六価クロム汚染に
よる生活環境の支障のおそれがあるとの認定をせず、措置命令を出さなかった三
重県の対応は、他県と比べて疑問である。
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第１編で報告されたように、わが国では大規模な不法投棄等の事件は少なからず起こっ
ている。廃棄物処理法や各種リサイクル法が制定されているにもかかわらず、不法投棄等
の事件は一向になくなる気配を見せない。その理由はどこにあるのだろうか。

以下では、現行法制度の歴史的な経緯を簡単に説明したうえで、廃棄物処理法や各種リ
サイクル法等の問題点を指摘しながら、その理由を探っていくことにする。

第１章 現行法制度の歴史的な経緯
明治時代になり、海外から人・物の流入が盛んになった結果、コレラを中心とした伝染

病が幾度となく流行を繰り返した。そこで伝染病の発生を予防することを目的として１９００
年に「汚物掃除法」が制定された。

１９５４年に「汚物を衛生的に処理し、生活環境を清潔にすることにより、公衆衛生の向上
を図ることを目的」として「清掃法」が制定された。清掃法の制定により、汚物掃除法は
廃止された。

この清掃法を全部改正するという形で、１９７０年に「廃棄物処理法」が制定された。汚物
掃除法と清掃法は、「公衆衛生の向上」を目的として制定されたものであるが、廃棄物処
理法は「廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全
及び公衆衛生の向上を図ることを目的」として制定された。つまり、単なる「公衆衛生の
向上」だけではなく、「生活環境の保全」も目的として追加されたのである。

廃棄物処理法は制定後何度も改正を繰り返されてきた。１９９１年の改正では、第１条に「廃
棄物の排出を抑制」との文言が追加され、排出抑制の視点が組み入れられたが、一向に排
出が抑制されないことから、１９９５年に容器包装リサイクル法、１９９８年に家電リサイクル法、
２０００年に循環基本法、資源有効利用促進法、建設資材リサイクル法、食品リサイクル法、
グリーン購入法、２００２年に自動車リサイクル法を制定して資源循環型の法制度を構築した。

しかし、個別のリサイクル法が適用されると廃棄物処理法の適用がなくなるなど、個別
リサイクル法と廃棄物処理法とが統一的に運用されていないという問題点が指摘されてい
る。

なお、各法の体系は次ページの体系図記載のとおりである。

第２章 循環型社会形成推進基本法（循環基本法）
をめぐる問題点

第１節 循環基本法の制定
２０世紀、われわれ人類は、物質的繁栄を謳歌した。しかし、その繁栄は、地球規模での

環境破壊と資源の浪費、大量の廃棄物の発生と引換えにもたらされたものであった。
その結果、地球温暖化や有害廃棄物の越境問題等の環境問題が顕在化し、地球環境保全

のために、全世界で、「大量生産・大量流通・大量消費・大量廃棄」の経済・消費システ
ムの変革が求められるようになった。

わが国では、第１章で報告したように、廃棄物処理法の度重なる改正や、家電リサイク

第
１
章
第
２
章

第１章 現行法制度の歴史的な経緯

－ 39 －



－ 40 －



ル法や容器包装リサイクル法といった各種リサイクル法の制定により、廃棄物の削減を志
向したが、廃棄物の削減にはつながらなかった。

かかる事態を受けて、わが国でも、廃棄物の発生抑制を目指し、廃棄物等の循環的な利
用を図るために、２０００年６月に、循環基本法が制定された。

第２節 循環基本法の理念
第１ 法の目的

循環基本法は、循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みを定めることにより、
廃棄物・リサイクル対策を総合的かつ計画的に推進するための基盤を確立するととも
に、関連する廃棄物・リサイクル関係の個別法と相まって、天然資源の消費が抑制さ
れ、環境への負荷ができる限り低減される社会である「循環型社会」の形成に向けた
取組みを実効化することを目的とする。

第２ 法の対象物
循環基本法は、前記の目的に照らし、対象となる物を、有価・無価を問わず「廃棄

物等」として一体的に捉えている（２条２項）。そのうえで、廃棄物等のうち有用な
ものを「循環資源」としている（２条３項）。そして、まず発生の抑制（リデュース）
を図るべきこととしつつ、発生した廃棄物等については循環資源として再使用（リユー
ス）、再生利用（マテリアルリサイクル）及び熱回収（サーマルリサイクル）を図る
べきこととする（２条２項、３項等）。

第３ 廃棄物・リサイクル対策の優先順位
循環基本法は、廃棄物等の発生の抑制、循環資源については循環的な利用が促進さ

れなければならないとしている（２条１項）。
循環的な利用とは、再使用、再生利用及び熱回収を意味するが（２条４項）、循環

基本法では、①発生抑制、②再使用、③再生利用、④熱回収、⑤適正処分の順で、優
先順位を定めている（５条ないし７条）。

第４ 拡大生産者責任の導入
循環基本法１１条３項は「………製品、容器等であって、これが循環資源となった場

合におけるその循環的な利用を適正かつ円滑に行うためには国、地方公共団体、事業
者及び国民がそれぞれ適切に役割を分担することが必要であるとともに、………当該
製品、容器等の製造、販売等を行う事業者は、………当該分担すべき役割として、自
ら、当該製品、容器等が循環資源となったものを引き取り、若しくは引き渡し、又は
これについて適正に循環的な利用を行う責務を有する。」として、拡大生産者責任を
導入した。

なお、拡大生産者責任については、第４編第１章第４節を参照されたい。

第３節 循環基本法の問題点
循環基本法には実体的かつ具体的な規定がほとんどないことから、以下の問題点が指摘

第２章 循環型社会形成推進基本法（循環基本法）をめぐる問題点
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されている。
第１ 廃棄物概念の不整合

循環基本法は、「廃棄物」と並び、「使用済物品、収集・廃棄物品及び人の活動に伴
い副次的に得られた物品」も含めて「廃棄物等」とする（２条２項）。

これにより、ある物品が有価物であるか否か、また占有者の意思の有無を問わず、
廃棄物と循環的な利用に供される物品とを一体的に規制の対象とすることが可能とな
る。

このように循環基本法において廃棄物等という概念を規定したにもかかわらず、廃
棄物処理法では、いまだ廃棄物を「占有者の意思」や「有価・無価」を基準として区
分しているなど、循環基本法の理念がまったく具体化されていない。

廃棄物処理法においても、循環基本法の理念を踏まえて廃棄物概念を包括的に捉え
るべきである。そのうえで、たとえば、リサイクルの可能性に基づいて「リサイクル
すべき物」と「リサイクルの不可能な廃棄物」との二つに大きく区分し、後者につい
ては有毒性の有無等、廃棄物の性状に着目した客観的要件で区分するというように、
根本的な区分の見直しをすべきである。

第２ 廃棄物処理・リサイクルの優先順位の不徹底
第２節第３で述べたように、循環基本法では、①発生抑制、②再使用、③再生利用、

④熱回収、⑤適正処分の順で、優先順位を定めている（５条ないし７条）。
しかし、最優先とされるべき発生抑制について、循環基本法には、具体的な数値目

標が一切示されていない。そのため、下位法規範における発生抑制を担保する制度（廃
棄物税・デポジット制等）の導入や、あまりにも速過ぎる商品のモデルチェンジ等に
対する規制等の整備が遅れている。

この結果、発生抑制及び再使用を担保する制度の導入が遅々として進まず、現実に
は、循環基本法で謳われている理念は実現していない。すなわち、理念上、後順位で
あるはずのリサイクル（再生利用・熱回収）が優先される結果、リサイクル至上主義
ともいうべき逆転現象が生じている。

そこで、循環基本法の理念である発生抑制を実現させるために、循環基本法に発生
抑制のための具体的な数値目標を掲げるべきである。

第３ リサイクルのあるべき姿が提示されていないこと
リサイクル至上主義という現状のもと、循環基本法にリサイクルのあり方について

の規範が存在しないため、有価物偽装による廃棄物処理法の潜脱等を許してしまって
いる。

循環基本法においてリサイクルのあるべき姿を提示することにより、リサイクルに
対するチェック機能を持たせ、循環基本法が廃棄物処理法、資源有効利用促進法及び
個別リサイクル法の分断を解消するための統一的な法規範として機能するようにされ
なければならない。

第４ 拡大生産者責任の不徹底
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第２節第４で述べたように、循環基本法は１１条３項で、事業者に、循環資源を引き
取り、循環的な利用をする等の責務を課すなど、拡大生産者責任を導入していると一
応評価することはできる。しかしながら、１１条３項は、第２節第４で引用したように、
その前提として「国、地方公共団体、事業者及び国民がそれぞれ適切に役割を分担す
ることが必要である」としており、それを受けて「事業者は、………当該分担すべき
役割として」事業者に循環資源を引き取り循環的な利用をする等の責務を課している。
つまり、いわゆる分担責任（Shared Responsibility）の立場に立つもので事業者、生
産者の責任をあいまいにするものであると言える（参考文献()１６５頁等）。

すなわち、この規定においては、事業者には循環資源を引き取り、循環的な利用を
する等の責務が役割分担として課されることがある、とされているだけであり、その
引取りや循環的な利用に要する費用は、役割分担として国民つまり消費者が負担する
とすることも許容されていることになる。

このように解釈すると、循環基本法における拡大生産者責任は、廃棄物処理及びリ
サイクル処理に要する費用の全部を製品価格に内部化することを求めていないことに
なる。

そのため、たとえば、容器包装の回収・保管費用を自治体負担とし、その後のリサ
イクル費用のみを事業者負担とする容器包装リサイクル法等も、拡大生産者責任の具
体化ということも可能となる。その結果、容器包装リサイクル法によるペットボトル
の処理においては、税金負担で回収したペットボトルが安価な原料として大量に再生
利用（リサイクル）に回る仕組みを後押しすることになり、「大量生産－大量消費－
大量リサイクル」の社会が生み出され、循環基本法が最優先としている再使用を実現
する仕組みがまったく考慮されなくなっている。

このように、循環基本法において拡大生産者責任が徹底されていないことにより、
循環基本法の理念である天然資源の消費抑制と環境負荷の低減をかえって阻害すると
いう矛盾を生じさせている。

第５ 有害物質規制に対する理念の欠如
現在の技術では、いかに廃棄物の適正処理を徹底し、リサイクルのための環境を充

実させようとも、その過程においてダイオキシン類等の有害物質が発生することは不
可避である。

そのため、循環型社会を構築するうえで、有害物質の規制を無視することはできな
い。また、有害物質は、製品の製造段階から、流通、使用後の回収、リサイクル、廃棄
物処理の段階に至るまで、各段階において適切にコントロールされなければならない。

しかし、循環基本法には、あるべき有害物規制への理念がまったく示されておらず、
有害物規制の面では基本法としての意義をまったく有していない。

＜参考文献＞
()１ 循環型社会法制研究会編『循環型社会形成推進基本法の解説』（ぎょうせい、２０００年

１２月）
()２ 熊本一規『日本の循環型社会づくりはどこが間違っているのか？』（合同出版）
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()３ ＯＥＣＤ「拡大生産者責任政府向けガイダンスマニュアル」（（財）クリーン・ジャパ
ン・センター訳）

第３章 廃棄物処理法及び運用上の問題点
第１節 はじめに

第１章で報告したように、廃棄物処理法は「生活環境の保全」と「公衆衛生の向上」を
目的として制定された。そして、その目的を実現するために、「廃棄物の排出を抑制し、
及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理」をすることを求めて
いる（１条）。

しかし、廃棄物の発生は抑制されていないし、第１編でも報告されているように全国各
地で多くの不法投棄・不適正処理等が行われている。

このような問題が生じているのは、廃棄物処理法が、その目的を実現させるには不十分
な規定しか設けられていないからである。

以下、廃棄物処理法の問題点を具体的に指摘していく。

第２節 「廃棄物」の定義があいまいであることによる問題
第１編第２章第１節で報告された香川県・豊島事件ではシュレッダーダストが、青森岩

手県境事件ではバーク堆肥やＲＤＦ様の物が廃棄物ではないとして投棄され続け、甚大な
被害を生じさせてきた。このような事態が生じるのは、以下の理由による。

「廃棄物」とは、「占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができない
ために不要になったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、
通常の取引形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断する」と解
されている（総合判断説）。

つまり、廃棄物に該当するか否かにつき占有者の意思も一つの判断基準としていること
から、占有者が有価物である（廃棄物ではない）と強弁することにより、廃棄物処理法の
適用を免れる危険がある。実際に、香川県・豊島事件等では占有者（不法投棄者）が「有
価物」であると強弁したことにより廃棄物処理法の適用を免れ、甚大な被害を生じさせた
のである。

さらに、フェロシルト不法投棄事件では、より積極的に、産業廃棄物の再生利用を名目
にしたリサイクル製品の偽装が行われたことは第１編第２章第４節第１で報告したとおり
である。

第３節 排出事業者の定義規定がないこと
廃棄物処理法は排出「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。」と

規定している（１１条１項）。他方で、排出事業者は廃棄物の処理を他の者に委託すること
も認めており（１２条３項）、その場合には、廃棄物の処理を業として行うことにつき都道
府県知事等の許可を受けている者に委託しなければならないとしている（１４条１項）。た
だし、排出事業者が自ら処理する場合には許可は不要とされている（１４条１項但書）。つ
まり、排出事業者が自ら処理する場合には許可は不要であるが、委託する場合には処理業
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の許可を受けている者に委託しなければならないのである。
一見すると特に問題がないようにも思えるが、排出事業者が明らかにならない場合には

許可の要・不要とかかわって不法投棄の温床ともなる。なぜなら、許可が不要な場合には、
都道府県等の監督権限が及ばなくなる結果、本来は委託処理であるにもかかわらず自らの
処理と偽装することにより都道府県等の監督をかいくぐることが可能となって、不法投棄
等に及ぶ危険性が高まるからである。

その典型が建設系廃棄物である。環境省のデータによると、平成２０年度における新規発
覚の不法投棄件数の７２．７％、不法投棄量の８７．５％が建設系廃棄物である。

建設工事においては、元請業者のみならず、その下請業者、さらにはその下請業者とい
う形で関与している業者が多層化している。また、電気工事や配管工事等、各種の業者が
関与している（複雑化）。その結果、建設工事は、どの事業者が排出事業者に該当するか
が明らかにならない典型となっているのである。

この点、１９８１年３月２７日付厚生省の通知（環産第１４号産業廃棄物対策室長通知）は、「建
設工事を発注者甲から請け負った者乙が、建設工事に伴って生ずる産業廃棄物の処理を自
ら行わず他の者丙に行わせる場合は、乙は産業廃棄物の排出事業者に該当し、丙は産業廃
棄物の処理業者に該当することとなる」としていた。

しかし、フジコー事件（東京高判平成５年１０月２８日判タ８６３号１７３頁）が「少なくとも産
業廃棄物を排出する単位として観念される一まとまりの仕事（何がこの意味の一まとまり
の仕事であるかは、社会通念に従って判断される。）の全部を請け負い、それを自ら施工
し、したがってその仕事から生ずる廃棄物を自ら排出した事業者は、たとえそれが下請け
の形態をとっていたとしても、通常、廃棄物を排出した主体（排出事業者）に当たるとい
うことができる。」と判断したうえで、厚生省の通知を違法とした。

そこで、この判決を受けて２００１年６月１日に「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理
について（通知）」が出された。その内容は、「建設工事等における排出事業者には、原則
として元請業者が該当する。」としつつ、他方で「元請業者が当該工事の全部、又は建設
工事のうち明確に区分される期間に施工される工事を下請業者に一括して請け負わせる場
合において、元請業者が総合的に企画、調整及び指導を行っていないと認められるときは、
下請業者が排出事業者になる場合もある」とするものである。

この通知に対しては、元請業者が排出業者であることを徹底しきれていないとの批判が
なされており、かつ前述したように建設廃棄物の不法投棄量等が不法投棄量等の大半を占
めるという現状から、２０１０年の廃棄物処理法改正において、建設系廃棄物においては元請
業者を排出事業者とした（２１条の３第１項）。この改正が奏功するか否かは、今後の建設
系廃棄物の不法投棄量等の推移を見守って判断することになろう。

第４節 排出事業者の責任が徹底されていないことによる問題
第１ はじめに

第２節で報告したように、廃棄物は無価物であることが前提になっているので、廃
棄物を処分する場合には、排出事業者が処分費用を出捐しなければならない。しかし、
無価物の処分費用はできるだけ安くしたいと考えることから、排出事業者は不法投棄
等をしたり、不当に安価な費用で処分を委託したりする可能性があることは否定でき
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ない。不当に安価な費用委託を受けた処分業者は、利益を上げるために不法投棄等を
行う危険性が高い。

そこで、廃棄物処理法においても、そのような場合に排出事業者の責任を追及する
ための制度を設けているが、以下に述べるように、排出事業者の責任を追及するため
の制度としては不完全なものである。

第２ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度
排出事業者は、その排出する産業廃棄物の運搬または処理を第三者に委託した場合

には、その産業廃棄物の引渡しの際、運搬受託者または処分受託者に対し、産業廃棄
物管理票（マニフェスト）を交付しなければならない（廃棄物処理法１２条の３）。

不法投棄等が行われた場合、このマニフェストを分析することにより排出事業者を
割り出し、排出事業者に対して不法投棄等の責任を追及することが可能となる。

このように、マニフェスト制度は排出事業者への責任追及のために設けられた制度
ではあるが、不十分な制度であるとして以下の二点が指摘されている。

まず、現在のマニフェスト制度の大半は紙によるマニフェストであり、容易に廃棄
処分することが可能であるため、不法投棄等が発覚しても排出事業者を特定すること
ができないという指摘である。実際、青森岩手県境事件においては、不法投棄等発覚
後に紙マニフェストの大半が廃棄されたことから、ごく一部の排出事業者しか特定で
きず、廃棄物処理法１９条の５に基づく措置命令もその特定された排出事業者に発令で
きたに過ぎなかった。

次に、マニフェスト制度は排出事業者が処理業者に委託した場合に適用される制度
であり、排出事業者が自ら処理する場合には適用されないので、排出事業者が自ら不
法投棄等をする場合には効果を持たないとの指摘もなされている。

第３ 排出事業者に対する措置命令
廃棄物処理法では、産業廃棄物を排出する事業者は、その産業廃棄物を自ら処理し

なければならないとしつつ（１１条１項）、他方で法定の委託基準に従い第三者に適正
な処理を委託することも認めている（１２条３項等）。そして、委託基準に違反して第
三者に委託した結果、生活環境の保全上支障が生じ、または生じるおそれがあると認
められる場合には、都道府県等は排出事業者に措置命令を出すことができる（１９条の
５）。また、委託基準に違反してはいないけれども、委託をする際に注意義務を怠っ
たと認められる一定の場合にも、排出事業者に措置命令を出すことができる（１９条の
６）。

この廃棄物処理法１９条の６は排出事業者責任を徹底する重要な規定であるが、注意
義務違反の有無の立証責任は都道府県等にあり、委託基準に従って委託している排出
事業者に注意義務違反があることを証明しなければならないという立証上のハードル
の高さから、この規定に基づき措置命令が出された実例は皆無と言われている。青森
岩手県境事件において同法１９条の６の措置命令の適用も検討されたが、立証上のハー
ドルの高さから断念されたことは第１編第２章第１節第２で報告されたとおりである。
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第５節 生産者（流通業者）の責任が徹底されていないことによる問題
廃棄物となって排出されるのは、元は何らかの製品であったものである。そして、製品

によって利益を得ているのは生産者であるから、製品が廃棄物となった場合は生産者にも
何らかの義務（費用負担等）を負担させるべきである。

しかし廃棄物処理法には、生産者に関して「物の製造、加工、販売等に際して、その製
品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、
適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと」等を定める３条２項
しか存在しない。しかも、この規定は抽象的な責務を定めるものであり、生産者に具体的
な義務を課すものではない。つまり、処理困難な製品を製造・販売しても生産者には何ら
のペナルティーも与えられない。製品が廃棄物になった場合の責任は、排出事業者及び処
理業者のみが負わされているのである。

そこで、生産者にも、製品が廃棄物になった場合の責任を負わせるべきではないかとの
指摘がなされている。

第６節 行政の権限が十分に行使されていないことによる問題
第１ 産業廃棄物処理業・処理施設設置の許可の基準があいまいであること

産業廃棄物処理業の許可について、廃棄物処理法１４条５項は「第１項の許可の申請
が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」
とし、その１号に「その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、
かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものである
こと。」を掲げる。

また、産業廃棄物処理施設の設置許可については、廃棄物処理法１５条の２第１項で
１４条５項とほぼ同じ規定を置き、その１号で「環境省令の定める技術上の基準に適合
していること」、２号で「周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施
設について適正な配慮がなされたものであること」、３号で同法１４条５項１号とほぼ
同様の規定を置いている。さらに同法１５条の２第２項は「大気環境基準の確保が困難
となると認めるときは、…許可をしないことができる。」とも規定している。

これらの規定を見る限り、許可権者である都道府県等に一定の裁量の余地が与えら
れていると解することも可能であろう。実際、三重県のように、裁量があることを前
提に不許可にした例もあるし、熊本県のように厳しい条件を付けて事実上手続の進行
を断念させた例もある。

しかし、大半の都道府県等においては、これらの要件が廃棄物処理法施行令や規則
のみならず、環境省の指針等でも具体化されていることを理由に、記載事項に漏れさ
えなければ許可しなければならないという運用をしている。

そのため、都道府県等において許可すべきではないと考えても記載事項に漏れさえ
なければ許可せざるを得ないという問題がある。この点住民は、たとえば「生活環境
の保全…について適正な配慮」がなされていないと考えられる施設を、都道府県等が
書類の記載内容を形式的に判断して許可していることに不満を感じている。

他方、処理業者にとっても、どのような要件を具備していれば許可が出るのか否か
の予測がつかないという問題点がある。

第３章 廃棄物処理法及び運用上の問題点
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このように許可基準があいまいであるため、都道府県等、住民、処理業者のいずれ
の立場においても問題が生じているのである。

第２ 更新の許可について具体的な要件が定められていないこと
廃棄物処理法では、廃棄物処理業の許可の更新については、１４条７項、８項で規定

している。従来は、「５年を下らない政令で定める期間ごとに」更新を受けなければ
ならないと規定されていただけであり、具体的にどのような基準で更新が認められて
いるのかについては規定されていなかった。そのため、何度も行政指導や行政処分を
受けている業者が当然のように業の許可が更新されている例も散見されるなど、実質
的には何の審査もなされていないのではないかとの疑問を持たざるを得なかった。

なお、２０１０年改正で、廃棄物処理法１４条７項は「５年を下らない期間であって当該
許可にかかる事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとに」
と改正された。この趣旨は優良な産業廃棄物処理業者を育成するためとされているが、
この改正により更新の際に実質的な審理が行われるようになるかについては、今後の
行政の対応を見守って判断することになろう。

第３ 行政処分が適切に行使されていないこと
１ 産業廃棄物処理業者・施設設置者に対する行政処分の主たるものとしては、①処

理業者に対する業の許可の全部又は一部の停止（廃棄物処理法１４条の３）、②処理
業者に対する業の許可の取消し（同法１４条の３の２）、③施設設置者に対する改善
命令（同法１５条の２の６）、④施設設置者に対する許可の取消し（同法１５条の３）、
⑤処理業者への改善命令（同法１９条の３）、⑥処理業者に対する措置命令（同法１９
条の５）等がある。

しかし、多くの住民から、適切に行政処分がなされず、結果的に違法操業を容認
し、被害を拡大させたとの批判がなされている。実際、第１編で報告された事例の
多くで、適切に行政処分が下されていれば、そこまで被害を拡大させることはなか
ったのではないかと思われる。
２ 多くの住民から適切に行政処分が下されていないと批判される理由は、大きく二

点あると思われる。
第１は、事実認識の違いである。たとえば、住民が「このような事実があるので

行政処分すべきだ。」と訴えても、都道府県等が「そのような事実を確認できなか
った。」として行政処分をしない場合である。このような場合に備えて、適切な事
実認定をする制度の創設が不可欠であろう。

第２は、事実認識は同じであるにもかかわらず、都道府県等が行政処分を下さな
い場合である。このようなことが許されるのは、行政処分を行うか否かにつき都道
府県等の裁量の余地が大きいからである。

たとえば、前記１で紹介した各条項のうち、廃棄物処理法１４条の３の２第１項、
同法１５条の３第１項は「取り消さなければならない」と裁量の余地がない規定とな
っているが、同法１４条の３の２第１項においては２号で、同法１５条の３第１項にお
いては２号で「情状が特に重いとき」という要件が付加されているため、都道府県
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等に裁量の余地が認められるのである。それ以外の規定は「することができる」と
の文言であり、都道府県等に裁量を認めている。

このように、都道府県等に広範な裁量の余地を認めている点に問題がある。

第４ 排出事業者に対する行政処分の基準があいまいであること
前述したように、廃棄物処理法では、１９条の５、１９条の６で、産業廃棄物に関し措

置命令の規定を設けている。同法１９条の６に基づく措置命令が出された実例が皆無で
あることはすでに指摘したとおりであるが、行政機関は立証上のハードルがそれほど
高くない同法１９条の５に基づく措置命令を発令することにも積極的ではない。

その理由として、措置命令を発令すると大抵の場合には代執行につながるところ、
その予算的措置を講ずることが困難であることから、行政機関は措置命令を発令する
ことに消極的にならざるを得ないとの指摘がなされている。

たしかに、予算的措置を講ずることが困難であるということは理解できる。しかし、
より根本的な問題は、廃棄物処理法１９条の５も、１９条の６も「命ずることができる」
と規定しており、「命じなければならない」と規定されていないことにある。その結
果、措置命令を発令するか否かは行政機関の自由裁量に委ねられており、後述する行
政機関の対応の拙さと相俟って、行政機関は、措置命令を発令することに消極的にな
っているのである。実際、たとえば、石原産業・フェロシルト事件において、京都府、
愛知県、岐阜県は府県内に埋められたフェロシルトを撤去するよう措置命令を発令し
たが、三重県では自主撤去が期待できるとして措置命令を発令しておらず、対応に違
いが生じている。また、措置命令を発令した後、代執行を行うこともなく放置してい
る例も見られる。

第５ 行政の対応の拙さ
これまで廃棄物処理法上の問題点をいくつか指摘してきたが、産業廃棄物処理業者

に対し指導監督権限を有する行政機関の対応の拙さが、大規模な不法投棄等を引き起
こしている大きな要因であるとの指摘もなされている。

たとえば、香川県・豊島事件では産業廃棄物が野焼きされ、その煙が島を覆ってい
る状態であったにもかかわらず、香川県は行政指導を繰り返すだけで、兵庫県警が強
制捜査に乗り出すまで何ら実効性のある監督権限を行使しようとはしなかった。

また、岐阜県岐阜市・椿洞事件では、別の不法投棄等現場ではあるが、岐阜市が不
法投棄等と判断し、措置命令を発令しようとしたところ、岐阜県が難色を示したため
断念したという経緯が認められる。その後約７年間、不法投棄等が続けられ被害が拡
大することとなった。

以上のような行政権限の不行使だけではなく、福井県敦賀市・樫曲事件のように、
許可容量をはるかに超える廃棄をしていた処理業者に対し、増設申請を承認し、違法
操業を追認しようとした福井県の例すら見られる。

第７節 市町村の権限が弱いか、ないことによる問題
不法投棄等がなされた場合には、早期に発見し、対応することにより、被害の拡大を防

第３章 廃棄物処理法及び運用上の問題点
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止することが可能となる。この点、不法投棄等の第一報は地元住民や地元市町村からもた
らされることが多い。その意味で地元市町村は、産業廃棄物処理施設や不法投棄等につい
て最も強い利害関係を有していると言える。

しかしながら、産業廃棄物に関する許認可権限、監督権限を有しているのは、国並びに
都道府県及び廃棄物処理法施行令２７条で定める市（本基調報告書では、これらを「都道府
県等」といっている。）であり、それ以外の市町村には立入権を含む監督権限は認められ
ていない（廃棄物処理法１９条）。唯一認められているのは、産業廃棄物処理施設を設置す
る際に、「当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない」
という規定だけであるが（同法１５条５項）、この意見に拘束力は認められておらず、そも
そもこの意見に対して回答する義務すら規定されていない。

その結果、不法投棄等の発見が遅れ、被害を拡大させることになっている。

第８節 住民参加が不十分か、ないことによる問題
地元市町村が産業廃棄物処理施設や不法投棄等について最も強い利害関係を有している

ことは前述したとおりである。このことは、地域住民にも当てはまり、地域住民も強い利
害関係を有していることは当然である。

しかし、廃棄物処理法において地域住民の関与が認められている事項はわずかであり、
到底十分な住民参加が認められていると評価できるものではない。

そもそも、地域住民の関与を認めているのは、①廃棄物処理施設の設置許可の申請があ
った場合に、都道府県知事は許可を受けようとする者の氏名、処理施設の設置場所等と縦
覧場所を告示するとともに、申請書類等を公衆の縦覧に供しなければならないとする同法
８条４項、１５条４項、②同法８条４項、１５条４項の告示があったときは、施設の設置に利
害関係を有する者は、当該都道府県等に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する
ことができるとする同法８条６項、１５条６項、③廃棄物処理施設の設置許可を受けた者は、
当該許可にかかる廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、当該
維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければな
らないとする同法８条の４、１５条の２の３だけである。しかも、意見書が提出されたとし
ても、その意見書に拘束力は認められておらず、意見書に回答する義務すら規定されてい
ない。

他方、不法投棄等が発覚した場合に関しては、地域住民が何らかの関与ができる規定は
存在していない。そのために、地域住民が繰り返し行政権の発動を促しても、法的な効果
はなく、行政機関が自発的に権限を行使するのを待つしかない状態である。その結果、行
政権の発動が遅れて被害が拡大した例が散見される。たとえば、香川県・豊島事件では地
域住民から香川県に公開質問状を出すなどしている。青森岩手県境事件においても、青森
県田子町の住民が保健所に違法な廃棄物の搬入等の通報をたびたび行っていた。岐阜県岐
阜市・椿洞事件では、地域住民が岐阜市に野焼きの事実等を通報していた。それにもかか
わらず、各行政機関は積極的に行政権限を発動することなく、被害を拡大させたことは第
１編において報告されたとおりである。

なお、行政事件訴訟法では、住民は義務付け訴訟を提起することができることになって
いるが（行政事件訴訟法３条６項）、要件が厳格であるため、その実効性には疑問が呈さ
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れている。この点については、次節で触れることにする。

第９節 司法による救済制度が不十分か、ないことによる問題
第１ 取消訴訟における原告適格

都道府県等が廃棄物処理施設設置許可を出した場合、住民がこれを争う方法として
は、設置許可の取消しを求める行政訴訟を提起するのがもっとも直裁的である。ただ
し、誰もが取消訴訟を提起することができるわけではなく、「法律上の利益を有する
者」に限って提起することが認められているに過ぎない（行政事件訴訟法９条１項、
旧法９条）。

従来、裁判所は、「法律上の利益を有する者」とは、「当該処分により自己の権利若
しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者を
いい、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の
中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを
保護すべきとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益も法律上保護され
た利益に当たり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのあ
る者は、当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべきである。」と
考えてきた（最判平成４年９月２２日判タ８０１号８３頁）。

その結果、住民が提起する取消訴訟において、原告適格が否定される例が多数見ら
れた。

このような司法の判断に対しては、当事者適格を広げるべきであるとの批判がなさ
れ、これを受ける形で行政事件訴訟法の一部が改正された（平成１６年法律第８４号）。

この改正では、「法律上の利益を有する者」という文言は残されたままであるが、
９条２項が創設され、「法律上の利益を有する者」か否かを判断する際の解釈指針を
明示することにより、実質的に原告適格の範囲を広げようとしている。改正後に出さ
れた小田急大法廷判決（最判平成１７年１２月７日判タ１２０２号１１０頁）では、改正法の趣
旨に沿った判断が示され、原告適格の範囲が広く認められた。

ただし、それでも原告適格の範囲に限定が付されており、司法による救済が狭めら
れているとの批判がある。

第２ 義務付け訴訟
行政訴訟で、住民が義務付け訴訟を提起することができる（行政事件訴訟法３条６

項）ことは第８節で述べたとおりである。たとえば、処分業者が不法投棄等を繰り返
して措置命令が必要な程度の違法性に達しているにもかかわらず、行政機関が措置命
令を発令しないような場合、「都道府県知事等に措置命令を発令せよ。」という内容の
義務付け訴訟は有効な救済手段となり得る。

しかし、このような義務付け訴訟については、「一定の処分がされないことにより
『重大な損害が生ずるおそれがあり』、かつ、『その損害を避けるために他に適当な方
法がないとき』に限り」提起できるとされている（行政事件訴訟法３７条の２第１項）。
特に、「重大な損害が生ずるおそれ」が要件とされ、かつその立証責任が原告となる
住民に課されていることは、住民にとって過度の負担となっている。

第３章 廃棄物処理法及び運用上の問題点
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そのため、せっかくの義務付け訴訟が実効力ある救済手段になっていないのではな
いかとの指摘もなされている。

＜参考文献＞
()１ 廃棄物処理法規研究会編『わかりやすい廃棄物処理法の手引』（新日本法規）
()２ 熊本一規『日本の循環型社会作りはどこが間違っているのか？』（合同出版）
()３ 橋本博之『解説改正行政事件訴訟法』（弘文堂）

第４章 各種リサイクル法の問題点
第１節 「リサイクル」による環境破壊・公害
第１ はじめに

リサイクルは、循環型社会形成の大きな柱であり、後に第２節で述べるようにリサ
イクル関連法も整備されてきている。しかし、実際にわが国で行われているリサイク
ルが循環型社会の構築にどれほど寄与しているのか、かえってこれを阻害している場
面が存するのではないかという懸念がある。また、昨今では、リサイクルの名のもと
にわが国から発展途上国へ公害を輸出しているという問題点の指摘もなされている。
そこで、以下ではリサイクルを巡る問題点について検討することとする。

第２ リサイクルとは
リサイクルとは、狭義には、新製品に使う原料として再資源化（再生利用）する「マ

テリアルリサイクル（原料リサイクル）」を意味する概念として限定的に用いられる。
広義には、廃棄物を燃やして、その際に発生する熱をエネルギーとして利用する「サー
マルリサイクル（熱回収）」を含めた概念として用いられる。さらに広義には、使用
済み製品からまだ使える部品を取り出し、新製品に組み込む「部品のリユース（再使
用）」も含めてリサイクルと呼ばれることもある。

循環基本法では、廃棄物処理やリサイクルの優先順位を、①リデュース（廃棄物の
発生抑制）、②リユース（再使用）、③（狭義の）リサイクル、④熱回収、⑤適正処分
としている。

第３ サーマルリサイクル
１ サーマルリサイクルとは、廃棄物を単に焼却処理するだけではなく、焼却の際に

発生するエネルギーを回収・利用することである。マテリアルリサイクルが不可能
なために廃棄物を焼却した場合、その排熱を回収して利用することは、欧米では早
くから一般に行われていた。戦後、わが国もこれに倣って、１９７０年代以降、徐々に
清掃工場の排熱利用が普及してきた。

ただし、欧米では、通常熱回収はリサイクルの概念には含めていない。
２ 廃棄物の焼却は、化石燃料代替としての意味を持つが、ドイツでは、清掃工場の

熱回収は、ボイラー効率７５％以上、プラント効率（エネルギー利用率）７０％以上を
要するものと定められている。
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わが国では、ごみ焼却施設のうち、余熱を温水や蒸気・発電に利用している施設
の割合は７割であり、ごみ発電を行っているのは、ごみ処理能力ベースでは約５６％
である。しかし、発電効率は約１１％であり（２００９年版環境・循環白書）、熱回収が
効率よく行われているとは言い難い。

サーマルリサイクルについては、化石燃料の代替として温暖化防止対策になる、
埋立処分場の延命化を図ることができる等の肯定的評価が存する一方で、これを安
易に認めると従前の焼却主義に逆戻りしかねない。今後、技術的な面では熱回収率
を高めていく必要があるとともに、施策としては、廃棄物の排出抑制を妨げること
のないように留意しなければならない。

第４ 廃プラスチックのリサイクル
１ 廃プラスチックのリサイクル手法としては、大きく分けて、①マテリアルリサイ

クル（再生利用）、②ケミカルリサイクル（モノマー・原料化、高炉還元剤、コー
クス炉原料化、ガス化、油化）、③サーマルリサイクル（セメントキルン、ごみ発
電、RDF、RPF）の三つの方法がある。

容器包装リサイクル法では、いわゆる「その他プラ」については、マテリアルリ
サイクルやケミカルリサイクルを優先し、サーマルリサイクルは認めないという方
針でスタートしたが、その後、２００６年４月の改正により、分別収集量の増加に対応
するための緊急避難的・補完的な方法としてサーマルリサイクルが認められた。
２ 現在、プラスチック製品の廃棄物のリサイクル状況については、マテリアルリサ

イクル２１４万 t（２１％）、ケミカルリサイクル２５万 t（３％）、サーマルリサイクル５１８
万 t（５１％）、未利用２４０万 t（２４％）となっている（社団法人プラスチック処理推
進協会『２００８年プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況』）。

プラスチックについては、三つのリサイクル手法につき、環境負荷低減効果、資
源の削減効果について客観的評価・比較を行うため、２００６年に「プラスチック製容
器包装再商品化手法に関する環境負荷等委員会」は、リサイクル手法の比較検討を
行い、その結果を２００７年に発表した（財団法人日本容器包装リサイクル協会『プラ
スチック製品容器包装再商品化手法に関する環境負荷等の検討』）。それによれば、
エネルギー資源削減効果、ＣＯ２削減効果等において、マテリアルリサイクルが、
ケミカルリサイクルやサーマルリサイクルと比較して特に優れていないという結果
が報告された。プラスチックの場合、樹脂の成分が一定せず、マテリアルリサイク
ルを行っても、再生樹脂の品質を保てないという問題が存する。環境負荷の比較か
らして、ケミカルリサイクルやサーマルリサイクルがマテリアルリサイクルに劣ら
ないというのであれば、マテリアルリサイクルを至上の選択肢とするのではなく、
最も環境負荷の低い手法を選択すべきである。
３ ただし、プラスチックが前記のようにマテリアルリサイクルが困難な物質である

ことからすれば、根本的には、使用量・廃棄量を抑制すべきである。サーマルリサ
イクルという手法が認められることによって、プラスチック製品の大量製造・大量
消費の構造が助長されているのであるとすれば、本末転倒と言わざるを得ない。

第
４
章

第４章 各種リサイクル法の問題点

－ 53 －



第５ 偽装リサイクル問題
１ 廃棄物の適正処理の要請と循環型社会作りのためのリサイクルの推進は本来両立

すべきものであるが、脱法的にリサイクル名目で廃棄物の不適正処理をするケース
が見受けられるようになってきている。

すなわち、本来廃棄物であれば、法に則った厳格な処理を要求され、処分費用も
かかるのに対し、これをリサイクル商品であると偽れば、数字の上では廃棄物の減
量化に成功し、正規の処理費用をかけずに済むため、事業者がリサイクルに逃げ道
を求める事例が後を絶たないのである。
２ 石原産業・フェロシルト事件は、リサイクル偽装として世間の耳目を集めたケー

スであり、廃棄物として処理するには莫大な費用がかかる物を、リサイクル商品と
して「売却」することにより、処理費用を免れようとしたものである。

この他にも、鉄鋼スラグは、鉄鋼の製造過程でできる副産物であり、セメント材・
路盤材・埋立材としてリサイクル利用されてきたが、現在では需給のバランスが崩
れ、利用先を探すのが困難となってきている。鉄鋼スラグが商品として売れないの
であれば、元来の産業廃棄物として適正に処理されなければならないが、商品とし
て偽装され、逆有償にて取引されるケースが報告されるようになっている。

また、食品残渣をリサイクルして堆肥を作る場面においても、実際には、肥料と
して使用に耐える品質をもたず、単にリサイクル名目で廃棄物処理法の脱法行為を
行っているケースが存する。
３ 以上のような偽装リサイクル事例が後を絶たないのは、循環型社会の名のもとに、

廃棄物からリサイクルへの安易なフローが出現してしまったことによる。
本来、循環型社会を目指すのであれば、根本的に大量生産・大量消費・大量廃棄

を改めていかなければならない。すなわち、いかに廃棄物を出さないかという、製
品製造段階からの上流対策が重要である。ところが、現状では、リサイクルという
手法に偏重した対策がとられている。すでに大量に発生してしまった廃棄物に対し、
下流においてリサイクルという大口の受け皿を用意することで、廃棄物の減量化が
図られているのである。

もちろん、リサイクルは循環型社会を構築するうえでは、重要かつ有効な手法の
一つであることは事実である。しかし、廃棄物からリサイクルへの大きなフローが
出現したことにより、本来廃棄物として処理されるべき物が、脱法的にリサイクル
偽装され、「商品」として不適正に使用されるケースが後を絶たなくなった。これ
は、実体から言えば、廃棄物の不法投棄に他ならない。実際、有害物質を含む「商
品」が路盤材や埋立材として使用されれば、有害物質が至る所へと拡散することに
なり、新たな環境汚染をもたらすことになるのである。
４ このような事態をなくすためには、現在のリサイクル偏重の循環型社会構築の手

法を根本的に見直す必要がある。また、脱法的リサイクルを防止するためには、逆
有償処理がなされていないかなど、「廃棄物」に当たるかどうかの判断を厳格に行
うべきである。さらには、資源循環のためのリサイクルであるというのならば、リ
サイクルにより適正に資源が循環しているのか、すなわちリサイクルにより生産さ
れた製品が、製品として通常の安全性・性能を備えているのかが厳密に検証されな
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ければならない。石原産業フェロシルト事件においてはフェロシルトにつき、三重
県によるリサイクル製品認定が行われていた。このような認定は論外であるとして
も、安易なリサイクル製品認定は厳に慎むべきであり、リサイクルの名のもとに環
境汚染・健康被害が発生することのないよう、行政による監視を強化すべきである。

第６ 国際循環型社会をどう考えるか
１ 東アジア圏におけるリサイクル構造の形成

中国をはじめとする東アジア諸国の経済発展に伴い、わが国から輸出された製品
を東アジア諸国が国内でリサイクルし、資源を回収するという国際的なリサイクル
構造が形成されるようになった。

このような動きを受けて、中央環境審議会の廃棄物・リサイクル部会の「国際循
環型社会形成と環境保全に関する専門委員会」が、２００６年２月２４日に中間報告を出
しており、この中で、東アジア全体での循環資源の適正な利用・処分の実現を図る
べきであるとして、東アジア諸国との連携を提唱している。

また、産業構造審議会の環境部会の廃棄物・リサイクル小委員会の基本政策ワー
キンググループは、２００８年１月の報告書において、①原材料性の高い再生資源につ
いては、適切に生産工程に投入される場合には、環境汚染の懸念も少ないため、再
生資源の輸出はむしろ好ましいとする一方、②利用先において素材ごとの選別や残
渣処理等を要する使用済み製品については、海外で適正処理が行われず環境汚染を
生じる可能性が高いことや、有用資源のリサイクルが十分にできないのではないか
といった懸念があることから、国内と同程度の処理が行われることを排出業者が確
認することが必要であり、技術提供を行うことも重要であるとしている。

以上のように、東アジア圏において、国際的なリサイクル体制が形成されつつあ
ることは事実であり、わが国としては、技術提供を行うことにより、相手国による
適正処理の確保に努める必要があると考えられる。
２ しかし、より根本的な問題としては、国際循環型社会に名を借りて、実は、わが

国から東アジア諸国に向けて有害廃棄物の輸出が行われているのではないかといっ
た点があげられ、この点に目を向ける必要がある。特にテレビ・パソコン等の廃家
電製品については、中古品がリサイクル目的で輸出され、相手国で不適正にリサイ
クル処理され、健康被害・環境被害を引き起こしているといった報道もなされてい
る。したがって、リサイクルに名を借りた廃棄物輸出にならないよう、水際で未然
に防止する必要がある。

この問題に関連して、２０１０年３月２日、大阪府八尾市にある貿易会社が、廃棄物
処理法に違反した廃棄物の無確認輸出未遂の疑いで告発された。廃棄物の無確認輸
出に関しては、２００５年に輸出未遂罪が新設されたが、告発及び罰則適用の前例はな
く、この告発が初の事案である。今後とも廃棄物輸出とならないよう、行政・ＮＧ
Ｏ等による監視活動が重要である（バーゼル条約のもとにおける「アジア太平洋地
域における E―waste の環境上適正な管理プロジェクト」）。

第２節 各種リサイクル法ごとの問題点

第４章 各種リサイクル法の問題点

－ 55 －



第１ 資源有効利用促進法（資源の有効な利用の促進に関する法律）
１ 資源有効利用促進法は、１９９１年に成立した「再生資源の利用の促進に関する法律」

が、２０００年に全面改正された法律である。
主務大臣は、経済産業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、財務大臣、厚生労働

大臣、環境大臣である。
２ 内容

資源有効利用促進法は、主務大臣が、後記の７区分について業種や製品等を指定
するとともに、リデュース・リユース・リサイクル（３Ｒ）を推進するために必要
な「判断の基準となるべき事項」（ガイドライン）を定めること、及び事業者が、
このガイドラインに従って自主的努力をすることにより、３Ｒを実現しようとする
法律である。リサイクル（廃棄物の再生利用）のみならずリデュース（製品の省資
源化・長寿命化による廃棄物の発生抑制）・リユース（回収した製品からの部品等
の再使用）も促そうとする法律であり、「３Ｒの促進をねらいとする循環型社会の
形成を実現するための最も重要な法律」（参考文献()４参照）と言える。

（７区分の表示）
① 特定省資源業種＝副産物の発生抑制等が技術的及び経済的に可能であり、か

つ、副産物の発生抑制等を行うことが資源の有効利用を図るうえで特に必要な
業種。

現時点で、製鉄業等５業種が指定されている。
② 特定再利用業種＝再生資源または再生部品の利用が技術的・経済的に可能で

あり、かつ、この利用が資源の有効利用を図るうえで特に必要な業種。
現時点で、紙製造業等５業種が指定されている。

③ 指定省資源化製品＝使用後に廃棄される量が多いなどの要件を満たすため、
省資源化・長寿命化による使用済み物品等の発生抑制を促進することが資源の
有効利用を図るうえで特に必要な製品。

現時点で、自動車、パソコン等１０製品が指定されている。
④ 指定再利用促進製品＝使用後に廃棄される量が多く、使用済み物品等の全部

または一部を資源または部品として利用することが可能であるなどの要件を満
たす場合について、製品が資源または部品として利用しやすいような設計・製
造を行うことや、回収した使用済み製品から取り出した部品等を新たな製品に
おいて再使用することが、資源や部品の有効利用を図るうえで特に必要な製品。

現時点で、自動車、パソコン、コピー機等２５製品が指定されている。
⑤ 指定表示製品＝類似の物と混同されやすく、分別回収のための表示が当該再

生資源の有効利用を図るうえで特に必要な製品。
現時点で、スチール缶、アルミ缶、ペットボトル等７製品が指定されている。

⑥ 指定再資源化製品＝製品の回収・リサイクル対策を推進するため、使用後に
廃棄される量が多く、事業者が自主回収をすることが経済的に可能であって、
その自主回収した物の再資源化が技術的及び経済的に可能であり、かつ、その
再資源化が資源等の有効利用を図るうえで特に必要な製品。

現時点で、パソコン及び小型２次電池が指定されている。
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⑦ 指定副産物＝再生資源としての利用の促進が、当該再生資源の有効利用を図
るうえで特に必要な副産物。

現時点で、電気業から発生する石炭灰、建設業から発生する土砂、コンクリー
ト塊等が指定されている。

３ 問題点
()１ この法律の基本的な考え方は、再生資源の利用率を設定等することによって、

再生資源の供給がスムーズに行われるようにすれば、自ずからリサイクルは促進
されるであろう（入口と出口を整備さえすれば、両者は自然につながって流れが
できるであろう）との楽観的期待に基づいている。

したがって、事業者にリサイクル（再商品化）の義務が課されない等、事業者
責任・生産者責任を根本的に回避する手法をとっている。
()２ ７区分についての業種や製品等の指定、指定された場合の事業者の判断基準等、

具体的な規定は政省令に委ねられており、主務大臣の裁量が広い。
()３ 区分①②⑥については、３Ｒが「技術的・経済的に可能」なものが指定の対象

とされていることから、３Ｒの取組みに消極的な業種ほど、この法律による規制
が働きにくい。
()４ 現時点では対象品目が少ないことから、機能も限定的にしか発揮されない。た

とえば、③の指定省資源化製品としての指定は、発生抑制の実現につながるが、
指定されているのは１０製品に過ぎない。
()５ 「判断の基準に照らして取組みが著しく不十分なとき」には、勧告・公表・命

令の対象となるが、勧告・公表・命令の要件が明確な数値で示されていないこと
から、実効性を担保する仕組みとして機能しにくいことが懸念される。

第２ 容器包装リサイクル法（容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する
法律）
１ 容器包装リサイクル法は、１９９５年に成立し、２００６年に改正された。

主務大臣は、厚生労働大臣、経済産業大臣、財務大臣、農林水産大臣、環境大臣
である。
２ 内容

容器包装リサイクル法は、家庭から排出される容器包装の分別収集及び再商品化
を促進することにより、一般廃棄物の減量及び再生資源の利用を図ることを目的と
する。

この目的を達するため、消費者は排出抑制・分別排出をし、市町村は分別収集を
し、製造・利用等を行う事業者は再商品化をする、という役割分担がされている。

事業者が行う再商品化とは、製品の原料として利用したり、製品としてそのまま
使用する者に、有償または無償で譲り渡せる状態にすることをいう（自ら製品の原
料として利用したり、そのまま製品として使用する物も含まれる。）。具体的には、
ガラスびんをペレットにしたり、ペットボトルを細かく裁断した物を溶かした後に
粒状にしたりするほか、プラスチックを燃料として使用するために炭化水素油に油
化すること等をいう。

第４章 各種リサイクル法の問題点
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なお、２００７年に施行された容器包装リサイクル法施行令の改正により、プラスチ
ック製容器包装（ペットボトルを除く。）の再商品化の方法として燃料化が追加さ
れた。
３ 問題点
()１ 日弁連は、かねてより拡大生産者責任の導入を提言してきたが、この法律では

生産者の責任を限定的なものにとどめている。
リサイクル費用の７割程度を占める回収・分別・洗浄・保管等を行うのは市町

村であり、その費用を負担するのも市町村である。これに対し、たとえば、フラ
ンスでは、収集を行うのは市町村であるが、その費用を負担するのは生産者であ
る。

このように、わが国では、事業者が使い捨て容器を生産・利用しても、回収・
分別・洗浄・保管等を市町村の費用（税金）で実施してもらえるばかりか、再商
品化義務は、一定の算式で計算された再商品化義務量の範囲内に留まる。また、
再商品化義務は、指定法人（財団法人日本容器包装リサイクル協会）に費用を払
って委託すれば果たしたことになるから、事業者にとっては、使い捨て容器の生
産や利用を減らさなければならないという動機付けがない。実際に、ペットボト
ルの生産量は増え続けているし、反面、（再生可能な）ガラスびんの生産量は減
っている（環境白書）。

これでは、法の目的とする廃棄物の減量は、競争原理のもとで企業が採算度外
視で「献身的」な取組みをすることなしに達成されないことになり、法制度とし
て欠陥があると言わざるを得ない。
()２ この法律を消費者の側から見ると、回収・分別・洗浄・保管等の費用を税金で

賄うということは、ペットボトルを利用しないよう努力している市民も、そのよ
うな努力をしない市民も、同じようにペットボトルの処理費用を負担するという
ことであるから、不公平な仕組みとも言える。そもそも、同じプラスチック製品
でも、容器包装リサイクル法の対象であればリサイクルのルートに乗り、そうで
なければルートに乗らないというのも、合理的な説明が困難である。したがって、
消費者にとってわかりにくく、リサイクルへの積極的な取組みを阻害する要因と
なってしまわないか、との懸念が残る。

第３ 家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）
１ 家電リサイクル法は、１９９７年に成立し、２００８年に改正された。

主務大臣は、経済産業大臣、厚生労働大臣、環境大臣である。
２ 内容

家電リサイクル法は、小売業者、製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の収集・
運搬、再商品化等を適切かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、廃棄
物の減量及び再生資源の利用を図ることを目的とする。現時点で、エアコン、テレ
ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の４品目が対象として指定されている。

再商品化等の典型的な流れは、①消費者（排出者）が、小売店に処理費用及び収
集運搬費用を払って、使用済みの家電を引き取ってもらう（料金の排出時負担）、
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②小売店が引き取った家電は、小売店が指定引取場所へ運搬し、製造業者または輸
入業者へ引き渡す、③製造業者等は引き取った家電の再商品化等の義務を負う、と
いうものである。

「再商品化等」には、再商品化だけでなく熱回収も含む。
３ 問題点
()１ 家電リサイクル法は、不法投棄を防止できない法律である。

不法投棄量の推移をみると、法施行前の不法投棄量の実績値と比較して、法施
行後の不法投棄量は増大しており、法施行後の推計値と比較しても、不法投棄量
は減少していない。

この法律では、消費者（排出者）は排出時に処理費用等を支出しなければなら
ないから、目先の経済的収支だけを考えると、不法投棄をした方が「得」であり、
不法投棄を誘発する側面がある。反面、不法投棄された廃棄物の処理には税金が
使われることが少なくないことからすると、きちんと処理費用等を支払って廃家
電を引き取ってもらった消費者が、そうでない消費者の支払うべき費用まで負担
することになってしまう。このような問題点は、日弁連が提言してきた、処理費
用等の「販売価格上乗せ方式」、つまり処理費用等を販売価格の一部として購入
時に支払う仕組みとすれば解決するのだが、この法律はそのような仕組みをとら
なかった。
()２ 処理費用等を消費者が排出時に負担する仕組みは、処理費用等を低減化しよう

という動機付けが働かず、長期使用を可能にする製品生産や、リサイクルしやす
い設計の製品生産につながりにくい点でも問題である。また、この法律の仕組み
のもとでは、消費者が家電を排出した時点で、その家電が仮に再使用（リユース）
可能であっても、製品としての再使用・輸出を含まない「再商品化」が義務付け
られてしまう一方で、再使用できない廃家電が不正に輸出されることを阻止する
有効な手立てがない。
()３ この法律は、リサイクルする際に、フロン等の回収等を義務付けるなど、一定

の有害物質に対する対応を規定しているが、その種類は多くない。かつ、RoHS
指令のような有害物質の使用禁止・制限の観点はない。
()４ この法律は、それまで税金を使って埋立処理されることが多かった廃家電につ

いて、消費者の費用でメーカー等に再商品化等させる仕組みを確立したが、対象
として「再商品化等に係る経済性の面における制約が著しくないと認められるも
の」が予定されている。実際に政令で指定されている物は４品目に過ぎず、法の
機能する範囲が狭すぎる。

第４ 建設資材リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律）
１ 建設資材リサイクル法は、２０００年に成立した。

主務大臣は、国土交通大臣、環境大臣、農林水産大臣、経済産業大臣である。
２ 内容

建設資材リサイクル法は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源
化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実
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施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の
有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民
経済の健全な発展に寄与することを目的としている。

目的を達成するための仕組みとして、①一定規模以上の解体工事及び新築工事等
の発注者が、都道府県知事に分別解体計画等を提出すること、②前記工事等の受注
者が、分別解体を実施すること、③前記工事等の受注者が、特定建設資材（コンク
リート塊、建設発生木材、アスファルト・コンクリート塊）の再資源化を実施する
こと等が定められている。

再資源化とは、建設資材廃棄物を資材や原材料として利用できるようにすること
であるが、再資源化が困難な場合には「縮減」（焼却、脱水等により大きさを減ず
る行為）を行うことが認められている。
３ 問題点
()１ ２００８年度に新たに判明したと報告のあった産業廃棄物の不法投棄または不適正

処理事案は、不法投棄が３０８件、２０．３万 t、不適正処理が３０８件、１２２．８万 t であっ
た（いずれも硫酸ピッチ事案及びフェロシルト事案を除く）。そのうち建設系廃
棄物の割合は、不法投棄件数の７２．７％、不法投棄量の８７．５％、不適正処理件数の
７４．７％、不適正処理量の３５．９％と、高い割合を占めている。

建設資材リサイクル法の施行後も、多くの建設系廃棄物が不法投棄ないし不適
正処理されている実績は、この法律の限界の表れと言える。

解体業者の登録制は、不法投棄防止の必要条件であるが、十分条件とは言えな
い。なぜなら、不法投棄も不適正処理も、排出業者ないし許可業者によってなさ
れる割合が高いからである。
()２ 都道府県知事は、受注者等に対し助言・勧告・命令の権限を有し、違反につい

ての罰則規定もあるが、再資源化等を行った受注者が報告をする相手方は、発注
者だけである。都道府県知事による監視の実効性を考慮すれば、発注者のみなら
ず都道府県知事に対しても報告をすべきこととされて然るべきだが、そのような
制度となっていないことは不可解である。処理費用を負担する発注者に対し、受
注者に適正処理をさせるべく動機付ける規定（発注者にあらかじめ一定額を預託
させ、適正な解体が確認されたら預託金を返還する制度等）も入れられていない。
()３ 排出抑制についての具体的規定も欠けている。長期的には、建築物の長寿命化

は、最も建設廃棄物を減らすことのできる方法であるが、長寿命化を促進する規
定はない。
()４ 対象物として、コンクリート、木材、アスファルトのみが指定されており、２００８

年に判明した不法投棄量の約３割を占める汚泥は対象とされていない。
()５ 建築資材には、アスベストや防蟻剤、接着剤等人体に有害な物質が使用される

ことが多いが、これらの有害物質対策について配慮した規定がないことも大きな
問題である。

第５ 食品リサイクル法（食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律）
１ 食品リサイクル法は、２０００年に成立し、２００７年に改正された。
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主務大臣は農林水産大臣、環境大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、
国土交通大臣である。
２ 内容

食品廃棄物のうち、産業廃棄物と事業系一般廃棄物の減量化と再生利用（飼料化・
肥料化・熱回収）を目的とする。

主務大臣が基本方針（再生利用等を実施すべき量に関する目標、再生利用等の促
進のための措置に関する事項等）を策定し、再生利用について、事業者の「判断の
基準となるべき事項」を定め、必要に応じて事業者に対し勧告・公表・命令・処罰
をすることにより実効性を図ることとされている。
３ 問題点

単純焼却または埋立処分された食品廃棄物（事業系）の量（２００７年度）は食品産
業全体の排出量の６０％、３１６ｔに上る。

再生利用率については、業種別にばらつきが大きく（食品製造業８１％、外食産業
２２％）（２００７年度）、廃棄物の減量化・再生利用について、この法律の実効性は小さ
いと言わざるを得ない。

第６ 自動車リサイクル法（使用済自動車の再資源化等に関する法律）
１ 自動車リサイクル法は、２００２年に成立した。

主務大臣は、経済産業大臣、環境大臣である。
２ 内容

製造業者・輸入業者は、自らが製造または輸入した自動車が使用済みとなった場
合、その自動車から発生するフロン類、エアバッグ及びシュレッダーダストの三品
目を引き取り、リサイクル（フロンについては破壊）を行う。

リサイクルに必要な費用は、自動車の所有者から、再資源化預託金の負担として
求めることとし、負担の時期は、制度施行後に販売される自動車については新車販
売時、制度施行時の既販売車については最初の車検時とされた。

再資源化預託金の額は、各自動車製造業者等が、自動車ごと、前記三品目ごとに
定め、徴収された預託金は、第三者機関としての資金管理法人を指定し（財団法人
自動車リサイクル促進センターが指定された）、そこに管理させる。中古車輸出の
際は、料金は返還される（有価であれば、廃棄物に当たらず、輸出できる。２００８年
度は、約５００万台の使用済み自動車のうち、約１５０万台が輸出されている）。

不法投棄防止のため、自動車重量税の還付制度が導入された。自動車重量税は、
次の車検時までの分を支払うこととされているが、次の車検時前に廃車にした場合
には、残った期間に見合う分が還付される。

確実なリサイクルの確保のため、電子管理票（マニフェスト）制度が導入されて
いる。
３ 問題点
()１ 拡大生産者責任の考え方からすると、製造業者等が自動車全部について無償引

取義務を負担し、引取り・リサイクル等の費用は販売価格に上乗せするという方
法がとられて然るべきであったが、この法律では、製造業者等の義務は、前記三
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品目の引取り・リサイクル義務のみであり、費用は、消費者が再資源化預託金と
して負担することとされた。

引取り・リサイクル費用を製造業者等が負担して製品の販売価格に上乗せする
ことと、販売価格とは別立ての預託金として徴収することは、似て非なる制度で
ある。後者では、製造業者等は、リサイクルの費用を負担するわけではないので、
リサイクルしやすい製品設計等のインセンティブが働きにくい。

また、再資源化預託金という制度を採用した結果、製造業者等とは別の財団法
人による管理が必要となり、行政コストの増大を生じさせている。
()２ 前記三品目以外にも、バッテリーやタイヤ等、有価で循環しない可能性のある

物品があるが、これらについては引取り義務が課せられていない。バッテリーは
有害な鉛を含むことから、製造業者等に対し引取り・適正処理を義務付ける必要
性がとりわけ高い。廃タイヤは、２００８年度に判明した産業廃棄物の不法投棄件数
の４．５％、不適正処理件数の３．９％を占めており、対策が必要である。

＜参考文献＞
()１ 日弁連『資源循環型社会をはばむものは何か―あるべき生産者責任の確立を―』（１９９９

年）
()２ 栂坂英樹『民主党の廃棄物・リサイクル政策～資源循環・廃棄物管理法案を中心に

～』（２００９年）
()３ 熊本一規『これでわかるごみ問題Ｑ＆Ａ ここが問題！日本のリサイクル法』（２０００

年）
()４ 阿部泰隆・淡路剛久『環境法』第３版補訂（２００６年）
()５ 溝呂木昇『廃棄物処理リサイクル法令ハンドブック』（２０１０年）
()６ 大塚直『環境法』第２版（２００６年）
()７ 環境白書平成２２年度版
()８ 朝日新聞２０１０年６月２４日朝刊『えこ時記 ごみ４ プラスチック焼却加速』

－ 62 －



第
１
編

第
２
編

第
３
編

第
４
編

第３編
諸外国の法制度



第１章 韓国
第１節 廃棄物管理法
第１ 概要

現在の韓国の廃棄物に関する法制度は、廃棄物管理法（１９８６年制定）を中心として
いる。同法によれば、廃棄物とは「ゴミ、燃焼材、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、
動物の死体などで、人間の生活や事業活動に必要でなくなった物」（２条１項）とさ
れている。また、廃棄物は生活廃棄物と事業場廃棄物に区分される。事業場廃棄物と
は、廃棄物を一定量以上排出する事業場において発生する廃棄物等であって、一般廃
棄物、建設廃棄物、指定廃棄物に分けられる。指定廃棄物は、感染性廃棄物、廃石綿
等の有害廃棄物である。

事業場廃棄物の排出者は、発生抑制及び適正処理の責任を負担している。排出者は、
処理委託をする際には受託者の能力を確認する義務がある（１７条３項）。また告示さ
れる廃棄物処理価格の最低額より低い価格で廃棄物処理を委託してはならない（１８条
２項）。他人から廃棄物の処理の委託を受けるためには、廃棄物処理業の許可または
再活用の申請が必要である（２５条）。

廃棄物処理業には、収集運搬業、中間処理業、最終処理業、総合処理業の分類があ
る。

第２ 廃棄物処理業者に対する指導・監督
１ 履行保証制度ができた経緯

韓国においても、処理業者が大量に廃棄物を保管することは、環境へ悪影響を与
える危険があるだけではなく、倒産等の発生により不法投棄へつながる危険がある。
特に、１９９７年の通貨危機では、多くの処理業者が倒産した。そこで、１９９８年の廃棄
物管理法改正により、放置廃棄物の履行保証制度ができた。
２ 制度の概要

廃棄物処理業者は、営業を始める前までに、廃棄物処理共済組合に加入して分担
金を納付するか、廃棄物処理を保証する保険に加入しなければならず、これに違反
すると廃棄物処理業の許可を取り消されることになる（４０条１項、２７条１項３号）。
そして、廃棄物が放置された場合には、行政は、その廃棄物の処理を廃棄物処理共
済組合に命ずるか、自ら処理して保険金を受け取ることができる（４０条３項）。
３ 運用状況
()１ 保証の種類

放置廃棄物の処理履行保証の方法としては、当初、①廃棄物処理共済組合への
加入（分担金の納付）、②保証保険への加入、③履行保証金の預置きが認められ
ていた。このうち③は国に履行保証金を預け置きするデポジット制度であるが、
さまざまな問題点があったため、この方法を採用した者は全国で４業者しかなく、
２００７年に廃止された。したがって、現在は、①と②の方法のみが認められている。
()２ 手数料・分担金

手数料の金額については、廃棄物処理共済組合は１か月１万２０００ウォン、保証
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保険は１か月３２３０ウォンである。
また、廃棄物処理共済組合における分担金は、告示単価×許容保管量×０．２の

計算式によって算定される。許容保管量とは、国が当該業者の施設（機械や倉庫
等）の規模を見て算定するものである。また、告示単価とは、国が、ある廃棄物
が放置された場合の許容保管量あたりの処理価格を告示するもので（環境部の
ホームページにも掲載されている）、これは廃棄物の種類によって個別に定めら
れている。
()３ 放置廃棄物が発生した場合の処理方法

行政は、放置廃棄物を発生させた業者に対し、廃棄物管理法に基づき、処理命
令を出す。業者がその命令に従わないときは、行政が廃棄物処理共済組合に対し、
処理命令を出す。

廃棄物処理共済組合が放置廃棄物を処理する際は、原則として入札方法によっ
て安価な業者に落札させ、処理を委託する。ただ、放置廃棄物がプラスチック等、
容量のかさばる物であった場合、共済組合としては運搬費がかさむのを避けるた
め、できる限り放置先に近い業者に処理を委託することもある。共済組合の処理
する時間は、行政から１か月程度での処理命令を出されるので、おおむね１か月
で終わり、１か月で終わらない場合も、追加命令が出されるので、それに基づい
て処理する。なお、複数の放置廃棄物がある場合も、処理の優先順位はなく、放
置廃棄物が木材でもプラスチックでも関係なく、すべての放置廃棄物を処理しな
ければならない。

第３ 廃棄物の流れに対する指導・監督
不法投棄を未然に防止するには、公的機関が電子マニフェスト（廃棄物管理票）等

により廃棄物処理過程を電子データで把握・管理することが有効である。韓国では、
２００８年８月から電子マニフェストシステム（Allbaro System）を義務化している（１８
条３項、４項）。

同システムの内容としては、①排出者、運搬者、処理業者の廃棄物受渡しの確認と
行政監視の電子化（医療系廃棄物については、２００５年からコンテナに電子タグを付け
ることにより、無線で廃棄物管理を行う。世界初の試み。）、②廃棄物に関する許認可
の電子化（許認可の迅速化、人件費削減、書類削減に貢献している。）、③処理報告の
提出の電子化（毎年提出義務のある処理業者の実績報告書の提出が電子化され、建設
廃棄物については、工事終了後に提出義務のある建設廃棄物排出結果報告の提出が電
子化された。）、④廃棄物統計の作成と提供（集積された電子情報を、多様な角度から
分析し、公開し、廃棄物施策の決定にも役立てている。）、⑤建設廃棄物情報管理（増
大する建設廃棄物の適正処理とリサイクルを推進するため、建設会社とリサイクル業
者にリサイクル情報や電子調達情報を提供し、およそ１１万４０００社がこの情報を利用し
ている。）、⑥地理情報提供（廃棄物処理業者に関する所在地等の地理情報を公開する
とともに、運搬距離・運搬経路が瞬時にわかる検索システムを提供している。）、⑦廃
棄物削減情報（多量排出事業者には削減結果報告書を提出させ、電子情報に基づく分
析を行い、環境部からの評価報告をフィードバックする。これにより排出事業者の自
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主的取組みによる廃棄物削減を促進している。）がある。
対象となる廃棄物はすべてだが、有害性に合わせて裾切りがある。たとえば、PCB

廃棄物は裾切りがなくすべてを対象とし、建設廃棄物は５t 以上等である。電子マニ
フェストにより、紙や経費の削減となり、同時にリアルタイムで排出事業者・処理業
者・行政担当者が確認できるようになっている。

第２節 発生抑制・再活用（リユース・リサイクル）に関する法律
第１ 資源の節約と再活用促進に関する法律
１ 循環型社会を形成するため、韓国では「資源の節約と再活用促進に関する法律」

（１９９２年制定）が定められている。この法律は、まず第２章「資源循環の促進」の
第１節を「資源の節約と廃棄物の発生抑制等」として、製品の資源循環性評価（８
条の２）、包装廃棄物の発生抑制（９条）、一回用品（使い捨て製品）の使用抑制（１０
条）、廃棄物負担金制度（１２条）に関する規定等を置いている。次に第２節を「廃
棄物の分離・収去および再使用促進等」として、排出者の分別促進（１２条の２等）、
部品等の再使用促進（１５条）、空き容器デポジット制（１５条の２）に関する規定等
を置いている。そして、第３節が「廃棄物の再活用促進等」となって、製造業者等
の再活用義務（１６条１項）に関する規定等が置かれている。すなわち、発生抑制（リ
デュース）、再使用（リユース）、再活用（リサイクル）の優先順位に沿って、それ
ぞれに関する具体的な規定が並べられているのである。

以下、主な規定について、具体的に説明する。
２ 包装廃棄物に関する規制では、塩化ビニル樹脂（PVC）材質の使用禁止、発泡

ポリウレタン系包装材の使用禁止、鉛・カドミウム・水銀・六価クロムの重金属含
有規制（勧奨基準として、１００mg/kg 以下）等が定められている。また包装の空間
比率規制（１０～３５％）や表示勧告が行われている。
３ 一回用品の使用抑制では、大規模店舗、卸・小売業、各種サービス業等の広範な

業種を営む事業者に対して、割りばし・つまようじをはじめ、使い捨ての歯ブラシ・
スプーン・容器類等、多種の使い捨て製品の使用抑制が義務付けられ、その無償で
の提供が禁止されており、事業者がこれらに違反した場合には過料の制裁を受ける
ことになる（２条１５項、１０条、４１条１項３号）。
４ 廃棄物負担金制度は、有害物質を含有しているか、再活用（リサイクル）が困難

で管理上の問題が発生する可能性のある製品等の製造者や輸入者に、処理費用を賦
課・徴収する制度である。現在の対象製品は、①有毒物製品容器、②不凍液、③チ
ューインガム、④一回用おむつ、⑤たばこ、⑥プラスチック製品及び包装材である。
廃棄物負担金は、品目別に収集・運搬、処理費用を算出して定める。たとえば、「一
回用おむつ」の場合、１枚につき５．５ウォンとなっている。負担金製造者は、毎年
３月末日までに前年度の出庫実績を提出し、韓国環境公団（賦課徴収機関）におい
て、それに基づいて毎年４月３０日までに賦課告知する。これを受け、製造者は５月
２０日までに納付しなければならない。徴収した費用は、法律で使途が決められてお
り、再活用、廃棄物処理施設整備、地方自治体への支援、廃棄物を減らすための研
究開発等に使っている。
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５ 分別促進では、大量に廃棄物を排出する者に対し、分離保管義務が定められてい
る。具体的には、各階の床面積の合計が１０００㎡以上である建物の所有者・占有者も
しくは管理者、または廃棄物を１日平均３００㎏以上排出するか、一連の工事・作業
等で廃棄物を５t 以上排出する土地の所有者・占有者もしくは管理者が対象とされ
ている。分離保管とは、紙類、ガラス瓶、缶類、プラスチック類または金属等、性
状と種類別に分離・保管することである。
６ 空き容器デポジットでは、空き容器保証金制度が設けられている。空き容器保証

金とは、飲料品を買った顧客が支払う保証金で、容器を返還したときには顧客に返
還されるが、顧客が容器を返還しないことにより残った金額は、法定された用途に
より使用しなければならず、また未返還保証金の使用計画及び実績報告書を、毎年
４月末日までに韓国環境公団に提出しなければならない。対象事業者は、反復使用
が可能なガラス容器を使用する製品の製造業者や輸入業者で、対象製品は、発酵酒
類・蒸留酒類・清涼飲料類である。

第２ 電気・電子製品及び自動車の資源循環に関する法律
１ 対象となる電気・電子製品は、テレビ、冷蔵庫、家庭用洗濯機、エアコン、パソ

コン、オーディオ、携帯電話、プリンター、複写機、ファクシミリであり、わが国
の家電リサイクル法よりも対象が広い。これらの電気・電子製品と自動車について、
無償引取りの制度が構築されている（２０条）。すなわち、完全な製品価格への内部
化が行われているため、処理費用の前払いや後払いという概念が存在しない。
２ 電気・電子製品製造・輸入業者は、その製品の廃棄物を回収して再活用するか、

再活用事業共済組合に加入して再活用をする義務がある（１５条）。
また、自動車製造・輸入業者も、廃自動車を回収して、再活用をする義務があり、

再活用比率の遵守義務も定められている（２５条）。
さらに、有害物質規制（９条）、材質・構造の改善促進（１０条）、再活用情報の提

供と材質・構造等の改善提案（１２条）、電気・電子製品の再活用賦課金の徴収（１８
条）といった、再活用を促進する制度も設けられている。
３ 材質・構造の改善促進（１０条）に関して、電気・電子製品の製造・輸入業者は、

製品の再活用をしやすいようにするための材質・構造に関する事項等、環境部長官
と知識経済部長官が共同で定めて告示する材質・構造の改善に関する指針を守らな
ければならない。環境部長官と知識経済部長官は、電気・電子製品の製造・輸入業
者が前記指針に違反した場合には、その指針を守ることを勧告することができる。
自動車の製造・輸入業者についても、再活用がしやすい材質の使用、材質の単純化、
材質情報の表示、分離・解体の容易性を高めること等の材質・構造の改善活動が義
務付けられている。
４ 再活用情報の提供（１２条）は、電気・電子製品と自動車の製造・輸入業者に対し、

再活用を促進するために、廃電気・廃電子製品や廃自動車の構成材質や再活用方法
等に関する情報を、再活用事業者が要求する場合、核心技術情報の流出等営業保護
を害しない範囲内において、その情報を提供することを義務付けるものである。

また、材質・構造等の改善提案（１２条）は、再活用事業者に対し、環境を保全し
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ながら経済的に再活用するために、廃電気・廃電子製品や廃自動車の材質・構造等
に対して改善しなければならない事項を、環境部長官や知識経済部長官に提案する
ことを認め、提案を受けた環境部長官と知識経済部長官は、製品の安全性等特性と
経済性や国内技術水準等による妥当性検討後、中央環境政策委員会の審議を経て、
提案を採択するか否かを決定しなければならず、提案を採択した場合には、電気・
電子製品と自動車の製造・輸入業者に、それによる改善を勧告することができると
するものである。

これらの制度は、細田衛士慶應義塾大学教授のいう２種類の「情報の非対称性」
の問題（第４編第１章第２節第２・２参照）を、リサイクルの促進という観点から
ではあるが、克服しようとする試みとして評価することができよう。
５ 電気・電子製品の再活用賦課金の徴収（１８条）とは、電気・電子製品の製造・輸

入業者が前記２の再活用義務を履行しないか、再活用事業共済組合が組合員の再活
用義務を代行しなかった場合に、再活用義務量中、再活用されなかった廃棄物の再
活用にかかる費用に、その１００分の３０の範囲内において、大統領令で定める基準に
より算出された金額を加えた金額を、環境部長官が、その電気・電子製品の製造・
輸入業者や再活用事業共済組合に賦課・徴収するものである。
６ 有害物質規制（９条）において、同一物質内の重量基準（wt）で、電気・電子

製品については、鉛・水銀・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル・ポリ臭化ビフェニ
ルエーテルに関し０．１％未満に、カドミウムに関し０．０１％未満に、また、自動車に
ついては、鉛・水銀・六価クロムに関し０．１％未満に、カドミウムに関し０．０１％未
満に、それぞれ使用が制限されている。

第３ 建設廃棄物のリサイクル制度
建設廃棄物は大量に排出されるため、埋立地が足りなくなっている。そのため、「建

設廃棄物の再活用促進に関する法律」（２００３年制定、２００５年施行）により、建設廃棄
物リサイクル品の品質保証制度、公共工事等での循環的使用義務化、情報システムに
よる円滑な供給体制整備等が行われた。

第３節 当シンポジウム実行委員会の現地視察
当シンポジウム実行委員会は、２０１０年５月３日から５日にかけ、下記の省庁・団体を調

査した。
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()１ 環境部（環境省）資源循環局（所在地 京畿道果川市政府果川庁舎）

韓国・環境部（環境省）

()２ 韓国環境資源公団（所在地 仁川広域市西区）
()３ 韓国廃棄物再活用共済組合（所在地 ソウル特別市城東区竜踏洞）
()４ 韓国電子産業環境協会（所在地 京畿道龍仁市）

韓国電子産業環境協会

()５ 国民権益委員会（所在地 ソウル特別市西大門区）
韓国の廃棄物処理システムは、わが国よりも電子化が進んでおり、わが国で現

在問題となっているような大型不法投棄事件に類する事件については、存在しな
いか、少なくとも法的課題となっていないようであった。

＜参考文献＞
()１ 鄭城尤「韓国における産業廃棄物・リサイクル政策」経済産業省寄託日本貿易振興機

構アジア経済研究所『アジア各国における産業廃棄物・リサイクル政策情報提供事業報
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告書』（２００７年）
()２ 鈴木克徳「韓国の廃棄物管理とリサイクル政策」日本産業廃棄物処理振興センター機

関誌２００９年夏号

第２章 EU
第１節 EUの基本施策

廃棄物政策に関し、EU の基本となる指令は廃棄物枠組指令（２００６/１６/EC，２００８/９８/EC
により改正）である。廃棄物枠組指令は、１９７５年に採択され、その後数回の修正を経てい
る。この指令では、基本原則として、廃棄物の発生抑制、リサイクル等、エネルギー回収、
安全処理を掲げている。また、汚染者負担原則も明記されている。

また、EU では、有害廃棄物指令（９１/６８９/EEC．９４/３１/EC による改正及び９１/６８９/EEC
による正誤表を含む。）を定め、特に有害廃棄物の削減に重点を置いている。有害廃棄物
の取扱いにおいては、有害廃棄物の登録・特定、トレーサビリティの確立、有害廃棄物の
混合の禁止、健康及び環境への悪影響の防止等の義務がある。

第２節 EUの個別施策
第１ 包装廃棄物指令

EU では、１９８０年代前半から、包装廃棄物の管理についての対応が始まった。最初
の指令（８５/３３９/EEC）は、液体飲料容器の包装だけを対象としていたが、漠然とし
た内容であったため、加盟国への広がりは限定的であった。

EU 市場において、容器包装廃棄物への対応が統一されていないことから混乱が生
じたため、新たな指令（９４/６２/EC）が定められた。これは、包装廃棄物の減量、リ
ユース、リサイクルを定め、EU 市場における統一的な対応を可能にすることが目的
である。さらに、２００４年の変更により、包装の定義の明確化、２００５年の変更により新
たに加盟した国への猶予措置が定められている。

リサイクル率の目標としては、２００８年包装廃棄物の重量の少なくとも６０％を回収ま
たはエネルギー回収をする焼却炉で焼却することとしている。

また、包装または包装の成分に含まれる鉛・カドミウム・水銀・六価クロムの濃度
の合計が、次の値を超えないことを保証する。１９９８年６月３０日までに６６０ppm、１９９９
年６月３０日までに２５０ppm、２００１年６月３０日までに１００ppm（ただし、有害物含有部分
は、２００１年９月２８日経済産業省産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会
第３回企画 WG 配付資料を参考とした。）。

第２ 廃自動車指令（ELV）
EU では、８００～９００万 t の ELV（廃自動車、end of life vehicles）が発生している。

そこで、廃自動車の処分量を減らすために廃棄物の利用やリサイクル、再生を進める
ことを目的とした ELV 指令（２０００/５３/EC）が定められた。

リサイクル率の目標としては、２００６年１月までに８０％。２０１５年１月までに８５％を掲
げている。また、２００３年７月以降に販売される新車について、鉛・カドミウム・水銀・
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六価クロムの使用を原則として禁止した。ただし、適用除外として、合金要素として
鉛を部品等に使用すること、鉛バッテリー・鉛ハンダ・六価クロムの防腐塗装・水銀
電球・水銀計器表示板等を使用することは認められている（ただし、有害物含有部分
は、JETRO「ユーロトレンド２００５，２月号」を参考とした。）。
第３ バッテリー指令

バッテリー類（電池及び蓄電池）は有害物質を含むことが多いことから、EU では、
水銀・鉛・カドミウムを含むバッテリー等の廃棄物取扱いについて１９９１年に指令が定
められた（９１/１５７/EEC）。その後、適用範囲をすべてのバッテリー類に広げるため、
２００６年に新たなバッテリー指令が制定された（２００６/６６/EV）。２００８年９月２６日以降に
販売される新たなバッテリー類は、この指令の定める基準を満たさなければならない。

これによれば、機器に内蔵される物も含み、すべてのバッテリー類は、重量で
０．０００５％（ただし、ボタン電池については２％）以上の水銀を含んではならない。ま
た携帯バッテリー類は、重量で０．００２％以上のカドミウムを含んではならない（ただ
し、非常用・警報用・医療用・コードレス電源機器を除く。）。また、バッテリー類の
リサイクル率を向上させるため、加盟国は、分別回収を徹底し、市町村の処理施設へ
の混入を避けること、適切な回収拠点を設けて製造者に無償引取りを義務付けること
が要求されている。２０１２年９月までに２５％、２０１６年９月までに４５％以上を回収するこ
とが目標とされている。

さらに、製造者には安全に、また容易にバッテリー類の取外しができるように商品
を設計する義務がある。また２００９年９月までに、回収されたバッテリーを技術的に可
能な最善の方法で処理・リサイクルする必要があり、サーマルリサイクルは認められ
ていない。

第４ 電気・電子機器に関する廃棄物指令及び特定有害物質使用制限指令（WEEE，
RoHS）

電気電子機器については、廃電気電子機器指令（WEEE，Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment）と特定有害物質使用制限指令（RoHS，Restriction of Hazardous
substances）の二つの指令が適用されている。

WEEE（２００２/９６/EC）は、廃棄物の発生抑制、リサイクルを目的としたものであ
る。WEEE の対象は①大型家電製品（冷蔵庫等）、②小型家電製品（掃除機等）、③
情報機器（パソコン、携帯電話等）、④消費者用機器（オーディオ機器等）、⑤照明器
具、⑥電気工具類（ドリル・ミシン等）、⑦玩具等（ビデオゲーム等）、⑧自動販売機
の８種類である。一方、RoHS（２００２/９５/EC）の対象は、これらに医療機器、監視・
制御機器を加えた１０種類である。WEEE は、製造者に無償回収を義務付けており、
RoHS は、製造者に一定の有害物質の含有を禁止することにより、総合的に廃棄物に
よる負荷を低減する目標を達成することから、姉妹指令と言われている。２００６年７月
以降 EU で販売される新商品について、鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭
化ビフェニール類（PBB）・ポリ臭化ビフェニルエーテル類（PBDE）の含有を禁止
している。これらは、廃電気電子機器の不適切な処分や処分場での経時変化により、
廃電気電子機器に含まれていた鉛・六価クロム・水銀・カドミウム等で土壌や水質が
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汚染され、対応が急がれていたことから制定された。ただし、現在の科学技術では、
特定有害物質を使用する以外に代替手段がない場合には、申請により適用除外品目と
されている。

しかし、現実には EU で発生する廃電気電子機器の３分の１のみが回収・リサイク
ルされ、その他は埋立てや EU 域内または域外において予定されていない方法で処理
されている。そこで、２００８年に EU 委員会は、回収率の向上と予定外の処理の削減を
求める勧告を出した。これによれば、加盟国は過去２年間の販売量の平均の６５％を回
収することを目標にしている。このリサイクル目標はリユース品も含み、目標値は重
量ベースで５％増加している。

第５ 廃棄物埋立て指令
EU では有害廃棄物等の埋立が表流水、地下水、土壌、大気及び人の健康へ与える

悪影響を予防し、最小限にするため、埋立指令を制定した（９９/３１/EC）。これによれ
ば、廃棄物を市町村の廃棄物・有害廃棄物・非有害廃棄物・不活性廃棄物のカテゴ
リーに分け、埋立てに際する許認可基準、埋立基準、技術管理手順等が定められてい
る。

最終処分場には、有害廃棄物埋立処分場、非有害廃棄物埋立処分場、不活性廃棄物
埋立処分場の三種類がある。不活性廃棄物とはガラス、コンクリート等であり、不活
性廃棄物埋立処分場は人工的なシート敷設や浸出水処理が不要とされる。下水汚泥処
理土壌の敷設、不活性廃棄物の造成等への使用、鉱山等から発生する有害でない土壌、
有害でない浚渫土砂は、廃棄物埋立指令の適用が除外されている。

最終処分場の安全のため、廃棄物は、一旦処理された後でなければ埋め立ててはな
らない。また、廃棄物の有害性や不活性性に応じた処分場に埋立てを行わなければな
らない。さらに、液体廃棄物、引火性・爆発性の廃棄物、感染性廃棄物、その他基準
に合致しない廃棄物は、そのまま埋め立ててはならない。

第６ 廃棄物焼却指令
廃棄物焼却指令（２０００/７６/EC）は、それ以前の有害廃棄物焼却指令（９４/６７/EC）、

家庭用廃棄物焼却指令（８９/３６９/EEC、８９/４２９/EEC）を廃止し、一本化したもので
あり、廃棄物の焼却に伴う環境汚染を防止するために定められたものである。焼却に
よって発生する大気汚染物質対策（ダイオキシン類、重金属等）や焼却灰の取扱い、
焼却炉の許認可基準等が定められている。通常の焼却炉だけではなく、セメントキル
ンや製鉄所等のエネルギー回収としての焼却施設も含まれている。

＜参考文献＞
()１ European Commissioner for the Environment

http : //ec．europa．eu/environment/index_en．htm
()２ 佐々木良「EU の廃棄物法制」レファレンス平成１６年２月号（２００４年）
()３ 環境省廃棄物処理技術情報

http : //www．env．go．jp/recycle/waste_tech/kaigai/０５．html

第２章 EU

－ 73 －



()４ 日本弁護士連合会『ドイツ・EU 廃棄物調査報告書』（２００７年９月）
()５ ELV 指令－日経エレクトロニクス

http : //techon．nikkeibp．co．jp/article/WORD/２００６０３１５/１１４９１７/
（２０１０年６月１４日の取得情報）

()６ 青木正光『一問一答形式で分かりやすい環境規制 Q&A５５５』（工業調査会、２００８年）
()７ 日本電子㈱応用研究センター編著『図解よくわかる WEEE&RoHS 指令 欧州環境規

制でモノ作りが変わる』（日刊工業新聞社、２００４年）
()８ 庄司克宏編著「EU 環境法」（慶應義塾大学出版会、２００９年）
()９ 社団法人日本機械工業連合会『海外の環境規制・環境政策についての調査研究』（２００７

年３月）
()１０ 日本貿易振興機構『ユーロトレンド２００５年２月号』
()１１ 日本貿易振興機構『ユーロトレンド２０１０年４月号』
()１２ 株式会社日水コン『平成２０年度最終処分場にかかる基準のあり方検討業務報告書 平

成２１年３月』（２００９年）

第３章 アメリカ合衆国
第１節 CERCLA（スーパーファンド法）について

アメリカ合衆国においては、包括的環境対処・補償・責任法（CERCLA, Comprehen-
sive Environmental Response，Compensation and Liability Act いわゆるスーパーファン
ド法）が１９８０年に制定されるまでは、資源保護回復法（ RCRA，Resource Conservation
and Recovery Act）が不法投棄による土壌汚染等の事案に関する主たる法律であった。

しかし、１９７８年に起きたラブキャナル事件（ニューヨーク州ナイアガラ・フォールズ市
で起きた２０年以上前に投棄された有害廃棄物起源の化学物質による健康被害事件）等をき
っかけに高まった世論の支持を受け、１９８０年、より強力な権限を連邦政府である環境保護
庁（EPA, Environmental Protection Agency）に与え、現在のみならず過去の有害物質
排出行為等に対する責任追及も可能にし、かつ、より有効で迅速な浄化対策の実施等を可
能とする CERCLA が制定された。

その後、CERCLA は、１９８６年のスーパーファンド改正・再授権法（SARA，Superfund
Amendments and Reauthorization Act）、１９９６年の資産保全・融資者責任・預金保険保護
法（Asset Conservation，Lender Liability，ad Deposit Insurance Protection Act）、２００１年
の中小企業の責任の軽減及びブラウンフィールドの再活性化に関する法律（Small Busi-
ness Liability Relief and Brownfields Revitalization Act）等による度重なる修正を経た今
日においても、不法投棄による土壌汚染等に対する対応法として機能している。

なお、RCRA は、CERCLA が制定された後の１９８４年に有害・固形廃棄物修正法（ HSWA，
Hazardous and Solid Waste Amendments）により修正されたが、その際、既存の廃棄物
処理場がスーパーファンド・サイトにならないようにすることを目的として、現在または
過去の汚染に対する浄化措置を取扱い・保管・処理業者（TSDs）に命ずる権限を EPA
に与える、いわゆる修復措置（corrective actions）規定も新たに導入された。
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第２節 CERCLAの主たる特徴
第１ 責任主体の広範さと責任の厳格さ

CERCLA において責任を負う主体（PRPs Potential Responsible Parties 潜在的責
任当事者）は、①施設の現在の所有者または管理者、②有害物質の処分時の施設の所
有者または管理者、③契約、合意その他によって有害物質の処分・処理を準備し、ま
たは運搬者とともに有害物質の処分・処理を準備した者（たとえば、排出者等）、④
有害物質を施設等に運搬するために受け入れ、または受け入れた者（たとえば、輸送
者等）に分類される（これは、たとえば、「土地の所有者、管理者または占有者」を
責任主体とするわが国の土壌汚染対策法との比較で見ても、非常に広範なものである
ことがわかる。）。不法投棄された廃棄物の排出事業者、処理業者は、当然に③または
④の PRPs に該当することになる。

このような責任主体の広範さだけではなく、さらに、PRPs が負う法的責任も非常
に重いものとなっている。すなわち、各 PRPs は全責任（汚染）に対して無過失責任
（strict liability）、連帯責任（joint and several liability 汚染が不可分の場合）、遡
及責任（retroactive liability CERCLA 制定前の汚染についても責任対象とされる）
を負うことになっている。

第２ 環境保護庁（EPA）の広範な裁量と強大な権限
CERCLA のもと行われる浄化措置は、PRPs 自らが浄化を行うか浄化費用を負担

するという基本的理念に基づいてなされるが、その方法には三通りある。すなわち、
① EPA がまず基金または一般財源を使用して浄化措置を講じた後、PRPs に対して
求償する方法、② EPA が行政命令を発して PRPs に浄化措置を講じさせる方法、③
EPA と PRPs が和解したうえ、その和解内容に従って PRPs が浄化措置を講じるこ
との三つである。これらの方法のうち、いずれを採用するかは EPA の広範な裁量に
委ねられている。

そして、②で EPA が行政命令を出したにもかかわらず、PRPs がこれに従わなか
った場合、当該 PRPs は、１日あたり２５０００ドルの民事罰（civil penalty ２回目以降
は７５０００ドル）を支払わなければならない。そのうえ、EPA が支出した浄化費用の３
倍の金額を罰金としてさらに支払わされる。そのため、通常、PRPs としては、EPA
から行政命令を出された場合、このような多額の出えんのリスクを避けるために、
EPA の行政命令に従わざるを得ないことになる（もっとも、その場合、当該 PRPs
は、スーパーファンド基金または他の PRPs からの支払いを求める求償訴訟を浄化措
置後に提起することができる）。このように、CERCLA は、実効的な浄化実現のため、
非常に強い権限を EPA に与えている。

EPA の以上のような広範な裁量、強力な権限に基づき、全国優先順位表（National
Priority List NPL）に掲載されたサイトのうち、９０％以上が現在浄化中か浄化済みで
ある。また、現在 NPL サイトで新たになされている作業の約７０％は PRPs によって
なされている。２００９年までに PRPs が負担してきた費用の合計は３００億ドルに上る。
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アメリカ合衆国環境保護庁（EPA）

第３ 基金の規模と浄化のための支出額の推移と現状
１９８０年に、有害物質による汚染サイトの浄化等のための、石油業界や化学業界に対

する目的税等を主たる財源とする有害物質対応信託基金（Hazardous Substance Re-
sponse Trust Fund いわゆるスーパーファンド基金）が創設された。同基金の規模
は、１９８１年は１６億ドルであったが、その後、１９８６年に８５億ドルにまで増額された。１９９５
年に目的税が失効したため、スーパーファンド基金は２００３年末にゼロにまでなったが、
その後も、一般財源及び PRPs からの求償金等から年間１３億ドル前後の浄化費用が毎
年支出されてきた。ただし、目的税の廃止は、NPL に掲載されたサイトの浄化ペー
スを落とすことになった。

２００９年１月に民主党のオバマ政権に移行した後、一般財源からの浄化費用支出によ
る納税者の負担を軽くすべき（汚染者負担原則を徹底すべき）との立場から、目的税
を復活させようとする動きが新たに出てきている。しかし、他方で、その反対運動と
して、目的税は不公平な負担を特定の事業主体に課すことになるとの立場からの激し
いロビー活動も予想されている。２０１０年４月にメキシコ湾で起きた大規模な原油流出
事故が、石油業界等に対する目的税課税の必要性についての世論を再び高める良いき
っかけになるのではないかとの見方もなされているところである。

第４ 公衆参加
CERCLA は、透明性（transparent）と開放性（open）のある公衆参加を推進すべ

き努力義務を EPA に課している点でも特徴的である。
予備的評価（preliminary investigation）、現地調査（site investigation）、浄化調査

（remedial investigation）、実行可能性検討（feasibility study）、計画提案（proposed
plan）、決定書（record of decision）、浄化構想（remedial design）、浄化措置（reme-
dial action）のいずれの段階においても、公衆に対する情報提供、資料開示、十分な
説明を行うべき努力目標が EPA に課せられている。

周辺住民をはじめとする公衆（一般市民）は、最終的に浄化行動に至るまでの各手
続の中で、EPA に対して、選択すべき浄化方法等について意見を述べることができ、
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EPA も、周辺住民等の意見を十分に反映した浄化対策となるよう、最大限の努力を
すべきとされている。

なお、２０１０年７月３０日現在、アメリカ合衆国国内には合計約１３００か所のスーパーフ
ァンド・サイトが NPL に掲載されているところ、アメリカ合衆国市民の４人に１人
がスーパーファンド・サイトから４マイル以内に住んでいると言われている。

第３節 当シンポジウム実行委員会の現地視察
当シンポジウム実行委員会は、２０１０年６月２８日から７月２日にかけ、下記の調査をした。

① アメリカ合衆国環境保護庁（Environmental Protection Agency EPA）本部（ワシン
トン DC）

CERCLA·RCRA 等土壌汚染等に関するアメリカ合衆国の主たる環境法の概要、自然
資源損害（Natural Resources Damages）についてのレクチャーを受け、質疑応答を交
わした。

② ワシントン・ネイビー・ヤードの現地視察（ワシントン DC）
ワシントン DC において唯一 NPL に掲載されているサイトであるワシントン・ネイ

ビー・ヤードを訪問し、浄化作業担当者から、同サイトの汚染状態の特殊性と浄化作業
の進捗状況等について聞取りをした。
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第１章 基本理念
第１節 循環型社会
第１ 循環型社会はなぜ必要か
１ 循環型社会とは

第２編第２章で見たとおり、２０００年に制定された循環基本法２条は、「循環型社
会」を次のとおり定義している。すなわち「循環型社会」とは、第１に、製品等が
廃棄物等となることを抑制し、第２に、排出された廃棄物等についてはできるだけ
資源として適正な循環的利用を行い、最後に、どうしても循環的な利用が行われな
い物は適正に処分されることにより実現される、天然資源の消費が抑制され、環境
への負荷ができる限り低減される社会である（循環型社会法制研究会編『循環型社
会形成推進基本法の解説』（株式会社ぎょうせい、２０００年１２月）１１頁）。

また、循環基本法５条は、原材料、製品等は、効率的利用あるいは長期間使用等
により、廃棄物等となることができるだけ抑制されなければならないと定め、同法
６条は、循環資源については、処分の量を減らすべく、できる限り循環的利用が行
われなければならないと定め、同法７条は、循環資源の循環的利用及び処分にあた
っては、原則として、ア 再使用（リユース）、イ 再生利用（リサイクル）、ウ
熱回収、エ 処分の順で行うことを謳っている。

このように、法制度としても、①廃棄物の発生抑制、②循環資源の循環的利用、
③適正処分を行うことにより、A 天然資源の消費抑制と、B 環境への負荷低減を実
現することが目指され、さらに循環的利用及び処分にあたっての優先順位も明らか
にされて、大量生産・消費・廃棄社会からの転換が図られたと言える。

それでは、なぜ、循環型社会の形成が求められたのであろうか。
２ 循環型社会の形成が求められる理由
()１ 環境容量の限界、大量廃棄社会からの訣別の必要

廃棄物処理法は、１９９１年の改正までは、発生した廃棄物を適正に処理するため
の法律であって、廃棄物を減量することや再生利用等することは法の目的とされ
ていなかった。そこでは、廃棄物中の汚染物質や化学物質は、これらを生物的、
化学的、物理的に分解、稀釈する自然界の浄化能力、環境容量によって、環境に
負荷を与えることなく処理されるとの前提があった。たとえば、廃棄物焼却炉か
ら有害物質を含む排ガスが排出されても、それが基準未満の濃度であれば、大気
中で拡散、稀釈されるため、周辺の人に到達したとしても、その人体に有害な影
響を及ぼさないことが前提となっていた。たしかに、廃棄物の量がそれほど多く
なければ、その前提は成立するかもしれない。しかし、大量生産・消費社会のも
とで大量に発生する廃棄物を処理する場合には、自然界の浄化能力、環境容量が
無限ではないことから、そのような前提は必ずしも成り立たないことが認識され
るに至った。循環基本法６条が、循環的利用の必要性、優位性の原則を定めるに
あたり、「循環資源については、その処分の量を減らすことにより環境への負荷
を低減する必要があることにかんがみ」と述べているのは、上記の認識を示した
ものと言える（前掲『循環型社会形成推進基本法の解説』５２頁）。
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()２ 「適正」処理の限界
廃棄物処理法においては、廃棄物が法に則って「適正」に処理されてさえいれ

ば、環境に負荷を与えないとの前提がある。
しかし、たとえば、多種類の物質からなる廃棄物が焼却されて、高温下での酸

化反応が生じれば、ダイオキシン類をはじめとする、多種多様で予測不能な有害
物質が発生する可能性がある。これらが、バグフィルター等、焼却炉の除外施設
によって大気中に排出、拡散することが防止され、環境や人体に有害な影響を及
ぼさないとの保証はない。また、廃棄物の処分場には、高濃度のダイオキシン類
を含む焼却灰や化学物質、さらには水銀、砒素、カドミウム、六価クロム等の有
害物質が埋め立てられるが、これらが処分場外に流出・飛散し、周辺地域に大気
汚染、水質汚濁、土壌汚染等を惹き起こさないとの保証もない。

すなわち、焼却、埋立て等の廃棄物処理は、たとえ、それが「適正」に行われ
たとしても、環境に対する負荷をゼロにすることはできないのである。
()３ 以上のとおり、廃棄物公害を根絶するためには、従来の大量生産・消費・廃棄

社会を転換し、循環型社会を形成することこそが重要なのである。そこで、①廃
棄物の発生抑制や、②循環資源の循環的利用が、③廃棄物処分よりも優先される
循環型社会形成が求められたのである。再使用（リユース）が再生利用（リサイ
クル）よりも優先されるのは、再生利用自体も、環境破壊、負荷の原因になり得、
また、再生利用には劣化等、それ自体の限界があることを踏まえてのことである。

なお、循環型社会においては、とりわけ有害物質・廃棄物については、その環
境負荷の危険性に鑑み、処理・処分ではなく、社会的クローズドシステムが確立
され、有害物質が環境中に拡散しないような方策がとられることが重要である。
有害物質については、特に、焼却、埋立て等の廃棄物処理が抑制される必要があ
るのである（第３章第２節参照）。
()４ 他方、資源保全の観点、資源利用について地域間の公平や、世代間の公平等を

図る観点からも、貴重な資源、天然資源を、廃棄物処理によって焼却して灰にし、
あるいは埋め立てて使用し得なくするよりも、①消費の抑制、廃棄物の発生抑制
や、②循環資源の循環的利用が図られる必要がある。この意味でも、循環型社会
の形成が求められたのである。
()５ 以上は、廃棄物処理の限界、資源保全の観点から見た循環型社会形成の必要性

であるが、不法投棄等防止の観点からも、循環型社会の形成は重要である。すな
わち、発生抑制、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）の制度が社会的・
経済的システムとして確立し、排出者にとって、不法投棄等を行うことが経済的
に「得」であったり、発生抑制、再使用、再生利用等することが負担となってい
たりしなければ、不法投棄等は減ると考えられる。たとえば、わが国の家電製品
のように有償回収・リサイクル等ではなく、無償回収・リサイクル等のシステム
が確立していれば、使用し終えた家電製品をリサイクル等のルートに乗せること
に、排出者に特段の負担はないから、不法投棄等は減るであろう。したがって、
不法投棄等防止の観点からも、発生抑制、再使用、再生利用の制度を確立するこ
とは重要である。
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第２ 循環型社会と「持続可能な社会」、「低炭素社会」、「自然共生社会」との関係
ここで、「循環型社会」と、「持続可能な社会」、「低炭素社会」、「自然共生社会」と

の関係について考えてみたい。それぞれ、どのような関係にあるのであろうか。
１「持続可能な社会」との関係

「持続可能な社会」とは、国連「環境と開発に関する世界委員会」（ＷＣＥＤ）
が１９８７年にまとめた報告書“Our Common Future”（『我ら共通の未来』）の中で提
唱した「持続可能な発展」（Sustainable Development）、すなわち、現代の世代が、
将来の世代の利益や要求を充足する能力を損なわない範囲内で環境を利用し、要求
を満たしていく条件を備えた社会のことである。「循環型社会」の概念も、「持続可
能な社会」の概念の中に含まれると考えてよいであろう。すなわち、「循環型社会」
は、循環資源を循環的に利用しさえすればそれで良いのではなく、「持続可能な社
会」の条件を充たしながら運営されなければならない。循環基本法２条は「循環型
社会」の定義の中で「環境への負荷ができる限り低減される社会」と規定しており、
同法３条は「循環型社会の形成は、………環境への負荷の少ない健全な経済の発展
を図りながら持続的に発展することができる社会の実現が推進されることを旨とし
て、行わなければならない。」と定めている。
２「低炭素社会」との関係

「低炭素社会」とは、二酸化炭素の排出を少なくし、それによって温暖化の防止
を目指す社会であるが、この「低炭素社会」も、「持続可能な社会」の中に包含さ
れた概念であると考えられる。「低炭素」ではあるが「持続可能でない社会」は意
味がないからである。したがって、「循環型社会」と「低炭素社会」は、「持続可能
な社会」の中で互いに両立し得る関係を目指すべきものと考えられる。具体的に両
者は次の関係にある（環境省「平成２１年版循環型社会白書」１６３頁）。

① 廃棄物の焼却を減らせば、二酸化炭素等の温室効果ガスの発生を削減できる。
② 廃棄物の埋立てを減らせば、メタンガスの発生量を削減できる。

３「自然共生社会」との関係
「循環型社会」と「自然共生社会」も、「持続可能な社会」の中で互いに両立し

得る関係を目指すべきものと考えられる。両者の関係は、循環型社会を形成、推進
し、レアメタル等につきクローズドシステムを構築して資源循環を進め、新たな資
源採掘を減らすことができれば、森林伐採や野生生物生息地の減少、水質汚濁、住
民の生活・健康の破壊等を防ぐことができ、自然共生社会を実現し得るというもの
である（前掲白書１６５頁）。また、循環型社会を形成、推進し、廃棄物の最終処分場
を減らすことができれば、自然環境を保全でき、自然共生社会を実現し得る（たと
えば藤前干潟等・前掲白書１６５頁）。

第２節 廃棄物処理から廃棄物管理へ
第１ 発生量の管理＝発生抑制
１ 第１節２()１「環境容量の限界」でも述べたとおり、廃棄物の処理を許容する環境

容量には限界がある。廃棄物（中の有害物質）を生物的、化学的、物理的に分解、
稀釈する自然の浄化能力、環境容量は無限でないことから、自然は、大量生産・消
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費社会のもとで大量に発生する廃棄物を処理することに対応しきれない。われわれ
は、その限界のある環境容量の中で生産活動を営み、消費し、生活せざるを得ない。
そうであるとすれば、われわれは、廃棄物の発生を野放しにするのではなく、これ
を抑制し、その発生量を管理していかなければならない。
２ 廃棄物処理法１条が法の目的として「この法律は、廃棄物の排出を抑制し」と規

定し、①３条２項が「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等
を行うことによりその減量に努めるとともに」、②同条３項が「事業者は、前二項
に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地
方公共団体の施策に協力しなければならない」、③４条４項が「国、都道府県及び
市町村は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに
関する国民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない」、④１２条７
項が「その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者
として政令で定めるもの（「多量排出事業者」）は、環境省令で定める基準に従い、
当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府
県知事に提出しなければならない」、⑤同条９項が「都道府県知事は、第７項の計
画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するもの
とする」とそれぞれ定めているのは、廃棄物処理法も、廃棄物の排出管理、抑制を
目指していることを示すものと考えられる。

第２ 発生から最終処分までの廃棄物の管理＝廃棄物管理票の思想
１ 「バッズ」と「グッズ」

経済学上、廃棄物は「バッズ」と呼ばれることがある。通常の商品、すなわち、
「正の価格で需給がバランスするような物質」を「グッズ」と呼ぶのに対し、「い
かなる非負の価格でも当該の物質に対する供給が需要を上回り、逆有償にならなけ
れば超過供給が解消しない場合」、その物質を「バッズ」と呼ぶ（細田衛士『資源
循環型社会 制度設計と政策展望』（慶應義塾大学出版会、２００８年）１６５頁）。ほか
に「正の財」、「負の財」との区別で説明するものとして、熊本一規『日本の循環型
社会づくりはどこが間違っているか』（合同出版、２００９年）５８頁）がある。

すなわち、通常の商品であれば、その商品の所有者（売り主）は、売買契約によ
り契約の相手方（買い主）に商品の所有権、占有を移転し、買い主から金員の支払
いを受ける。ここでは、商品の移転と金員の移転は逆方向である。これに対し、「バ
ッズ」、「負の財」の場合には、占有者から相手方に物の占有が移転する際に、金員
はその占有者から相手方に支払われる。すなわち、物の移転と金員の移転は同じ方
向、「逆有償」なのである（なお、法学上は、契約の当事者が互いに経済的な対価
を支払う契約を「有償契約」と呼ぶところ、この場合、物の占有者が相手方（処理
業者等）に「バッズ」、「負の財」の廃棄物処理サービスの対価として代金を支払っ
ている点に着目すれば、通常の「有償契約」と同じであるが、経済学上は、物の移
動と金員の移動が同方向であることに着目して「逆有償」と呼ばれている（細田前
掲文献１７６頁の脚注参照）。

廃棄物が「バッズ」「負の財」であるとすると、どのような問題が起きるであろ
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うか。「バッズ」、「負の財」の占有者としては、相手方に物の占有を移転するため
に（処理をしてもらうために）金員を支払わなければならないのであるから、その
金員を節約するために、これを不法投棄等したいとの誘惑が働く。また、処理を行
うのに費用を要するのであるから、金員を受け取って処理を引き受けた者にも、同
じくこれを節約するために不法投棄等をしたいとの誘惑が働く（熊本前掲文献５９頁）。
すなわち、「グッズ」「正の財」を不法投棄等する人は通常いないであろうが、「バ
ッズ」、「負の財」は不法投棄等されやすいという特性を持つのである。

もちろん、「バッズ」、「負の財」が環境中に放置されても環境破壊や公害を引き
起こさなければ問題はないかもしれない。しかし、これを引き起こす場合には、「バ
ッズ」、「負の財」が不法投棄等されにくいような特別の仕組み、制度を設けなけれ
ば、環境保全上、重大な問題が生じる。
２ 「情報の非対称性」

細田衛士教授によれば、二種類の「情報の非対称性」の問題によって、廃棄物取
引の過程で不適正処理・不法投棄が生じる可能性が大きくなるという（細田前掲文
献１７６、１８４頁等）。一つは、廃棄物の内容・組成等に関する情報についての非対称
性である。すなわち、排出者が、処理業者に廃棄物の処理を委託する場合、当該廃
棄物について相対的に大きな情報をもつ排出者が受託処理業者に、廃棄物の内容・
組成に関する情報を伝えない限り、不適正処理等されやすくなるが、その情報は伝
わりにくい。もう一つは、廃棄物の処理サービスの内容に関する情報についての非
対称性である。すなわち、排出事業者が、委託した廃棄物が、実際にどのように処
理業者によって処理されたのかを知るには、費用がかかるということである。そう
すると、処理業者に、処理サービスの内容を偽って不適正処理・不法投棄すること
によって処理費用を削減する動機が生じる。

以上、二種類の情報非対称性の問題により、廃棄物取引の過程で不適正処理・不
法投棄が生じる可能性が大きくなる。そこでは、市場原理に任せ、最終処分場の逼
迫等による廃棄物処理費用の上昇やそれに伴う中間処理、リサイクル費用の節約と
いう動機付けのみによっては、産業廃棄物の排出事業者に「バッズ」の発生・排出
抑制を推進させることは難しくなるのである。

なお、リサイクルの促進という観点からではあるが、この問題を克服しようとす
る試みとして評価することができる韓国の制度については、第３編第１章第２節第
２・４を参照されたい。
３ 廃棄物の管理＝廃棄物管理票の思想

廃棄物が排出事業者のもとから離れても、排出事業者から処理業者に、廃棄物の
内容・組成等に関する情報が正確に伝わり、逆に処理業者から排出事業者に、委託
された廃棄物が実際にどのように処理されたのかについての情報が正確に伝わる制
度を構築し、不適正処理・不法投棄を防止することが重要である。それが、廃棄物
の管理＝廃棄物管理票の思想である。

廃棄物処理法等で、産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度が設けられた。これ
は、排出事業者が、処理を委託した産業廃棄物の移動や、処理の状況を自ら確認す
るため、処理を委託する際は、産業廃棄物管理票（マニフェスト、複写式）を用意
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して、必要事項を記入し、廃棄物とともに収集運搬業者へ渡し、事業者名・処理場
所や、期限内に自らへ返送されているか等を確認して保管しなければならず、一定
期間内に自らに返送されない場合等に、排出した廃棄物の処理状況を確認するとと
もに、適切な措置をとらなければならない等という制度である（１２条５項等）。こ
のような制度も、情報非対称性を補正する試みと言えよう。

しかし、廃棄物管理票（マニフェスト）だけでは、その記載される情報量に限度
があることから、情報非対称性は十分に補えないし、現在は、大半が紙マニフェス
トであり、処理業者側が処理内容を偽装して排出事業者に虚偽の報告をする例が後
を絶たない（第３章第３節参照）。

第３節 排出者責任
排出者責任とは、廃棄物等を排出する者が、その適正なリサイクルや処理に関する責任

を負うべきであるとの原則・理念である。
循環基本法１１条１項は、廃棄物等の排出事業者が、自らの責任において、その排出した

物について適正な循環的な利用または処分をすべき責務を定めている。
また廃棄物処理法３条１項は、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自ら

の責任において適正に処理しなければならない。」と定め、同法１１条１項は、「事業者は、
その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。」と定める。

第４節 拡大生産者責任（Extended Producer Responsibility）
第１ 拡大生産者責任とは

拡大生産者責任とは、製品のライフサイクルを通じた環境への影響に対して、生産
者が責任を負わなければならないとする概念であり、製品廃棄物の処理等に関して、
従来の行政、生産者（事業者）、消費者の責任配分を変更して、生産者の責任を拡大
しようとするものである。１９９１年にドイツの容器包装リサイクル政令の制定を契機に、
ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）等で検討されるようになった。その特徴は、第一に、
地方自治体から生産者に、（物理的及び（または）財政的に、全体的または部分的に）
責任を転嫁すること、第二に、製品の設計において、環境に対する配慮を組み込むイ
ンセンティブを生産者に与えることである。

わが国では、環境基本法８条が、事業者が物の製造等の事業活動を行うにあたって、
その事業活動に係る製品等が、廃棄物となった場合にその適正な処理が図られること
となるように必要な措置を講ずることや、廃棄の際に環境への負荷の低減に資するよ
うに努めること、再生資源等の環境への負荷の低減に資する原材料等を利用するよう
努めること等を義務付けている。

また、循環基本法１１条３項も拡大生産者責任に関する規定ではあるが、この規定の
評価については第２編第２章第２節第４・第３節第４を参照されたい。

第２ 拡大生産者責任の原則の正当性
拡大生産者責任の原則が正当化されるのは、次の理由からである。
１ 「公共財論」から廃棄物処理費用の内部化への転換がなされるべきこと
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廃棄物処理法のもとでは、特に一般廃棄物の処理は市町村の事務とされ、公共の
費用で処理されてきた。その背景には、ごみ処理サービスを公共財の一つと考える
「公共財論」があると考えられる。すなわち、ごみ処理を市場メカニズムに委ねる
には、料金を支払うことなしにはごみ処理サービスが受けられない制度が作られな
ければならず、そのためには、不法投棄を監視するなどして、無料でごみを捨てる
ことができない状態にしなければならない。ところが、そのための費用は、市民が
支払うごみ収集料をおそらく上回ることになるので、経済的に考えた場合、ごみ処
理サービスは公共財の一つとして処理した方が望ましいというのである（植田和弘
「廃棄物とリサイクルの経済学」有斐閣８８頁）。また、廃棄物処理は、もともと公
衆衛生対策を中心に位置付けられてきたが、ごみ処理を市場メカニズムに委ねるこ
とにより不法投棄が増え、その結果、伝染病が蔓延すれば、その社会的損失はごみ
収集料を上回りかねないので、公共が処理費用を負担した方が、社会全体としての
コストは低くて済むとの判断に基づくとも考えられてきた。

しかし、それでは、廃棄物処理費用が排出者・関係者の負担とならないから、廃
棄物を多く排出しても、少なく排出しても費用負担は変わらず、廃棄物を多く出す
人と努力して少ししか出さない人との間で不公平・不公正である。また、廃棄物の
排出を抑制しようとのインセンティブ（動機付け）も働かない。

そこで、廃棄物処理費用を内部化する考え方は、廃棄物処理費用を廃棄物の発生
に関わる人たちの負担にし、廃棄物を多く出す人と少なく出す人との間で公平・公
正を図るとともに、廃棄物の排出抑制の動機付けを与え、その発生を抑制しようと
いうのである。
２ 生産者が責任を負うべきこと
()１ 生産者や消費者に対する動機付け

それでは、廃棄物の発生に関わる人たち、すなわち製品の生産者や消費者の中
で、誰がリサイクルや廃棄物処理の責任を負うべきであろうか。生産者責任の理
念は、第一次的に生産者がこの責任を負うべきであると考える。なぜなら、それ
によって、リサイクルや処理等がしにくく、環境負荷の大きな製品を作った生産
者には、その分、多くの費用負担がかかり、生産者は自らの負担を軽減するため、
再使用やリサイクルしやすい製品の開発に積極的に取り組むことが期待されるか
らである。

逆に、生産者がそのような責任、役割分担を担わない場合には、生産者はリサ
イクルしにくい製品や適正処理が困難な製品を作ろうと、間接的にしか不利益を
負担しない。たとえば、処理困難物について、生産者ではなく、これを購入・使
用した消費者に廃棄物処理の責任、費用を負担させる場合を考えてみたい。この
点、排出した物が処理困難物かどうかを排出段階でチェックすることが困難な場
合には、消費者には処理困難物を買い控えようとの動機付けが働きにくく、処理
困難物の消費は減らないことになる。生産者にも、生産者が製造した物がリサイ
クルや適正処理が困難であるとの情報は伝わりにくく、生産抑制にもつながらな
い。

そこで、生産者責任の理念に基づいて、生産者に引取り・回収責任、リサイク
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ル責任、適正処理責任等を課し、リサイクルや適正処理が困難な製品を生産者に
作らせないようにする制度が優れているのである。

生産者がこれらの責任を負うことによって、環境負荷の少ない製品を作る生産
者は、それだけリサイクル、処理費用の負担が軽くて済み、製品価格は低く抑え
られるから、その生産者は市場競争において優位に立つことになる。逆に、環境
負荷の大きな製品を製造する生産者は、その分だけリサイクル、処理費用の負担
が大きくなり、製品価格は高くならざるを得ないから、競争上、淘汰されていく
ことになる。これを消費者の側からみると、最終的にリサイクル、処理費用が製
品価格に転嫁されて、消費者が費用負担を負うことになれば、消費者には、環境
に負荷を与える商品を買わないことに対する動機付け（インセンティブ）が働く
ことになる。
()２ 生産者だからできること

さらに、生産者責任原則の妥当性の根拠としては、製品の原材料や設計方法等
を最もよく知り、これを決定できる立場にあるのは生産者だからであるというこ
とが挙げられる。生産者は、製品に投入する資源を節約することや、長寿命製品
を開発すること、生産に際して再生資源を使用すること、処理の過程で有害物質
が発生する物の生産をやめたり、抑制したりすること、処理の際に有害物質が発
生することや、処理が困難であることを表示すること等が可能であり、しかも比
較的容易である。
()３ 上流対策優越の原則

また、一般に、工場等の公害・環境保全対策として、工場等の出口・終末で処
理策（end―of―pipe―technology）をとるよりも、生産工程そのものを変更し、汚
染源となる物質を生産工程自体から排除する策（in―process―technology）の方
が優れ、後者の方がより有効で安価に環境負荷削減目標を達成できることが知ら
れている。この教訓は、社会システムにも妥当し、有害物質等が発生した後の段
階（川の流れにたとえると「下流」）ではなく、より早い、製品の設計や生産、
輸入の段階（「上流」）で対策を立てる方が、公害防止・環境保全策として有効で、
しかもその社会的費用、負担が少ないことを示唆していると考えられる（上流対
策優越の原則）。

そして、このことは、「上流」で製品の設計や生産等を担当する生産者に、環
境配慮設計（DfE）を徹底させ、製品を扱う経済主体間の連携を深めさせること
が、公害対策・環境負荷低減策として有効であるだけではなく、残余物からの資
源の分離・抽出を容易にさせて資源生産性を高め、環境保全・資源保全・社会的
費用削減の面からも有効であることを意味し、拡大生産者責任の正当性を裏付け
るものと言える（細田前掲文献２５７頁等参照）。
()４ 危険責任と報償責任の理念

さらに、廃棄物となって社会や環境に対して負荷・危険を及ぼす可能性のある
物を社会に排出する事業者が、製品の使用後についても責任を負うとすることは
危険責任の理念に合致し、また、製品生産等により利潤を得る立場にある生産者
が、同じく責任を負うとすることは報償責任の理念にも合致し、公平である。
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第３ 拡大生産者責任の具体的な内容
拡大生産者責任の具体的な内容として、次のものが考えられる。
()１ 繰り返して使用でき、技術的に長持ちし、使用後のリサイクルや、環境と調和

した処理に適した製品を開発・製造し流通させる責任
()２ 製品の生産に際して、再生資源を優先的に使用する責任
()３ 使用後のリサイクルや処理の過程で有害物質が発生する物については、生産や

使用の禁止、制限等に従う責任
()４ 製品や廃棄物を引き取り、リサイクルまたは処理する責任
()５ 表示責任（ア リサイクルや処理の際に環境に適うように、有害物質を含む製

品である旨表示する責任、イ 製品に、返却、再使用、リサイクルの可能性、義
務、ディポジット制度について表示する責任）

第４ 拡大生産者責任のわが国の法制度における現状
拡大生産者責任の理念が、環境基本法や循環基本法において謳われているにもかか

わらず、各種リサイクル法あるいは廃棄物処理法の中では骨抜きにされ、似て非なる
ものとなっていることは第２編で見たとおりである。

第２章 不法投棄等事案への緊急対策として行われ
るべき措置

第１節 はじめに
第１章では、発生抑制等を基本とする循環型社会の構築や、合理的な廃棄物処理を実現

するために必要となる製造・流通・消費段階からの物の管理のコントロールの強化（下流
＝廃棄段階を見据えて上流・中流段階の制度設計をするべきだという意味での広義の廃棄
物管理の必要性）等、あるべき廃棄物政策の基本理念を論じた。

そして、これらの理念を実現させるためには、廃棄物の発生抑制、リサイクルや有害物
質の管理等に関する規制の強化等が必要となり、その点については、後記の第３章第１節
や第２節等で、あるべき立法の姿について論及している。

ただ、それらを論ずる以前の問題として、まずは、第１編でいくつか取り上げたように、
わが国が直面する膨大な量・件数の不法投棄等事件をどのようにして解決するべきかとい
う問題（既存事案対策）を避けて通ることはできない。とりわけ、有害物質を含有する廃
棄物の不法投棄等により惹起される汚染拡散リスクの調査や、拡散防止措置を適正公平な
負担のもと、どのように実施していくべきかという点は、緊急の必要性の高い事柄である。

そこで、「理想（第１章）を実現するための立法論」を述べる前に、現に直面する不法
投棄等問題に関して特に講じられるべき対策論を、第２章として論じることとし、それを
踏まえて、第３章で前記の立法論を論ずることとする。ただ、本章で取り上げたテーマの
中にも立法論（法律の制定・改正によるのでなければ実現困難と見られる事柄）は多々含
まれており、それらは、対策論（行政等に対する既存法令の運用のあり方に対する提言）
と立法論（国会等に対する法律の制定・改正に関する提言）の双方を含んでいるものと理

第
２
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解されたい。

第２節 汚染拡散リスクの調査と汚染拡散防止措置
第１ 汚染拡散リスクの調査等の徹底とその必要性
１ 汚染拡散リスクの調査に関する現在の実情

環境省は、毎年、都道府県等の協力のもと、全国各地の産業廃棄物の不法投棄等
の状況調査を実施し公表しており、２０１０年５月に公表された調査結果によれば、２００８
年度末の時点で環境省に報告された不法投棄等の残存件数は２６７５件、残存量の合計
は１７２６万 t とされている。

ただ、この調査は、一般廃棄物を含まず、硫酸ピッチ事案、フェロシルト事案が
調査対象から除外されているほか（環境省ホームページ http : //www．env．go．jp
/press/press．php?serial=１２１２６）、他にも、未判明の事案や、住民等が被害を訴え
ながら都道府県等がこれを認めないため、前記データに含まれてない事案が相当数
存在する疑いがあるなどの問題がある。

また、この調査には、各現場の汚染拡散リスクの程度、あるべき原状回復等の手
法や必要な費用等といった被害の内容や解決等に関する具体的な情報までは含まれ
ていない。たとえば、①都道府県等が個々の事案において、実際にどのような調査
をしたのか、②その調査が現在の汚染調査に関する技術的水準等に照らして適正な
ものと言えるのか、③都道府県等は、個々の事案に対し、調査の結果を踏まえて汚
染の拡散防止や原状回復の実現のためにどのような対処をし、それにはどの程度の
公費を要したのか、④個々の事案で都道府県等が採り得た対応には、採用しなかっ
た選択肢も含め、どのようなものがあり、採用されなかった選択肢にはどの程度の
費用を要するのか、⑤個々の事案で、都道府県等が原状回復等の対応をとった時点
で、誰にどのような被害が生じていたか、また何らの対処もしなかった場合、どの
ような被害が生じ得るかなどといった点についてまで明らかにするものとはなって
いない。

とりわけ、この調査では、残存件数２６７５件のうち８６％相当の件数について、都道
府県等が「生活環境上の支障等が認められない」旨の報告をしているが（生活環境
上の支障の意義をどのように定義しているのか必ずしも明確ではないが、「汚染の
拡散の現実的危険が認められない」という意味で述べられているように思われる）、
都道府県等の判断が真に適正なものであるのか、その信頼の担保となるものが特段
ないため、疑義を挟む余地があると言わざるを得ない。

実際、判明した不法投棄等事件の中には、都道府県等がボーリング調査を実施す
るなどして、地中の有害物質を調査し、汚染拡散の有無をモニタリングするなどの
措置が講じられているものもあるが、他方で、都道府県等が十分な調査をしたもの
と判断した事案で汚染調査が十分ではないなどと住民が主張し、紛争になっている
例もある（福岡県筑紫野市事件や福岡県筑穂町事件が好例）。また、大量の廃棄物
が過去に埋め立てられた事実が判明しながら、地元行政の不熱心や風評被害を恐れ
る所有者の反対等によりボーリング調査等が行われず、汚染拡散を危惧する住民等
が当該調査を要求して紛争となっている事案も見られる（青森岩手県境事件でも、
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このような紛争が生じているエリアがある）。
２ 不十分な調査により生じ得る危険と調査徹底の必要性

仮に、これらの汚染拡散リスクの調査が十分になされていない事案や、リスクあ
るいは不法投棄等の事実自体が未判明の事案において、有害物質が流出し周辺地域
に汚染が拡散した場合には、大規模な土壌汚染、水質汚濁を惹起し、周辺地域を死
の世界に変えてしまうなど、回復困難で深刻な被害が生じる可能性がある。

米国では、１９７８年、その数十年前に有害物質が不法投棄された現場の周辺に居住
していた多数の住民に奇形児や流産等の出産異常、てんかん様の発作や呼吸器障害
等の健康被害が生じたため、数百世帯もの住民が移住を余儀なくされる事件（ラブ
キャナル事件）が生じている。有害物質を含有する廃棄物の不法投棄等が大規模に
行われた事件はわが国でも多数発覚しているが、これらの事件でも、廃棄物や汚染
土壌が適正に除去等されずに地中等に放置（埋立て等）された状態が続いた場合に
は、同様の事態が生じるおそれがないとは到底言えない。仮に、そのような事態が
生じた場合には、現場に放置された廃棄物だけでなく広範囲にわたった汚染土壌の
除去や汚染された地下水等の無害化処理に膨大な費用を要することが見込まれる。
それとともに、周辺住民や（現場が水源域に属する場合の）下流域の住民や企業等
に健康上、財産上の被害が生じることも考えられ、迅速に撤去等を行った場合に負
担する費用よりも、遥かに大きな負担・損害を発生させることになる。

このように、有害物質を含有する廃棄物の不法投棄等のため汚染が拡散すること
によって生じる被害は、不法投棄等により生じ得る被害の中で最も深刻かつ回復困
難なものであるから、その防止措置は優先的に実施されなければならない。それに
もかかわらず、現行の廃棄物処理法は、不法投棄等に伴う汚染拡散リスクの調査を
行うか否か、行うべき調査の程度等の判断は、もっぱら行政（不法投棄等が発生し
た土地を管轄する都道府県等）の裁量に委ね、都道府県等に何らの具体的義務も課
していないため、極めて不十分というべきである。

米国では、ラブキャナル事件を機に制定された CERCLA（スーパーファンド法）
により、連邦政府である環境保護庁（ＥＰＡ）が深刻な汚染箇所を登録、調査して
必要な浄化措置を自ら実施または命ずるものとなっている（第３編第３章第２節第
２参照）。このように、国の主導のもとで統一的な基準によって汚染拡散リスクの
調査がなされるべきであることは、都道府県等によるまちまちとした対応を防ぐ（住
民が全国的に同一の水準による調査を享受できるようにする）というだけでなく、
廃棄物の投棄地（被害地）の都道府県等にのみ調査等の負担を強いないようにする
という面からも望ましいものと言える。

以上から、一定以上の規模・内容の不法投棄等事案は、環境省が自らまたは被害
地を管轄する都道府県等を監督して汚染拡散リスクを調査すべきであり、相当の拡
散リスクが認められる場合には、直ちに必要な防止措置を講ずべきである。

第２ 具体的な汚染拡散リスク調査と拡散防止措置の実施プランに関する提言
以下、産業廃棄物の不法投棄等を中心に、汚染拡散リスクの調査や必要な対処に関

して導入されるべき制度等について提言する。

第２章 不法投棄等事案への緊急対策として行われるべき措置
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１ 基準・指針の策定
具体的な手法としては、たとえば、次のようなものが考えられる。
まず、環境省は、汚染拡散リスクの調査等に関する専門家、学識経験者、弁護士、

環境ＮＧＯ、汚染拡散リスクに直面する処分場等に関する住民運動に携わってきた
者等をメンバーとする有識者会議を設置し、その諮問のもとで、「不法投棄等の現
場における汚染拡散リスクに関する基準」を策定すべきである。これは、不法投棄
等が確認された場合に、最終解決をするまでの間、その現場をどうすべきかという
暫定的措置に関する指針となるものである。

したがって、当該基準では、①現場で行うべき調査の具体的な内容に加え、②そ
の結果（汚染拡散リスクの程度等）に応じて必要となる「当面行われるべき緊急措
置」の程度に関する区分（ランク付け）、③その区分（ランク）ごとに当面行われ
るべき具体的な汚染拡散防止措置、の三点が定められるべきである。

そして、①の調査に基づき汚染拡散リスクが高いと判定される事案については、
②でも最重要の区分に位置するものとし（たとえば「ランクＡ」と称する。）、③の
措置でも、「直ちに全量撤去等を実施すべきもの」と定めるべきである。また、前
記の基準により汚染拡散リスクの程度が高くはないと判定されるものは、その程度
に応じて「Ｂ、Ｃ、Ｄ」等のランク付けをし、それぞれ「直ちに全量撤去しなくと
も、速やかに遮水壁等の措置をせよ」とか「当面は遮水シートで覆えば足りる」な
どと、適切な汚染拡散防止措置を定めるべきである。

なお、このようなランク付けを行うにあたっては、現場に投棄された廃棄物に含
有される有害物質の質・量から推認される汚染拡散リスクの程度（狭義の汚染拡散
リスクとでもいうべきもの）だけではなく、周辺環境に影響を及ぼすその他の要素
（宅地等への隣接の程度、風評被害のおそれ、景観等を含む広義の汚染拡散リスク）
も、相当程度斟酌されるべきと考える。
２ 不法投棄等現場における前記基準に基づく調査の実施

そして、前記の基準に基づく不法投棄等事案への調査等は、以下のように行われ
るべきである。

まず、各都道府県等がこれまで調査をしてきた（とされる）不法投棄等事案につ
いては、直ちに、従前の都道府県等による調査内容にこの基準をあてはめる方法に
より、この基準に合致する調査がなされていたかを審査・検討する作業を行うべき
である。そして、必要な調査が行われていない場合や、この基準によればより厳重
な汚染拡散防止措置が講じられるべきであるにもかかわらず、それが講じられてい
ない場合には、直ちにこれを講ずべきである。

このようにして、都道府県等が認識している不法投棄等事案について、最終解決
に至るまでの間、当面必要な措置をとらせることを徹底すべきである。

また、当然のことであるが、前記の基準は、基準策定後に新たに不法投棄等が発
覚した場合にも、その現場に適用すべきものであり、この場合、直ちに前記の基準
に基づく汚染拡散リスクの調査やこれに基づく措置が講じられるべきである。

次に、この審査等を誰がどのようにして実施するかという点は、①環境省が、国
の予算を確保し、信頼できる調査機関に都道府県等の報告内容への審査を委託する
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方法、②都道府県等が、前記の基準・指針に基づいて自らの従前の調査結果を自己
検証して環境省に報告し、環境省がその結果の適否を審査する方法、の二種類が考
えられる。

米国の CERCLA（スーパーファンド法）は①の方法によったものと考えられ、
この方法の方がより客観的な審査が可能になるのではないかとも思われるが、国の
予算の確保等の理由で、②の方法にならざるを得ない場合には、都道府県等の行政
（環境担当部局）内部のみで検討するのではなく、前記のような専門家、住民等に
より組織される第三者機関を設置し、その審査を行うことを含めた形で検討がなさ
れるべきである。

なお、①の方法であれば、廃棄物処理法１３条の１２に基づく産業廃棄物適正処理推
進センター（として指定されている法人。現在であれば、財団法人産業廃棄物処理
事業振興財団。）を強化・拡充するのも一つの方法であるが、独占的に調査を受注さ
せるのではなく、競争原理を導入するのが望ましい。

また、必要な調査が適切になされているか、あるいはランク付け（汚染拡散リス
ク等の評価）が適正かなどについて争いが生じた場合は、被害地の住民や都道府県
等が国に対して不服申立てをし、公害等調整委員会または裁判所の判断を受けるこ
とができる制度の創設を検討すべきである。なお、被害地の住民等に高額な調査費
用の負担を強いることなく解決を図るという点では、国の費用で汚染調査が可能と
される公害等調整委員会の機能強化が必要というべきである。
３ 充実した汚染拡散リスク調査等を行うために必要な措置
()１ 有識者会議の委員等の選任に関する適正の確保

前記１及び２の手法によって迅速かつ適正な汚染拡散リスク調査や拡散防止措
置を徹底するためには、汚染拡散リスクの判定基準や措置の指針を定める有識者
会議、その審査を行う組織に、合理的で相当な内容の基準等の策定や審査を行う
ことができる人材を確保しなければならない。たとえば、現状より厳しい措置が
必要となることに伴って、国等が公費負担を抑制する目的で、あるいは負担増を
恐れる産業界等がこれを回避する目的で、基準の策定や審査の作業を骨抜きにし
ようとする挙に及ぼうとする場合には、これを阻止するに足りる措置を講じる必
要がある。

具体的には、基準等を策定する有識者会議の委員の選任の場合、たとえば、正
式に選任を行う前に、環境省が、あらかじめ、委員の選定基準や選任数、選任枠
等に関する案（たとえば、委員の定数は全部で１０名とし、各種の廃棄物に含有さ
れる有害物質による汚染拡散リスクに知見を有する学者や技術者等の識者を、廃
棄物や有害物質の類型ごとに１～２名程度、廃棄物問題に明るい行政法学者や弁
護士、都道府県等や産業界、処理業界、被害地住民等の意見を反映する立場の者
等を各１～２名程度とし、それぞれの委員に求められる資質等を明示するなど。）
を公表し、それに対し、日弁連を含む各種団体等が、定員や委員の選任基準等の
あり方、さらには候補者の自薦・他薦等も含む意見書を提出するなどして、それ
をもとに環境省が候補者案を公表し、さらに各種団体等が意見を述べ、それを踏
まえて正式に委員を選任するなどの方法が考えられる。また、委員（候補者）の

第２章 不法投棄等事案への緊急対策として行われるべき措置
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選定作業そのものを環境省以外の組織・機関が担うという方法も考えられる（こ
の場合、その組織等の判断の適正を担保する措置が別途必要という問題がある。）。

同様に、個別の不法投棄等事案の審査を行う機関についても、前記のような手
法を用いて、適正に審査の作業を行う能力・識見を有する者の確保に努めるべき
である。
()２ 未調査事案に対する対処

前記１、２で述べた審査は、すでに都道府県等が不法投棄等事案として認識し、
一定の調査を実施した事案について述べたものであるが、不法投棄等の問題が住
民や地元市町村等によって指摘されていながら、都道府県等が特段の調査を行わ
ず、環境省に不法投棄等事案として報告をしていない事案も見られる。このよう
な「環境省への報告すらなされていない未調査の不法投棄等事案」につき、迅速
かつ適正に汚染拡散リスクの調査を実施させる制度の構築も必要である。

この点については、第３章第４節や第６節で述べているとおり、市町村や住民
等が都道府県等に適正な調査権を行使するよう求める制度を導入すること等が考
えられるが、国も、廃棄物処理法２４条の３に基づき、自ら都道府県等の調査権を
積極的に行使する（または、これを交渉材料にして都道府県等に積極的な調査を
促す。）などの努力が必要というべきである。
()３ 調査の実効性を確保するための制度ないし運用

不法投棄等事案（その疑いのある例も含む。）の中には、土地の所有者等が不
法投棄等を実行した者の関係者であったり、直接的な関係はないとしても、不法
投棄等が発覚した際の風評被害を恐れるなどの事情から、土地の所有者等が、対
象土地における不法投棄等の有無や汚染拡散リスクの調査（立入り等）を拒絶し
たりするケースも見られる。

このような場合、都道府県等は、廃棄物処理法１９条に基づいて速やかに立入調
査を行うべきである。ただ、立入調査はそれ自体に強制力がない（裁判所の令状
により強制的に立入り等を行うことは認められていない）制度であり、調査拒否
に対する罰則（３０万円以下の罰金（廃棄物処理法３０条６号））を担保として、所
有者等に任意の協力（立入り等の容認）を求めることができるに留まるものとな
っている。そのため、不法投棄等の実行当事者（役員等を含む。）が土地の所有
者等となっている場合には、都道府県等も罰則の適用（告訴）を交渉材料として、
所有者等に対し積極的に立入調査に協力するよう求めやすいと言えるが、不法投
棄等に関与をしていない第三者に対しては、罰則を適用してまで調査への協力を
強いるのは困難（ないし不相当）である。したがって、第三者が立入りを拒絶し
た場合に立入調査を実施できない状況が生じている。

しかし、たとえば、「第三者が処理業者に処分場の用地を貸し、処理業者が数
年間、不法投棄等を行った後、第三者に土地を返還し、その後、長期間、第三者
が農地等として使用した後に、当該処理業者が当該土地で不法投棄等を行ってい
たことが発覚した場合」等は、第三者が風評被害を恐れてボーリング調査の拒否
等を続け、その結果、現場に潜む汚染物質が地下水等を通じて漏出して付近の河
川等を汚染するおそれもある。そのため、迅速かつ強制的に調査を実施できる法
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制度にも一定の必要性があるというべきである。この点、土壌汚染対策法３条な
いし５条に基づく調査命令の要件を満たす場合には、都道府県知事が調査命令等
を行い、これを拒否した場合に行政代執行を行う方法が考えられるが、この調査
命令等の要件は非常に厳格なものとされており、迅速な対処を要する場合に機能
し得るか疑問がある。そこで、緊急に調査を実施する必要があるときには、裁判
所の令状に基づき強制的に調査ができるようにするなど、適正手続に配慮しつつ、
必要な法整備を検討すべきである。また、このようなケースでは、公害調停を申
し立てて、公害等調整委員会に所有者等を説得してもらうなどして、調査が実施
できるようにすることが望ましいとも言えるので、公害調停手続の使い勝手をよ
りよいものにするための検討も必要である。

第３ 汚染拡散リスク調査等に関する費用負担のあり方
不法投棄等に基づく汚染拡散リスクの調査や汚染拡散防止措置は、それ自体、多額

の費用を要するものであるから、調査費用の負担に関する適正・公平の確保という点
も重要な課題というべきである。

とりわけ、①汚染拡散リスクの調査は通常、投棄地（被害地）の都道府県等により
行われるが、調査や必要となる汚染拡散防止措置の予算（県費）を確保できないこと
等から不十分な調査を行うおそれがあること、②汚染原因たる有害物質を含んだ廃棄
物は、不法投棄等がなされた都道府県等で製造・流通・排出されるのではなく、広域
移動を経て廃棄され、当該現場に投棄等されるのが通例である。したがって、不法投
棄等された廃棄物に対する対処（汚染拡散リスクへの対処のみならず、原状回復等も
含めた全般）は、投棄地（被害地）の都道府県等にのみ委ねる（強いる）のではなく、
廃棄された物の製造・消費・排出に関与した企業等やその企業等の活動等を通じて受
益をした地域（都道府県等）等も応分の負担をすべきである。

具体的には、第３節で述べるのと同様、汚染拡散リスクの調査及び防止措置の費用
についても、個々の事案で不法投棄等された廃棄物の製造・流通・消費・排出に関与
した事業者に対し、協力に対する一定の優遇措置を伴う基金制度を導入ないし強化す
ることで、当該廃棄物に関与した事業者による費用負担を図るべきである。また、そ
れらによっても賄いきれない部分（公費負担を余儀なくされた部分）については、国、
投棄地（被害地）の都道府県等に加え、当該廃棄物の処理に関与した処理業者等を監
督すべき責任を負っていた都道府県等や当該廃棄物の製造・流通・消費の過程で税収
等の利益を得た都道府県等にも、応分の負担をさせるべきである。

これにより、被害地自治体のみに負担が偏ったり、当該廃棄物に何らの関与も受益
もない一般の住民・国民に税金として負担が転嫁されたりする不公平を回避すること
ができる。そして、これを実現するためには、特別措置法の制定も含め、国（環境省）
が主導ないし積極的な関与をしていくことが必要と考える。

第３節 原状回復（撤去等）の実現と費用負担のあり方について
第１ 原状回復のあり方と公費以外の方法による費用の確保
１ すべての事案で、全量撤去を基本とする原状回復がなされるべきこと
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第２節では、不法投棄等事案に対し、緊急的に行われるべき対策（汚染拡散リス
クの調査とリスクの発生回避のための拡散防止措置）について述べたが、不法投棄
等事案に対して行われるべき措置は、これで足りるものではない。

そもそも、それら事案で行われた不法投棄等は、すべて措置命令によって廃棄物
及び汚染土壌等の全部が撤去されるべき性質のものである。たしかに、それらの撤
去は、第一次的には実行者が行うべきであり、実行者に廃棄物処理を委託した者（排
出事業者）に一定の落ち度がある場合に、その者が二次的責任を負うべきで、かか
る負担を公費に転嫁させるのは筋違いであるということはできる。しかし、だから
といって、これを放置することは、それに伴って生じる環境上のリスクを将来の世
代に転嫁することにほかならず、公費負担の回避は実行者等の責任を強化する必要
性を基礎付けるものではあっても、あるべき原状回復を否定する論理にはなり得な
いというべきである。

環境基本法は、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受
し、人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるよう適切に環境の保
全を図っていくべき旨を定めるとともに（３条）、かかる基本理念に則り、国及び
地方公共団体は、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し実施すべき
旨を定めている（６条、７条）。そのことに照らせば、すべての廃棄物は適正な基
準に基づいて中間処理され再生利用または最終処分（埋立て）されるべきであり、
このような適正な処理を施さずに不法投棄等がなされた事案に対しては、汚染土壌
も含め、すべて全量撤去を基本とする原状回復が図られるのが本来の姿というべき
である。

この点、有害性を伴わない廃棄物は撤去不要との見解もあるが、前記の見地から、
廃棄物が適正処理されずに不法投棄等されていれば、そのこと自体によって生活環
境の保全上の支障が生じているというべきであるから、有害物質を含有しない廃棄
物であっても、同様に全量を撤去し適正処理等を行うのがあるべき姿というべきで
ある。

なお、「全量撤去は、搬出先の処理施設への汚染リスクの移転・転嫁になるので
回避すべきだ」との主張もあるが、搬入先の処理施設で汚染リスクを生じさせない
適正な中間処理が施されたうえで埋立て等がなされるのであれば、搬出先の処理施
設の周辺住民にリスクが転嫁されるという事態は生じないし、そのような理由で全
量撤去をすべきでない（封じ込めに留めよ）という主張は、不法投棄等の被害地に
すでに生じた被害や今後危惧されるリスクを受忍せよと言うに等しく、適切ではな
い。もちろん、搬出先の処理施設の周辺住民がリスクの転嫁を危惧する例も見られ
るが、そのような事情は、全量撤去を否定する根拠になるものではなく、①撤去事
業の主体である行政が、周辺住民に対し、廃棄物処理の適正を徹底している旨の説
明等を丁寧に行うべきこと、②このように被害地の住民と搬出先の住民とが争うよ
うな事態にならないためにも、第３章で述べる不法投棄等の未然防止や責任追及の
徹底のための諸制度が必要であること、の根拠になるものと理解すべきである。
２ 封じ込め等の処理が横行する現実について

ただ、現実に、わが国で生じた不法投棄等事案では、（硫酸ピッチの不法投棄事
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件のような極端に有害性が高い事案を除き）全量撤去を基本とする原状回復がなさ
れることは稀で、大規模事件でこれが実施されているのは、香川県・豊島事件と青
森岩手県境事件の二件のみとなっている。

この原因は、①現在の法制度では、不法投棄等事件、特に処理業者による大規模
な事件では、実行者である処理業者が倒産して原状回復等を履行する能力がない一
方、処理委託者たる排出事業者には法的責任を追及するのが困難であること、②国
や産業界の支援を定めた現行法の制度（後記３の産廃特措法や原状回復基金）も、
財源不足のため現実には十分に機能しておらず、全量撤去はおろか封じ込めを前提
とする汚染拡散防止措置ですら、これを被害地自治体が行おうとすれば、巨額の自
己負担が避けられないこと、の二点が挙げられる。

しかし、現地封じ込め等により廃棄物を未処理のままで現地に残す手法には、や
がて、廃棄物に含有され、または化学変化により発生した有害物質の汚染が拡散し、
第２節第１・２で述べた深刻な事態が発生するおそれが皆無とは言えず、後の世代
に重大な環境汚染のリスクを強いることになる。

したがって、最低限、適正に汚染拡散リスクの調査を行い、汚染の拡散を防止で
きる十分な措置を講ずるに足る費用（公費）は、他の政策課題を差し置いても確保
されるべきである。また、すべての不法投棄等事案で全量撤去を基本とする原状回
復を実施するに足る費用も、後記３で述べる手法等により確保することで、国や都
道府県等は、あるべき原状回復の実現に努めるべきである。

このようにして、第２節で述べたスキームによって封じ込めや一部撤去による汚
染拡散防止措置を講じた事案でも、それは予算不足による暫定措置と位置付け、後
記３の手法を用いるなどして予算を確保でき次第、改めて全量撤去を基本とする原
状回復を図っていくべきである。そのためにも、適正公平な費用負担のルールを確
立し、これを実施していくべきである。

なお、このように、現行法のスキームで、あるべき原状回復を実現しようとすれ
ば巨額の公費負担が避けられない（それどころか、汚染拡散リスクの調査や防止措
置にすら巨額の公費負担を要する）という事実は、本章や第３章等で論ずる新たな
制度の導入の必要性を裏付けるものというべきである。

実際、後記第３章で詳述されているような廃棄物の発生抑制等や不法投棄等の防
止、違反行為者への責任追及、原因当事者による費用負担を徹底するための法制度
が完備されさえすれば、公費の負担をほとんど要さずに、発覚した不法投棄等につ
き、違反行為者に対して全量撤去等の措置命令を発令し、これを履行させる（そも
そも、違反行為の量等も劇的に減少する）ことができると言える。

それゆえにこそ、後記第３章で詳述する各制度の導入が焦眉の急というべきであ
る。
３ 現行制度を前提とする原状回復費用の確保と展望
()１ 原状回復を実現するための現在の法制度

現在の法制度では、産業廃棄物の不法投棄等に対する原状回復（生活環境上の
支障除去を目的とする行政代執行（廃棄物処理法１９条の８））は、被害地の都道
府県等が実施すべきものとされているが、費用の一部について国等から支援を受
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けることができ、支援の内容は、不法投棄等の時期によって異なるとされている。
具体的には、１９９８年６月以前に行われた不法投棄等事案では、２００３年に制定さ

れた産廃特措法に基づき、都道府県等が同法に定める国の支援を受けて原状回復
を行うものとされ、この場合の費用負担（支援の程度）は、廃棄物の有害性の程
度により補助割合は異なるが、国が総費用の６割程度の金額を補助するものとさ
れている。

他方、１９９８年６月以後に行われた不法投棄等事案では、都道府県等が、国や産
業界の拠出に基づく適正処理推進センターの原状回復基金（廃棄物処理法１３条の
１５）の支援を受けて原状回復を行うものとされた。この場合の費用負担は、都道
府県等が総費用の２５％、国の補助金が２５％、産業界の出捐による基金が５０％の割
合になるものとされている。
()２ 法の理想と現実の乖離

ただし、現実には、産廃特措法のスキームも、原状回復基金のスキームも、い
ずれも国費（国の補助金）や産業界の出捐する額が、現実の需要（各不法投棄等
事案で全量撤去を基本とする原状回復を行うため必要となる費用）には遠く及ば
ないものとなっている。

すなわち、産廃特措法は、香川県・豊島事件と青森岩手県境事件を契機に制定
され、１０年以内に国内の大規模事件の全部を解決することを目指したが、当初に
確保された予算が１０００億円に留まったため、香川県・豊島事件と青森岩手県境事
件だけで、この予算の相当部分の拠出を要する事態となった。そのうえ、制定後
間もなく行われた「三位一体改革」で都道府県等に支援する補助金の確保が困難
になり、基金の補填・増大等が図られなかったため、その後に申請された事件に
巨額の費用を国が支援することが困難な事態となっている。２０１０年７月現在、産
廃特措法が適用された事案は計１２件だが、香川県・豊島事件と青森岩手県境事件
以外の１０件のほとんどは現地封じ込め（少数ながら一部撤去を含むものもある。）
による汚染拡散防止措置を施すに留まっている。環境省は明言を避けているもの
の、予算不足のために全量撤去等の要望に応じることができなくなったことによ
るものであることは、想像に難くない。

また、適正処理推進センターの原状回復基金に至っては、環境省が公表した資
料によれば、１９９８年度から２００６年度までの９年間で４０億円程度の基金が造成され
たに留まり、また、この間に原状回復（支障除去）のため活用された金額は２６億
円程度に留まっている。

全量撤去を基本とする原状回復の計画が策定されて実施されている事案が、香
川県・豊島事件と青森岩手県境事件の二件に留まっている主たる原因が、このよ
うな財源不足の問題にあることは明白であり、産廃特措法にせよ適正処理推進セ
ンターの原状回復基金にせよ、その強化拡充は焦眉の急と言うべきである。
()３ 産廃特措法の強化拡充（公費以外の費用の捻出）

まず、産廃特措法は、２０１２年までの時限立法であるが、同法施行後１０年近くを
経過したものの、同法の目的である「１９９８年６月以前に行われた不法投棄等事案
の適正解決」はまったく図られていない（せいぜい前記の二事件でしか実現され
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ていない）というべきである。よって、同法を延長するとともに、より多額の予
算を拠出できるよう、国にはさらなる尽力が必要というべきである。

この点、米国の CERCLA（スーパーファンド法）は、施行後間もなく８５億ド
ル（便宜上１ドル１００円計算で８５００億円）もの基金を用意したのに対し（第３編
第３章第２節第３参照）、産廃特措法の予算１０００億円にせよ適正処理推進センター
の原状回復基金４０億円にせよ、あまりにも低水準と言わざるを得ない。汚染拡散
のリスクを放置して現実に汚染が広範囲に生じた場合には、国が負担を余儀なく
される費用はこれをはるかに上回るおそれが高いというべきであるから、リスク
の高い事案では、優先的に費用を確保し、全量撤去を基本とする相当な措置が講
じられなければならない。

よって、国は、産廃特措法を延長するとともに、同法に基づく不法投棄等事案
対策（汚染拡散リスク調査、防止措置及び原状回復）の費用として、最低でも現
行産廃特措法の数倍以上の予算を確保すべきである。

また、国のみに負担を強いるのではなく、個々の不法投棄等事案で排出された
廃棄物に関し、生産・流通・消費・廃棄までの過程に関与した事業者やこれらが
関係する業界等に対し、任意に費用負担を求めていくという趣旨での基金制度も
拡充すべきである。これら事業者には、拡大生産者責任や汚染者負担原則に照ら
し、公費を通じて負担を強いられる無関係な第三者よりも潜在的な責任があると
いうべきであるから、措置命令の要件を満たさず廃棄物処理法に基づく法的責任
を追及することができない場合でも、これらの事業者に費用負担を求める手法を
導入すべきである。たとえば、不法投棄等事案において、廃棄物を大量に排出し
た事業者や有害性の高い物質を不法投棄等された事業者に対して、都道府県等が、
税法等による相当の優遇措置と引換えとするなどして、任意の費用拠出を勧告す
るなどの手段が考えられるところである。
()４ 原状回復基金の強化拡充（公費以外の費用の捻出）

産廃特措法と同様に、廃棄物処理法１３条の１５に基づく原状回復基金の強化拡充
も早急に行われるべきである。具体的には、①第２節で述べた汚染拡散リスク調
査を実施する際、拡散防止措置とともに、原状回復に必要な費用を見積もる、す
なわち同基金の対象となる１９９８年６月以後に行われた不法投棄等事案について、
全量撤去を基本とする原状回復を行うため必要となる総費用を試算し、②そのう
えで、これを確保するために、産業界等からどのようにして基金を拠出させてい
くか（税法等の優遇により基金出捐を促す手法等が考えられる。）を総合的に検
討し、実現可能なものは速やかに実施すべきである。

第２ 公費負担の公平性の確保
１ 被害地（都道府県等）の事件における関与の程度に応じた補助割合の算定

現在の産廃特措法の運用では、公費による原状回復等の費用負担については、事
案により若干の前後はあるものの、事業主体たる都道府県等（被害地）がおおむね
４割、国が６割程度の分担という形になっている。しかし、不法投棄等の発生や拡
大に対する被害地都道府県等の帰責性の程度（原因者側に対する監督義務の懈怠の
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程度）は事案によって相当に異なるほか、その他の斟酌要素（処理業者による不法
投棄等の場合には、その処理業者の活動により納税等の受益があったかなど。）等
も事案により異なるから、一律に前記の比率で国と都道府県等との負担割合を決す
るのは、適正・公平とは言えない。

環境省は、産廃特措法に基づく環境大臣の同意の条件として、被害地の都道府県
等に対し、従前の行政対応を厳しく検証するよう求めているが、国がその検証結果
等を負担割合の決定に斟酌しているわけではなく、当該都道府県等の従前の対応に
問題があったか否かは、産廃特措法に基づく支援の金額等を定めるにあたっては、
何ら影響するものとはされていない。

しかし、「不法投棄等を防止しようと懸命に努力を重ねたが、業者が巧妙であっ
たり現場が山中にある等、迅速な監督権の行使を困難とするやむを得ない事情があ
ったり、結果として被害を防ぐことができなかった都道府県等」と、「そのような
努力をせず、住民等の通報にも耳を傾けず、長年にわたり立入調査や措置命令等の
監督権行使を怠った結果、膨大な不法投棄等が累積していくのを放置し続けた都道
府県等」が、同一の割合で国から支援を受けるというのは、正義公平の観点からし
て多大な疑問を抱かざるを得ない。同様に、不法投棄等の発生した被害自治体（都
道府県等）が、他方で実行者たる処理業者等の活動により相当額の税収入等の利益
を受けていれば、少なくともその受益の限度では、原状回復の費用を自ら負担して
いくべきと言いやすいが、県境を越えて不法投棄等がなされる場合のように、被害
自治体が実行者側から特段の受益も得ていない場合には、その自治体が原状回復の
費用負担を強いられるのは酷な面が大きいと言える。

このような面に照らし、環境省は、産廃特措法に基づき原状回復計画の実施主体
である都道府県等（被害自治体）に対する支援の割合を定めるにあたって、当該都
道府県等の事件に対する帰責性や事件発覚までに実行者等から受けた利益の程度等
を総合的に斟酌して、都道府県等の負担割合を定めるよう改めるべきである。もし、
現在の法制ではそのような柔軟な決定ができないということであれば、その点を明
確にする趣旨の法改正をすべきである。
２ 被害地以外の都道府県等による費用負担

また、Ａ県の許可を受けた中間処理業者等が、Ｂ県で不法投棄等に及ぶ事例が見
られるが、この場合に、Ａ県に当該業者に対する監督義務の懈怠や当該業者の活動
による税収入等の受益があるときには、Ｂ県のみが費用を負担しＡ県が負担を免れ
るというのは、社会正義の観点から不相当かつ不公平である。

そこで、廃棄物の数量、被害や必要な原状回復等の費用の程度、処理業者の違法
行為の内容や程度、それらに対する都道府県等の関与・責任の内容や程度、業者の
活動によって受けた受益の程度等に照らし、Ａ県にも相当の費用を負担させる法制
度（責任分担を目的とする特別措置法の制定）が必要というべきである。

また、これと同様に、排出事業者の所在地の都道府県等も、委託行為の内容や排
出量、排出事業者の活動による税収入、その他の受益の程度等に応じて、一定の費
用負担を定めるべきである。さらには、拡大生産者責任（及びそれを前提とする報
償責任）の見地から、排出事業者に限らず、当該廃棄物に関して製造・流通・消費・
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廃棄に関与した事業者から税収入等の形で利益を得た都道府県等も、事業者の活動
による税収入その他の受益の程度等に応じて、一定の費用を負担する仕組みを構築
すべきである。これらを通じて、「被害地の住民が、不法投棄等された廃棄物の製
造から廃棄までの段階に関して特段の受益がないにもかかわらず、原状回復の負担
を押し付けられる」という事態を回避し、かかる受益がある当事者らの合理的な分
担によって原状回復等を図ることが、一応可能になると言えるのである。

そして、これらの費用負担に関して争いが生じた場合には、公害等調整委員会ま
たは裁判所が相当な負担割合を定めることができる制度の創設が検討されるべきで
ある。

第３ その他（原状回復等の手法等に関する事例の収集・蓄積）
産廃特措法の制定や適正処理推進センターの設置等を受けて、すでに汚染拡散防止

や撤去等の作業が進められている不法投棄等事件が複数あるが、全量撤去であれ現地
封じ込めであれ、その具体的な作業の内容は事案により相当に異なっているとともに、
大概の事案で、具体的な作業内容について論点や問題が生じている。

たとえば、香川県・豊島事件では、産廃特措法の期限内に撤去作業が終了しないお
それがあると言われている。その原因としては、廃棄物の性状が当初の見通しと異な
り、より手間のかかるものであったことが判明したことや、焼却処理のため建設した
溶融炉に頻繁に故障が生じたこと等が指摘されており、こうした点（いわば失敗談）
は、今後、他の事案で現地の調査や撤去等の計画を立案するにあたり、参照されるべ
き面が大きい。

環境省は、全国各地で行われている不法投棄等事案に関して問題となった各種の論
点、具体的には、①廃棄物の性状や汚染拡散リスクの調査、②汚染拡散防止措置や撤
去等における作業のあり方、③関係当事者の責任追及その他費用負担のあり方、④住
民等への説明や合意形成のあり方等について生じた問題等を調査し、これらを整理し
たデータを都道府県等や住民等に開示し、経験を共有できるものとすることで、その
後に発覚した事案等で、より良い原状回復作業等が図られるよう努めていくべきであ
る。

第４節 関係当事者への責任追及のあり方について
第１ はじめに

不法投棄等が行われた事案では、第２節に述べたように、迅速に汚染拡散リスクの
調査や拡散防止の措置を講ずるとともに、第３節で述べたように、最終的には全量撤
去を基本とする原状回復を適正・公平な費用負担のもとで図っていくべきであるが、
それとともに、法律上、原状回復等の責任を負うべき関係当事者に対して徹底的に責
任追及を行うことが、前提として必要不可欠である。

国（環境省）も、２００１年５月１５日付け「行政処分の指針について（通知）」という
文書（地方自治法２４５条の４に基づく「技術的な助言」に該当する。）を全都道府県等
に送付し、廃棄物行政に関して都道府県等が有する監督権の行使のあり方について、
これを積極的に行使し、不法投棄等を防止するよう尽力することを求め、さらに、２００５
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年８月１２日付けで、前記通知の改訂増補版にあたる通知を全都道府県等に送付し、よ
り一層充実した監督権の行使を励行している。

また、環境省は、産廃特措法の運用にあたっても、国の補助を申請する都道府県等
が、法律上の責任を負うべき関係当事者に対し、可能な限り責任追及を行うべき（原
状回復計画に対する大臣同意の要件となり得る）ことを運用指針として定めている。

この点、実際に多数の事案で都道府県等により措置命令等が発令され、一定の努力
がなされているところではあるが、不法投棄等の実行者（処理業者等）が現に不法投
棄等を行っている時期に発令せず、事件が公に露見し、実行者が倒産して履行能力の
全部ないし大半を失った時点でようやく発令されるなど、効果的な対策がとられない
ことが少なくない。前記の環境省の通知にしても、そのような通知（いわば監督権の
「公式運用マニュアル」とでもいうべきもの。）を全都道府県等に送付せざるを得な
いこと自体が、現実の監督権行使が十分なものではなかった（と環境省が認識してい
る）ことの裏返しと言える。

そこで、本節では、関係当事者の責任追及に関して現時点で採り得る制度を再確認
するとともに、その運用等に関する問題点について論及する。なお、立法的な手当が
必要となる論点が多々あるが、それについては第３章第３節及び第５節で論及してい
るので参照されたい。

第２ 原因当事者（不法投棄等の実行者・企業）への責任追及
１ 現行法制下で都道府県等（監督行政）が執り得る手段
()１ 不法投棄等事件の原因当事者への責任追及手段

廃棄物処理法は、不法投棄や違法焼却の禁止を定め（１６条、１６条の２）、違反
者に刑罰（行為者個人は５年以下または１０００万円以下の罰金。法人は１億円以下
の罰金の併科。２５条１項１４号等、３２条。なお、２０１０年改正で法人の罰金は上限３
億円に引上げ。）を科している。

また、廃棄物処理法は、法定の処理基準に適合しない廃棄物の処分（不適正処
理）が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、または生ずるおそ
れがあると認められるときには、都道府県等（知事等）は、処分者等に対して、
支障除去の措置（原状回復）を命ずることができるとしている（一般廃棄物につ
き１９条の４、産業廃棄物につき１９条の５。ここでは主に産業廃棄物を対象として
論ずる関係で、以下では１９条の５のみを取り上げることとする）。

なお、廃棄物処理法１９条の５は、実行者（処分者）に対する措置命令と、実行
者に処理委託をした排出事業者に対する措置命令の双方を含めた規定となってお
り、規定の内容が複雑でわかりにくい面がある。参考までに、同条に基づき措置
命令の対象となる「処分者等」を整理すると、次のようになっており、①が実行
者の責任、②と③は主に委託排出事業者の責任、④は、①～③の加担者の責任と
いうことができる（廃棄物処理法規研究会編「わかりやすい廃棄物処理法の手引」
（新日本法規出版）１１１７頁）。
① 産業廃棄物処理基準（同法１２条、同法施行令６条等を参照）に適合しない処

分を行った者（同法１９条の５第１項１号）
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② 産業廃棄物処理委託基準（同法１２条３項及び４項、１４条１４項等）に反する委
託により不適正処分が行われた場合における当該委託をした者（同法１９条の５
第１項２号）

③ 不適正処分がされた産業廃棄物（中間処理物を含む）に係る管理票について、
法令が定める義務（同法１２条の３、１２条の４、１２条の５）に違反した者（同法
１９条の５第１項３号）

④ ①から③までに掲げる者に対し当該違反行為を要求、依頼、教唆、幇助等を
行った者（同法１９条の５第１項４号）
そして、廃棄物処理法１９条の５の運用については、環境省の前記２００５年８月１２

日付け通知に、詳細に要件の解釈や運用の指針が記載されており、都道府県等は、
これらを参照して適正かつ迅速に措置命令を発令し、極力、実行者に自ら原状回
復を行わせるよう徹底すべきである。

なお、原因当事者が現在も操業中の処理業者であれば、処理業の事業停止や許
可取消し（廃棄物処理法１４条の３、１４条の３の２）、処理施設の使用停止及び設
置許可の取消し等（同法１５条の２の６、１５条の３）、報告徴収（同法１８条１項）
や立入検査（同法１９条１項）、改善命令（同法１９条の３）等も、責任追及（及び
さらなる不法投棄等の防止）のため、有効な手段となり得るところであり、これ
らについても、前記通知等を参照して積極的な権限行使が求められるところであ
る。
()２ 役員等の個人責任

事業者により不法投棄等がなされた場合、その事業者（企業・法人）だけでな
く、現に不法投棄等を実行した従業員等や、これを指揮した役員等も原状回復の
責任を負うべきである。この点、前記()１の措置命令の対象となる「処分を行った
者」には、不適正処分を行った個人やその者が属する法人だけでなく、これを指
示、黙認その他の積極的・消極的関与をした事業主・役員もすべて含むものと解
されている（前記２００５年８月１２日付け通知）。とりわけ、公費の負担により原状
回復を行わざるを得ない場合には、納税者の理解を得るためにも、法的責任を認
め得る関係当事者は可能な限り責任追及を徹底すべきであるから、不法投棄等に
関係した個人への責任追及を徹底して行うべきである。
()３ その他の関係者・加担者

前記()１とおり、不法投棄等を教唆・加担した者に対しては、廃棄物処理法１９条
の５第１項４号に基づく措置命令の発令が可能であり、たとえば、暴力団関係者
等が事件の背後で不法投棄等に加担した場合等に適用することが期待されている。

ただ、「不法投棄等事件の背後で、実行者（の不法投棄等を含む操業）によっ
て利益を受ける者」は、暴力団関係者のような「絵に描いたような悪者」ばかり
ではない。公費＝税負担を強いられる無関係の住民・国民よりは、少なくとも道
義的に見て、原状回復のためにより多くの負担に任ずべきと言える立場の者が、
何らかの形で実行者の操業に関与し、受益をしているケースが多々見られるので
ある。たとえば、不法投棄等を行った処理業者に多額の融資をした金融機関が、
その業者が不法投棄等を実行していた際、業者に多額の収益が生じて貸付けの返
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済を受け、高額な利息収入を得た場合には、かかる金融機関は、住民・国民に原
状回復のため多額の税負担を強いた悪質な処理業者の操業により多額の収益を受
けた者と言えるので、このような場合には、当該金融機関が得た収益を一定程度、
原状回復の費用として拠出させることが望ましいと言える。

ただ、このような措置を実現するための法制度はわが国にはなく、現時点でこ
れを実現しようとすれば、任意の協力を求めるほかはない。具体的には、前記の
ような事情がある場合には、都道府県等が「不法投棄等の実行者の操業から相応
の利益を得た者」に対し、得た利益の金額や関与の程度等に応じて、原状回復費
用として一定額を拠出するよう求め、任意の拠出を促すのが、精一杯の措置と思
われる。米国では CERCLA（スーパーファンド法）が制定された際、不法投棄
等の実行者（汚染を生じたさせた事業者）に融資をした金融機関が、原状回復の
連帯責任を負う「潜在的責任当事者」に該当するのではないかと主張され、激し
い法廷闘争がなされたが、現在では消極的に考える方向で事態が沈静化している
とのことである。解釈論としても立法論としても、広範囲に「原因企業に関与し
た金融機関その他の企業」の法的責任を認めていくのは容易ではないと思われる。
しかし、何も対処がなされない場合には、それだけ物言わぬ一般の納税者や将来
の世代に負担が転嫁されることとなるのであるから、少しでも負担の転嫁を回避
するため、都道府県等は、原因者（実行者）の行為に関与した当事者に金員等が
流出した事実がないか、不法投棄等がされるのを知りながら加担した事実がない
か等、徹底的に事実究明を図るべきである。また、都道府県等の行政担当者のみ
ではそのような調査が困難ということであれば、後記２のように、国が一定の支
援をするなどの措置が必要というべきである。
()４ 責任当事者（債務者）に対する資産保全措置

青森岩手県境事件では、岩手県が、公費による原状回復を見越して、処理業者
に対する求償権を保全するため、裁判所に仮差押えを申し立てて認容されている
が、このような取組みは、役員等の個人責任の追及（のための仮差押え）も含め、
早期かつ積極的に行われるべきである。

また、暴力団等が関与して行われる悪質な不法投棄等事件は、「組織的な犯罪
の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」（以下「組織的犯罪処罰法」という。）
の適用の対象になるところ、同法は没収保全命令（２２条以下）により犯罪収益を
没収することができるとされている（同法２条２項１号、別表４２号。ただし、同
号で引用する廃棄物処理法の罰条は直近の改正以前の旧規定となっており、対処
を要すると思われる。）。この種の不法投棄等事件は警察の摘発により公になるこ
とが多いが、警察は、単に捜索・差押えや被疑者の逮捕を行うだけでなく、環境
行政当局とも連携して、没収保全命令を活用し、暴力団等、背後の巨悪に流出し
た金員の没収を図るべきである。ただ、没収した犯罪収益を原状回復費用として
拠出するための制度が設けられていないため、その点に関する法改正が必要であ
る（後記第３章第５節第１参照）。

２ 措置命令が迅速に行われてこなかった原因とその克服に関する提言
()１ 不法投棄等の相当部分は処理業者によるものが占めているが、処理業者に対す
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る措置命令については、従前、「都道府県等は、住民等の通報等から違法操業の
事実（の端緒）を把握していながら、長期間放置し、または表層的な行政指導や
改善命令等でお茶を濁したため、その間に不法投棄等が進行し、事態が悪化した
例が後を絶たない」という指摘が多くなされてきた。そして、都道府県等が処理
業者に対する措置命令を忌避（断念または先送り）し続けた理由として、次の点
が挙げられることが多い。
① 「措置命令を受けた業者が履行しない場合、行政代執行を余儀なくされるこ

とが通例であり、その場合、自治体に公費負担が生じ、自治体内部（首長・議
会等）や住民の理解を得るのが難しい」との理由で、命令の発令を忌避する。

② 措置命令の担当者が、首長等の上司に措置命令の発令の了解を受けるため、
説明資料の作成や説明の作業に膨大な労力を要すること等、決裁の手間あるい
は人員や労力の不足を理由に、命令の発令を忌避する。とりわけ、廃棄物行政
では違法操業を行う業者への指導監督は非日常業務であり、担当者の頻繁な異
動等の事情もあってノウハウが蓄積されない。

③ 「措置命令の発令後に代執行を余儀なくされると、原因者が違法行為を行っ
た当時における自庁の担当者による監督権の行使が不十分であったとして、当
時の担当者の責任問題に発展することが少なくないので、そのような問題が生
じるのを回避したい」との理由で、命令の発令を忌避する。

④ 原因者たる業者側が暴力的な対応をしたり、業者の背後に暴力団・えせ同和
等の民事介入暴力が存在したりすることにより、命令の発令を忌避する。

⑤ 地方議会議員等の有力者が原因者たる業者側に厳しい対応をしないよう要請
した（圧力をかけた）ため、命令の発令を忌避する。

()２ しかし、これらの理由は、いずれも迅速かつ適正な措置命令の発令を躊躇する
ことを正当化する理由にはならないものであり、そのような弊害があるのであれ
ば、これを克服する努力が、都道府県等（ひいては住民等も含め）に求められる
というべきである。

具体的には、①～③への対策として、国（環境省あるいは総務省行政管理局等）
や各都道府県等が過去の実例を調査し、迅速に権限行使をしていくべき事案では、
()ア行政手続の簡素化、()イ外部の第三者による支援、()ウ担当者の在職年数を増やす
など、ノウハウの蓄積等に必要な措置を講ずべきである。とりわけ、第三者の支
援については、現在、産業廃棄物処理振興財団が、環境省の委託により、現場調
査の技術的専門家や弁護士等による専門家チームを組織し、自治体の要請に応じ
て派遣する取組みを行っているが、これを強化拡充すべきである。また、第３章
第６節で述べるように、廃棄物行政の意思決定過程等に対する住民参加の機会も
高めていくべきである。

一方、④及び⑤は、行政の意思決定を歪めようとする不正違法な圧力への対処
の問題であるから、近時行われているように、警察から廃棄物犯罪等の知見を有
する職員の出向を受けたり、警察との連絡体制を密にしたりするなどの方法で対
処することができるはずである。そして、このような問題は廃棄物行政に限られ
ないのであるから、行政の内部に適正な通報窓口を設ける（場合によっては、企
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業が行っているように対応業務を弁護士に委託する）ことも検討されるべきであ
る。それから、行政にとって「監視監督を要する対象者に犯罪等の行動が見られ
るため、被害防止や救済のため迅速な行動をすべく、警察と適切な連携をすべき
業務」は、廃棄物行政に限らず、たとえば、児童虐待を防止するための児童相談
所の活動等も、これに該当すると言える。そこで、これらの機関との情報交換等
を通じて、互いにスキルを高める努力をしていくべきである。

第３ 違法処理業者への委託排出事業者に対する責任追及とその補完手段
１ 現行法制下で都道府県等（監督行政）が執り得る手段と限界

前記第２は「不法投棄等を実行した当事者」に対する現行法下での責任追及のあ
り方について述べた。しかし、不法投棄等の多くは、「排出事業者が処理業者に廃
棄物処理を委託した後、その委託を受けた処理業者（中間処理・最終処分業者や収
集運搬業者）が行う」態様で発生している。そこで、委託の際に、処理委託した排
出事業者に処理業者による不法投棄等を誘発したと評価するに足りる事情があれば、
少なくともその排出事業者は、不法投棄等の実行者である処理業者と同様に、原状
回復の責任を負うべきである。

廃棄物処理法は、このような見地から、①処理委託をした排出事業者に法定の委
託基準違反や産業廃棄物管理票（マニフェスト）に関する違反行為があった場合（１９
条の５第１項２号、３号）、②法定の委託基準違反行為がない場合でも、委託先の
処理業者に適正な対価を支払っていない場合や、委託先業者が不法投棄等に及ぶこ
とを知り得た場合など（１９条の６）に、不法投棄等された廃棄物の処理委託をした
排出事業者に対し、原状回復（支障の除去）を行うよう命じることができる旨を定
めている。

そして、廃棄物処理法１９条の５については、都道府県等が処理業者等からマニフ
ェストを確保し、委託基準やマニフェストに関するルール違反がなされていないか
を丹念に調査すれば、一定数の違反行為を発見し、責任追及をすることが可能とな
っており、実際に、青森岩手県境事件等いくつかの事例で措置命令が発令された実
績がある（違反の内容は無許可の収集運搬業者に対する収集運搬委託等が多いよう
である。）。

これに対し、廃棄物処理法１９条の６については、現時点で措置命令が発令された
例がなく、「限界事例」については任意撤去という形で事業者側と都道府県等が合
意して行われることも少なくないようである。

以下、これらの点で関係する問題について、若干の提言をする。
２ 当事者の特定と要件違反の立証資料（マニフェスト）の確保

不法投棄等事件において委託排出事業者の責任を追及するためには、まずもって、
不法投棄等された廃棄物を誰が、いつ、どのような内容（委託費用等）で、誰に対
し処理委託したのかを突き止めること（当事者及び委託内容等の特定）が必要とな
り、そのためには、不法投棄等の実行者である処理業者から、マニフェストの提出
を受けるのが、直截かつ最善の方法である。

ただ、そうであるがゆえに、不法投棄等を行った処理業者が、委託元排出事業者
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への責任追及を回避する目的で（単純に、顧客に迷惑をかけたくないという理由も
あれば、委託者が何らかの違法業務に関与しているなどの事情で後難を恐れる例も
あると思われる。）、事件発覚時（あるいはそれ以前）に、マニフェストを廃棄する
おそれが高いものと言わざるを得ない。現に、青森岩手県境事件では、警察の強制
捜査開始時（１９９９年１１月末段階）では、両県の県警合同捜査本部が中心的な原因企
業（青森県の処理業者）から膨大なマニフェストを差し押さえていたのに、（岩手
県との協議でその原因企業に関するマニフェストの調査を担当することとなった）
青森県が、これを引き継ぐための措置を講じなかった（県警側も、青森県と必要な
連携をとらなかった。）ため、マニフェストが還付され、業者により廃棄（焼却）
されてしまうという事態が生じている。そして、この事件では、その原因企業が堆
肥化処理の許可のみに留まっていたため、その原因企業に中間処理を委託した排出
事業者の大半に措置命令を発令できた可能性が高く（その場合、巨額の原状回復費
用を賄うことができた。）、行政がマニフェスト（の情報）を迅速・確実に獲得すべ
き必要性を、改めて強く裏付けることとなった。

この点、抜本的な対策としては、電子マニフェストの義務化（第３章第５節参照）
で対処すべきではあるが、迅速な義務化が困難であれば、当面の対応として、警察
が不法投棄等の嫌疑に基づく捜索・差押えでマニフェスト全部を直ちに確保し、必
要な処理を終え次第、直ちにその調査を担当すべき都道府県等（廃棄物行政）にこ
れを引き継ぐ（マニフェストの所有者である処理業者からは、あらかじめ必要な同
意書を徴求し、これを拒絶するようであれば、行政処分や刑事対応で斟酌される旨
を強調して説得する）ことを徹底するほかないと思われる。
３ 廃棄物処理法１９条の６の適用と自主撤去について

廃棄物処理法１９条の６は、前記１で述べた場合に、不法投棄等された廃棄物の委
託排出事業者に対し措置命令を発令することができる旨を定めている。しかし、「適
正対価（に満たない）」「委託先が不法投棄等に及ぶことを知り得た」等という要件
の立証は容易ではないことから、同条が制定された２０００年から１０年を経過し、制定
時には重要な法改正であると謳われたにもかかわらず、いまだに同条による措置命
令が発令された例はないという状況が続いている。

環境省は、前記２００５年８月１２日付け通知でも、廃棄物処理法１９条の６の活用を強
く呼びかけており、注意義務違反が認められる例を示したり（処理業者が、過剰保
管等を理由として改善命令等の行政処分を受け、または、不適正処分を行ったもの
として行政の廃棄物部局による立入検査を受け、もしくは周辺住民から訴訟を起こ
されるなど、不適正処分が行われる可能性が客観的に認められる状況があったにも
かかわらず、排出事業者がその状況等について問合せや現場確認等の調査行動を何
ら講ずることなく、当該業者に対して処理委託を行い、または継続中の処理委託契
約について解約等の措置を講じず、結果的に不適正処理に至った場合等がこれに該
当するとした。）、相当の長期間にわたって定期的に処理委託を行う事業者や多量の
廃棄物の処理委託を行う事業者には、委託先の選定にあたって適正な処理料金を把
握したり、処理業者に不適正処理を行うおそれがないか一定の調査を行うことが求
められたりする（これを怠った場合には措置命令の対象となる。）旨を述べている。

第２章 不法投棄等事案への緊急対策として行われるべき措置
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ただ、それにもかかわらず、いまだに発令された例がないのは、原因として、①
前記通知の例示にすら合致する実例がない、②実例はあるが、都道府県等に、事実
の調査・立証を行う能力・判断力がない、③廃棄物処理法１９条の５に基づく措置命
令ですら、前記第２で述べた事情があり、まして訴訟（不服のある排出事業者から
の措置命令取消請求訴訟）の勝敗リスクを予測しにくい廃棄物処理法１９条の６の発
動には、行政は慎重にならざるを得ない、④適用の可能性のある事例の大半は、排
出事業者が自主撤去の申出をして解決している、などといった事情が考えられる。

このうち、①については、もしそのような事実があれば、排出事業者として必要
な注意を果たした以上、責任を問えないのはやむを得ないと割り切るか、それでも
なお、無関係の第三者（一般の納税者）が公費負担するよりは、現実に事件で投棄
等された物を排出した側が責任をとるべきだと考えるか（この場合、無過失責任等
の立法論に行き着く）、価値判断（拡大生産者責任や汚染者負担原則をどこまで徹
底するか）の問題と言わざるを得ない。ただ、実情としては、②以下の可能性の方
が高いのではないかと思われる。

次に、②と③については、詰まるところ、行政の調査能力や判断能力を強化すべ
き問題であり、前記第２で述べたとおり、専門家チームや第三者機関等の支援を求
めるなどの諸方策を講ずべきである。また、個々の廃棄物に関し、適正な対価をは
じめとする「あるべき委託の方法」に関する一般的な基準やガイドラインが確立さ
れていれば、それに適合しない委託がなされた場合に、不適正対価での委託や不適
正処分の認識等が事実上推定されることになるので、環境省や都道府県等は、かか
る基準等の策定を急ぐべきである。

また、④については、青森岩手県境事件等、複数の事件で、実際にこうした自主
撤去の動きが広く行われており、その点について、現在のところ、産業界側からも
都道府県等からも特段の異論・反対は見られないようである。たしかに、法的責任
の所在をあいまいにしたままの解決という点で問題がないわけではないが、穏当・
円満な形で排出事業者に撤去の負担をさせるという点では、推奨されるべき面は大
きいと思われる。

しかし、このような取組みがなされる背景には、個々の排出事業者と都道府県等
との間で、廃棄物処理法１９条の６の適用可能性を巡って議論のつばぜり合いがあり、
その妥協として、自主撤去という選択・解決が図られる例も少なくないと思われる。
そこで、そのような事例内容を環境省が調査・蓄積し、後日、都道府県等に対し「自
主撤去を実現するための交渉ガイドライン」とでいう形で、事例ごとの経験を広く
継承させる取組みがなされるべきである。さらには、交渉が決裂したケースにおい
て、都道府県等が廃棄物処理法１９条の６による措置命令を発令すべきか否かを判断
する際にも、このガイドラインを活用できるようにすべきである。

第３章 廃棄物公害の根絶を目指した諸政策等
第１節 発生抑制・リサイクルに関する政策等
第１ はじめに
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廃棄物公害を根絶するために、従来の大量生産・消費・廃棄社会を転換し、循環型
社会を形成することが必要かつ重要であることは、第１章において明らかにしたとお
りである。

しかし、現実はどうであろうか。
第１に、循環型社会の形成は遅々として進まない。循環基本法の本来の理念からす

れば、①廃棄物の発生抑制や②循環資源の循環的な利用が、③廃棄物処分よりも優先
されるべきはずであるのに（５、６条）、いまだに③の廃棄物処分が主流のまま行わ
れている。

第２に、②の循環資源の循環的な利用の中では、a 再使用（リユース）が b 再生利
用（リサイクル）より優先されるべきはずであるのに（循環基本法７条）、実際には、
b リサイクルばかりが推進されようとしている。その結果、これまでの「大量廃棄社
会」に替わって、「循環型社会」ではなく、「大量リサイクル社会」が目指されている
ように見える。

第３に、拡大生産者責任の原則が、各種リサイクル法あるいは廃棄物処理法におい
て不十分かつ不徹底なまま放置されている。循環基本法においては、拡大生産者責任
の原則が一応謳われているにもかかわらず（１１条）、各種リサイクル法あるいは廃棄
物処理法においては、これが骨抜きにされている。

第４に、「リサイクル」の名のもとに、有害物質の含まれた物等がリサイクル品・
有価物として社会に流通し、環境中に流出している（石原産業・フェロシルト事件等）。

第５に、「国際循環型社会」に名を借りて、わが国から外国に有害廃棄物の輸出が
行われている可能性がある。テレビ、パソコン等の廃家電製品や中古品がリサイクル
目的で輸出され、相手国で不適切にリサイクル処理され、健康被害や環境被害を引き
起こしているとの報道もなされている。

以下、順に検討を行いたい。

第２ 遅々として進まない循環型社会の形成
１ ２０００年の循環基本法制定後、廃棄物の最終処分量は、２００７年度は２０００年に比べて

約５３％減少している。しかし、排出量でみると、一般廃棄物は減少しているものの
（２００７年度０．７億 t）、産業廃棄物は２００７年度で４．２億 t と、相変わらず４億 t 台の高
水準で推移している。すなわち、産業廃棄物の最終処分量は減少しても、排出量は
ほとんど減少していないのである。産業廃棄物が、最終処分以外の方法で処理され
ていることが見て取れる。なお、その最終処分量も、大きく減少したのは２０００年か
ら２００４年にかけてまでで、２００５年以後の減少の割合は鈍化している。
２ 一般廃棄物について、１人１日あたりのごみの排出量は、２０００年と比べて２００７年

度は約８．１％減少したが、これは、高齢化等、他の要因による可能性があり、循環
型社会作りの成功とは無関係ではないかと考えられる。
３ 他方、循環利用率（経済社会に投入される物のうち、循環利用量の割合を示す指

標）は、２０００年と比べて２００７年度は約３．５％上昇しているに過ぎない。
４ さらに、廃棄物の焼却が「熱リサイクル」として推進されているが、そこでの熱

回収率も、わが国はヨーロッパと比較して見劣りしており、ドイツでは７５％以上熱
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回収をしているのに対し、日本の清掃工場の発電効率は２０％未満で、８０％のエネル
ギーが無駄に棄てられている（村田徳治『月刊廃棄物』２００６年７月号等論文）。
５ 個別的には、容器包装リサイクル法が１９９５年に制定されて以降、ペットボトルの

生産量自体は減っていないし、リユースされる容器は減っている。

第３ 「大量リサイクル社会」ではなく「循環型社会」が目指されるべきこと
１ 循環基本法５条は、原材料、製品等は、効率的利用あるいは長期間使用等により、

廃棄物等となることができるだけ抑制されなければならないと定め、６条は、循環
資源については、処分の量を減らすべく、できる限り循環的な利用が行われなけれ
ばならないと定め、７条は、循環資源の循環的な利用及び処分にあたっては、原則
として、①リユース、②リサイクル、③熱回収、④処分の順で行うことを謳ってい
る。

ところが、現実は、それとは異なり、後順位であるはずのリサイクルが優先され
る結果、リサイクル至上主義ともいうべき逆転現象が生じ、その結果、「大量廃棄
社会」に替わって、「循環型社会」ではなく、「大量リサイクル社会」が目指されて
いるように見える。しかし、大量廃棄を改めそれらを大量にリサイクルしたとして
も、その過程でエネルギーをはじめとする多量の資源が必要となり、また、汚染物
質の発生や資源の滅失が生じるなど、環境への負荷がゼロになるわけではないこと
を考えると、これは是正されなければならない。これが、循環基本法５条の立法理
由である（循環型社会法制研究会編『循環型社会形成推進基本法の解説』株式会社
ぎょうせい、２０００年１２月、５０頁）。
２ リサイクルばかりが優先されるのは、発生抑制やリユースを担保する制度が極め

て不十分だからである。循環基本法の規定・精神からすれば、循環基本法のもとに、
廃棄物等の発生抑制に関する法律やリユースを推進する法律が制定されなければな
らないはずであるのに、実際には、各種リサイクル法ばかりが制定され、それを推
進するための制度ばかりが設けられている。そこには、経済（成長）への影響の少
ないリサイクルを優先し、影響のある発生抑制やリユースは推進したくないとの本
音さえうかがえる。
３ 発生抑制やリユースを推進するためには、次項で取り上げる生産者責任の原則の

徹底のほかに、次の政策が採られるべきである。
()１ 経済的手法―廃棄等に要する費用を高額にし、原材料や製品等を廃棄物処理に

回すことが経済的に損で、不利な状況にすること。
発生抑制やリユース、あるいはリサイクルも含めて、これらが進展しないのは、

事業者等にとって、天然資源等を用いて製品を作り、廃棄物処理に回した方が経
済的に得で、有利だからである。

しかし、廃棄物処理には環境容量的に限界があること、資源にも限界があるこ
とを考えるならば、発生抑制やリユースが、より推進されるべきであり、そのた
めには、廃棄物の処分に対し廃棄物税をかけるなどして（三重県等で実施）、廃
棄に要する費用を高くするなどの経済的手法が考えられる。

さらに、リサイクルにも前記のとおり問題のあることを考えると、リサイクル
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に対して、環境保全や資源保全等の立場から厳格な条件や要件を課し、原材料や
製品等をリサイクルに回すことも、経済的に損で、不利な状況に誘導することが
考えられる。
()２ 規制的手法―廃棄物処理法１２条７項は、廃棄物の多量排出事業者に対し、その

事業場の産業廃棄物の減量、その他処理に関する計画を作成し、これを都道府県
等に提出しなければならないと定めているが、これを提出しない事業者に対する
処分制度を設けるなど、実効化を図るべきである。２０１０年の廃棄物処理法改正に
より、計画無提出・無報告者に２０万円以下の過料が科されることとなったが、制
裁は軽過ぎるというべきである。

さらに、同業他社と比較して多量に廃棄物を排出する事業者に対して排出規制
を行うことも検討されるべきである。地球温暖化問題に関して、温室効果ガスの
排出について、事業者に対して規制を設けることが検討され、実施されつつある
が、廃棄物の排出に関しても、規制を設け、さらには排出権取引制度のようなも
のを設けることも考えられる。
()３ 情報公開的手法―廃棄物処理法１２条７項による前記計画及びその実施状況は、

多量排出事業者から報告を受けた都道府県等により、公表されることになってい
るが（同法１２条９項）、これを、インターネットを用いて公表するなどして、市
民への情報提供・周知を徹底すべきである。事業者としても、市民の眼を意識す
れば、廃棄物の発生・排出抑制に熱心に取り組まざるを得なくなる効果があると
考えられる。
()４ 参加的手法―前記()３で得られた情報等をもとに市民が、発生抑制、そのための

商品作り、減量等のために参加できる制度が設けられるべきである。
()５ 法制度の整備

循環基本法を、循環型社会形成のための真の基本法と位置付け、同法に謳われ
た発生抑制・リユース・リサイクル・熱回収・適正処分という優先順位を確認し、
同法のもとに、廃棄物等の発生抑制に関する法律やリユースを推進する法律を制
定するべきである。たとえば、家電リサイクル法は、リサイクルを促進する法律
であって、リユースに関する規定が欠けているが、同法のもとにリユースを積極
的・強力に推進するための規定を設けるか、あるいはそのための新法を制定すべ
きである。

４ なお、リユースが偽装されて、廃棄物が廃棄物処理法の規制を免れて取引きされ
たり、あるいは輸出等されたりして、国外で環境や人の生命・健康に対し有害な処
理等が行われないための規制・監督を実施することも重要である。

第４ 排出事業者責任、拡大生産者責任を強化すべきこと
１ 循環型社会を形成、推進するにあたり、製品設計等のイニシアティブを握る生産

者の責任を強化することが重要なことは、第１章で述べたとおりである。
２ しかし、わが国の各種リサイクル法が、生産者責任を極めて不十分にしか導入し

ていないことは、第２編第４章で見たとおりである。そこで、次のとおりにすべき
である。

第３章 廃棄物公害の根絶を目指した諸政策等
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()１ 循環基本法１１条を忠実に具体化し、各種リサイクル法を統合する等し、一定種
類の製品廃棄物については、その生産者に製品廃棄物の引取り・リユース、リサ
イクル等の義務を課すことのできる一般的な法的枠組みを作るべきである。

なお、生産者側に複数の企業が介在し、形式的な生産者よりも、親会社や原材
料の供給・流通の過程等で関与する企業に引取り等の義務を負わせることが適切
な場合もあり、それらも視野に入れた広い意味での供給者に適正な責任を課すべ
きである。
()２ この法的枠組みにおいては、拡大生産者責任の原則に忠実に、製品廃棄物の種

類を問わず、次の原則が貫かれるべきである。
① 生産者は無償で引き取るものとし、リサイクル等に要する費用は一次的には

生産者が負担し、最終的には製品価格に上乗せされて消費者が負担することに
なること。
② 環境行政を所管する官庁が主導権をもつこと。たとえば、製品ごとのリサイ

クル義務率は、環境大臣が主務大臣と協議して定めるものとすること。
３ 事業者等に対する廃棄物の発生抑制の義務を創設・強化すべきである。
()１ 製品の生産者に対し、資源使用の抑制や長寿命化を義務付け、これらに関する

一定の基準を満たすことを製造の条件とする環境適合設計アセスメント制度を導
入するべきである。すなわち、生産者等が新たに製品等を生産し、あるいは変更・
改良等を行う場合には、それが製品となって流通し、消費された後等に、リユー
ス、リサイクルしやすいか、リユース、リサイクルあるいは処分が環境に対しど
のような影響を及ぼすかなどについて事前評価・事後評価を行う義務を課し、も
って環境への影響をできる限り少なくするようさせるべきである。
()２ また、極端な短寿命製品である使い捨て型の製品に対しては、生産及び使用の

抑制措置も検討されるべきである。韓国では法律により、広範な業種を営む事業
者に対し、割り箸・爪楊枝、歯ブラシ・スプーン・容器類等多種の使い捨て製品
の使用抑制が義務付けられ、その無償での提供が禁止されているが（第３編第１
章第２節第１・３参照）、参考にされるべきである。

第５ 「リサイクル」の名のもとに脱法的に行われているリサイクルの規制
「循環型社会」推進の名のもとで、これまで廃棄物として最終処分場に埋め立てら

れる等していた物が、リサイクル品・有価物として環境中に流出されている事例が見
られる（石原産業・フェロシルト事件等）。

本来、廃棄物であれば、廃棄物処理法に則った厳格な処理を要求され、その処分費
用も要するのに対し、「循環型社会」推進の名のもとで、安易にその適用を免れ、有
価物・リサイクル品と偽わって扱われないよう規制が設けられるべきである。

また、有害な物質が「商品」として社会や環境中に流出・拡散し、新たな環境汚染
や人体被害の危険をもたらさないよう、有価物・リサイクル品が市場に流通する前に、
事業者に届出をさせ、有害性はないか、産業廃棄物を再生製品と偽っていないか、リ
サイクルの名のもとに環境汚染や健康被害が発生することがないかなどについて、監
視・審査を行う制度が設けられる必要がある（愛知県『再生資源の適正な活用に関す
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る要綱』、熊本一規『日本の循環型社会づくりはどこが間違っているか？－「汚染循
環型社会」から「資源循環型社会」に転換するために』（合同出版、２００９年、１４７頁）
参照）。

第６ 国際循環型社会に名を借りた有害廃棄物輸出に対する規制・監視
国際循環型社会・国際的リサイクルに名を借りた有害廃棄物の輸出が行われないよ

う、家電リサイクル法の見直しも含めて、制度作りと監視を行うべきである（第２編
第４章第１節参照）。

第２節 有害物質の規制に関する政策等
第１ 有害物質管理の必要性

今日、われわれが日常生活で使用する工業製品には、さまざまな化学物質が利用さ
れている。化学物質には、有用性、利便性がある一方、人や生態系に対して有害性が
ある物も少なくない。そのような有害物質が含有されている製品が廃棄物となった場
合には、その適正処理（無害化）は容易ではなく、収集・運搬からリサイクル、中間
処理、最終処分の各段階で環境への漏出のおそれがあるため、汚染拡散防止のための
特別の措置が必要となり、多額の処理費用がかかる。

また、有害物質を含有する廃棄物が不法投棄等されると、たとえば、香川県・豊島
事件に見られるように、一緒に埋め立てられた他の廃棄物に混入することにより、土
壌・水・大気を通じて汚染が拡大し、その処理に莫大なコストを要することになる。
そればかりでなく、魚介類汚染等周辺環境に取返しのつかない被害をもたらすことに
なりかねない。

さらに、廃棄物の処理やリサイクルの過程において、ダイオキシン類等の有害物質
が非意図的に発生し、周辺の大気・水・土壌汚染を引き起こすことが知られている。

このような有害物質は、その種類によっては、長期間にわたって環境中に残留し、
食物連鎖等を通じて人や野生生物に深刻な影響を及ぼすことが指摘されている。特に、
食物連鎖の頂点にある人間の体内に高濃度に蓄積され、発がん等さまざまな健康被害
を生じさせるのみならず、母胎・母乳を通じて次世代の子どもたちの発達や健康に重
大な支障をもたらすことが懸念されている。

したがって、廃棄物公害を根絶するためには、製造段階から、回収・リサイクル、
適正処理に至るまで、有害物質をコントロールすることが不可欠である。

第２ 有害物質管理の方法
１ 有害物質とは

このような有害物質には、①水銀・鉛・カドミウム等の有害金属、②ダイオキシ
ン・PCB·DDT 等の残留性有機汚染物質（POPs）、③トリクロロエチレン・テトラ
クロロエチレン等特定有害産業廃棄物の指定物質のほか、④有機臭素化合物、⑤有
機フッ素化合物、⑥多環芳香族炭化水素類（PAHs）、⑦フタル酸化合物等の内分
泌かく乱化学物質（環境ホルモン）等がある。

④については、焼却過程等でダイオキシンと同じく有害な臭素系ダイオキシン類
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を発生させることがわかっている。⑤についても、焼却過程等で、難分解性・蓄積
性があり有害性のおそれがある、ぺルフロオロオクタン酸（PFOA）を発生させる
ことが指摘されている。⑥については、焼却過程で非意図的に発生する発がん物質
である。⑦については、廃棄物処理の過程で環境中に放出され、人・野生生物の体
内のホルモンの働きをかく乱させることによる悪影響が懸念されている。

なお、プラスチック類については、それ自体は有害物質とは言えないが、添加剤
に有害物質が使用されていたり、リサイクル・中間処理過程でダイオキシン類の発
生や杉並病等の健康被害を引き起こすおそれが指摘されており、何らかの規制が必
要と言えよう。
２ 有害物質コントロールのあり方

有害物質のコントロールは、①製造段階、②回収・リサイクル段階、③適正処理
（無害化）段階、④保管・管理段階の各段階で検討する必要があるが、コントロー
ルに失敗したときの環境影響や処理・コストの大きさを考えると、できるだけ①の
製造段階で対策をとることが望ましい。

どうしても使用しなければならない場合には、②の回収・リサイクルシステムを
整備したうえで使用すべきである。その場合には、リサイクル製品についても、特
に土壌改良剤や路盤材、セメント材等については、有害物質が漏出して新たな環境
汚染を引き起こすことのないように、品質・安全性を確保するシステムを構築する
必要がある。また、こうした製品は B to B（企業間の商取引）が多いので、情報
公開や市民参加を保障することが求められる。

コントロールの手法としては、①製品含有規制等の規制的手法、②環境税を課す
るなどの経済的手法、③表示や化学物質安全データシート（MSDS）等の情報的手
法がある。これらを組み合わせて実施する方法も有効である。

こうした有害物質管理対策の例としては、EU では、電気・電子機器については、
重金属類等６物質の含有制限が行われている（RoHS 指令）（第３編第２章第２節
第４参照）。自動車についても、鉛・カドミウム・水銀・六価クロムの使用が原則
的に禁止されている（廃自動車指令）（第３編第２章第２節第２参照）。韓国では、
電気・電子製品と自動車について EU と同様の規制があるほか（第３編第１章第２
節第２・６参照）、包装材について塩化ビニル樹脂（PVC）・発泡ポリウレタン系
包装材の使用禁止や、鉛・カドミウム・水銀・六価クロム含有規制、さらにはプラ
スチック製品・包装材への廃棄物負担金課税（一種の環境税）等の施策が講じられ
ている（第３編第１章第２節第１・２、４参照）。

なお、重金属については、国連欧州経済委員会（UNECE）では、製品中の水銀・
鉛・カドミウムの削減等を求める「重金属議定書」が１９９８年に採択されている。国
連環境計画（UNEP）でも、２００５年から、水銀・鉛・カドミウムの廃止・削減を目
指した「UNEP 重金属プログラム」が始められており、中でも水銀については、
２００９年から国際水銀規制条約化の作業が進められている。

第３ 日本の法制度の現状と問題点
日本では、こうした有害物質対策の導入が著しく立ち遅れている。まず、EU や韓
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国の規制にあるような包装材や製品中の有害物質の使用制限を定める法律は制定され
ていない。資源有効利用促進法では、パソコン、エアコン、テレビ、電子レンジ、衣
類乾燥機、電気冷蔵庫及び電気洗濯機の７品目について、EU の RoHS 指令対象６物
質を含有する場合には、JIS 規格で含有マークを表示することとされているに過ぎな
い。廃棄物焼却炉から排出される有害金属や多環芳香族炭化水素類（PAHs）につい
ての排ガス規制も導入されていない。

また、韓国にあるような塩化ビニル樹脂（PVC）・発泡ポリウレタン系包装材の
使用規制や、プラスチック製品についての廃棄物負担金制度等も存在しない。

さらに、家庭から排出される殺虫剤、塗料、洗剤、乾電池、消火器、蛍光灯等の有
害廃棄物については、現行の廃棄物処理法には「有害一般廃棄物」の区分が定められ
ておらず、いまだその収集・管理体系が構築されていない。このため、これらの有害
廃棄物が分別収集されずに一般ゴミと一緒に焼却・埋立てがなされることが多く、環
境汚染が懸念される。

有害金属類についても、製品中の含有規制や、環境税等の経済的手段による削減対
策は講じられていない。鉛バッテリー、水銀電池等の回収制度もまだまだ不十分なも
のに留まっている。水銀については、わが国では水俣病の悲劇が起きたことから、代
替製品への開発が進められているが、現在でもボタン電池や蛍光灯等には微量の水銀
が使われている。しかしながら、それらの回収・リサイクルシステムはいまだ確立さ
れておらず、また既述のとおり、その家庭系廃棄物の収集・リサイクル・適正処理シ
ステムも整備されていないのが実情である。

第４ あるべき対策の提言
このように、わが国の有害物質対策の現状は、はなはだ不十分なものと言わざるを

得ない。しかし、わが国の技術力は、世界のどの国よりも有害物質のない製品づくり
を可能にするものであって、わが国こそがそうした新技術（クリーンテクノロジー）
の開発のトップランナーとなることが求められている。そのためにも、先進的な有害
物質対策の早期実施が望まれる。以下、その主なものを提言する。
１ 製品中の有害金属規制の実施

EU、韓国のように、包装材、電気・電子機器、自動車については、製品中の有
害金属（水銀・鉛・カドミウム・六価クロム）の含有規制を実施すべきである。

水銀・鉛・カドミウムについては、UNEP 重金属プログラムに従って、前記製
品以外の製品中についても、その使用の廃止・削減を進めるための施策（たとえば
環境税の課税等）を講じる必要がある。
２ リサイクル製品に関する品質・安全性の保証システムの構築

廃棄物を利用したリサイクル製品（特に土壌改良剤・路盤材・セメント材等）に
ついては、有害物質が溶出し、人へのばく露や環境汚染を引き起こすことがないよ
う、市民参加の保障のもとにその品質・安全性を確保するシステムを構築すべきで
ある。
３ 焼却施設等からの排ガス規制の実施

焼却・リサイクル施設からの排ガス中の有害金属や多環芳香族炭化水素類
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（PAHs）についての濃度規制を早急に実施すべきである（第４節第３・６()１参照）。
４ 家庭系有害廃棄物対策の導入

殺虫剤・消火器・電池・蛍光灯等の家庭から排出される有害物質についての収
集・管理体系を速やかに整備する必要がある。拡大生産者責任（EPR）の考え方に
基づき、このような有害物質を含有する製品については、原則として生産者にその
回収・リサイクル・適正処理の責任を負わせるようにすべきである。鉛バッテリー
については、自動車の生産者に、その回収・リサイクル・適正処理を義務付ける法
整備を早急に行うべきである。
５ 有機塩素系・有機臭素系・有機フッ素系化合物対策の導入

ダイオキシン類等の有害物質の発生源となる塩化ビニル樹脂（PVC）や有機臭
素化合物・有機フッ素化合物については、消費者製品への使用を原則として規制す
べきである。どうしても使用を要する製品については、分別回収してリサイクル・
適正処理を行うように収集・管理体系を整備すべきである。
６ プラスチック規制の導入

プラスチック製品については、前記第２・１で述べたとおり、中間処理、リサイ
クル、最終処分のいずれにおいても環境負荷が大きいことから、使用できる用途を
限定するなどして、使用削減を進めるのが望ましい。しかしながら、現状のような
大量使用の実態を勘案すると、直ちに使用を規制するのではなく、まずは韓国の廃
棄物負担金制度のような経済的手法を活用することが考えられる。また、フタル酸
化合物等の使用制限や、プラスチックの種類の制限等の規制の導入も検討されるべ
きである。

＜参考文献＞
()１ 酒井伸一・森千里・植田和弘・大塚直『循環型社会 科学と政策』（有斐閣、２０００年）
()２ 酒井伸一『ゴミと化学物質』（岩波書店、１９９８年）
()３ 高月紘・酒井伸一『有害廃棄物―クリーン・サイクル・コントロールの視点から』（中

央法規出版、１９９３年）
()４ 環境省「有害金属対策基礎調査検討会」（平成１８年度～平成２１年度）

http : //www．env．go．jp/chemi/tmms/index．html

第３節 不法投棄等の未然防止を目的とする政策等
第１ はじめに（本節で取り扱うテーマについて）
１ 本章は、産業廃棄物の不法投棄等によって生じる被害（廃棄物公害）を根絶する

ために導入されるべき制度をテーマとし、第１節では「廃棄される物を減らせば、
それだけ不法投棄等も減る」という観点から、廃棄物の発生抑制やリサイクルのあ
り方に関して導入されるべき政策等について述べ、第２節では、とりわけ有害物質
を含有する廃棄物の不法投棄等が甚大な被害を招くことから、排出以前の段階から
有害物質をコントロールする（使用規制や回収義務等を通じて、有害物質がなるべ
く廃棄物処理の過程に回されないようにする）ため導入されるべき政策等について
論じた。
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本節では、これらの政策等をとっても、なお廃棄され処理することを要する廃棄
物に関する不法投棄等を防止するうえで問題となる事柄のうち、主に、以下の３点
をテーマとして扱うこととした。
()１ 排出事業者自身による廃棄物処理（自ら処理）の適正を確保するため、自ら処

理の記録保存（自社処理電子マニフェスト）等自ら処理に対する都道府県等の監
督権の実効性を高めるための制度の導入（本節第２）
()２ 委託処理に関し、電子マニフェストを通じて、違法な内容による処理委託や違

法な処理行為を防止し、違法行為への責任追及を確保するための制度（本節第３
の２）
()３ 委託処理に関し、排出事業者による処理業者の監視や処理業者等の自主的な法

令遵守を促進するための制度（本節第３の３）
２ しかし、産業廃棄物の不法投棄等を防止するうえで問題となる論点は、他にも多々

あるところである。たとえば、次のものが論点として考えられる。
()１ 排出事業者が、自社が排出した廃棄物を、山林等に勝手に捨てたり保管と称し

て（偽装して）自社敷地等に投棄する行為をどのように防ぐかという問題（排出
事業者による狭義の不法投棄の防止）
()２ 排出事業者と収集運搬業者とが共謀し、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を

作成・発行せずに廃棄物の処理委託を行い、収集運搬業者や中間処理業者が受託
した廃棄物を自社敷地等に保管等と称して放置する行為（処理業者側が倒産する
うえ、マニフェストの作成がないため委託排出事業者の捕捉が難しく、現行法で
は責任追及が困難となりやすい。）を、どのようにして防ぐかという問題（マニ
フェストの未作成等を伴う委託廃棄物の不法投棄の防止）
()３ 排出事業者の自ら処理や、受託した処理業者による廃棄物処理において、法令

に基づく処理基準に合致しない違法な処理が行われるのを、どのようにして防ぐ
かという問題（不適正処理の防止一般）
()４ 現行の法令に基づく処理自体が、生活環境の支障の発生防止のため適切である

のかという問題（処理基準や処分場制度等の見直し）
()５ 排出事業者から引き取った物（廃棄物）を基に、リサイクル品と称する粗悪品

（実際には廃棄物と認定すべき物）を製造し、保管等と称して自社敷地等に投棄
する行為（リサイクル等の名目による有価物偽装）をどのようにして防止するか
という問題（行政が有価物との業者側の言い分を鵜呑みにする等して適切な監督
権行使を躊躇してきたという問題をどのように克服するかという点も含む。）
３ 前記２のうち、()３と()４は第４節で、()５は第２編第４章第１節で、それぞれテー

マとして取り扱っているので、参照されたい。
これに対し、()１及び()２は、（都合上、必ずしも十分に調査検討できたわけでは

ないが）後記の電子マニフェストと情報処理センターに基づくチェックシステム
のような決め手となる対策を見出すことが難しく、当面のところ、各都道府県等
がここ数年来取り組んでいるように、産廃 G メンやパトロール等行政による地
道な監視活動や住民等の通報（従業員の内部通報も含む。）の励行や行政・警察
と住民等との連携等によって防止を図っていくほかないと思われ、本基調報告書
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では本格的な検討は割愛した。
また、前記２の()１から()５までの問題を解決していくためには、都道府県等の廃

棄物行政における監督権行使（立入調査、措置命令等）のあり方や、住民参加の
機会・権利の強化等も重要な論点である。これらのうち、前者（行政のあり方の
改善）は第２章、本章第４節、第５節等で論じ、後者（住民参加等）は第６節で
論じているので、参照されたい。

第２ 自ら処理の適正を確保するための政策等
１ 自ら処理に対する情報の報告義務及び公的管理（問題の所在）

排出事業者が排出する廃棄物の処理は、自らこれを処理するか（自ら処理）、処
理業者に処理を委託するか（委託処理）のいずれかにより行うものとされている。

そして、委託処理については、処理業の営業や処理施設の設置が都道府県等の許
可制とされ、許可について更新手続がある（現に機能しているかという問題はさて
おき、少なくとも更新時に一定の審査がなされることが予定されている。）など、
処理業者の処理行為の適正を担保するための一定の法制度が設けられている。また、
委託処理では、委託した廃棄物の処理がどのように行われたかを委託元である排出
事業者が確認できるよう、産業廃棄物管理票（マニフェスト）に収集運搬・中間処
理・最終処分の各処理業者が所定の事項を記入し、排出事業者に交付するシステム
が整備され、マニフェストが適正に記入され保管されることで、違法な処理が発覚
した際に、事後的に、都道府県等（監督権者たる行政機関）が処理や委託の内容を
チェックし必要な是正を命ずることができるようになっている。

以上に対し、自ら処理の場合には、都道府県等の公的機関が「処理業や施設設置
の許可」のような形で操業（処理行為）を審査するシステムが基本的に存在しない
うえ、マニフェスト制度がなく、実際に行われた処理行為の内容を記録化し保存す
る制度がないため、違法な処理が発覚した際（山中等で不法投棄された廃棄物が発
見された際等）に、これが、いつ誰のどのような指示でどのような方法により処理
を施されたのかなど、処理内容に関する基本的な情報を把握することが困難という
問題が生じている。
２ 自ら処理に関する登録制と登録（申告）内容の審査

この点、「自ら処理の操業自体を公的機関が審査する制度の導入」という点につ
いては、現実に広く処理行為を都道府県等が調査等する制度を導入するのは現実的
ではないと思われるので、たとえば、一定の有害物質を含有する製品（に関する廃
棄物）について自ら処理を行っている排出事業者（たとえば、解体業者が有害物質
を含有する廃棄物を自ら処理するような場合等）については、登録制（一定量・頻
度の自ら処理を行うためには所在地の都道府県等に登録を要するものとする）を設
け、申告内容に関して、適正処理の確保や廃棄物の排出抑制（減量等）の観点から
改善すべき点がないか都道府県等（または専門的知見のある調査機関）が審査し、
改善すべき点があれば勧告等を行う制度等が考えられる。

また、後記３のとおり、登録業者には電子マニフェストの利用を義務化し、これ
により情報処理センターが登録内容と実際の処理内容が齟齬していないかをコンピ
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ュータで自動的に審査し、都道府県等に通報するシステムを構築すべきである。
３ 自ら処理に関する電子マニフェストシステムと審査体制の構築
()１ 自社処理電子マニフェストシステムの骨格

次に、「自ら処理の情報管理と保存等を確保する制度の構築」については、自
ら処理に関する電子マニフェストシステムを構築すべきである。具体的には、た
とえば、①自社処理に関する基礎的な情報（処理対象となる廃棄物の内容、数量、
処理態様、処理を行った場所や時期等）につき、排出事業者に電子データの作成
を義務付け、②そのデータは電子マニフェストを統括する情報処理センター（廃
棄物処理法１２条の５）に提出すべきものとし、③情報処理センターは、当該情報
を技術上可能な限り長期間保存し、④都道府県等は、その情報を随時確認するこ
とができるほか、その情報の主要部分は公開する（情報処理センターにアクセス
して随時閲覧可能）ものとすべきである。

また、前記２の登録システムを活用し、自ら処理の実施に伴って排出事業者が
情報処理センターに報告した廃棄物の数量や処理の内容等が、事前に登録された
予定数量や処理内容と齟齬するようであれば、情報処理センターが自動的に都道
府県等に通報し、都道府県等はこれをもとに必要な調査や監督を行うものとすれ
ば、より少ない人的・物的コストで調査・監督を行うことが可能である。

そして、第三者（周辺住民等）が、特定の排出事業者が不法投棄や不適正な自
ら処理等をしているとの疑念を抱いたときには、前記④の情報公開をもとに処理
情報が適正に情報処理センターに提出されているかを調査し、不審な点（たとえ
ば、処理を実施したと申告されている場所にその形跡がなく、逆に、廃棄物が現
に埋立等されている場所について、埋立予定地としての申告がなされていないな
ど）があれば、当該排出事業者又は不適正処理がなされた土地を管轄する都道府
県等にその旨を通報し、都道府県等が立入調査等を行うことによって、早期に事
実を調査確定し責任追及をすることができると思われる。

なお、排出事業者が情報処理センターに対し、自ら処理のデータを速やかに提
出しない場合には、罰則も含む相当の不利益措置が講じられるべきである。
()２ 自社処理電子マニフェストシステムの義務化に向けた措置

また、すべての排出事業者に対し、一挙に自社処理電子マニフェストシステム
を義務付けるのが困難ということであれば、当初は、一定の大規模な自ら処理を
行う排出事業者や、特定の有害物質を含有する廃棄物について自ら処理を行う排
出事業者に限定して、自ら処理そのものの登録制（場合によっては許可制）と、
前記の電子マニフェストシステムの実施を義務付け、その結果を見据えて順次、
義務付ける排出事業者の範囲を拡大すればよいと考える。

また、国（環境省）は、現在の電子マニフェストシステムの技術的水準が前記
の仕組みを実現できるに足りるものであるかを調査すべきであり、これを実現で
きる IT 技術が確保できるのであれば、順次、自ら処理の登録制や電子マニフェ
ストの義務化を導入していくべきである。
()３ ２０１０年改正における自社処理対策について

環境省も、自ら処理に関する処理情報を確保する制度の必要性は理解しており、
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２０１０年１月に公表された中央環境審議会の廃棄物処理制度専門委員会の報告書で
は、①自ら処理に関する帳簿の作成、保存、②排出事業所の外部に搬出して保管
する場合の都道府県等への届出制の二点を提言しており、②は今般の法改正で導
入され、①も２０１０年中に予定される施行令等の改正に盛り込まれる見込みとのこ
とである。

しかし、これらの制度は、自ら処理の情報管理を通じて不法投棄等を防止する
という立法目的を確保するため十分な内容とは言えない。

まず、①帳簿の作成等については、現行法の委託処理における紙マニフェスト
に相当する制度と目されるが、排出事業者自身が帳簿の保存という形で処理情報
を管理するのでは、適正に処理情報が記録化され保管されるのか、担保がない
（個々の事業者に都道府県等が定期検査をするのも現実的ではない。抜き打ち検
査程度ならあり得るが、それでは万全を期すことはできない。）。また、仮に、処
理時には帳簿に記載し保存したとしても、発覚時に廃棄・隠蔽されるおそれも否
定できず、これを防止する手立ても講じられていない。

また、不法投棄や不適正な自ら処理を行う排出事業者は、衆人環視のもとで白
昼堂々と行うのではなく、人里離れた山中や人目に付かない事業所内部等で行う
のが通例と思われるが、これらの大半は、直ちに発覚せず、長期間を経て汚染の
影響が周辺に及んで初めて発覚することになる。そのため、第三者が、その業者
の自ら処理に関する帳簿を調査等する必要性を長期間認識できず、その間に帳簿
が破棄・散逸したり排出事業者が倒産するなどして、発覚時には責任追及が困難
となる可能性が否定できない。よって、帳簿の作成等が違法な自ら処理の防止や
迅速な監督権の行使を確保するような論理的関係にないと言わざるを得ない。

このように、自ら処理を行う排出事業者に対し、処理状況に関する帳簿の作成
等を義務付けるのみでは、作成義務の履行自体が覚束ないという問題もさること
ながら、帳簿が作成されることで第三者に不適正処理が露見し措置命令を発令す
るなどの事態改善へ当然につながるという経験則が認められないので、適正処理
の確保のための方策としては不十分なものと言わざるを得ない。前記のとおり、
登録制と電子マニフェストを通じた情報処理センターのチェックシステムを早急
に導入すべきである。

４ 保管行為に関する届出とチェックシステム
次に、２０１０年改正法で導入された「事業所外の保管に関する届出制等」について

も、単に、保管場所が都道府県等に届け出られたのみでは、不適正な保管行為また
は保管行為と称した不法投棄等を防止するための方策として十分なものとは言えな
い。保管行為の届出義務を現に不法投棄等の防止に結び付けるためには、保管内容
を具体的に申告させるとともに、保管行為に問題が生じたときは直ちに都道府県等
に当該情報が伝達されるなどして速やかに監督権を行使できる仕組みを具備するの
でなければ、届出がされてもあまり意味がないと言える。

たとえば、①一定数量を超過する廃棄物を保管する場合には、保管開始時に保管
数量や保管予定期間、保管態様に関するデータを、また保管終了時（処理委託時等）
には処理内容等をそれぞれ情報処理センターに提出すべきものとし、②情報処理セ
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ンターはあらかじめ簡易なチェックシステムを準備し、申告された保管内容そのも
のに問題がある場合（たとえば、速やかに処理されないと有害物質が漏出するおそ
れがある廃棄物でありながら、長期間保管する旨の申告がなされている場合等）に
は、情報処理センターが直ちに都道府県等に通報し、都道府県等が是正を指導する
ものとし、③申告された内容が適正でも、予定された保管期間を経過したにもかか
わらず、処理を実施した旨の報告がなされない場合には、直ちに情報処理センター
が都道府県等に通報するものとし、④申告された保管情報の主要部分は公開し、周
辺住民等が調査し問題がある場合に通報できるようにするものとすれば、不適切な
保管行為等の事前防止や迅速な事後是正を確保することが容易になると言える。

このように、単に届出制を設けるだけではなく、前記のような監視体制の実効性
を確保するための措置を併せて導入する方向で検討が深められるべきである。
５ 事業所外での保管行為に対する監督責任と公平の確保

また、事業所外での保管行為に関する届出制には、「A 県に事業所を有する X 社
が B 県内の土地に廃棄物を保管する場合に、A 県と B 県のいずれに届出をすべき
か」という問題があり、改正法（１２条３項）を見てもその点は明確ではない。廃棄
物が保管される場所が B 県内であることに照らせば、B 県への届出を要し、B 県
において不適正な保管等がされないか監視するということになると思われるが、こ
の場合、A 県は、X 社の経済活動によって税収等の利益を受ける一方で、X 社が
排出する廃棄物が適正に処分されるよう監督する負担を免れ、B 県は、そのような
受益がない一方で、前記の監視義務を負うという不公平が生じる可能性がある。

よって、このような広域的な廃棄物移動が生じる場合には、搬出側の県と搬入側
の県とで負担の不公平が生じないための措置（たとえば、搬入行為自体に B 県が
地方税を課税するなど。）を講ずべきであり、場合によっては B 県ではなく A 県に
こそ監視監督の義務を課すことも検討されるべきである。
６ 有害物質に関する製造段階からのデータ管理

また、前記２から５までは、排出事業者が自ら処理を行う段階における処理デー
タの管理と第三者によるチェックシステムの構築をテーマとして論じてきたが、「物
の取扱いに関する情報をデータ化し、取扱いに関する誤りがないかを第三者がチェ
ックすべきだ」という考えを突き詰めれば、物の製造段階から、そうしたチェック
システムが構築されるべきではないかという考えに行き着く。ただ、あらゆる物の
製造や流通等にそのような制約を課すのが適切なのかという問題はあるので、まず
は、一定の有害物質を含有する製品に関し、製造段階から流通・消費・廃棄に至る
までの移動情報を電子データで管理し公的機関に提出させることで、製造流通段階
での有害物質の管理に関する事故等を防止できるかを実験する試みが検討されるべ
きである。

第３ 処理業者による不法投棄等を防止するための政策等
１ はじめに

排出事業者から廃棄物の処理を受託した処理業者が不法投棄等を行うのを根絶す
るためには、①すべての処理業者が不法投棄等をせず、かつ、排出事業者が違法な
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処理を行う業者に委託しないようにするシステムを作ること（事前防止）と、②現
に処理業者が違法行為を行った場合に、直ちにこれを捕捉して実行者等の責任を問
うシステムを作ること（事後制裁）の二点が必要である。

しかし、現在の廃棄物処理法は、これらについて十分なシステムを有していると
は到底言い難い。①については、処理業者の許可制や更新制が違法処理を行う業者
への委託を防止する機能を有すると言えなくもないが、現実には許可を受けた処理
業者が不法投棄等を繰り返し、さらに不法投棄等が発覚しているのに、都道府県等
が「許可を更新させないと廃業して現場を放置することになる」などという理由で
更新を認め、結局はその後も不法投棄等が繰り返される例が生じていること等に照
らせば、事前防止のため機能している制度とは到底言い難い。次に、②については、
処理業者への報告徴収や立入調査の制度がその役割を担うものと言えるが、現実に
不法投棄等がなされた場合にこれを直ちに捕捉して必要な調査を行い措置命令の発
令等の責任追及につなげるようなシステムはまったく確立されていない。近時、罰
則の強化等の法改正が図られているが、それ自体が決定的な事前防止や責任追及の
徹底を確保するものとまでは言い難い。

このように、事前防止・事後制裁の両面において、廃棄物処理法はさらなる抜本
的な改正を必要としている。以下、その改善策の例になり得るものについて提言す
る。
２ 電子マニフェストシステムを通じた予防と事後制裁
()１ 処理業者が不法投棄等をすれば直ちに捕捉できるシステムの構築

まず、処理業者の不法投棄等を防止するためには、かかる行為があれば、直ち
に行政に違反内容が発覚するシステムを作り上げることが、最も直截である。

そして、そのシステムの構築についても、情報処理センターによるチェックシ
ステムを伴った電子マニフェストの義務化が、大いに役立つものというべきであ
る。具体的には、①すべての処理業者・処理施設が、自らが許可を受けた廃棄物
の内容（取扱品目）や中間処理施設・最終処分場の許可容量や１日あたりの処理
能力等に関するデータを、情報処理センターに申告し、そのうえで、②排出事業
者が処理委託をする際に（中間処理業者が最終処分場に処分委託する場合も含
む。）、あらかじめ電子マニフェストを通じて情報処理センターに委託内容を申告
し、③情報処理センターは、その委託内容に違法な点がないか（その処理業者が
許可を受けた品目以外の廃棄物が処理委託されていないか、１日あたりの処理能
力を上回る委託がされていないか、その処分場の許可容量（当該処分場が許可を
受けた際の埋立容量から、すでに搬入済みの量を控除した残余容量）を上回る処
分の委託がなされていないかなど。）、コンピュータにより瞬時にチェックし、④
違法な点があれば直ちに委託排出事業者に連絡（オンラインでの自動通報）して
是正を求める（一定期間内に是正した旨の申告がなければ、直ちに情報処理セン
ターが都道府県等にオンラインで自動通報する。）システムを導入し、⑤導入時
には排出規模等による段階的な義務化になるにせよ、最終的には、委託処理に基
づくすべての廃棄物処理につき、かかるシステムの利用を義務付けるべきである。

かかるシステムを活用すれば、処理業者が都道府県等から許可された容量また
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は処理能力をはるかに上回る量の廃棄物の処理を受託し、これを敷地等に放置あ
るいは埋め立てたり（中間処理業者に多い。典型は青森岩手県境事件や岐阜県岐
阜市・椿洞事件。）、最終処分場の設置業者が許可容量を上回る大量の廃棄物の埋
立てを受託し、既存の許可用地外に埋め立てる（典型は福井県敦賀市・樫曲事
件。）などのケースは撲滅することができるはずである。

また、この方法であれば、法令適合性の審査は情報処理センターのコンピュー
タが自動的に行い、排出事業者や処理業者が委託時や処理時に同センターにその
内容を申告しさえすればよいので、当事者にとってさほどの手間にはならない。
都道府県等も、基本的には同センターのコンピュータからの自動的な通報を待ち
さえすればよいので、調査の負担は大きくないし、人員等の負担も軽減されると
言える。

既存の紙マニフェストシステムは、保存等の問題もさることながら、「受託し
た収集運搬業者・中間処理業者・最終処分業者（さらには排出事業者）が共謀し
て、マニフェストの内容を偽装する」という問題があるが、前記の方法で、マニ
フェスト内容の偽装による不法投棄等の大半は防止できるはずである。たとえば、
中間処理業者 B 社が、実際には３０トンの廃棄物の処理を排出事業者 A 社から受
託したのに、受託量は１０トンと偽って情報処理センターに申告したとしても、A
社が正確な委託量をあらかじめ同センターに申告しておけば、同センターが B
社に連絡したり、都道府県等に通報するなどして、受託者側による偽装を防止す
ることができる。

ただ、排出事業者も偽装に加わり、たとえば、実際には３０トンの処理委託を全
当事者が１０トンと偽って情報処理センターに申告した場合には、同センター自身
がその申告のみから偽装に気付くことは困難という問題は残る。これに対しては、
都道府県等が処理業者側に対し、従前の申告から情報処理センターが把握する最
終処分場の残余容量と実際の容量とが合致しているか、中間処理施設内に情報処
理センターの登録状況を上回る廃棄物が保管されていないか（処理能力を上回る
受託をしていないか）を不定期に抜き打ち検査するなどして、調査するほかない
と思われるが、その時点の「申告内容に基づく適正（のはずの）残余容量」に実
際の残余容量（現地調査で把握可能）が合致しているか否か等をチェックすれば
足りるので、検査の負担はさほど大きくはないと思われる。
()２ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）に関する義務違反の迅速確認

産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度は、排出事業者が、適正な委託処理が
なされたことを確認する（処理業者が委託元排出事業者に対し適正な処理を行っ
た旨を具体的に報告する）ことを通じて適正処理を確保する（いわば、不法投棄
等をしない、させない）ための制度であるから、マニフェストの適正記載・迅速
報告義務を徹底させることは、それ自体、不法投棄等を防止する重要な手段とな
るものである。たとえば、排出事業者から受託した中間処理業者がいつまで経っ
ても排出事業者に対し適正な中間処理を行った旨のマニフェスト（D 票）を返送
しなかったとすれば、それ自体、適正な処理がなされていないことを推認させる
重要な事実になるものというべきであり、そうであるからこそ、廃棄物処理法は、
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マニフェストに関する交付及び確認の義務違反を措置命令の対象としている。
そして、電子マニフェストの義務化は、排出事業者や処理業者が負っているマ

ニフェストの遵守義務（廃棄物処理法１２条の３）を確実にするためにも必要不可
欠である。たとえば、排出事業者が処理委託をする際に、どの業者に処理委託を
し、いつ頃までにその処理が完了する予定か（前提として処理の予定期間は相当
なものであることを要する）を情報処理センターに報告しておき、受託した処理
業者が、予定された処理期限までに処理が完了した旨を同センターに申告しなけ
れば、同センターのコンピュータが自動的に処理業者に警告を発し、一定期間内
に対処がなされなければ、同センターのコンピュータが自動的に都道府県等にオ
ンラインで通報するシステムを構築することが考えられる。こうすれば、すべて
の廃棄物処理の過程に同センターのコンピュータによる審査がなされることにな
る。これにより、マニフェストに関する義務違反があれば直ちに摘発され、違反
行為を撲滅することができるはずである。また、この手法なら、前記()１と同様に、
人的負担を極力抑制することができるという点でも適切である。
()３ 無許可業者への委託を防止するためのシステム

不法投棄等事件において、排出事業者に措置命令がなされるのは、無許可の収
集運搬業者への委託を行ったことを理由とするものが少なくない。無許可業者へ
の委託を防止するためには、電子マニフェストを義務化し、委託時に情報処理セ
ンターから、収集運搬業者を含む委託先の処理業者が行政の許可を受けた業者で
あるのか審査を受ける（無許可業者であれば、即時にその旨が排出事業者に通報
され、一定期間内に是正がなければ都道府県等に通報される）システムを構築す
れば、無許可業者への委託行為は完全に撲滅できる。これは、委託先の業者が許
可業者であるかを排出事業者が確認する負担を軽減し、また、無許可業者に委託
することによって生じる措置命令リスクから排出事業者を解放するためにも、必
要なものというべきである。
()４ 電子マニフェストの義務化を阻害する要因について

このように、情報処理センターの審査・通報システムを伴った電子マニフェス
トシステムの構築は、無許可業者への委託や処理基準に反する委託がなされた場
合等において直ちに同センターが自動通報する制度を完備することで、不法投棄
等を未然に防止する強い力を発揮し得るものである。また、言うまでもなく、電
子マニフェストの義務化（紙マニフェスト制度からの解放）は、紙の保管や照合
等に関する膨大な事務上の負担から当事者を解放し紙資源も大幅に節約するとい
う面もあり、それだけでも強く推進されるべき面を持っている。

ここ数年、電子マニフェストの本格的な導入を進めている事業者等も多く出始
めており、たとえば、東京都は、大規模病院において、電子マニフェスト・IC
タグを活用した医療系廃棄物の追跡システム事業を２００５年に開始している（http :
//www．metro．tokyo．jp/INET/OSHIRASE/２００５/１０/２０fab５００．htm）。医療系廃
棄物は有害性が高く、不法投棄等された場合の影響が特に大きいことから、この
ような自主的取組みは評価されるべきである（ただし、IC タグについては、廃
棄物の追尾という点で有用性はあるものの、廃棄物とともに焼却等されれば大気
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汚染の原因になり得るなどの弊害があるため、慎重な検討が必要である。（日弁
連「不法投棄事件の未然防止及び適正解決を徹底するため廃棄物処理法の改正等
を求める意見書」６～９頁参照））。

しかし、環境省も、電子マニフェストの有用性を認めて、その推進を図る姿勢
を示しているものの、義務化を導入できるまでには至っていない。その最大の原
因は、すでに任意の（紙マニフェストとの選択的な）制度として電子マニフェス
ト制度が導入されていながら、実際に電子マニフェストが利用される頻度が極め
て低いとされている点にあると考えられている（２～３％に留まると言われてい
るが、最近では２０％程度まで増加したとの報道もあるようである。）。

たしかに、電子マニフェストを円滑に義務化するには、現行制度での一定以上
の普及が必要かと思われる。この点、普及を阻害する要因として、零細規模の処
理業者や排出事業者には対応が困難で、とりわけ収集運搬業者には零細規模の業
者が多く、対応できる業者が限られているとの指摘がなされているが、①（全員
がということは到底ないにせよ）そのような零細な収集運搬業者の中には、自ら
不法投棄等に手を染めたり、中間処理・最終処分業者の不法投棄等に加担する者
が見られ、それを改善するためにこそ電子マニフェストの義務化が必要であるこ
と、②不法投棄等を撲滅するには処理業界全体のレベルアップが必要であり、任
意の電子マニフェスト制度が導入されその普及の必要性が叫ばれてから何年も経
過しているのに、いまだに IT 化やこれを前提とする業務水準の向上に対応でき
ない業者は淘汰もやむを得ないというべき（本基調報告書で縷々指摘していると
おり、そのように言わざるを得ないほど、不法投棄等の被害が深刻であり、これ
を防止等するため早急に義務化が推進されるべき）であることから、電子マニフ
ェストの義務化へ向けて、環境省や産業界（排出事業者サイド）、国会等の強い
リーダーシップが図られるべきである。

なお、現在のシステム（IT 技術の水準）に不備があるのであれば、よりよい
システムの開発努力も重ねられるべきであり、これに一定の公費補助が必要であ
れば、国（環境省）は予算獲得に向けて努力すべきである。

もとより、各都道府県の産業廃棄物協会や全国産業廃棄物連合会等の業界団体
が、電子マニフェストの導入支援を行う業者と提携し、零細の処理業者向けに電
子マニフェストの導入や維持管理等を支援する業務を行う（これにより、業界団
体にとっても、紙マニフェストの販売収入が消滅するリスクを補うことができ
る）ことも求められているというべきである。

また、零細または一時的にしか排出行為をしないため、電子マニフェストへの
加入が困難な排出事業者等は、専門業者のサポート（電子マニフェストの入力等
の業務代行サービス等）を受けて委託作業を行うものとすれば、排出事業者自身
が高額なコストをかけなくとも、排出記録の電子保存等の目的を達し得るのであ
る。このように、さまざまな角度からどのような専門業者がいかなる支援をすれ
ば、電子マニフェストシステムを円滑に運用できるかという点を改めて分析・検
討することが必要というべきである。

なお、韓国では、一定の廃棄物につき電子マニフェストが義務化され、公的機
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関が処理情報を管理する制度が導入されている。環境省は、韓国で電子マニフェ
スト義務化を実現した過程等も調査し、より合理的な導入手法を検討すべきであ
る。

３ 排出事業者や処理業者のコンプライアンスを促すシステムの構築
()１ 排出事業者責任の強化

委託先の処理業者により不法投棄等がなされた場合に、排出事業者が現行法よ
り厳しい責任を問われるようになれば、排出事業者は不法投棄等をしない優良な
処理業者に委託しようとするから、優良業者への委託インセンティブを高めると
いう点で、排出事業者責任の強化は、処理業者による不法投棄等を防止する制度
としての機能を持ち得る。

具体的な手法としては、まず、処理業者による不法投棄等がなされた場合に責
任を負うべき排出事業者の範囲を拡大するという手法が考えられる。この点に関
し、２０１０年改正法は、建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関して、重層下請構
造が存在し個々の廃棄物について誰が処理責任を有するか不明確な場合があった
という理由で、元請業者を排出事業者とする旨の規定を設けたが、零細の下請業
者が零細の処理業者に処理委託して不法投棄等がなされた場合に排出事業者が責
任を免れるようなケースを防止し、建設工事に中心的な役割を果たす元請業者に
「責任が問われないよう適正に処理する処理業者に委託する」インセンティブを
課すという点では、排出事業者の範囲（責任）の拡大という面も存するものと言
える（第２編第３章第３節参照）。

そして、拡大生産者責任の観点から、「第一次的処理責任を負う事業者の範囲
を拡大すること」を徹底すれば、一定の廃棄物については、直接（最後）にその
物を排出する事業者ではなく、その物の製造・流通等に中心的な役割を果たす事
業者を排出事業者として責任を負担させていく手法も、導入されるべきである。
たとえば、病院が排出する医療廃棄物の中には、注射針等のように販売業者が引
き取って一括処理をすべきではないかと思われる物があり、このようなケースで
は、製造・販売業者側に処理責任を課す（病院にはこれら業者への引渡義務を課
す）方向での法改正が検討されるべきである。これと同様に、一定の有害物質を
含有する製品の廃棄等も、製造・販売業者側に処理責任を課す方向で検討される
べきである。

次に、排出事業者の責任を強化する他の方法として、排出事業者に対する措置
命令の対象範囲の拡大（責任の強化）を図ったり、電子マニフェストにより確実
に責任を負うべき排出事業者を捕捉するという方法がある。この点については、
後記第５節を参照されたい。
()２ 処理業者に対する内部的な監視・監督システムの構築

公費に負担をかけない形で、第三者が処理業者の操業を監視監督するシステム
を構築できれば、処理業者による不法投棄等を大幅に防止することができる。こ
の点、後記第５節に記載のとおり、不法投棄等を行った処理業者の責任を担保す
るため、すべての処理業者が、責任履行を目的とする強制保険または共済組合に
加入することを義務付けるべきである。
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このような制度が導入されれば、保険会社は保険金の支払いを回避するため（ま
た、加入者への保険料を低減して加入率を高める＝保険料収入を増加させるため）、
処理業者が不法投棄等の摘発を受けるような違法な操業をしていないか、一定の
現地調査等を行ったり、加入業者向けにコンプライアンス指導等を行うことが期
待できる。同様に、共済組合についても、責任履行を余儀なくされる事件を防止
し組合の加入費（保険料に相当するもの）を減額させるために、組合の指導員が
巡回指導等を行って、不法投棄等の未然防止に努めることが期待できる。

また、後記第５節に記載のとおり、産業界（とりわけ、不法投棄等が多いとさ
れる業界や有害物質を取り扱う業界等）に不法投棄等対策（原状回復等の費用の
捻出）の財源とする目的税を課すことが導入されるべきであるが、これが導入さ
れた場合には、課税負担を受ける産業界は、税負担の軽減（原状回復等に必要と
なる費用の抑制）を図るため、処理業界に対し、不法投棄等の防止に向けた取組
みを強化するよう働きかけ、処理業界がこれに応じて業界努力を重ねることが期
待される。

このように、保険・共済組合の制度や産業界向けの目的税の課税は、未然防止
のシステムとしての機能も果たし得るものである。
()３ 優良業者保護育成等

排出事業者が、不法投棄等を行わない処理業者に安心して委託できるようにす
るという点では、ここ何年も各所で提唱されてきたように、優良な処理業者の保
護育成は重要な課題ということができる。ただ、これが、「法を遵守する業者に
委託するようにするためのシステム」という趣旨で述べられているのであれば、
そもそも、すべての処理業者が廃棄物処理法のルールを遵守しなければならない
のであるから、一定の違法業者が存在していることを前提に「優良業者の保護育
成」を論ずること自体、不適切という面がある。

結局のところ、本項で述べてきたとおり、不法投棄等の未然防止を徹底すると
ともに、不法投棄等を行った処理業者が迅速かつ確実に捕捉されるシステムの構
築こそが本来なされるべき事柄であって、これらをせずに現在の不十分な法制を
前提に、「法違反がない（または発覚しない）処理業者を顕彰し有利に取り計ら
う類の制度」を推進することは、取り組むべき物事の順番をはき違えるもので、
適切とは言えない。

ただ、前記に述べた各制度は、直ちに導入することが困難な面があることは否
定できず、そのような意味では、過渡的な制度として、優良性の評価ができる一
定の指標（ただし、優良性の指標は、法違反がないかという「当たり前のこと」
ではなく、電子マニフェスト等の「導入（義務化）されるべき未然防止等のため
の諸制度を任意に取り入れているか」という点を重視すべきである。）に合致す
る処理業者（やその業者に委託する排出事業者）に一定の優遇措置を講ずること
自体は推進されてよいと思われる。

たとえば、岩手県は、「循環型地域社会の形成に関する条例」（２００２年制定）に
基づいて、業界団体に会員たる処理業者の優良性の程度（遵法性、財務状況、先
取的取組状況の有無等）を審査させて３段階に格付けし、Web サイトで公表さ
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せる仕組みをとっている（北村喜宣『自治体環境行政法』第５版１９８頁、第一法
規、２００９年）。なお、この中で、電子マニフェストへの加入は「先取的取組み」
として評価されている（http : //www．pref．iwate．jp/view．rbz?nd＝２９４＆of＝１
＆ik＝３＆pnp＝５９＆pnp＝２６２＆pnp＝２９４＆cd＝９９４７）。また、全国的には２００５年
に産業廃棄物処理業者の優良性評価制度が導入されているが、評価基準として、
遵法性、情報公開性、環境保全への取組みの３つの大項目が提示されている。

収集運搬業者についても、たとえば、前記の基準をもとに優良性の評価を受け
た処理施設のみと契約しているとか、運搬車両の事故防止策や事故時の対処（保
険加入等）が十分に確保されている場合等は、同様に考えてもよいと思われる。

【電子マニフェストを利用した新しい処理委託制度（案）の概要】

① 情報処理センターへの事前情報登録
すべての処理業者（収集運搬、中間処理、最終処分の各業者）は、あらかじめ（営業

の開始前に）、処理業者として自己が許可を受けた業務内容や中間処理施設・最終処分
場の許可情報（事業者・施設の所在地、取扱い可能な廃棄物の種類、中間処理施設の１
日あたりの処理能力、最終処分場の許可容量等）を情報処理センターに申告し、登録し
なければならないものとする。

また、国は、あらかじめ、廃棄物の類型（種類・品目）ごとに、相当な処理価格の最
低基準を策定し、情報処理センターに通知しておくべきである（第５節第２の２�２参照）。

② 中小零細規模の排出事業者への事前説明
中小零細規模の排出事業者から処理委託を打診された処理業者（通常は、排出事業者

から収集運搬を受託する業者（図中の収集運搬業者Ａ）がこれに該当すると思われる。）
は、処理委託にあたって排出事業者が負うべき注意義務（無許可業者への委託が禁じら
れること、適正対価を負担すべきこと等）を説明すべき義務を負う。通常は、初回の受
注の際に、国が作成した委託ガイドラインを交付するなどして理解を促せば足りると思
われる（第５節第２の２�２参照）。

③ 排出事業者による処理情報の通知と審査
排出事業者は、処理業者への委託にあたり、委託の内容（処理委託する廃棄物の品目、

数量、予定する中間処理や最終処分の態様、委託先の収集運搬、中間処理、最終処分の
各業者の名称等、中間処理や最終処分に必要な期間として予定する日数等）を、電子マ
ニフェストを通じて事前（処理委託契約の締結前）に情報処理センターに通知する。

情報処理センターは、通知された委託契約の情報に法令違反の点がないか（無許可業
者に委託していないか、搬入先の中間処理施設の処理能力を超過する委託になっていな
いか（同時期にセンターに寄せられた同一の処理業者に関する委託情報も勘案して審査
する。）、委託価格が適正価格（①参照）を下回っていないかなど。基本的に現行のマニ
フェスト制度で記入すべきとされている項目の全部をもって足りると思われる。）をコ
ンピュータで自動審査し、違反する点があれば、排出事業者に対し、他の処理業者に委
託するなど必要な是正措置をとるよう勧告する。
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排出事業者は、この是正勧告を受けたときには、相当期間（たとえば１週間）内に是
正した旨を情報処理センターに通知し、再度、審査を受けるものとし、仮に、是正した
旨の通知を怠れば、情報処理センターは、当該排出事業者を監督すべき都道府県等にそ
の旨を通報し、都道府県等が当該排出事業者に必要な指導ないし処分を行う。

④ 収集運搬Ａ・中間処理の実施と報告及び懈怠時の監督
排出事業者は、上記③の審査により情報処理センターから法令違反がない旨の通知を

受けた後、収集運搬業者Ａに委託して中間処理施設に廃棄物を運搬する。収集運搬業者
Ａ及び中間処理業者は、収集運搬または中間処理の完了後、法令で定めた期間内に情報
処理センターにその旨を通知する。情報処理センターは、実際に行われた業務内容が、
あらかじめ③で届け出られた委託契約に合致することをコンピュータで確認（自動審
査）した後、直ちにその旨を排出事業者に通知する。

仮に、③で排出事業者が届け出た「収集運搬業者Ａの中間処理施設までの運搬や中間
処理業者による中間処理に必要となる予定期間（期限）」までに収集運搬業者Ａや中間
処理業者が情報処理センターに必要な業務が完了した旨を通知しない場合には、情報処
理センターが注意を喚起し早期の対応を促す趣旨の勧告をする。また、相当期間内に業
者側が必要な業務が完了した旨の通知をしないときには、情報処理センターは当該業者
を監督すべき都道府県等にその旨を通報し、都道府県等が当該処理業者に必要な指導な
いし処分を行う。

⑤ 中間処理業者による最終処分委託情報の通知と審査
中間処理業者は、中間処理を施した廃棄物（焼却処理後の燃え殻等）を最終処分場に

運搬（処分委託）するにあたり、運搬先の処分場の名称等や運搬すべき廃棄物の量等（上
記③参照）を電子マニフェストを通じて事前に情報処理センターに通知する。

情報処理センターは、③と同様の自動審査（とりわけ、搬入先の最終処分場の許可容
量を超過する委託になっていないか、当該処分場が許可を受けた容量から過去の受入量
を差し引いて残余容量を算出して審査すべき。）を行い、違反する点があれば、③と同
様に中間処理業者に対する勧告や是正がない場合の都道府県等への通報を行う。

⑥ 収集運搬Ｂ・最終処分の実施と報告及び懈怠時の監督
中間処理業者は、上記⑤の審査により情報処理センターから法令違反がない旨の通知

を受けた後、収集運搬業者Ｂに委託して最終処分場に廃棄物を運搬する。収集運搬業者
Ｂ及び最終処分業者は、収集運搬又は最終処分の完了後、法令で定めた期間内に情報処
理センターにその旨を通知する。情報処理センターは、実際に行われた業務内容があら
かじめ③や⑤で届け出られた委託契約に合致することをコンピュータで確認（自動審
査）した後、直ちにその旨を中間処理業者及び排出事業者に通知する。仮に、③や⑤で
届出がされた予定期間内に業務が完了しない場合の対応は、④と同じである。

⑦ 周辺住民等による委託情報の監視
委託情報の主要部分（廃棄物の品目、数量等）は、委託先の中間処理施設・最終処分

場の周辺地域に居住等している住民などには公開すべき（閲覧可能な）ものとし、周辺
住民は、処理施設の稼働状況に法令違反の点がないか疑問を抱いた場合には、自ら情報
処理センターにアクセスして、当該処理施設の過去及び現在の受入状況などを確認でき
るものとする。これにより、コンピュータ上の情報と現場の実状との間に乖離する点が
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あれば、当該施設ないし業者を監督すべき都道府県等に通報して必要な監督権行使を促
すことができる。
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第４節 廃棄物処理の安全を担保する政策等
第１ 安定型産業廃棄物最終処分場の廃止
１ 安定型産業廃棄物最終処分場とは

安定型産業廃棄物最終処分場（安定型処分場）とは、性質が化学的に安定して環
境に影響を与えないとされる、いわゆる「安定５品目」（廃プラスチック類・金属
くず・ガラス陶磁器くず・ゴムくず・がれき類をいう。なお、２００６年１０月１日から
一定の基準を満たした石綿含有産業廃棄物も追加された。）のうち、除外項目に該
当しない産業廃棄物を処分する処分場である。

埋立処分場内の汚水の処分場外の地中への浸出を防ぐ遮水工や、公共用水域へ排
水ができるように浸出水を処理する浸出水処理施設は法令上不要である。したがっ
て、安定型処分場においては、有害物質を含む廃棄物が埋立処分された場合、有害
物質が施設外に流出することになる。
２ 安定型処分場の問題点
()１ 第一に、安定型処分場で埋立処分される産業廃棄物は、必ずしも性質が化学的

に安定していない点である。安定５品目と言われる物の中には、酸性雨等にさら
されることにより、化学的変化を起こして、有害物質を溶出させる廃プラスチッ
ク類やゴムくずあるいは金属くず等が含まれている。
()２ 第二に、安定５品目とそれ以外の産業廃棄物との分別が貫徹し得ないことであ

る。安定型処分場は、遮水工も浸出水処理施設もない構造であるから、同処分場
に安定５品目以外の物質が混入されれば、同処分場から人体に重篤な被害をもた
らしたり、環境汚染を引き起こしたりする汚染物質が流出することとなるのは必
然である。

しかし、処分される廃棄物を廃プラスチック類等の「安定５品目」とその余の
物質に分別することが現実には不可能であるため、ほとんどすべての安定型処分
場において、安定５品目以外の物が多かれ少なかれ混入していると言っても、決
して過言ではない。

なお、この点について、環境省も、工作物の新築、改築または除去に伴い生じ
た廃棄物について、安定型産業廃棄物とそれ以外の物とを選別した結果、熱しゃ
く減量（対象廃棄物を強熱したときに減少する重量で、強熱前の重量に対する百
分率で表現される値をいう。）を５％以下にすることを通知しており、国自身が
安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入すると自認しているのである。

また、安定５品目を完全に分別するには、多額のコストがかかり採算が合わな
いことから、事業者自身がこれを遵守しない場合もある。

３ 全国の事例
このようなことから、安定型処分場は、法の理念と裏腹に粗雑な運用がなされ、

多くの問題を引き起こしてきた。
福岡県筑紫野市の安定型処分場において、１９９９年１０月６日に、致死量をはるかに

超える硫化水素が発生し、従業員３名が死亡した（福岡県筑紫野市事件参照）。本
来、安定型処分場で処分される安定５品目は、有機物を含有しないか溶出しない物
であり、埋立処分によって硫化水素が発生することは、その性質からはあり得ない
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ことである。
また、滋賀県栗東町の安定型処分場では、２万 ppm を越える硫化水素ガスが検

出されたほか、裁判上も、宮城県柴田郡村田町の安定型処分場の事例で、２万 ppm
を越える硫化水素が検出されていたことが明らかとなっている（仙台地裁平成１３年
７月１９日決定）。

このように、大きな社会問題となった事例以外にも、各地の安定型処分場で硫化
水素の発生が確認されている。これらは、悪質な安定型処分場からの硫化水素によ
る周辺環境汚染の実例であり、安定型処分場の周辺は、常にこのような環境汚染の
脅威にさらされることになる。
４ これまでの法改正による対応

前記のとおり、国も、安定型処分場の問題点を認識し、度重なる汚染事故や不法
投棄等を契機として、１９９７年以降、たびたび廃棄物処理法及び関係法令の改正を行
ってきた。

しかし、これらの改正によっても、安定型処分場における汚染物質の処分場外へ
の流出・拡散の危険性は、まったく解決されていない。いかに規制を厳しくしても、
完全に安定５品目とそれ以外とを分別することは極めて困難であるし、安定５品目
のうちには性質の安定していない物があり、有害物質の流出・拡散の危険性がある
という問題点についても何ら解決されていない。そして、全国の問題事例は一向に
減少していない。
５ 司法の判断

このような実態から、全国各地で住民の安定型処分場の設置・操業に対する反対
運動が激化し、訴訟が提起されてきた。これらの訴訟において、裁判所は、安定５
品目とそれ以外の物質の分別は極めて困難であるという実態を直視し、相次いで住
民側の訴えを認め、安定型処分場の設置・操業の差止めを認容するに至っている。

裁判所が安定型処分場の設置・操業の差止めを認容した決定及び判決は、１９９２年
２月２８日仙台地裁決定をはじめとして多々あるが、それらの決定及び判決は、一貫
して安定５品目以外の物質の分別が不可能であることを認定し続けている。

安定型処分場は、安定５品目以外の物質のほぼ完全な分別を前提としているにも
かかわらず、裁判所はその分別はほぼ不可能であると認定しているのであるから、
安定型処分場という概念が破綻していることを裁判所が認めていると評価できる。

さらに、安定５品目自体の有害性を指摘している裁判例も多い。特に、水道水源
地に安定型処分場が設置・操業されれば、水道水源が汚染され、多数の住民らに健
康被害をもたらすであろう蓋然性を多くの裁判例が認定している。
６ 結論

このように、安定型処分場においては、法が予定した安定５品目とそれ以外の物
質とを分別することが現実には不可能であり、処分場内に安定５品目以外の物質が
混入することが避けられない実態となっている。また、安定５品目自体に、人体や
動植物への有害性が指摘されている物質が含まれていることも明らかである。

安定型処分場は、遮水工も浸出水処理施設もない構造であるため、混入した安定
５品目以外の物質から、または安定５品目自体の中から、有害物質が浸出し、周辺
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環境を汚染させることは避けられないのである。
裁判所が認定するように、安定型処分場という概念自体がすでに破綻しているこ

とは明らかであり、よって、安定型処分場という類型を廃止するための法令の改正
を行い、安定型処分場は今後新規に設置されないようにすべきである。

第２ 産業廃棄物処理業・処理施設の許可のあり方について
１ 現行法上の産業廃棄物処理業・処理施設の許可

産業廃棄物処理業（収集・運搬もほぼ同趣旨なので、ここでは処理業のみについ
てのみ言及する。）の許可について、廃棄物処理法１４条５項は「第一項の許可の申
請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならな
い」とし、その１号に「その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を
的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合する
ものであること。」を掲げる。

産業廃棄物処理施設の許可についても、廃棄物処理法１５条の２第１項は「前条第
一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、
同項の許可をしてはならない。」とし、その１号で「環境省令で定める技術上の基
準に適合していること」、２号で「周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定め
る周辺の施設について適正な配慮がなされていること」、３号で「申請者の能力が
その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従って当
該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りる
ものとして環境省令で定める基準に適合するものであること」として、前記１４条５
項１号の業の許可と同様の規定を定めている。さらに、同法１５条の２第２項で「大
気環境基準の確保が困難となると認めるときは、同項の許可をしないことができ
る。」とも規定する。
２ 現行法の問題点

第２編第３章第６節第１で指摘したように、現行法の前記許可については、都道
府県等より「記載事項に漏れさえなければ許可しなければならないという運用がな
されているため、許可が不適切と考えても許可しなくてはならない。」、住民より「形
式審査しかせずに安易に許可している。」、申請する業者より「どのような要件を具
備していれば許可が出るのか否かの予測がつかない。」等、三者三様の不満の声が
ある。

これは、条文が、前記のように、「○○を認めるときでなければ許可をしてはな
らない。」との体裁になっていながら、その「○○」に当たる要件が抽象的なもの
が多く、その具体的内容を環境省が通知等で定めているためである。この通知等を
例示と考えれば、都道府県等はそれ以外の審査もできることになり、業者にとって
は、許可基準が不明確になる。他方、これが基準であると考えると、その審査しか
できないことになるし、審査内容もそういう書類を添付しているかという形式的審
査になってしまいがちである。

この点について、都道府県等にもっと裁量権を認めるべきであるという意見もあ
る。たしかに、そうすれば、当該予定地の実情に沿った実質的審理が可能となる。
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しかし、他面、裁量の範囲であるとして、問題の多い施設が許可されたり、逆に、
問題がまったくない施設が不許可になったりするおそれがある。これは、１９９７年に
廃棄物処理法が大きく改正された意味を失わせることになる。

したがって、都道府県等の裁量の余地を大きくすることなく、前記の問題点を解
決するような制度・運用が必要である。
３ 提言

業の許可に関しては後述の「更新」の方が重要であるので、以下、産業廃棄物処
理施設設置許可を中心に論じる。
()１ 三つの原則

前記問題点を解決するため、まず、下記の三つの原則を確認する必要がある。
すなわち、
① 環境省の通知等は、あくまでも法令で定める許可基準の「解釈の指針」であ

り、都道府県等は拘束されない。
② 許可基準に適合しているかどうかについては、申請者がきちんと疎明しなけ

ればならず、それが明確でない限り、都道府県等は許可をしない。
③ 疎明が十分かどうかについては、公衆が関与する手続で明らかにする。

以下、敷衍する。
()２ ①の「法令で定める基準」について

現在、前記のように、環境省の通知等による「法令の解釈」があたかも法令の
「規定」であるかのように一人歩きをしている。しかし、通知は、あくまでも解
釈の指針であり、目安でしかない。たとえば「周辺地域の生活環境の保全に適正
な配慮」がされているかどうかは、個々の事案において当然に異なる。したがっ
て、都道府県等は、事案ごとに、必要な審査ができることを明記する必要がある
（もちろん、環境省の通知等は、その重要な参考ではある。）。
()３ ②の「申請者が疎明すること」について

申請者が許可基準に適合していることについて疎明しない限り許可してはなら
ない。これにより、単に形式的に書類を提出することでは足りず、その内容につ
いて、疎明ができないのであれば、許可はされないことになる。
()４ ③の「公衆が関与する手続」

許可基準への適合性について、申請者は、当該処分場の設置に関心を持つ者（以
下「関係住民」という。）に対して、資料を縦覧させ、資料についての説明会を
開催し、それを受けた関係住民から意見を聴取し、その意見に対する見解もまた
縦覧させ、再びその見解書についての説明会を開催する。都道府県等は、関係住
民と申請者の議論を参酌して、許可するかしないかを決定する。このように、施
設設置に最も利害関係を有し、それゆえ最も関心の高い住民らが直接申請者と対
峙することにより、内容に踏み込んだ議論が可能となると思われる。

この点について参考となるのが、「福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛
争の予防及び調整に関する条例」である。この条例には、産業廃棄物処理施設の
設置許可の申請があった場合に、関係地域を指定したうえで、その関係地域の住
民に、環境調査書を縦覧させ、説明会を開催し、そのうえで意見書の提出を求め、
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その意見書に対して申請者は見解書を作成し、説明会等を通じて周知することが
定められている。この条例自体は、福岡県の判断を拘束するものではないが、申
請者が適切な説明をすることができない場合には、手続が前に進まず、その結果、
申請者が取下げ等を行い、事実上不適切な産業廃棄物処理施設の建設を阻止して
いる。

この手続が実効性をもつためには、「関係住民」の範囲を的確に定める必要が
あることは言うまでもない。
()５ 以上の三つの原則に従って運用するならば、申請者は基準を満たしていること

について、都道府県等及び住民にきちんと疎明しなければならず、都道府県等に
とっては、住民の意見を無視して恣意的な許可をすることができなくなるととも
に、申請者が、合理的な疎明を住民及び都道府県等にする限り、許可を受けられ
ることになる。また、都道府県等の許可あるいは不許可に不服がある者は、その
手続の中で許可あるいは不許可の理由が具体的に明らかになっていることから、
都道府県等の判断に合理性があるか否かを裁判所等で審理してもらうことが可能
となるし、「行政の裁量の範囲」も自ずと制限される。
()６ 住民同意について

「産業廃棄物処理施設の設置を許可するには、周辺住民の同意を要する」とい
う制度を創設すべきであるという意見は、根強い。たしかに、住民自治の観点か
らは考慮に値するものではある。しかし、同意を与える「住民」の範囲をどうす
るかという問題が常につきまとう。しかも、形式的「同意」の有無が中心となる
ため、不適切な施設が「利益誘導」等により建設されたり、逆に、適切な施設が
「感情論」等で建設されなかったりするおそれもある。そもそも、現行憲法のも
とで、中身を議論することなく、形式的な同意の有無で、建設の是非が左右され
ることは望ましいものではない。「同意」を要件とするならば、少なくともその
前提として、前記のような設置が許される施設か否かに関する当事者間の議論（い
わゆる「リスクコミュニケーション」）は不可欠であり、前記のような住民参加
の手続を活用することがより望ましいと思われる。

４ 許可の更新について
()１ 現行法上の許可の更新及びその問題点

① 業の許可の更新に関して
現行法上、産業廃棄物処理業の許可の更新について、廃棄物処理法１４条７項、

８項、９項に定めがある。しかし、期間（同法施行令６条の１１で「５年ごと」
と規定。）を除くと具体的にどのような基準で更新を認めるのかが規定されて
いない。そのため、現在では形骸化しているきらいがある。

業者が行政指導や行政処分を何度も受けている場合には、「その事業の用に
供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足り」
ない、と評価できる場合もあり、その場合には更新をしないことに合理性があ
る。しかし、現在、かかる観点からの更新許可の審査は行われていない。その
ため、行政指導を何度も受けている業者がそのまま操業を継続し、結果として
被害が大きくなったケースもある。
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② 施設の許可の更新に関して
施設の許可更新についての規定はない。２０１０年の法改正にあたって、中央環

境審議会の廃棄物・リサイクル部会の廃棄物処理制度専門委員会では、「廃棄
物処理施設から生活環境保全上の支障が生じるおそれがある状態が看過される
ことがないよう、施設許可を更新制とすること」が検討されたこともあったが、
最終的には同委員会の報告書には記載されず、２０１０年の法改正にも採用されな
かった。代わりに都道府県等による「定期検査」が新設されている（改正法１５
条の２の２）。

()２ 提言
① 業の許可の更新に関して

更新前の５年間で受けた行政指導、行政処分の内容・回数を考慮して更新す
るかどうか判断する制度を設けるべきである。その際には、自動車運転免許で
採用されている減点制度の導入が適している。

また、後述（第６節第３）するように、住民参加の視点も取り入れるべきで
ある。

② 施設の許可の更新に関して
前記のように、改正法は「定期検査」を定めている。その内容は定かではな

いが、施設設置者が５年内に一度、都道府県等に検査を申請し、技術上の指針
に合致しているかどうか検査してもらうという制度のようである。しかし、こ
のような施設設置者からの申請による検査でどれだけの効果が上がるのか疑問
が残る。

取消処分等の発令とは別に、前記�に述べた「業の許可の更新」と同様の運
営をする「施設の許可更新制度」を創設することも、考慮に値すると思われる。

第３ 各廃棄物処理施設の基準強化
１ はじめに
()１ 「基準を満たした施設」＝「安全な施設」ではない

廃棄物処理施設の基準を考える場合、まず念頭に置かなければならないことは、
「基準を満たした施設」＝「安全な施設」ということにはならないということで
ある。

管理型処分場は、遮水工が絶対に破損しないということはあり得ないのであり、
焼却施設は、有害物質を絶対に出さないということはあり得ない。それぞれ、安
全性という点から言えば、多かれ少なかれ、欠陥施設であるというほかはない。
以下では、廃棄物処理施設の基準強化について述べるが、基準を強化したことに
より、完全に安全な施設となるという誤解をしてはならない。基準の強化は、よ
り安全な施設を目指す、という意味を持つに過ぎないことを銘記すべきである。

廃棄物処理施設の基準（設置許可基準、維持管理基準等）は、これまで、何度
も改正が重ねられ、強化されてきたのであり、現在の基準もまた、絶対ではあり
得ない。また、これらの基準が設定されるにあたり、安全性の確保という観点ば
かりではなく、事業者の達成可能性という観点も考慮されてきたという経緯があ
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り、これらの基準を達成するということが、必ずしも施設の安全性を意味してい
るとは言い難いのである。
()２ 基準緩和の方向性は誤りである

現在、さまざまな分野で規制緩和が進められている関係上、廃棄物処理施設の
設置許可基準等も緩和されるべきではないかという意見も聞かれる。しかし、社
会や環境の安全性を確保するための基準は、緩和を許すべきではない。
()３ 廃棄物処理施設の設置許可基準、維持管理基準

廃棄物処理施設の設置許可基準は、一般廃棄物処理施設については廃棄物処理
法８条の２第１項に、産業廃棄物処理施設については、同法１５条の２第１項に、
それぞれ規定がある。それぞれ、１号から４号まで、四つの項目が挙げられてお
り、両者とも、ほぼ同じ内容となっている。
１号 当該廃棄物処理施設が、技術上の基準（環境省令）に適合していること。
２号 周辺地域の生活環境の保全及び周辺施設に対して適正な配慮がなされたも

のであること。
３号 申請者の能力が当該廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確にかつ継続

して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであるこ
と。

４号 一般廃棄物の場合は同法７条５項４号イ～ヌに、産業廃棄物の場合は同法
１４条５項２号イ～ヘに、それぞれ該当しないこと（申請者が成年被後見人、
被保佐人、破産者、禁錮以上の刑に処せられてその執行を終わりまたは執行
を受けることがなくなった日から５年を経過しない者等。産業廃棄物の場合
は、それ以外に、暴力団員または暴力団員でなくなった日から５年を経過し
ない者、法人で暴力団員等がその事業活動を支配する者等が加わっている。）。

そして、前記１号の技術上の基準（構造基準）は、廃棄物処理法施行規則４条
（一般廃棄物）、１２条、１２条の２（産業廃棄物）、及び最終処分場技術基準に規定
されている。前記３号の申請者の能力は、廃棄物処理法施行規則４条の２の２（一
般廃棄物）、１２条の２の３（産業廃棄物）に規定されている。

また、廃棄物処理施設の維持管理基準は、一般廃棄物については廃棄物処理法
８条の３、産業廃棄物については同法１５条の２の２に規定されている。両方とも
抽象的な規定であり、具体的な内容は、それぞれ、廃棄物処理法施行規則４条の
５、１２条の６、７及び最終処分場技術基準に規定されている。

なお、最終処分場技術基準については、一般廃棄物最終処分場に関する箇所に
個別の規定を置き、管理型産業廃棄物最終処分場については、一般廃棄物最終処
分場に関する該当条文を準用するに留めているので、以下では一般廃棄物最終処
分場に関する条文のみを記すこととする。

２ 廃棄物処理施設に関する基準強化にあたって基本とすべきこと
廃棄物処理施設に関する基準を強化する前提として、次のような点を基本とすべ

きである。
()１ 国法で定める許可基準はナショナルミニマムとされるべきである

廃棄物処理法等の法令で定められた前記基準は、改正が繰り返されてきたこと
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に端的に示されているように、必ずしもそれを遵守したことが安全性を示すとい
うものではなかった。それは、現在及び将来の基準についても同じことが言える。

そこで、国法で定める基準は、絶対的なものではないことを、法自らが率直に
認めるべきである。また、地域によって、イワナが棲めるような水質を維持した
いと考える所もあろうし、コイが生息できればいいという所もあろう。

また、基準は、遮水工に関する技術上の基準等に端的に見られるように、これ
を満たすことが必ずしも当該処分場の安全性を担保するものではないことを認識
すべきである。

国法で定める基準は、国民が守らなければならない最低ラインを定めるものと
いうことにすべきである。そして、前記１()３に挙げた設置許可基準の２号の内容
をより具体化するという意味においても、地方公共団体の条例による基準の上乗
せを認めることが検討されても良いのではないかと思われる。
()２ 旧基準のもとで設置された処理施設についての基準強化

旧基準のもとで設置された処理施設については、これまでは、原則として、新
基準が適用にならないものとされてきた。しかし、このようなことでは、安全性
のない施設を野放しにしてしまい、当該処理施設が設置された地域に、将来にわ
たって汚染を残してしまう結果となりかねない。

したがって、基準が改正された場合は、可能な限り、旧基準のもとで設置され
た処理施設についても、新基準を適用すべきである。新基準に改正されてから施
行されるまでの間に一定期間を設けるとか、新基準の施行後に一定の移行のため
の期間を設ける等の措置をとれば、このようなことは十分に可能である。また、
新基準の適用が不可能な施設については、廃止をすることもやむを得ないであろ
う。

なお、旧基準のもとで許可申請されて、いまだ許可・不許可の判断がなされて
いない施設については、一律に新基準をもって判断されるべきである（駆け込み
申請の排除）。現に、廃棄物処理法の２０００年６月２日改正法については、産業廃
棄物処理施設について、その附則４条が「この法律の施行前に旧法第１５条第１項
又は第１５条の２第１項の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行
の際許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分
については、新法第１５条の２第２項の規定は、適用しない。」と規定し（すなわ
ち、新法のうち、第１５条の２第２項の規定以外は適用されるということになる。）、
原則としてこのような措置がとられている。
()３ 大型施設と小型施設との間の基準の差の廃止

たとえば、廃棄物焼却炉の排ガス中に含まれるダイオキシン類について、新設
施設においては、次のような排出基準値が定められている（ダイオキシン類対策
特別措置法８条１項、２項、同法施行規則１条の２、別表第１）。
・焼却能力４t/h 以上 ０．１ng―TEQ/N㎥
・焼却能力２t～４t/h １ng―TEQ/N㎥
・焼却能力２t/h 以下 ５ng―TEQ/N㎥

しかし、ダイオキシン類の毒性は極めて強いこと、現在では、小型焼却施設で
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あっても、厳しい基準を達成することが十分に可能な技術があると言われている
ことからすれば、焼却炉の規模に応じて、このような基準の差を設けることには
合理性がない。また、このような基準の差を設けると、同じ量の廃棄物を焼却で
きる施設を作ろうとした場合、焼却能力４t/h の炉を１基作る場合に比べて、２
t/h をわずかに下回る炉を２基作る場合は、５０倍甘い基準を達成すればよいこと
になり、非常に不合理な結果となる。さらに、このように、焼却能力に差を設け
る場合は、比較的規模の小さい、基準の甘い（したがって、それだけ投資を低く
抑えることができる。）炉の乱立を招くおそれがあり、環境の悪化を招来する可
能性が高い。

したがって、このような合理性のない施設の規模による基準の差は、早急に廃
止すべきである。
()４ これらの基本とすべきことを踏まえて、以下、管理型処分場と焼却施設に関す

る各基準の強化について述べる。
３ 管理型処分場の構造基準の強化

管理型処分場の思想の中心は、①処分場の底面及び側面に遮水工を設置し、廃棄
物や廃棄物に触れた水が周辺の土壌や地下水と接触しないようにする、②廃棄物に
触れた水は、浸出水処理施設によって処理し、有害物質を排水基準以下にして場外
に排出する、というものである。
()１ 遮水工を設けない管理型処分場の廃止

前記のように、管理型処分場は、一般に、底面及び側面に遮水工を設けるのが
原則である。しかし、最終処分場技術基準は、「埋立地の内部の側面又は底面の
うち、その表面に不透水性地層がある部分については、この限りではない。」と
している（最終処分場技術基準１条１項５号イの本文但書）。

「不透水性地層」とは、「地下の全面に厚さが５メートル以上であり、かつ、
透水係数が毎秒百ナノメートル（岩盤にあつては、ルジオン値が一）以下である
地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層」ということである（最終処
分場技術基準１条１項５号イの本文）。

しかし、この基準は極めて甘い。すなわち、透水係数が毎秒１００nm というこ
とは、水が１年間に３．１５３６m 浸透するということになるから、このような地層
が厚さ５m あったとしても、２年も経たないうちに、汚水が「不透水性地層」
の外に漏れ出すことになる。この程度の地層を「不透水性地層」と称するのは、
正しい用語とは言えない。また、透水係数がそれよりも低い場合であっても、広
大な処分場の敷地の全面にわたって前記のような地層がまんべんなく分布してい
るということはまず考えられない。処分場の敷地の中には、亀裂があったり、部
分的に脆弱な地層が存在することが往々にしてある。それから、処分場の敷地の
全面にわたって綿密な地層調査を行うことは非常に困難であるし、現実にもその
ような調査が行われることはなく、せいぜい数本のボーリング調査を行ってお茶
を濁すことになる。

したがって、このような遮水工を設けない管理型処分場は、十分な遮水性能を
備えているとは言えないから、廃止すべきである。
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()２ 遮水シートをはじめとする遮水工の安全性・耐用年数について
現在の最終処分場技術基準は、遮水工について、次の三つの類型のうちのいず

れかを備えればいいものとされている。すなわち、①厚さ５０cm 以上、透水係数
１０nm/秒以下の粘土その他の材料の層の表面に遮水シートを敷設する、②厚さ５
cm 以上、透水係数１nm/秒以下のアスファルト・コンクリートの層の表面に遮
水シートを敷設する、③不織布その他の基礎地盤と接することによる損傷を防止
できる物の表面に２層の遮水シートを敷設する、ということである（最終処分場
技術基準１条１項５号イ()１()イ～()ハ）。

しかし、このような基準をクリアしたとしても、遮水シートは、半永久的とも
考えられる長期間にわたって、破損しないまま保たれることができるのであろう
か。むしろ、どのような素材の物であっても、遮水シートは、長期間の使用状況
下では質的な劣化を免れず、また、長期間にわたって廃棄物の重圧、さまざまな
化学物質、浸出水や地下水等にさらされ続けるのであり、いつかは破損すること
があり得ることを、当然予想しなければならない。現に、遮水工メーカーが加入
している日本遮水工協会のホームページには、遮水シートの耐久性は１５年を目安
とする考え方が一般的になっているという記載がある。

また、これまで、一応技術上の基準をクリアしたとされていた最終処分場にお
いて、多数の遮水シートの破損事故が報告されている。これらの破損事故につい
ては、当該処分場の構造、地質、操業状況等の条件が原因であろうという言われ
方もするが、遮水シート自体の脆さに起因するものである可能性も高い。少なく
とも、それら破損事故を起こした処分場は、いずれも、構造や地質等の条件につ
いて、技術上の基準をクリアしていたはずであるし、遮水シートは多少乱暴な操
業によっても破損しないことになっていたはずである。

このような事実にかんがみると、遮水シートが長期間にわたって安全であると
は到底言えないものというべきである。現行の技術上の基準は、前記のような点
を形式的にクリアすれば、人をして、遮水工は破損しないものであるかのような
錯覚を生じさせるフィクションに過ぎない。最終処分場の基準としては、遮水シー
トはいつかは破損するものとの前提に立つ必要がある。

すでに述べたように、遮水シートについて完全な安全性を保障するような基準
を作ることは不可能というべきである。遮水シートについての技術上の基準は、
できるだけの安全性を目指すに過ぎないものということを基礎にしなければなら
ない。したがって、遮水シートの破損を的確に把握する方法を備えること（モニ
タリング井戸、漏水検知システム等が考えられるが、それらが遮水シートの破損
を的確に捉えられるような設計となっていることが必要である。なお、後述の維
持管理基準の強化の項目も参照されたい。）、破損した遮水シートの的確な補修方
法を予定していること、補修に要する費用を確実に準備できること等も設置許可
の要件に加えられるべきである。遮水シートの耐用年数について、遮水シートメー
カーの証明書を添付し、その期間内は、遮水シートメーカーが補修の責任を負う
という制度も考えられる。

そして、このように、遮水シートには完全な安全性を期待することができない
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のであるから、後記第４で述べるような立地規制が必要となるのである。
()３ 基礎地盤の十分な調査及び調査後の資料（ボーリングのコア等）の保存義務

最終処分場の「基礎地盤は、埋め立てる一般廃棄物の荷重その他予想される負
荷による遮水層の損傷を防止するために必要な強度を有し、かつ、遮水層の損傷
を防止することができる平らな状態であること」が必要である（最終処分場技術
基準１条１項５号イ()２）。

この基準もまた、実質的な審査をする必要がある。ところが、この点は、往々
にして、わずかのボーリング調査を行っただけで調査としては十分とされてしま
うことがある。しかし、基礎地盤の強度が十分であるかどうかを確認するために
は、基礎地盤の地層構造に即して、処分場の底面部及び法面部になることが予定
されている地点について、十分な数のボーリング調査等を行って、綿密な地質構
造の調査をする必要がある。

また、基礎地盤は、処分場が作られてしまった後では、追跡調査を行うことが
困難であるため、調査結果を明らかにする資料（ボーリングコアの写真だけでは
なく、ボーリングコアそのもの）を適切に保存し、行政等の監督権者や住民等が
容易に閲覧できるような措置を設けることが必要である。
()４ 浸出水調整槽の容量計算の適正化

最終処分場の埋立地内から発生する浸出水（保有水ともいう。）は、これを有
効に集め、速やかに排出することができることを要求される集排水設備を通して、
浸出水処理設備に流入する前にその水量や水質を調整することができる耐水構造
の調整槽を設ける必要がある、とされている（最終処分場技術基準１条１項５号
ニ、ホ）。

この基準は抽象的な内容であり、具体的には、当該地域の雨量、埋立地の面積、
容量、搬入される廃棄物の種類等を勘案して調整槽や、浸出水処理施設の設計を
行うことになる。この点、当該地域の雨量を計算するにあたり、社団法人全国都
市清掃会議発行の「廃棄物最終処分場整備の計画・設計要領」という書物が参考
にされることが多い。同書によると、最終処分場の浸出水処理施設への計画流入
水量を設定する場合、「平均浸出水量と最大浸出水量の間で設定する」こととさ
れている。平均浸出水量や最大浸出水量の計算をする場合、平均日降水量や最大
月間降水量の日換算値（過去一定の年数の間に最大の雨が降った月の降水量を、
その月の日数で割る）を用いるものとされている（同書３４１頁）。ところが、過去
最大の降雨量を記録した月であっても、それをその月の日数で割ると、１日あた
りの降雨量や浸出水量はそれほど大した水量ではなくなる（たとえば、東京近辺
を考えると、日平均降水量の約５倍程度の雨量であり、２１．７mm／日程度の雨と
なってしまう）。浸出水処理施設への計画流入水量がこのような設定の仕方をさ
れているとすると、実際に大雨が降ったような場合には、これらの想定をはるか
に超える雨量の雨が１日に降ることになるので、浸出水処理施設は完全に機能不
能の状態に陥る。

この書物に書かれている内容は、法令ではないから、法的拘束力はないが、最
終処分場の設計をするにあたり、参考にされることが多いと思われる。しかし、
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この書物の記載に従っても、調整槽や浸出水処理施設の能力を十分に確保するこ
とは困難であろうと思われる。調整槽や浸出水処理施設が技術上の基準を満たし
ているかどうかは、この書物に従っているかどうかではなく、実質的な審査によ
り判断すべきである。
()５ 浸出水処理施設の排水基準

浸出水処理施設は、そこから放流される放流水を、最終処分場技術基準別表第
１、第２、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則別表第２に適合させることが
できるものでなければならない（最終処分場技術基準１条１項５号ヘ）。

この基準には、測定項目が現在のもので十分かという問題をはじめ、いくつも
の問題点がある。ここでは、一点だけ、無機塩類について、何らの基準も設けら
れていないことについて指摘しておく。

すなわち、最終処分場から排出される放流水にはナトリウム、カリウム、カル
シウム等の無機塩類が大量に含まれている。このため、最終処分場の下流に農地
がある場合、しばしば塩害が発生する。また、河川や湖沼等に放流する場合、当
該水域の塩分濃度を大幅に増加させることになるため、生態系に多大な影響を与
える。浸出水処理施設は、無機塩類についての十分な処理能力を備えるべきであ
る。
()６ 地下水脈の十分な調査

最終処分場の遮水工が地下水によって損傷するおそれがある場合には、地下水
を有効に集め、排出することができる堅固で耐久力を有する管渠その他の集排水
設備を設けることが必要である（最終処分場技術基準１条１項５号ハ）。このよ
うな集排水設備を設ける前提として、処分場予定地内における地下水の湧出点や
湧出量、処分場予定地周辺の地下水層の分布や地下水の流動方向等の調査を十分
に行う必要がある。

また、地下水は、周辺住民が利用する井戸水に直結することが往々にしてある
し、最終処分場の下流に地下水が湧出し、それが水道水源となっていることもあ
る。したがって、当該最終処分場について周辺地域の生活環境の保全について適
正な配慮がなされているかどうか（廃棄物処理法８条の２第１項２号、１５条の２
第１項２号）を判断するためにも、処分場予定地周辺の地下水層の分布や地下水
の流動方向等の調査を行うことが必須である。

しかし、現状では、処分場予定地周辺の地下水層の分布や流動方向等について
の調査を十分に行わないままに、許可・不許可の判断がなされている事例が多い
のではないかと思われる。

４ 管理型処分場の維持管理基準の強化
()１ 地下水の測定項目等について

維持管理基準は、埋立地からの浸出液による処分場の周縁の地下水の水質への
影響の有無を判断することができる２箇所以上の場所から採取され、又は地下水
集排水設備により排出された地下水の水質検査を、次のとおり行うべきことを義
務付けている（最終処分場技術基準１条２項１０号）。
① 埋立処分開始前―地下水等検査項目、電気伝導率、及び塩化物イオン濃度を
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測定し、記録する。
② 埋立処分開始後―地下水等検査項目については１年に１回以上、電気伝導率

及び塩化物イオン濃度については１月に１回以上、それぞれ測定し、記録する。
この維持管理基準には、問題点が多々あるが、以下にそのうちのいくつかの点

を述べることとする。
第一に、地下水等検査項目は、最終処分場技術基準別表第２に示されているが、

そこに示される物質だけで十分とは考えられない。たとえば、アンチモン、亜鉛、
マンガン等の金属類、塩化物イオン以外の硫酸イオン、硝酸イオン等の陰イオン、
pH 等も測定の対象とすることが考えられる。これらの金属類は、しばしば廃棄
物に含まれているし、陰イオンや pH は、塩化物イオンと同様に、処分場からの
汚染を早期に知ることができる。

第二に、地下水の採取場所は、２箇所以上の場所「又は」地下水集排水管とさ
れているが、その両方とすべきである。汚染された地下水は、地下水集排水管に
捕捉されずに地下に浸透してしまうことがあり得るし、モニタリング井戸が処分
場の地下水のすべてを的確に把握し尽くすことができるとは限らないからである。

第三に、モニタリング井戸の設置数及びその設置場所、井戸の深さ・ストレー
ナーの位置と、地下水層の位置関係の整合性については、処分場の設置許可の段
階において、綿密なチェックが必要である。この点が、処分場からの汚水漏れを
的確に把握できるかどうかの重要なポイントとなるからである。

第四に、地下水等検査項目にしても、電気伝導率や塩化物イオン濃度にしても、
最終処分場技術基準による測定回数では少な過ぎる。地下水に限らず、水は流れ
ていくので、年に１度や月に１度程度では、当該地下水の平均的な水質の状態を
把握することは困難である。連続モニタリングが可能な項目は連続モニタリング
を行うべきである（現に、電気伝導率、pH、塩化物イオン濃度等については、
連続モニタリングがなされている処分場も多い。）。地下水等検査項目やモニタリ
ング井戸では連続モニタリングが困難なこともあるかもしれないが、可能であれ
ば１日に１回、それが困難でも週に１回程度の測定・記録は行うべきである。

第五に、水質は処分場からの汚染を十分に反映しないことがある。特に重金属
類やダイオキシン類は、水に溶けにくい一方で底質に蓄積されるから、水質だけ
ではなく、底質の調査を定期的に行うことが必要である。モニタリング井戸では
困難なことがあるかもしれないが、地下水集排水管から排水される調整池の底質
を採取・測定することは容易である。また、底質の測定を行う場合、溶出試験で
はなく、含有試験を行うべきである。

第六に、処分場周辺の湧水や沢水及びそれらの底質についても、定期的に地下
水等検査項目、電気伝導率、塩化物イオン濃度の測定・記録を行うことが必要で
ある。モニタリング井戸や地下水集排水管よりも、このような場所に汚染の兆候
が顕著に現れる場合もあるからである。
()２ 放流水の測定項目等について

最終処分場技術基準は、浸出水処理施設の放流水について、水質が排水基準等
に適合するように維持管理すること、排水基準等に係る項目について１年に１回
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以上測定し、記録すること、pH、BOD、COD、浮遊物質量、窒素含有量につい
て１月に１回以上測定し、記録すること、と規定している（最終処分場技術基準
１条２項１４号イ、ハ、別表第１）。

この基準についても多々問題点がある。たとえば、次のような点を挙げること
ができる。

第一に、測定項目が不十分である。電気伝導率、ビスフェノール A 等のいわ
ゆる環境ホルモン物質、アンチモン、亜鉛等の金属類、ナトリウム、カリウム、
カルシウム等の無機塩類等の測定も行うべきである。

第二に、測定を行う頻度である。連続モニタリングを行うことができる項目に
ついてはそれを行うべきである。それが困難な項目についても、可能ならば１日
に１回の測定を行うべきであるし、それが不可能でも１週間に１回程度の測定は
行うべきである。

第三に、水質だけではなく、放流水の放流口付近の底質の調査も定期的に行う
べきである。その場合は、溶出試験ではなく、含有試験を行うべきである。
()３ 漏水検知システムについて

漏水検知システムというのは、遮水シートからの漏水を検知することによって、
その破損を知るシステムである。最終処分場技術基準では、これの設置が義務付
けられているわけではないが、これを採用している処分場が多くなっている。

しかし、漏水検知システムの中には、およそ信用性があるとは考えられないも
のもあるし、一応もっともらしく思えるものでも果たして現実にどの程度的確に
漏水を検知できるのか、不明なものもある。

そこで、最終処分場技術基準で漏水検知システムの設置を義務付けるとともに、
漏水を的確に把握できるということを証明すべき資料を提出する義務を課すべき
である。現状では、メーカーのパンフレット等をもって、信用性の疎明資料とし
ているような場合が多いようであるが、これでは不十分であり、客観性のある実
験結果等の添付を要求すべきである。

また、電気を利用する漏水検知システムについては、操業中、通常は電源を切
っておき、測定する時にだけ電流を流す場合もあるようであるが、もし、そのよ
うな場合も、１日に１回は測定を行うべきである。また、その測定結果はその都
度記録として残しておくべきである。
()４ 維持管理記録の公開について

廃棄物処理施設の設置許可を受けた者は、当該廃棄物処理施設の維持管理に関
し、環境省令で定める事項を記録し、これを当該廃棄物処理施設に備え置き、当
該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させ
なければならない（廃棄物処理法８条の４、１５条の２の３）。

この維持管理記録の公開の規定は、画期的な規定であったが、この規定には以
下のような問題点もある。

第一に、閲覧の対象となる維持管理記録は限られているので、たとえば、地下
水集排水管で電気伝導率を連続測定しているような場合でも、事業者は、その連
続測定データの閲覧をさせる必要はなかった。前記のように、このようなデータ
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は、測定が義務付けられるべきであるし、その場合には当然閲覧の対象とされる
べきである。

第二に、利害関係者に対して閲覧が認められているが、謄写も認める趣旨かど
うかは必ずしも明確ではなかった。現実には、謄写も認める運用がなされている
が、謄写も認めることを廃棄物処理法上明確にすべきである。また、謄写が認め
られる場合、事業所のコピー機の使用も認められるべきであろう。

５ 焼却施設（溶融炉も含む。）の構造基準の強化
()１ 受け入れる予定の廃棄物の明確化

一般に、廃棄物焼却炉は、さまざまな種類の廃棄物を受け入れて、それを混焼
する。ところが、紙なのか、木屑なのか、廃プラスチックなのか、廃油なのかな
ど、廃棄物の種類により、燃焼によって発生する発熱量等が異なる。さらに、同
じ木屑、廃プラスチック、廃油等と言っても、さまざまな種類があり、それぞれ
によって、また発熱量等が異なってくる。

燃焼ガス温度を一定の温度以上に保ったり、助燃装置の性能を決めたり、燃焼
に必要な空気の量を設定したりするにあたり、受け入れる廃棄物の発熱量等を設
定することは必須である。

したがって、焼却施設の設計にあたり、受け入れる予定の廃棄物の種類をかな
りの程度、特定することが必要である。一般廃棄物の場合であれば、過去３年以
上の月別の廃棄物の種類の量や割合の調査を行うことを義務付けることが必要と
なる。産業廃棄物の場合であれば、単に木屑・紙くず・廃プラスチック・廃油等
と分ける程度では足りず、それらが具体的にどのような物なのかを明らかにする
と同時に、それらをどのような割合で受け入れることになるのかも明らかにすべ
きである。
()２ 燃焼ガス温度等について

焼却施設は、燃焼ガスの温度が摂氏８００℃以上の状態で廃棄物を焼却できるも
のであり、しかも摂氏８００℃以上の温度を保ちつつ、２秒以上滞留できるもので
あることが必要とされる（廃棄物処理法施行規則４条７号ロ①②、１２条の２第５
項１号）。

このような燃焼温度が設定されているのは、ダイオキシン類の生成を防ぐこと
が目的である。しかしながら、近時の研究では、ダイオキシン類は、燃焼温度だ
けで制御することは不可能であり、摂氏９５０℃で燃焼させても発生することがわ
かっている。ダイオキシン類の発生を抑制するためには、廃棄物を十分に攪拌し、
十分な燃焼時間をとることが必要である。そこで、焼却施設には、廃棄物を攪拌
して、完全に燃焼させることができるような設備を備えることが必須である。

また、「燃焼ガスを２秒以上滞留させる」ということについても、その時間で
十分かどうか検証する必要があるし、当該焼却炉の構造が燃焼ガスを８００℃以上
で必要時間滞留させることができるような構造になっているかどうか、実質的な
審査を行うべきである。
()３ 冷却設備について

焼却施設には、摂氏８００℃以上の燃焼ガスの温度を、集塵器に流入する前に、
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おおむね摂氏２００℃以下に冷却することができる冷却設備が設けられていなけれ
ばならない（廃棄物処理法施行規則４条７号ニ、１２条の２第５項柱書）。

このような設備が必要とされる理由は、ダイオキシン類は燃焼ガスが冷却する
際に多量に再合成されるからである（デノボ合成といわれる。）。しかし、近時の
研究では、燃焼条件のいかんによっては、摂氏１５０℃でもデノボ合成が起こると
言われている。そこで、燃焼ガスの冷却設備は、摂氏１５０℃以下に冷却すること
ができるものであることが必要であると考えられる。

また、冷却設備は、燃焼ガスの温度を急激に冷却できるものでなければならな
いが、その点が明記されるべきである。
()４ 燃焼ガスの温度測定について

焼却施設では、燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ記録するた
めの装置が設けられる必要がある（廃棄物処理法施行規則４条７号ハ、１２条の２
第５項柱書）。また、集塵器に流入する燃焼ガス温度についても、連続的に測定
し、かつ記録するための装置が設けられる必要がある（同規則４条７号ホ、１２条
の２第５項柱書）。

しかし、燃焼室中の燃焼ガスの温度は、まんべんなく同じ温度ということでは
到底あり得ない。たとえば、廃棄物が燃えている炎の近くと離れた場所とではか
なり温度が違う。このため、燃焼ガスの温度を測定する位置の設定いかんによっ
ては、燃焼ガス温度を的確に代表していないということがあり得る。したがって、
燃焼ガス温度の測定装置は、的確に燃焼ガス温度を測定できる位置に設定されな
ければならない。
()５ 有害物質除去装置について

廃棄物処理法施行規則は、焼却施設の煙突から排出される排ガスによる生活環
境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備（煤塵を除去
する高度の機能を有するものに限る。）を設けることを要求している（同規則４
条７号ヘ、１２条の２第５項柱書）。ここにいう排ガス処理設備は、その具体的内
容が明らかにされていないが、集塵器を想定しているものと思われる。

しかし、集塵器で捕捉できるのは、排ガス中に含まれる粒子状の物（しかも集
塵器の網目以上の大きさの粒径の物）だけである。ところが、焼却施設からは、
集塵器では捕捉困難な気体状の有害物質（重金属類・窒素酸化物・硫黄酸化物・
多環芳香族炭化水素類等）が多く排出される。したがって、焼却施設には、技術
的に可能な限りにおいて、このような有害物質を適切に除去できるような有害物
質除去装置を装備することを義務付けるべきである。

６ 焼却施設（溶融炉も含む。）の維持管理基準の強化
()１ 排ガス中の有害物質の排出基準の追加

焼却施設からの排ガスについては、廃棄物処理法施行規則によって、一酸化炭
素とダイオキシン類の排出基準が定められている（４条の５第２号ル、ワ、１２条
の７第５項柱書）。また、大気汚染防止法によって、硫黄酸化物、ばいじん、塩
化水素、窒素酸化物の排出基準が定められている（２条１項、同法施行令１条、
同法施行規則３～５条）。
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しかし、焼却施設から排出される有害物質は、これらのみに留まらない。たと
えば、鉛・カドミウム・水銀・アンチモン・亜鉛・銅・マンガン等のさまざまな
重金属類が排出されることが、かねてから指摘されてきた。

また、ダイオキシン類とは、通常、塩素化ダイオキシン類をいうが、塩素が結
合する位置に、臭素のみが結合する物と臭素・塩素が結合する物とを併せて臭素
系ダイオキシン類という。臭素系ダイオキシン類の毒性及び発生量は、塩素化ダ
イオキシン類のそれとほぼ同じであると言われている。

それから、多環芳香族炭化水素類（PAHs）は、いくつもの種類があるが、強
い変異原性を有する。これらの物質の中で一番毒性が強いとされているベンゾ‐
a‐ピレンは、ダイオキシン類の中で最も毒性が強いとされる２，３，７，８－
TCDD と比べると２０分の１の毒性であるが、焼却炉からの発生量は１万倍であ
ると言われる。また、ニトロ多環芳香族炭化水素類（ニトロ PAHs）は、窒素が
結合した多環芳香族炭化水素類であるが、高温焼却に伴い、空気中の窒素が酸化
されて発生する。焼却炉からダイオキシン類の発生量が減ると、逆にニトロ多環
芳香族炭化水素類の発生量が多くなると言われている。ニトロ多環芳香族炭化水
素類は、焼却炉から、ダイオキシン類の７４倍から３１万１０００倍、平均すると１０万１０００
倍もの量が発生すると言われている。ニトロ多環芳香族炭化水素類にも多様な物
質があるが、たとえば、１，８－デニトロピレンの変異原性は、ベンゾ‐a‐ピレ
ンと比べると１０万倍高い（すなわち、２，３，７，８－TCDD と比べると毒性が５０００
倍高いということになる。）。

焼却施設からは、以上のような種々の有害物質が、相当量排出されるのであり、
これら重金属類・臭素系ダイオキシン類・多環芳香族炭化水素類・ニトロ多環芳
香族炭化水素類についても、排出基準を定めるべきである。
()２ ダイオキシン類についての連続的な測定の義務付け

排出口から排出されるダイオキシン類の濃度について、廃棄物処理法施行規則
は、年に１回以上測定することを要求している（４条の５第２号カ、１２条の７第
５項柱書）。

しかし、この程度の測定しか行わないのでは、その測定結果が当該焼却施設の
通常の操業状態を示しているとは到底言えない。そればかりか、ダイオキシン類
の測定の時だけ、「検査ゴミ」（ダイオキシン類の発生量が少ないか、ほとんどな
いような結果が出ることが確実な廃棄物）を燃やして意図的に低い値を出したり、
極端な場合は、重油だけを燃焼させたりするなどということが起こることを防ぐ
ことができないし、そのようなことが行われなかったかどうかを検証することも
できない。

また、ダイオキシン類の採取にあたっては、廃棄物の燃焼状態が安定した時点
から１時間以上経過した後、４時間以上採取することとされ（ダイオキシン類対
策特別措置法施行規則２条１項１号イ、環境省告示「ダイオキシン類の濃度の算
出方法」）、同一試料について２回分析を行い、それらの分析結果のうち小さい方
の値を測定結果とすることとされている（同法施行規則２条１項３号イ）。しか
し、これでは、実際のダイオキシン類の排出量を正確に把握することはできない。
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そこで、ダイオキシン類については、連続的な測定を義務付けるべきである。
これは、一定期間（たとえば２週間程度）排ガスを採取してその測定を行い、こ
れを途切れることなく継続するというものである（２週間の採取を繰り返せば、
１年間で２６回測定することになる。）。現に、ベルギーでは焼却施設について、こ
のような連続的なダイオキシン類の測定を行うことを義務付けている。その結果、
１年間のうちに、特定の時期に突出して高い濃度が検出される時期があること等
が明らかになっている。

そして、このようなダイオキシン類の連続的な測定の結果は、公開することが
必要である。

第４ 各廃棄物処理施設の立地規制
１ 廃棄物処理施設の立地規制に関する現状

第３で述べたように、構造基準や維持管理基準だけでは、廃棄物処理施設の安全
性を完全に保障することはできない。そこで、廃棄物処理施設の立地規制について、
問題とすべきことになる。

現行廃棄物処理法上、立地規制に関連する規定としては、設置許可要件の一項目
に、当該廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が周辺地域
の生活環境の保全に適正な配慮がなされたものであること、という条項がある（８
条の２第１項２号、１５条の２第１項２号）。

この許可要件について実質的な審査を行い、最終処分場の周辺に井戸水を利用し
ている住民がいる場合、最終処分場が水道水源・農業用水や漁場の上流に位置して
いる場合、焼却施設の周辺に住宅や農地がある場合等について、当該廃棄物処理施
設の設置に関する計画が周辺地域の生活環境の保全に適正な配慮がなされていない
という判断を行って、個別的に、立地規制を行うことは可能である。

ところが、許可権者である都道府県等が形式的な書面審査しか行わないことは
往々にして見られるし、技術上の基準に適合している＝安全な処理施設であるとい
う考えを抱いているために、生活環境の保全について適切な思考・判断ができなく
なっているのではないかと批判されることもある。また、廃棄物処理施設の計画に
対して、良好な自然環境・生態系や景観の保全をしたいという場合に、「生活環境
の保全」という要件に当てはめて考えることが果たしてできるのかという問題もあ
るであろう。

また、廃棄物処理法上の設置許可を取得した廃棄物処理施設が、周辺住民の生命・
身体等の人格権を侵害するという理由で、裁判所において操業差止めや建設差止め
が認められた事例は、これまでに相当数ある。廃棄物処理施設の設置許可基準が、
必ずしも周辺住民の人格権を十全に保護し得るものではないことの証左であるし、
廃棄物処理法に廃棄物処理施設の適切な立地規制の条項が設けられていないために、
いたずらに紛争を多発させてきたものということもできる。

この点、水道水源地に関して、次のような指摘をした判例がある。「水道法及び
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律等が前記のとおりできるだけ良質
の水道原水を確保しようとする目的で種々の規定を置いており、水道原水の水質の
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保全を図るためには水源地に有毒物質その他の人体に有害な物質を搬入しないこと
が必要であるという法の趣旨に照らすと、他方、廃棄物の処理及び清掃に関する法
律並びにその関連法令において、水源地保全の目的に特化した、汚染の危険を有効
に制御する上で必要な具体的な特則を定めていないことは、些か総合的観点からの
政策に欠けるうらみがあり、今後の法制上の整備が必要とされているといわざるを
得ない」「最終処分場が水源地に設置される場合においては、水源地という立地条
件の特質を踏まえ、最終処分場予定地周辺の地形その他の地理的状況、地盤、地価
の構造等を綿密に調査し、科学的、専門技術的知見に基づき、多角的、総合的に検
討して水源地の汚染をもたらさないとする客観的、かつ、確実な根拠があるかどう
かを判断し、さらに、災害の発生に対処し得る安全確保のための効果的な対策を立
てることが肝要であり、そのような審査、判断をするにふさわしい主体、手続、仕
組みを整備することが必要であると考えられるが、現行の法制上はそのような主体、
手続、仕組みを十分に整備していない」（東京高裁平成１９年１１月２９日判決〔全隈町
産業廃棄物最終処分場建設差止事件控訴審判決〕）。

廃棄物処理施設について、より効果的な立地規制のための制度を整備する必要が
あるものと思われる。
２ 国の法令による立地規制

国の法令によって、特に廃棄物処理法の中において、廃棄物処理施設の立地規制
を定める規定を設けることが考えられる。

まず、周辺住民の人格権等の権利保護という観点からは、現行法でも存在する周
辺地域の生活環境の保全のための適正な配慮という要件を、より具体化し、「周辺
住民の生命、健康、財産の保護に適正かつ十分な配慮がなされたものであること」
という内容に改正するという方法もあり得る。より広い利益の保護を目指して、「周
辺の良好な環境の保全に適正かつ十分な配慮がなされたものであること」というよ
うな内容にすることも考えられる。

また、①水源保護区域・農業振興区域・住宅区域・生態系保護区域等の一定の種
類の区域を設けて、その区域内における廃棄物処理施設の建設を規制する方法、②
廃棄物処理施設を建設するためには、最寄りの住宅・井戸・水道水の取水口等の一
定の施設ないし区域から、一定の距離を置かなければならないという規制をする方
法のように、一定の範囲内における廃棄物処理施設の建設を規制する方法があり得
る。

それから、一定の区域内において廃棄物処理施設の設置を禁止するというのでは
なく、廃棄物処理施設から排出される放流水等の水質を、その放流先の水域の水質
と同等の水質（水質基準が定められている項目だけではなく、水温、pH、電気伝
導率、無機塩類、環境ホルモン物質等、広範な項目のすべてにわたって。）にする
というような規制の仕方もあり得る。
３ 条例による立地規制の具体化

廃棄物処理法によって、立地規制を設ける規定がつくられた場合、具体的な規制
の内容については、各地方自治体の実情に応じて、条例によって定めるものとされ
るのが相当である。すなわち、各地方自治体の実情に応じて、たとえば、前記のよ
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うな水源地保護のほか、残された貴重な生態系の保護、農地や漁場の保護、漁業資
源育成のために必要な地域の保護、有機農業を行ううえで必要な有益昆虫等のサン
クチュアリの保護、景観の保護、住宅地の保護等を目的とした立地規制のための条
例を制定することが認められるべきである。
４ 現行法下での条例による規制について

なお、現行の廃棄物処理法のもとでも、廃棄物処理法の目的とは異なる目的をも
った条例（水道水源保護条例等）によって、廃棄物処理施設の立地規制が行われて
いる。

このような条例による規制がしばしば見られるのは、現行の法令に立地規制がな
いこと、市町村は廃棄物処理施設の設置許可手続において意見を述べることはでき
ても、その意見に法的効果が何もないことに起因している。

このような条例が問題となった判例がいくつかある。紀伊長島町水道水源保護条
例事件についての最高裁判決（最高裁第二小法廷平成１６年１２月２４日判決・民集５８巻
９号２５３６頁、判例時報１８８２号３頁）や、阿南市水道水源保護条例事件控訴審判決（高
松高裁平成１８年１月３０日判決）が著名である。

これらの判決は、条例自体は有効であるとしながらも、当該訴訟で問題となった
廃棄物処理施設の設置禁止処分は違法であるとしている。現在においても、水源保
護等の目的をもって、地方公共団体が独自の条例を制定して立地規制を行うことは、
不可能ではないが、必ずしも十分な効果をあげているとは言えない実情にある。

このような点からも、廃棄物処理法において、抜本的な立地規制のための条項を
設ける必要性がある。

第５ 産業廃棄物処理業者・処理施設許可者への行政処分のあり方について
１ 産業廃棄物処理業者・処理施設許可者への行政処分に関する現行法の構造
()１ 第２編第２章第５節第２で指摘したように、産業廃棄物処理業者あるいは施設

設置者に対する行政処分としては、業の（裁量的）停止（廃棄物処理法１４条の３）、
業の許可の必要的取消し（同法１４条の３の２第１項）、同裁量的取消し（同条２
項）、施設に対する（裁量的）改善命令（同法１５条の２の６）、施設の許可取消し
（同法１５条の３第１項）、同裁量的取消し（同条２項）等がある。

業に関する規定と施設に関する規定の構造はほぼ一致しているので、本項では、
産業廃棄物処理施設に関する規定を中心に論じる。
()２ 処理施設に関する現行法の構造

産業廃棄物処理施設に対する行政処分に関する現行法の構造は以下のとおりで
ある。

まず、①構造基準あるいは維持管理基準に適合していないと認めるとき（廃棄
物処理法１５条の２の６第１号）、②設置者の能力が基準に適合していないと認め
るとき（同条２号）、③「違反行為」（廃棄物処理法もしくは廃棄物処理法に基づ
く処分に違反する行為）をしたとき（同条３号）、④許可に付した条件に違反し
たとき（同条４号）、都道府県等は設置者に対して必要な改善または使用の停止
を命じることができる。

－ 150 －



次いで、前記③「違反行為」をしたときでかつ情状が特に重いとき、施設許可
を「取り消さなければならない。」と規定する（同法１５条の３第１項２号）。

また、①構造基準あるいは維持管理基準不適合、②設置者の能力の基準不適合、
③許可条件違反のいずれかに該当するときは、施設許可を「取り消すことができ
る」（同法１５条の３第２項）とする。
()３ 現行法の問題点

① 改善命令
ア 現行法は、施設への改善命令（施設使用の停止を含む。以下同じ。）を出

すべき場合として、構造基準・維持管理基準不適合、能力要件不適合、「違
反行為」、許可条件の前記四つの規範を並列に掲げ、かつ各規範内の多種多
様にわたる規定についても同等に扱っている。しかし、それらに反する行為
には、周辺住民の生活環境等に大きな影響を与えるものからそれほどではな
いものまで多種多様である。また故意に行われる場合もあれば、ケアレスミ
ス的なものもある。

これらについて、なんら細分化することなく、また優劣を付けることなく、
包括的に、改善命令を出すことが「できる」としているため、ある違反行為
について、命令を出すかどうか、出す場合でもどういう内容にするかについ
て、結果的に都道府県等に広範な裁量が認められることになる。そのため、
故意に重大な違反をしているにもかかわらず、改善命令が出されなかったり、
出されたとしても施設の使用停止を伴わない処分に留まったり、十分な改善
がなされないまま使用再開が認められたりするという批判がある。

イ また、廃棄物処理法１５条の２の６は「期限を定めて」改善命令を出すこと
を規定しているが、期限内に実行されたかどうかの確認義務が規定されてい
ない。そのため、期限内に改善されていない場合に安易に延長されたり、と
きには改善の確認をしないまま放置されてしまうケースさえ見られる。

② 必要的取消し
ア 規定上は裁量の余地がない「必要的」取消しであるが、「情状が特に重い

とき」という要件は抽象的であり、結果的に都道府県等に裁量の余地が残さ
れている。

イ また現行法では、後述のように、「違反行為」以外は裁量的取消事由にな
っている。しかし、他の各種基準不適合の中にも、不適合により周辺環境や
住民の生活環境に重大な影響を与えかねないものもある。したがって、「違
反行為」と別に取り扱う合理的理由があるのか疑問がある。

③ 裁量的取消し
現行法では、廃棄物処理法１５条の３第２項に関して、何ら限定（たとえば「情

状が特に重いなど」）をしていない。そのため、構造基準・維持管理基準不適
合、能力要件不適合、あるいは許可条件違反の行為が認定された場合、同法１５
条の２の６が適用されれば、施設への改善命令に留まるが、同法１５条の３第２
項が適用されると、取消しに至ることになる。このような場合、行政としては、
取消しではなくて影響の小さい改善命令を選択しがちである。
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したがって、この規定は都道府県等の裁量の範囲を明らかに拡大させている
し、その結果、多年にわたり、維持管理基準違反を繰り返していく業者を生み
出すおそれがある。

()４ このように、現行法は、①いかなる違反に対して、いかなる改善命令を出すか
について、広範な裁量権を都道府県等に与えている、②改善命令の履行について
の確認義務がない、③「違反行為」に関する必要的取消しについて、事実上、広
範な裁量権がある、④「違反行為」以外の規範違反について、必要的取消しが規
定されていない、⑤その結果、裁量的取消しの裁量の範囲があまりに広い、とい
う問題がある。

２ 提言
()１ 改善命令に関して

① 法令で「何に違反したら、何日の施設使用の停止」と違反内容と処分内容を
明確にすることが必要である。これにより、都道府県等の裁量は小さくなる。
もちろん、違反を繰り返す場合（同種違反はもとより、別種の違反でも）には、
当然に停止の期間は長くなり、それでも改善されない場合には、後述するよう
に、最終的には取消処分に至るべきである。具体的な基準としては、２００１年５
月１５日付け「行政処分の指針について（通知）」（環廃産第２６０号）の例示が参
考になる。

② 都道府県等に対して、改善命令の履行についての確認義務を課す。履行され
ていない場合に、都道府県等としては、命令違反として施設の使用停止あるい
は取消しをするか、再度の履行期限を定めるかのどちらかの処分をすることに
なるが、その基準についても法令で明示する。

()２ 「必要的」施設許可の取消しについて
① まず、前記四つの規範を同等に扱うべきである。
② 次いで、その違反があれば即座に取り消すといういわゆる「一発」取消しに

ついては、極めて悪質な例に限定すべきである。そうすることにより、一義的
にそして迅速に重大な規範違反に対応できる。

現行法では即座に取り消すべきと規定されている「改善命令に違反した場
合」も、前記()１②で指摘したように、場合によっては再度の改善命令を出せる
ものとし、その基準を明確にすべきである。それ以外については、故意に行っ
た行為で、周辺環境に対する影響が大きいと思われるもので、かつ規模も大き
いものに限定すべきであろう。典型的なものとしては、不法投棄や許可廃棄物
以外の廃棄物埋立て等で、大規模なものが考えられる。

③ 多数回違反事例に対する必要的取消し
現行法の裁量的取消しの規定を廃止し、一定期間内に違反行為を繰り返して

改善命令を受けた場合には、「取り消さなければならない」という必要的取消
規定を設ける。これについては、自動車運転免許の取消しと類似の減点制を導
入することが考えられる。「一定期間」を２年程度にすることにより、第２で
提言した許可の更新と相まって、安全な廃棄物処理が保障されると考える。

④ 行政指導について
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違反操業をしている業者に対して、行政処分を出すことなく、行政指導を繰
り返していく都道府県等が多いことがよく指摘される。しかし、行政指導は任
意の協力を前提とするものであり、業者が従わなくても法的効果は生じない。
もちろん、行政処分の要件あるいは前提でもない。

従来、行政指導が多用されていた背景の一つには、行政処分が細分化されて
いないため、「このケースで行政処分を出すと重過ぎる。」という配慮が働いて
いたこともあるかも知れない。しかし、前記のように、処分に多数の段階を付
け、かつ、処分を繰り返し受ける場合には当然に取り消す制度を設けるならば、
適切かつ相当な行政処分を出せることになるから、前記のような懸念は解消さ
れる。

３ 環境省の通知について
()１ 行政処分の行使の基準について、環境省は、都道府県等の産業廃棄物行政主管

部（局）に対して、２００５年８月１２日付けで「行政処分の指針について（通知）」（環
廃産発第０５０８１２００３号）という通知を出している。

これによると、①違反行為を把握した場合には速やかに行政処分を行うこと、
②行政指導は行政処分の要件ではなく、緊急の場合及び必要な場合には躊躇なく
行政処分を行うこと、③違反行為の事実は客観的に認定すれば足り、主観的意思
が不明であることを理由に処分を留保すべきではないこと、④「情状が特に重い
とき」とは、不法投棄等の重大違反を行った場合や違反行為を繰り返し行った場
合等であること、等が記載されている。

この通知は２００１年５月１５日付け「行政処分の指針について（通知）」（環廃産２６０
号）を踏襲したものであり、したがって、２００１年時点でかかる方針が通知されて
いたことになる。
()２ 行政処分の基準は法令に馴染まないから、仮に前記提言を採用するとしても、

法令ではなくて、通知で行うべきであるという意見もあるかも知れない。
しかし、通知という形式をとると、法令のような拘束力がないので、運用が都

道府県等によって、あるいは同じ都道府県等においても事例によって、不統一に
行われるおそれがある。

また、行政処分の適法・違法を、住民あるいは業者が争う場合には、法令自身
の基準が問題となるのであるから、それができるだけ明確であることが不可欠で
あり、その点でも法令で今よりも明確な基準を定めるべきである。

４ 結語
以上のような制度を導入すれば、少なくとも行政処分の基準は現行法よりも明確

になる。しかし、かかる制度を導入したとしても、「違反事実の認定」がきちんと
されなければ「絵に描いた餅」となる。したがって、都道府県等に適切な違反事実
を認定させることこそが重要である。それには、市町村や住民の関与は不可欠であ
るし、また第三者機関による救済措置制度の創設も必要である。この点は後述する。

第６ 市町村の権限拡大
１ 現行法上の市町村の権限
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産業廃棄物処理施設が法令どおりに設置・運用されることについて、最も強い利
害関係を有するのは、当該処理施設が存在する市町村である。しかし、都道府県等
が許可・監督権限をもつ産業廃棄物処理業あるいは処理施設設置に関する許可・更
新・停止・取消等の各処分について、当該市町村には、現行法上ほとんど何も権限
がない。

唯一認められているのが、廃棄物処理法１５条５項の「当該市町村長の生活環境の
保全上の見地からの意見を聴かなければならない。」という規定である。しかし、
これも意見を述べるだけで、拘束力はないし、そもそも、その意見に対して回答す
る義務すら規定されていない。
２ 市町村の権限強化の必要性

問題のある施設の操業について、高い関心を当該市町村がもっているにもかかわ
らず、何の権限もなかったため、被害を早期に食い止めることができなかったとい
う事例は、全国で少なくない。第１編で掲げた事例の中にも、福岡県筑紫野市事件、
福岡県筑穂町事件等の報告にそれがうかがわれる。

都道府県等が管轄する地理的範囲が広いこと、その業務内容も多岐に渡ること、
人材に限りがあること及び当該廃棄物処理施設に対する関心が、当該市町村に比べ
て弱くなりがちであること等を考慮すると、違反事例に対して迅速かつ柔軟な対応
を取るために、市町村に一定の権限を与えるべきである。
３ 提言
()１ 廃棄物処理法１５条５項の市町村長の意見

前記のように、現在は、意見を述べるだけであり、それは都道府県等の判断に
法律上は何ら反映されない。しかし、前記のように最も利害を深く有する市町村
長の意見であるから、一定の拘束力をもたせるべきである。

加えて、市町村長が適切な意見を述べることができるように、申請資料の交付
はもとより、申請者への質問権等も認めるべきである。

もっとも、市町村長の意見にかかる拘束力を持たせる場合、市町村長の意見に、
当該自治体の住民の意思を正確に反映させるシステムが必要である。これについ
ては、後述の「住民参加」と類似の制度導入を図ることが考えられる。
()２ 職員の立入調査権等

現在、市町村職員には、処理施設への立入調査権や業者への質問権等は認めら
れていない。しかし、前記のように、迅速かつ柔軟な対応をするためには、市町
村職員に一定の権限を認めることは不可欠である。

具体的内容であるが、まず、権限として、立入調査権、書類閲覧権、関係者へ
の質問権等を規定すべきである。これにより、市町村職員が、実態を把握できる。

次いで、その後の手続としては、調査結果に基づいて、都道府県等に対して、
行政処分発動を促す意見を述べることができるものとする。

都道府県等が、この意見を採用しないと決めたときには、都道府県等自らが、
当該市町村関係者とともに再度必要な調査を行い、かつ、なぜ行政処分を発動し
ないかについて当該市町村に理由を添えて回答する。これに対して、当該市町村
は、裁判所等の第三者機関に異議を申し立てることができるものとする。
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こうすることによって、都道府県等と市町村との利害調整が可能となり、一定
の効果が期待できると同時に、濫用の危険もなくなる。

第７ 公共関与型産業廃棄物最終処分場の問題点
１ 公共関与型産業廃棄物最終処分場とは

民間の産業廃棄物処分場において、多くの不適正処理が行われ、また、産業廃棄
物処分業者の中に、暴力団関係者等が一定程度存在することから、公共機関が関与
して最終処分場建設及び管理が行われるようになった。こうした最終処分場を、以
下、公共関与型処分場という。

公共関与の形態としては、①都道府県等直営、②財団法人、③株式会社、④ PFI
方式等がある。

国もこうした公共関与による最終処分場の整備については積極的に促進しており、
そのため、１９９１年廃棄物処理法改正により、廃棄物処理センター制度を導入した（１５
条の５）。すなわち、廃棄物処理のために設立された公益法人等を国が「廃棄物処
理センター」として指定できる制度であり、指定を受けると、財政上、税制上の優
遇措置が受けられる。従来、廃棄物処理センターは都道府県に各１か所しか設置で
きないという制限があったが、２０００年の廃棄物処理法改正により、設置数の制限が
なくなった。指定を受けられる対象は、従来は公益法人だけだったが、同法改正で、
国や地方自治体と民間企業が共同出資した株式会社や PFI（民間主導で公共施設の
建設・運営等を行う公共事業の手法）選定事業者にも拡大された。
２ 公共関与型処分場のメリットとしては、一般的に以下の点が挙げられる。
()１ 安全な施設を作ってくれるという信頼性

公共関与によって、処分場建設にかかる巨額な資金の調達が可能となり、十分
な防災及び環境対策が期待できる。

また、利益を追求しないので、民間業者に見られるような不適正処理が行われ
ないとの信頼がある。
()２ 問題が起きたときも責任をとってくれるという信頼性

環境被害が生じた場合に、民間業者が倒産すれば、責任追及が事実上不可能で
あるが、公共関与であれば、公共団体が責任をとってくれるという信頼感がある。

３ 公共関与型処分場の問題点
他方で、公共関与型処分場については、以下のような問題点が指摘されている。
()１ 公共関与型処分場は、多くの場合、本来処分場の設置・操業について許可及び

監督する立場の都道府県等が主導して設置・操業されており、操業者と許可者及
び監督者が実質的に同一となってしまっている。
()２ これにより、設置及び操業について、都道府県等による十分なチェックが期待

できず、かえって信頼性が欠ける。
()３ 公共関与型処分場は、都道府県等が設置を主導しているため、設置に反対する

住民の意思を無視して建設を強行する場合が多い。また、住民の調査要求にも真
摯に対応しない事例が見られる。
()４ 前記のとおり、公共関与の形態としては、都道府県等直営・財団法人・株式会
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社・PFI 方式等があるが、いずれの場合も、都道府県等職員が出向する場合が多
く、処分場についての専門的知識や技術を有さず、かつ経営能力の欠ける職員に
よって、運営されることになる。また、これら出向職員はいずれ出向元に戻って
しまうため、無責任な操業がなされる。
()５ このため、公共関与と言いながら、実態は、処分場建設会社等の民間会社に管

理を丸投げしてしまい、民間処分場同様の不適正処理が放置されている。
()６ 安全性の追求により、営業収入より施設設置・管理費用が増大してしまい、採

算が合わない。他方、廃棄物の受入価格を値上げすると、廃棄物が集まらず、経
営が困難となる。
()７ このため、処分場の赤字を都道府県等が税金で穴埋めすることになるが、「排

出事業者の自己処理責任」とは矛盾した結果となってしまう。
()８ 公正さを装うために第三者機関と称するものを設置することもあるが、その委

員の人選が不透明であると同時に、行政寄りと見られている学者や市民だけを集
めた、事業者にお墨付きを与えるだけの機関となってしまっているものもある。
()９ 行政が関与していることだけで、信頼性があるように信じられてしまい、不適

正な運用や事故が見逃されやすい。
４ 具体例
()１ 山梨県明野処分場

山梨県明野処分場は、山梨県が計画段階から積極的に関与し、県、市町村、産
業界が出資した財団法人山梨県環境整備事業団が運営している公共関与型処分場
である。

県及び同事業団は、当初、５年半の埋立期間で、総事業費約７３億円を、国と県
の補助金約２４億円のほか、料金収入約４９億円で賄ったうえで、最終的に１８００万円
の黒字が出ると試算していた。

ところが、２０１０年１１月の経営審査委員会の報告書によれば、２００９年５月の開業
から半年で、廃棄物の搬入量は初年度目標約３６０００t のわずか２．７％に低迷し、今
後景気が回復し、搬入量が増えたとしても、５年半後の埋立量は計画の２３万 t に
対し８４０００t に留まり、料金収入も１５億１８００万円で、最終的に約３４億５７００万円の
赤字と試算した。赤字の穴埋めは県民の税負担となる。

県及び同事業団は、民間処分場よりも割高な受入価格を設定していたにもかか
わらず、県内の産業廃棄物はすべて明野処分場に入ると見込んで試算を出してい
た。
()２ 茨城県笠間処分場

茨城県笠間処分場は、「ふじみ湖」と呼ばれていた透明度の高い美しい湖（採
石場跡地に湧水が溜まってできた湖で、周囲には、貴重な動植物が見られるまで
に自然が回復していた。）を埋め立て、建設した管理型処分場である。事業主体
は、茨城県が出資して作った財団法人茨城県環境保全事業団である。総工費は約
２３０億円であった。

県が処分場建設計画を秘密裏に進め、住民の激しい反対運動と裁判闘争にもか
かわらず、県が主導して建設が強行され、２００５年８月に開業した。その後、受入
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価格を値下げするなどしているが、予定していたような廃棄物が集まらず、２０１０
年現在、埋立処分量が当初計画の約３分の１に低迷し、大幅な赤字となり、予定
していた埋立期間の大幅な延長を検討せざるを得ない状態となっている。県から
の借入額も大きいが、毎年度末に市中の金融機関から１日だけ借り入れて県に返
済し、その翌日の年度初めに再び県から借り入れて金融機関に返済をするという
ような（オーバーナイトローンと称している。）ことも行っており、赤字が膨ら
む一方の厳しい経営が続いている。

５ 提言
()１ 公共関与によって、設置許可権者及び監督者と、設置者及び事業者が実質的に

同一になっており、十分な監督が期待できず、住民無視にもつながっている。そ
こで、公共関与型処分場の設置許可と監督については、都道府県等以外の第三者
機関を設置し、適正なチェックを行うことができる体制づくりをすべきである。
()２ 税金の無駄な投資及び赤字経営による税金負担を防止し、同時に排出事業者の

自己処理責任を貫徹するためには、適切な収支バランスが求められる。そこで、
安易な事業計画に基づいた設置許可及び操業が行われないように、事業計画につ
いても、前記第三者機関によって、調査・監督される体制づくりをすべきである。

第５節 不法投棄等に対する責任追及と原状回復を徹底するための政策等
第１ 不法投棄等の実行者への責任追及と原状回復を担保するための政策等

第３節は、不法投棄等を未然防止するため導入されるべき政策等を中心に論じたが、
本節では、発覚後の対応として、①不法投棄等の実行者に対する責任追及、②実行者
に不法投棄等された廃棄物の処理を委託した排出事業者に対する責任追及、③原状回
復の実現や費用の確保に関して導入されるべき制度を中心に論ずる。
１ 迅速な監督権行使（措置命令を中心に）を確保するため必要となる諸方策
()１ 措置命令等（事実調査と責任追及に関する行政処分）の行政裁量の羈束化

産業廃棄物の不法投棄等の実行者に対する責任追及が適切に行われるようにす
るためには、都道府県等が、迅速に廃棄物処理法に基づく監督権を行使するよう
義務付ける制度が必要である。

この点、廃棄物処理法では、産業廃棄物の不法投棄等がなされていないか都道
府県等が調査するための制度として、報告徴収（１８条）及び立入検査（１９条）を
定め、違反行為が発覚した場合に、改善命令（１９条の３）及び措置命令（１９条の
５、同条の６）を発令することができる旨を定めている。しかし、いずれの権限
も行政の裁量的判断に委ねるような体裁になっているため、法違反の事実が認め
られ行政の監督権行使が求められていながら、行政がこれを行使していないと住
民等から指摘される例が後を絶たない。

都道府県等は、自己の区域内における産業廃棄物の状況を把握し、産業廃棄物
の適正な処理が行われるように必要な措置を講ずることに努めなければならない
こと（廃棄物処理法４条２項）に照らしても、監督権行使は行政の自由な裁量で
判断し得るような体裁の規定とすべきではなく、義務的ないし羈束裁量的な規定
に改めるべきである。その際、法違反（不適正処理）の程度が軽微で、業者側に
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改善の真摯な意思と能力が認められる場合には、直ちに措置命令を発令するのは
比例原則との関係で問題があるので、そのような場合には、但書等の規定を設け
て改善命令にとどめるなどの手当を講ずるべきである。

なお、廃棄物行政に関する行政処分の羈束化のあり方等については、第４節第
５も参照されたい。
()２ 監督権行使を担保する制度の法制化

第２章第４節で、従前より都道府県等が適切に監督権を行使してこなかったと
いう問題につき、行政手続の簡素化、外部の第三者による支援、ノウハウの蓄積
等に必要な措置の徹底等を提言した。これらは、法改正をせずとも導入されるべ
き措置であるものの、迅速な導入が図られないのであれば、廃棄物処理法ないし
行政手続法等の改正によって法定された制度等にして、迅速な導入を図っていく
べきである。

２ 措置命令の履行担保の制度（保険や共済組合への加入）
()１ 処理業者の責任履行を担保する制度

大規模な不法投棄等は、中間処理業者や最終処分業者が自社敷地内または隣接
地に、許可容量を大幅に超えて、汚染拡散防止措置を施さない違法な態様で、廃
棄物を大量に埋立てまたは放置することによって生じる例が多い。

そして、不法投棄等が発覚し警察の摘発等を受けた際には、処理業者が倒産状
態になっているため、措置命令を発令しても全部または大半が履行されず、その
見込みもないケースが圧倒的である。同様に、収集運搬業者による大量保管等に
起因する不法投棄等も後を絶たない状況にある。

ところが、現行廃棄物処理法は処理業者の責任履行を担保する制度を何ら設け
ておらず、そのことが、不法投棄等への対処に多額の公費負担を余儀なくさせて
いる最大の原因の一つというべきであるから、処理業者の責任担保の制度の導入
は喫緊の課題である。

この点、韓国の廃棄物管理法では、事業場廃棄物（第３編第１章第１節第１参
照）を対象とする廃棄物処理業者は、業の許可を行政から受けた後、廃棄物処理
（原状回復等の費用）を保証する保険に加入するか、廃棄物処理の責任履行を目
的とする廃棄物処理共済組合に加入し分担金を納付するのでなければ、営業を開
始することができないとされており、一定程度、責任履行が担保されるものとな
っている（第３編第１章第１節第２参照）。

一定の限度額を定める自賠責保険類似の強制保険制度は、日弁連が２００４年に公
表した「不法投棄事件の未然防止及び適正解決を徹底するため廃棄物処理法の改
正等を求める意見書」（以下「日弁連２００４年意見書」という。）でも述べていたも
のであり、前記の共済組合制度も含め、導入に向けて早急に検討がなされるべき
である。
()２ 責任履行担保制度の必要性

ところで、このような保険や共済組合への加入の義務化は、処理業者（処理業
界全体）に対し保険料等の形で多額の経済的負担を生じさせることから、営業の
自由の過度の制約であるとして、違憲の主張がなされる可能性がある。
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これに対しては、以下のとおり、これまで（主に平成の世になってからの約２０
年間）わが国で、膨大な数の不法投棄等事件が生じ、とりわけ処理業者による大
規模な不法投棄等事件（その多くが、有害物質を含有する廃棄物の不法投棄等を
伴い、深刻な汚染拡散リスクを生じさせている。）が頻発し、その全面解決に膨
大な公費の投入を余儀なくされていることをもって、反論（制度の導入の必要性
を基礎付ける立法事実）としたい。

すなわち、第２章でも述べたとおり、わが国で生じた膨大な数の不法投棄等事
件について、汚染拡散防止措置を徹底し、全量撤去を基本とする「あるべき原状
回復」を実現したくとも、現実には、不法投棄等の実行者にその資力がなく、委
託排出事業者等の関係者にその責任を問うことが難しいという現行法の限界から、
巨額の公費を必要とせざるを得ない。また、公費出動が躊躇されている結果、大
半の事案で不十分な措置しか講じられておらず、汚染拡散等のリスクが放置され、
後世に強いられている。

より具体的に言えば、わが国で判明した大規模不法投棄等事件の中で、全量撤
去を基本とする原状回復計画が策定され、現に実行に移されているのは、香川県・
豊島事件と青森岩手県境事件の二件のみであるが、香川県・豊島事件の計画事業
費は約２８２億円、青森岩手県境事件は約６５５億円（うち青森県側約４４０億円、岩手
県側２１５億円程度）とされており、この両事件だけで、全量撤去を基本とする原
状回復と汚染拡散防止等を徹底するために、９３７億円もの費用を要するとされて
いる。なお、香川県・豊島事件で不法投棄等された廃棄物の量は約６０万 t、青森
岩手県境事件では約９０～１００万 t（岩手県２７万 t、青森県は㎥単位でのみ発表（６７
万㎥）しているため概算）となっている。

そして、２００８年度末の時点で環境省に報告された不法投棄等事案の残存量の合
計は１７２６万 t とされているところ、大雑把な試算として「１６０万 t で１０００億円の
原状回復費用を要する（１万 t ごとの原状回復費用を６万２５００円）」と仮定すれ
ば、単純計算で、報告済みのすべての不法投棄等事案において「香川県・豊島事
件や青森岩手県境事件と同様に全量撤去を基本とする原状回復等を行う」ために
は、約１兆円（６万２５００円×１７２６万 t＝１兆７８７億５０００万円）の費用を要するこ
とになってしまう。

もちろん、実際には不法投棄等された廃棄物や土壌に含まれる有害物質の内
容・程度、撤去コスト等は千差万別ではあるが、それを考慮に入れたとしても、
数千億円規模の費用を要することは明らかと言える。そのうえ、環境省の発表は
あくまで都道府県等の自主申告によるものに過ぎず、実際には他に未報告・未判
明の事案も多数存在する（第２章第２節第１参照）ことに照らせば、さらに膨大
な費用を要する可能性が否定できない。

しかし、こうした巨額の負担は、破綻の危機が囁かれるほど膨大な借金を抱え
たわが国の財政では、簡単に応じることができないものであることは否定できな
い。まして、投棄地（被害地）の都道府県等が単独で撤去等を行うのは、住民に
とっての不公平感はもとより、被害地の都道府県等も国と同様に厳しい財政状況
にあるのが通例であることから、容易なことではない。第２章で述べたとおり、
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産廃特措法の制定や原状回復基金制度の導入後も、国の財政的支援や同基金の形
成額が真に必要な額と比してわずかな額に留まり、また、それに伴って、現に都
道府県等が実施している原状回復事業も質・量とも十分ではない（前記の二事件
を除けば、一部撤去や封じ込め等がなされているに留まる）ことも、かかる現実
を端的に示すものである。

このように、現在のわが国の法制度は、膨大な数の不法投棄等事件が生じてい
るにもかかわらず、原因当事者（処理業者や排出事業者）に原状回復等の費用を
現実に負担させるために必要なシステムを備えていないため、適正な原状回復を
実施しようとすれば、被害地の住民や全国民に公費出動という形で多大な責任転
嫁をせざるを得ない状態になっている。そのため、わが国の多数の不法投棄等事
件は、放置や現地封じ込めであれば周辺環境や生存へのリスクという形で、全量
撤去であれば膨大なコストという形で、現在及び将来の被害地住民、さらには国
民全体に深刻な負担を生じさせるものとなっている。そのうえ、今後、同種事件
の発生を防止するための十分な法整備がなされていないという点で、わが国が現
在直面する最大の公害問題の一つというべきものとなっているのである。

よって、不法投棄等に対する責任を負うべき側が、事後的な負担を確実に履行
し得る制度（保険や共済組合への加入）を創設することで、謂われのない負担の
偏在を回避しつつ、適正な原状回復を徹底することができるとともに、保険料等
のコストを軽減するため、不法投棄等を防止する自主的努力に、より一層取り組
むようになる（不法投棄等を防止する強いインセンティブが形成される）のであ
る。

このように、①（不法投棄等の全部ではないにせよ）処理業者が中心となって
起こした不法投棄等事件が膨大な数に上り、無関係の第三者（住民等）に税負担
の形で責任を転嫁させていること、②責任履行担保制度（保険や共済組合への加
入）の義務化により、当該事態が抜本的に改善されると見込まれること、の二点
が、かかる義務化を裏付ける重要な立法事実になるものと言える。
()３ 強制保険制度の概要

以上を踏まえ、責任履行担保制度の内容につき、若干の具体的な提言を試みた
い。

まず、強制保険制度については、処理業者による負担の徹底という点では限度
額のない保険制度が望ましいが、これを直ちに導入するのは難しいと思われるこ
と等から、まずは、一定の限度額（たとえば、汚染拡散防止対策や原状回復等の
費用として、何億円～何十億円等という限度で保険金が支払われるもの。）を設
定した保険制度（自賠責保険のようなもの。）という形で構築すべきである。

この場合、限度額や保険料については、処理業者の類型（収集運搬業者、中間
処理業者、最終処分業者）やその経営規模（許可を受けた処理施設の規模、処理
能力等）に応じて、一定のモデル案（限度額や保険料に関する最低基準額）を策
定し、処理業者は、少なくとも最低基準額を上回る内容の保険に加入しなければ
ならないものとすべきである。また、処理業者の判断で、これを上回る（責任負
担の限度額及び保険料がより高額となる）保険に加入することができるものとし、
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その場合、行政が一定の優良性の認証をするなどの優遇措置を講ずれば、処理業
者が、より高額な限度額を設定するインセンティブとなるので、適切である。こ
れら限度額や保険料率、対象となる保険事故や保険金の出動の範囲等、保険契約
の具体的な内容の策定に関しては、環境省や保険業界等を中心に早急にチームを
立ち上げて検討を開始すべきである。

また、この強制保険制度で、保険金の受取人を処理業者として、保険金の支払
の原因となる保険事故を不法投棄等の行為とすれば、故意行為の実行者に保険金
を支払うことになり、適切ではない。この強制保険制度が公費負担の回避を目的
とすることに照らし、実行者が倒産したうえ、排出事業者も倒産したりまたはそ
の法的責任を問えないため、都道府県等の行政代執行による原状回復等を余儀な
くされたりした場合に限り、行政に保険金を支払う（保険事故を「不法投棄等が
生じたにもかかわらず、原状回復義務を負う実行者・委託排出事業者には倒産等
により責任履行をさせることができず、都道府県等が代執行を余儀なくされたこ
と」とし、保険金受取人は代執行を行った都道府県等とする。）、という形で制度
設計すべきである。

当然のことながら、保険契約を希望する処理業者は誰でも加入できるのではな
く、保険会社において、保険加入を認めるに足りる適正な処理能力等があるのか
（遵法経営の意欲や能力に欠け、巨額の原状回復等費用に係る保険金支払を余儀
なくされるおそれが高いと言えないか。）を厳しく審査し、加入を認めるべきで
はないと判断された処理業者については、加入を拒絶することができるようにす
る必要がある（韓国のように先に業の許可の審査を行政が行い、行政の許可を受
けた業者が営業開始の要件として保険加入等の審査を受けるものとすれば、効率
的で充実した審査ができると思われる。）。この点、保険加入を拒絶された処理業
者は、後記()４の責任履行共済組合への加入を認められない限り、処理業の営業を
開始することができないものとすることで、処理業者による不法投棄等は大幅に
減少することになるはずである。
()４ 責任履行共済組合

前記()１で述べたように、韓国では、処理業者は保険か共済組合に加入しなけれ
ばならないが、保険会社が保険加入を認めるのは大手の処理業者に限られている
ため、多くの中小の処理業者は共済組合に加入しているとのことである。

わが国でも、強制保険制度を利用できない処理業者に関し、共済組合自体の責
任履行能力の審査等の一定の厳格な要件のもとで、営業開始の条件としての共済
組合への加入を義務付けることは、①同業者間の自主的な相互監視システムによ
る不法投棄等の予防、②強制保険制度を導入した場合に、保険加入を拒否され営
業できなくなる処理業者が大量に出現して混乱が生じるなど、強制保険制度の導
入に伴うリスクを回避する見地等から、必要性・相当性があるというべきである。

責任履行共済組合制度では、①共済組合が個々の事案（組合員による不法投棄
等）で負担する原状回復責任の範囲（限度額）の設定、②共済組合の責任履行能
力の確保（共済組合の設立認可基準）、③個々の組合員の組合費（分担金＝保険
料に相当）の設定等が、論点となるものと思われる。
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このうち、①については、保険制度の限度額に関して述べたのと同じく、処理
業者の類型や経営規模等に応じて相当な限度額が定められるべきである。この点、
日弁連が２０１０年５月に韓国の「廃棄物再活用共済組合」で聴取したところ、再活
用廃棄物処理業者（物の全部または一部について再活用可能な廃棄物を対象とす
る処理業者。回収後に再活用可能な物を分別するなどして残余物を焼却等するも
の）については、行政により許可保管量が設定されており、同共済組合は、個々
の業者が生じさせた不法投棄等（韓国法でいう「放置廃棄物」）に対し、許可保
管量の１．５倍に相当する限度でのみ、撤去の責任を負うものとされているとのこ
とである。わが国の中間処理施設や最終処分場で、同様の考え方で責任の限度を
設定するのが適切か、慎重な検討を要する（一般的にはより広範囲の責任を課す
べきである。）が、他国の例も参考にして合理的な責任範囲が設定されるべきで
ある。

②については、共済組合の設立には環境大臣の認可を要するものとし、認可基
準の中に、認可時点で想定される責任履行リスクに耐え得るだけの経理的基礎を
備えているか、過大な責任履行リスクを生じさせないため、個々の組合員が不法
投棄等に及ばないよう監視監督できる制度を備えているか、などを審査する内容
の条項を設けておくべきである。

③については、強制保険制度における保険料と同様の問題があり、責任範囲（限
度額）の問題と同じく、保険制度と極端な差が生じないような形での制度設計が
必要となるので、その点を勘案し相当な金額が設定されるべきである。

また、現実問題として、共済組合を設立する際には、各都道府県の産業廃棄物
協会や全国産業廃棄物連合会の関与・協力が必要になると見込まれるので、環境
省・保険業界・同協会や同連合会等を中心に、関係者が速やかに検討を開始すべ
きである。

なお、前述のとおり、共済組合は相互監視システムを必要不可欠とするため、
保険加入を拒絶された中小の業者の中には、①遵法経営の意思と能力を疑われ、
共済組合にすら加入を拒絶されたり、②共済組合への加入に伴う同業者への情報
開示等を嫌がって廃業・営業譲渡するなどして、業界の淘汰・再編が生じたりす
る可能性がある。よって、そのような点も視野に入れて、前記関係者には、混乱
を回避しつつ、遵法経営が期待できる処理業者によって処理業界が形成されるよ
う誘導していく努力も求められるというべきである。
()５ 強制保険及び責任履行共済組合の義務化に向けたプロセス

以上に述べた責任履行担保制度は、すぐにでも実現されるべき制度ではあるが、
電子マニフェストと同様に、その制度設計には相当の期間を要するとともに、こ
れを義務化するまでには相当の調整が必要となることは想像に難くない。

そこで、たとえば、一定以上の規模の処理業者等を対象に、任意での保険や共
済制度を試験的に導入し（なお、優良評価制度等とリンクさせることで個々の処
理業者の参加インセンティブを高める）、その結果を踏まえて、義務化を内容と
する法律の成立から完全施行まで、数年以上をかけて制度の浸透等を図るべきで
ある。
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なお、以上の提言は、現行制度における処理施設の維持管理積立金制度（廃棄
物処理法１５条の２の３、８条の５）を否定するものではない。同制度を廃止して
新たに責任履担保制度を創設するのか同制度と併用するのかについては、双方の
趣旨・役割を検討して決せられるべきである。

３ 代表者その他の関係者の個人責任
不法投棄等を行った処理業者や排出事業者について、これに関与した代表者等の

関係者の個人責任が追及されるべきことは当然である。この点に関する現行法制度
の運用については第２章で述べたが、前記の責任履行担保制度においても、原則と
して保険や共済組合への加入の際に、保険金等の支払い後に処理業者が負担すべき
求償債務について代表者等が連帯保証することを義務付けるようにすべきである
（また、そのことが遵法経営の強固なインセンティブになる。）。
４ 廃棄物処理法以外の法制による原状回復費用の確保（責任財産の保全）

以上は、主に、不法投棄等の実行者（処理業者等）自身の責任財産以外の財源か
ら原状回復等の費用を捻出しようとするものであるが、そもそも、第一次的には、
実行者の責任財産から原状回復等の費用が捻出されるべきなのであるから、当該責
任財産を迅速確実に保全するための制度の整備も重要である。

まず、青森岩手県境事件で岩手県が行ったように、実行者の財産に対して都道府
県等が申し立てる民事上の仮差押命令手続を、より簡易迅速に実現できるよう制度
の改善に関する検討を行うべきである。具体的には、これまで複数の都道府県等が
当該申立てを行った実例があり、中には認められなかった例もあるので、環境省が
中心となって各事例を集積し、それらの問題点や被保全権利・保全の必要性の疎明
等について裁判所に運用の改善（ひいては法改正）を求めるべき点がないか、検討
すべきである。

次に、暴力団等が関与する悪質な不法投棄等事件では、第２章で述べたとおり組
織的犯罪処罰法に基づく没収保全命令が活用されるべきであるが（なお、この場合
には、ヤミ金融でリーダー格の者の財産が没収されたように、単に直接の実行者で
ある処理業者等の財産だけでなく、警察の捜査能力を最大限に生かして、背後で暗
躍する暴力団等の財産の差押えもなされるのでなければならない。）、現行法には保
全された財産を原状回復等の費用に充てることができる規定が存在せず、国庫に没
収されることになることが問題である。

組織的犯罪処罰法に基づく財産の国庫没収が問題となったヤミ金融被害では、同
法の２００６年改正及び「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律」
（以下「犯罪被害回復法」という。）の制定に伴って、被害者が保全された財産か
ら被害回復給付金の支給を受けることができるようになった。しかし、不法投棄等
の廃棄物犯罪は、これらの対象とはされておらず（犯罪被害回復法２条１号、組織
的犯罪処罰法１３条２項の「犯罪被害財産」に、廃棄物処理法の関連犯罪（別表４２号）
が含まれていない。）、現行法では、代執行を余儀なくされる都道府県等は、保全さ
れた財産から被害回復給付金を受けて原状回復等に要する費用に充てることができ
ない。このような事態は、被害地である都道府県等の費用負担を軽減させる（原状
回復等の第一次的責任を負うべき実行者やその加担者の財産で原状回復等をさせ
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る）という理念に反するというべきであるから、組織的犯罪処罰法１３条２項の犯罪
被害財産に、不法投棄等事案における保全財産も含むものとし、これを被害地都道
府県等が原状回復等の費用として支給を受けることができる旨の法改正を行うべき
である。そして、これを前提に、迅速な財産保全に向けて、廃棄物行政と警察当局
が適切な連携を深めるべきである。

第２ 委託排出事業者への責任追及を確保するため必要となる政策等
１ 委託内容に関する情報管理の徹底（電子マニフェストの義務化）
()１ 現在は、廃棄物の委託処理について、紙マニフェストシステム（排出事業者が

収集運搬業者に委託して中間処理施設に搬送させ、中間処理を施し最終処分を行
うまでに関与する各業者が、自らの業務の都度、Ａ～Ｅ票の複写式による管理票
を作成して、自社への委託者等に作業結果を送付し報告することで、廃棄物処理
の全過程を排出事業者が把握することができる制度。）による委託処理情報の管
理が図られている（廃棄物処理法１２条の３）。

しかし、紙マニフェストには、①受託した処理業者が、不法投棄等の発覚時等
に、排出事業者への責任追及を困難にさせる目的で、自社で保管するマニフェス
トを廃棄するおそれがあること、②処理業者が、実際には不法投棄等を行いなが
ら、これを隠蔽する目的で、マニフェストには正規の処理を行った旨を記載（偽
装）する例があること（収集運搬・中間処理・最終処分の各業者が共謀したり、
排出事業者も共謀する例すらあるという。）、③保管等に相当の負担・コストを要
すること、などの問題があるので、早急に電子マニフェストの義務化を実現すべ
きである（第３節第３・２参照）。
()２ 電子マニフェストのシステムの内容は、第３節第３・２で述べたとおりである

が、これが導入（義務化）され、そのデータが情報処理センター（廃棄物処理法
１２条の５）に集約、保管されるのであれば、青森岩手県境事件で問題となったよ
うに「排出事業者Ａが、不法投棄等を行って倒産した中間処理業者Ｂに、Ｂが許
可を得ていない品目の中間処理を委託したため、廃棄物処理法１９条の５の措置命
令の対象となるのに、Ｂがマニフェストを廃棄したため責任追及ができなくな
る」という例は、完全に撲滅され（Ｂ社が自社のコンピュータ等を廃棄したとし
ても、情報処理センターにアクセスしさえすればＢ社の受託情報はたちどころに
判明するはずである。）、Ａ社に対して措置命令を発令することが可能となる。
()３ また、第３節第３・２で述べたとおり、排出事業者が処理業者に委託する際に

委託内容（電子マニフェストに入力すべき情報）を直ちに情報処理センターに送
信し、同センターが当該委託情報に違法な点が含まれていないか（委託先が許可
を得た処理業者か、搬出品は当該業者が許可を受けた品目であるか、受入先の中
間処理施設の稼働能力を超過する委託がなされていないか、最終処分の際に予定
された埋立量は搬入先の最終処分場の残余容量を超過しないかなど。）をコンピ
ュータで自動審査し、違法があれば直ちに連絡し、一定の期間内に是正がなけれ
ば行政に通報するようなシステムが構築されれば、そのようなシステムは、違法
な委託の未然防止に資するだけでなく、直ちに違反行為に必要な監督権を行使す
ることにも資すると言える。
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そして、その主要部分が公開されるならば、実際の処理状況に疑問を抱いた処
理施設の周辺住民等がマニフェストの公開情報を調査し、これと実情とに齟齬が
あれば通報することで、一定程度、マニフェストの偽装を用いた不法投棄等を防
止することができる。

２ 排出事業者の責任範囲の拡大
()１ 排出事業者責任の強化

廃棄物処理法１９条の６は、排出事業者に委託基準違反行為がなくとも、一定の
場合（適正な対価を負担しない場合や受託処理業者が不法投棄等を行うことを知
り得た場合等）には、原状回復（生活環境の保全上の支障除去）のため措置命令
を発令し得る旨を定めている。ただ、第２章第４節第３・３で述べたとおり、同
条は２０００年の導入以来いまだに発令された例が一つもない。

廃棄物処理法１９条の６は、物の利用・排出によって利益を受けた排出事業者こ
そが適正処理の責任を第一次的に果たすべきであるという排出者責任の原則を貫
徹するうえで、極めて重要な規定の一つというべきである。米国の CERCLA（スー
パーファンド法）が紆余曲折を経た今も、排出事業者等に厳格な責任を課して汚
染除去を図っていること（第３編第３章第２節第１参照）に鑑みても、わが国で
多数の不法投棄等事案が発覚しているのに、同条が発令された例がなく、死文化
した状態が続くのは適切とは言えず、同条に基づく排出事業者責任の強化は喫緊
の課題というべきである。

この点、第１・２()１で引用した日弁連２００４年意見書では、「廃棄物処理法１９条
の５及び６を改正し、委託排出事業者は、委託先の処理業者が不法投棄等を行っ
た場合、原則として、これによって生じた生活環境の保全上の支障を除去する措
置を講ずべき義務がある（措置命令の対象となる）ものとし、例外として、①自
己が排出した廃棄物が当該支障の発生に及ぼした寄与度を立証すれば、支障除去
義務を寄与度の範囲に留め、②委託処理業者が不適正処理を行うことを知り得な
いやむを得ない事情があることを立証すれば、支障除去義務のすべてを免れるこ
とができる（やむを得ない事情を認めるためには、GPS 等の手段を用いて廃棄
物の適正処理を確認し、そのデータを電子マニフェストを通じて情報処理セン
ターに提出する必要がある）ようにすべきである。」と提言した。これは、米国
の CERCLA（スーパーファンド法）が、排出事業者（潜在的責任当事者）に対
し無過失連帯責任を原則とする厳しい浄化責任を課していることに倣ったもので
あり、汚染者負担原則を徹底し、当該廃棄物の利用や排出等に関係のない第三者
（税金）への負担の転嫁を防ぐことになるため、基本的には正当な提言というべ
きである。
()２ 排出事業者が果たすべき義務の明確化・具体化

しかし、現実問題として、単純に廃棄物処理法１９条の５及び６を日弁連２００４年
意見書のとおり改めただけでは、必ずしも適正に排出事業者責任を問うことがで
きるようになるとは言えず、混乱を惹起しかねない面があることは否定できない。
たとえば、弁護士が管財人として中小規模の企業用地に残置された廃油等の処理
を委託したところ、委託先の業者が不法投棄等を行った場合を想定すれば、この
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ような場合に排出事業者の責任を追及しようとしても、排出事業者＝破産会社が
発覚時までに配当終結するなどして財団（資産）がない状態になっていれば、そ
の責任を果たすことはできない。そのような場合に排出事業者向けの保険加入を
義務付けたり、常に管財人が個人責任を負わなければならないとしたりするのも、
現状では現実的ではない。管財人に限ったことではないが、現実には、委託先の
業者の処理実績はおろか、許可業者であるかさえも確認することなく、必要が生
じた場合に紹介を受けた処理業者に漫然と処理委託をしているに過ぎない排出事
業者も、少なからず存すると思われる。

このように、現状では、排出事業者が委託時に負うべき義務の内容が必ずしも
明確化・具体化されておらず、排出事業者が委託時に委託先処理業者について相
当の調査をすべき義務を負うことへの理解も周知徹底されていない。そのため、
このような状況下で立証責任の転換による責任強化をしたとしても、混乱が生じ
たり、「義務の内容が周知されていないので、過失責任を問いにくい。」などと裁
判所に判断されたりする可能性もある。

そこで、責任強化の前提として、まずは責任の具体化・明確化を推進すべきで
ある。たとえば、中小零細の排出事業者向けの委託ガイドライン（チェックリス
ト的なもの）を作成し、発注の打診を受けた処理業者はこれを事前に呈示しなけ
ればならないものとするなどして、事前に処理業者の能力等を調査することが期
待し難い中小零細の排出事業者等が、不法投棄等を行わない処理業者に確実に委
託できるようにするための制度づくりをすべきである。

また、廃棄物の類型ごとに委託費用の最低基準のガイドラインを政令等で定め
たうえで、排出事業者に対し、委託時に電子マニフェストによって委託情報を情
報処理センターに通知することを義務付け、同センターを通じて、個々の委託費
用が当該基準に抵触しないか、委託先の処理施設に処理能力や残余容量を上回る
委託がなされていないかなどの審査を受ける（さらには同センターにアクセスし
て委託費用の相場情報等を検索できる）ものとすべきである。これにより、不法
投棄等を惹起しかねない廉価での委託行為に対し、情報処理センターが当事者へ
の警告や都道府県等への通報をオンラインで行うことでこれを防止したり、排出
事業者が自主的に適正価格で委託するよう配慮したりすることで、不法投棄等を
相当程度防ぐことができる。

また、環境省の２００５年８月１２日付け「行政処分の指針について（通知）」（第２
章第４節参照）では、「処理業者が、過剰保管等を理由として改善命令等の行政
処分を受け、又は、不適正処分を行ったものとして行政の廃棄物部局による立入
検査等を受け、若しくは、周辺住民から訴訟を起こされるなど、不適正処分が行
われる可能性が客観的に認められる状況にあった」場合には、排出事業者は問合
せや現場確認をすべき旨を定めているものの、少なくとも中小零細の排出事業者
にこれを当然に要求することは容易ではない。しかし、これらの情報を情報処理
センターに集約し、問題を起こした処理業者への委託を検討している排出事業者
がこれを検索することができ、かつ検索すべきものとすれば、前記の調査義務は
容易に果たすことができる（なお、過去に処分歴がある処理業者には委託すべき
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ではないと一概には言えず、当該処理業者が再発防止のため合理的な措置を講じ
ていることが適切に確認されるのであれば、委託が直ちに過失になるとは言えな
い。）。

このように、中小零細の排出事業者については、これらが現実に果たし得る調
査活動等も踏まえたうえで、電子マニフェスト・情報処理センターも活用するな
どして、合理的かつ明快な内容の委託ガイドラインを策定するべきである。また、
このガイドラインの遵守を強く求めつつ、これを遵守しさえすれば、原則として
事後的な原状回復責任を問われないという方向で検討するのが適切ではないかと
考える。
()３ 多量排出事業者等に対する責任強化

以上に対し、環境省の２００５年８月１２日付け通知が示す「相当の長期間にわたっ
て定期的に処理委託を行う事業者や多量の廃棄物の処理委託を行う事業者」につ
いては、自社が委託する廃棄物の性状や適切な処理の仕方等も相当程度理解して
いると認められること、当該業者が委託した廃棄物が不法投棄等された場合の被
害は、中小零細規模の排出事業者が委託した場合に比して遥かに大きいこと、が
挙げられるが、それらに照らせば、違法業者への委託を回避するため相当の調査
等の努力を期待でき、かつその努力が求められていると言える。したがって、日
弁連２００４年意見書で述べているように、厳しい調査義務等を課していくべきであ
る。

それには、法改正によって、かかる排出事業者の責任を強化するとともに、「相
当の長期間にわたる定期的委託」、「多量の委託」等、厳格な責任を負うべき排出
事業者の範囲を明確化することも必要である。そこで、環境省は、これらの排出
事業者が排出した廃棄物による不法投棄等の実態を調査し、対象となる排出事業
者の範囲について合理的な定義付けを図るべきである。なお、建設系廃棄物を多
量に排出する相当規模の建設関連業者、揮発性廃棄物を多量・定期的に排出する
相当規模の工場、医療系廃棄物を多量・定期的に排出する相当規模の病院等は、
これらに含まれるようにすべきである。
()４ 「排出事業者」の定義の拡大（みなし規定）について

そもそも、排出事業者の処理責任の根底にあるのは、汚染者負担原則というべ
きであるが、この考え方を進めれば、小規模の医療施設が排出する医療系廃棄物
が典型であるように、直接の排出事業者（だけ）ではなく、製品の製造者等に原
状回復責任を負わせるべきだという考え方に到達するはずである。２０１０年の廃棄
物処理法改正で、建設系廃棄物について責任を負うべき「排出事業者」の範囲が
元請業者に拡大されているが、他にも「排出事業者」の範囲を拡大する（直接の
排出者ではなくとも、みなし規定等によって処理責任を負わせる）方向で、検討
が深められるべきである。

第３ 原状回復の徹底と費用の確保に関する政策等
１ 原状回復の徹底
()１ 第３節等で述べてきた不法投棄等の未然防止等に関する諸政策を導入すれば、
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原状回復が必要となるケースは大幅に減少するはずであるし、前記第１、第２等
で述べてきた実行者や委託排出事業者の責任追及等に関する諸政策を導入すれば、
公費による原状回復が必要となるケースは、まして大幅に減少するはずである。

すなわち、再度整理すると、次のとおりとなる。
① 発生抑制やリサイクル制度の合理化に関する諸政策により、廃棄物として排

出される物の量が絶対的に減少する（第１節）
② 有害物質の使用規制や回収義務等により、汚染リスクの高い有害物質が廃棄

物処理のルートに回らないことになるので、排出量が減るだけでなく、不法投
棄等に伴うコストも減少する（第２節）

③ 排出事業者自らによる処理も処理業者への委託処理も、電子マニフェストを
義務化し、情報処理センターによるチェックシステムを最大限活用することで、
不法投棄等を行おうとする排出事業者または処理業者を事前に捕捉し警告等す
ることができる。また、責任履行担保制度等を通じて処理業者側に保険料等の
コスト低減等を目的とする遵法経営への強いインセンティブを働かせる（第３
節）

④ 以上の手段によっても不法投棄等が生じた場合には、行政は措置命令を、原
則として直ちに行うものとし、実行者等が措置命令を履行できない場合でも保
険等の担保制度で履行費用の全部または一部が賄われ、また、責任を負うべき
排出事業者の範囲も従前より拡大する（前記第１、第２）。

()２ このように各手法を駆使すれば、「不法投棄等の実行者等への措置命令を発令
しても、なお回復されない被害が生じる例」は、ゼロになるとまでは言えないと
しても、大幅に減少するはずである。

よって、このような被害の回復に、従前のような（前記第１参照）巨額の公費
負担を要することはなくなるのであるから、原状回復の徹底を躊躇すべき財政上
の理由はまったくないと言える。産業廃棄物の不法投棄等に対する原状回復等を
行う行政代執行に関する廃棄物処理法１９条の８は、「生活環境の保全上の支障」
が生じまたは生ずるおそれがあると認められるときに支障除去を目的とする代執
行を行うことができる旨を定めるが、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る
ことを目的とする同法の理念（１条）に照らせば、措置命令等により除去されず
に支障が残置した場合、これを除去することが義務化されるべきである。したが
って、支障除去の行政代執行を定めた同法１９条の８は、義務的な規定に改められ
るべきである。

また、廃棄物処理法１９条の８にいう生活環境の保全上の支障とは、措置命令の
要件である生活環境の保全上の支障と同義であり、廃棄物が法定の処理基準に基
づくことなく不法投棄等された場合には、すべて支障が生じているというべきで
あるから、有害性が認められない廃棄物の不法投棄等についても、支障除去のた
めの代執行が行われるべきである。

なお、当然のことながら、義務的な規定とすることで、行政がこれを放置すれ
ば住民が義務付け訴訟を提起し代執行を強制することができる（第６節参照）。

２ 不足費用の確保と分担のあり方に関する制度
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()１ 不法投棄等対策目的税の導入
前記第１・２で述べた責任履行担保制度は限度額のある保険または共済組合を

想定しているため、不法投棄等事案の汚染拡散防止や原状回復のため代執行を行
うにあたり保険等の限度額を上回る費用を要し、これを責任当事者の負担のみで
は賄いきれないケースが生じることは避けられない。そこで、その不足費用（公
費＝税金）を誰がどのようにして賄うのかという問題を別途検討する必要がある。

この点、第２章第３節でも詳述したとおり、個々の不法投棄等事案で排出され
た廃棄物に関し、生産・流通・消費・廃棄までの過程に関与した事業者は、拡大
生産者責任や汚染者負担原則に照らし、公費を通じて負担を強いられる無関係な
第三者よりも潜在的な責任があるというべきである。

そこで、①類型的に不法投棄等が多い業界（建設関連業界）や②汚染拡散リス
クが高く原状回復等に多額の費用を要する有害物質を含有する製品等を取り扱っ
ている業界（ただし、原子力発電所の稼働に伴って生じる放射性廃棄物のように、
通常の廃棄物処理のルートには持ち込まれない製品等を取り扱う業界を除く。）
に対して、不法投棄等対策の目的税を課し、これによって得られる資金を財源に
特別の基金を設け、前記の不足費用を賄うようにすべきである。

実際、米国の CERCLA（スーパーファンド法）に基づく基金は、もともと化
学系企業や石油関連企業等に対する目的税の課税による収入を中心としていたも
のであり（第３編第３章第２節第３参照）、わが国でも同様の制度が導入される
べきである。

なお、このような制度には、「排出抑制や汚染防止に真摯に取り組む優良な排
出事業者が、不良な処理業者（及びそれに委託した排出事業者）の尻拭いを余儀
なくされる」面があることから、その弊害を除去する手段として、たとえば、課
税対象となる企業及びその系列企業等が排出抑制や不法投棄等の防止対策等に十
分な措置を講じている場合や、その企業が委託した処理業者が相当の期間行政処
分等を受けた前歴がない場合等は、目的税の税率等で一定の優遇措置を講ずるこ
とを併用すべきである。このような税負担が生じることは、対象となる業界に排
出抑制等の自主的努力を促す点でも適切と言える。

また、以上で述べてきた未然防止や責任追及等のシステムが整備されさえすれ
ば、当該基金の拠出が必要となる場面は現状に比べて遥かに低くなるはずであり、
産業界に著しい負担が生じるとは言えないという点でも、制度導入に許容性があ
る。
()２ 一般会計等による公費負担と負担の分配

また、前記の目的税によっても原状回復等の費用の全部が賄われない場合や不
法投棄等の発生や拡大について関係都道府県等の落ち度が著しい場合には、国の
一般会計等（国税）や当該都道府県等の住民税から賄うべきである。この場合、
第２章第３節第２で述べたのと同様に、対象となる不法投棄等事件に関する都道
府県等の監督権行使の懈怠の程度や事件発覚までに実行者等から受けた利益の程
度等を総合的に斟酌して、国や都道府県等が適正な負担割合を定めることができ
るように（負担割合に関し合意が得られない場合の調整も含む）制度を構築すべ
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きである。

第６節 廃棄物行政が適正になされることを担保するための政策等
第１ はじめに

本編ではこれまで、あるべき廃棄物政策を述べてきた。ただ、これらは要するに、
都道府県等や市町村に、循環型社会実現の観点から、適切な権限を付与するものであ
り、行政が適切に権限を行使すれば効果があるという政策である。

しかし、多くの住民が指摘するのは、行政が権限を適切に行使していないというこ
とである。すなわち、①行政の事実認識・事実認定が住民のそれとは違う、②事実認
定は同じだが、裁量の範囲内であるとして、住民の意向とは違う権限行使をする、と
いうことである。廃棄物の不法投棄等や新たな廃棄物処理施設の設置・稼働等により
一番影響を受けるのは地元の住民であるから、そのような住民と行政の乖離は放置さ
れてはならない。

そこで、都道府県等に適切な権限行使をさせるための制度が必要である。
さらに、その是正手段も含めて本編で述べる各政策等が適切に実行されるようにす

るためには、住民参加制度が検討されなければならない。

第２ 行政に適切な権限行使をさせるための制度
１ はじめに

行政の誤りを是正する方法としては、司法制度がある。実際、廃棄物問題におい
て、不法投棄等や違法と思われる許可が出た場合に、関係住民は訴訟を利用してき
た。しかし、現在の訴訟制度は、必ずしも住民に利用しやすいものであるとは言い
難いから、これをより使いやすいものに改正する必要がある。

また、司法手続に至る前に、行政のレベルで、住民と行政の乖離を防ぐ制度が用
意されれば、被害の発生・拡大を防ぐ効果が期待できるので、司法以外の制度も検
討する必要がある。
２ 司法による監督・是正等
()１ 問題点

司法が適切に介入すれば、行政活動に対する強制力となり得る。国連欧州経済
委員会によって１９９８年に採択された「環境に関する、情報へのアクセス、意思決
定における市民参加、司法へのアクセスに関する条約」（いわゆるオーフス条約）
においても、効果的な司法制度に市民がアクセスできるよう配意することが求め
られている。

しかし、わが国の司法制度は、訴えることのできる住民の範囲が限られていた
り（原告適格の問題）、行政の権限行使に司法が過大な配慮をしたり（行政裁量
の問題）、住民に過大な立証責任を負わせたりしていて、必ずしも利用しやすい
ものではない。

また、２００４年の行政事件訴訟法の改正において、新しく義務付け訴訟が法定化
され、行政が周辺住民等の申立てを拒絶したり放置したりした場合に、周辺住民
等が、行政に対し当該権限行使を義務付けるよう司法に働きかけることができる
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ようになったが、義務付け訴訟にも同様の問題はつきまとう。
()２ 提言

① 原告適格（行政事件訴訟法９条）の拡大
２００４年の行政事件訴訟法の改正において、取消訴訟の原告適格が拡大され、

原告適格の判断において、法律の趣旨・目的や処分において考慮されるべき利
益の内容・性質等を考慮すべき旨が規定された。

しかし、大阪場外車券売り場訴訟における最高裁判決（最判平成２１年１０月１５
日）に見られるように、原告適格には依然厳しい制限があり、原告たるにふさ
わしい住民が原告になれない事態は今後も発生し得る。原告適格をさらに広げ
るべきである。

② 取消理由の制限規定（行政事件訴訟法１０条１項）の撤廃
現行行政事件訴訟法は、「取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係

のない違法を理由として取消しを求めることができない。」と定めている。こ
の規定については、自己の法律上の利益に関係のない違法が処分の取消しの理
由にならないのは、取消訴訟の主観訴訟としての性格から当然であるとの評価
もあるものの、廃棄物処理法をはじめ、行政法令には、個人の保護よりも公益
目的のために設けられた規定が多いから、「自己の法律上の利益に関係のない
違法」を広く解すると、このような法令違反を取消事由として主張できなくな
るおそれがある。

そこで、そのような弊害をなくすため、同条を削除すること、少なくとも、
「法律上の利益」を「自己の利益もしくは一般公共の利益」に広げ、一般公共
利益保護の規定違反のみの主張も制限されない（専ら他人の利益にのみ関する
違法理由は制限される。）ようにすべきである。

③ 義務付け訴訟制度（行政事件訴訟法３条６項、３７条の２、３７条の３）の改正
実際の訴訟の場面において、「一定の処分がされないことにより重大な損害

を生ずるおそれ」があることや、「その損害を避けるため他に適当な方法がな
い」こと（行政事件訴訟法３６条の２第１項）を住民が立証することは、相当困
難を極める。これでは、司法は行政活動を統制できない。

そこで、不法投棄等の場合については、重大な損害が発生するおそれがある
ことや他に適当な方法がないことについて推定規定を置くなどして、立証責任
を軽減する法改正をすべきである。

④ 代位訴訟制度の導入
現場行政が処理業者の違反行為を放置している場合については、義務付け訴

訟のほか、いわゆる代位訴訟制度も検討されるべきである。
この点、米国では CERCLA（スーパーファンド法）における責任当事者へ

の責任追及においてすでに導入されているのに対し、わが国では法改正におけ
る議論の俎上にすら十分に載せられていない。しかし、立入検査や措置命令等、
特に緊急性を要する場合で、都道府県等が権限行使を怠っている場合には、周
辺住民等が自ら都道府県等に代わって権限の代位行使することでしか、その是
正をして、事態を根本的に改善することはできないのであるから、代位訴訟の
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導入は積極的に検討すべきである。
⑤ 団体訴訟制度の導入

環境等に関する法規の違反がある場合に、一定の団体に、その違法行為の是
正を求めて訴訟提起・遂行することを認める制度、いわゆる団体訴訟制度の導
入を検討すべきである。この団体訴訟制度については、すでに消費者問題の分
野においては導入され（２００６年改正消費者契約法１２条等）、適格消費者団体が
活動し、一定の成果を上げているところである。

これにより、環境法規違反の状態が住民個人の人格権・環境権等の権利・利
益に還元しづらい、あるいは、できない場合でも、司法判断・司法介入の道が
開かれ、司法による行政・事業者等へのコントロールが可能になる。

３ 第三者機関による監督・是正等の必要性
司法の利用は、救済を求める住民の立場から見れば、事後的な制度であるし、し

ばしば解決までに時間を要するから、行政に対する監視としては、必ずしも十分な
ものとは言えない。この点、行政のレベルで第三者機関を設置し、機動的に監視を
続ける意義は大きい。

そこで廃棄物政策について、常設の第三者機関を設け、都道府県等が適正に監督
権を行使しているかを監視・監督し、疑義がある場合には是正させ、もって政策形
成全般を含めた地域内の廃棄物行政のあり方に影響力を及ぼさせることが必要であ
る。
()１ 第三者機関の構成

住民と行政との乖離を防ぎ、住民が納得し得る意思決定ができるようにするた
めには、第三者機関が行政から独立したものであることは当然であるが、加えて、
その構成に住民が関与するなど、住民の視点が活かされなければならない。

したがって、この第三者機関は、学者ら専門家ばかりでなく、住民自身や環境
ＮＧＯによっても構成される必要がある。また専門家については、行政だけでは
なく、住民の推薦する学者等も選任される必要がある。
()２ 申立権を持つ住民の範囲

たとえば、不法投棄等について見ると、不法投棄等は業者の敷地内やその周辺、
山間部等一般的生活環境から外れた場所で行われることが多いため、行政自身は
もとより、当該地域の一般住民にさえ、これを迅速に察知することは難しく、環
境問題に関心を持つ一般市民やＮＧＯに依存する面が大きいことは、香川県・豊
島事件をはじめとする多くの事件が如実に示す特徴である。したがって、第三者
機関の権限発動については、広く住民等一般に申立権を認めるべきである。
()３ 第三者機関の調査権限等

第三者機関が行政の権限行使の監督・是正を効果的になし得るため、さらには
廃棄物行政のあり方の決定にも参画するためには、単に行政からの資料提出を受
け、行政から聴取を行う権限があるに留まるのでは不十分である。したがって、
第三者機関自身に、施設・現場等に対する立入調査権、土壌発掘等の調査権、資
料提出請求権あるいは関係者への質問権等の権限等一定の調査権限を付与すべき
である。
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()４ 住民等の調査立会権等
第三者機関が前記()３のような権限を持つとして、それを適正に運用せしめるた

めには、ここでも住民の参加が不可欠である。したがって、申立権者である住民
はもとより、利害関係を持つ地域住民に対しても、一定の範囲で、第三者機関に
よる調査への立会い、会議や公開審理の場での意見陳述の機会等が保障される必
要がある。
()５ 第三者機関の意思決定の効果

以上のような第三者機関であれば、当該第三者機関の判断には相当の合理性が
期待できるので、その判断には一定の効果を与えるべきである。なぜなら、当該
第三者機関の判断に行政が従わないことがあっては、第三者機関を設置する意義
は半減するし、不法投棄等の被害の深刻化に対する歯止めにもならないからであ
る。

具体的には、第三者機関が都道府県等に対して適正な行政権限を相当期間内に
発動するように勧告する。その勧告に都道府県等が従わなかった場合は、申立人
の申請もしくは職権で第三者機関は再度検討する。その結果、再び同様の勧告を
することとなった場合には、都道府県等はその勧告に拘束されるという制度の導
入を検討すべきである。

第３ 住民参加
１ はじめに

本編において、これまで、循環型社会の実現の観点から、種々の政策等や制度に
ついて述べてきた。また前記第２において、かかる制度を適正に運用しなかった場
合の監督・是正措置についても論じてきた。

しかし、そのような各種制度をその理念どおりに適正に運用させるには、その制
度で保護される権利の主体、すなわち「住民」の参加は不可欠である。

特に廃棄物処理法においては、この「住民不在」が常に問題として指摘されてい
るし、その実例は、第１編で余すところなく示されている。

そこで、以下では、住民参加の意義について概観したうえで、主として廃棄物処
理法におけるあるべき住民参加を論じるとともに、その具体的政策について提言す
る。
２ 住民参加について
()１ 住民参加の意義

住民参加には一般に、①市民の権利保護ないし利害関係調整の機能、②行政活
動の民主性の確保の機能、③行政決定の合理性の担保の機能、という三つの機能
があると言われる。この趣旨は、廃棄物政策についても妥当する。

たとえば、廃棄物処理施設の設置について見ると、第一に、施設が設置され稼
働されれば、近隣の生活環境・自然環境に影響が及び得るから、その地域住民や
地域社会が最も重要な利害関係者になる。そのような住民が自分自身の権利を守
る手続に参加することになる（①）。

第二に、近隣の生活環境・自然環境に影響が及び得るものであるから、施設は、
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住民が納得できる手続過程を経て計画されなければならない。住民が手続に参加
することで、民主的プロセスを経たという正当性が確保される（②）。

第三に、行政の担当者や専門家のみならず住民も参加することで、行政職員や
専門家の有する専門的な知識・経験に、住民の日常的な知識・経験が加わり、よ
り幅広い視点からの議論がなされ、より合理的な計画となり得る（③）。

また、廃棄物政策について言えば、たとえば不法投棄等について見ると、不法
投棄等の発見が現場周辺の住民や環境ＮＧＯの通報、調査活動等に依存する面が
大きいことは、前述のとおりである。したがって、なおさら、行政が住民の声を
無視するようなことがあってはならない。

このような環境施策における住民参加の重要性は、国際的にも広く認識されて
いる。たとえば、オーフス条約では、環境に影響を与える活動や政策、行政規則
等の策定段階に公衆が参画する権利が定められているが、単に参加の機会が与え
られるだけではなく、効果的な参画であることや、意思決定の過程で十分な時間
的余裕があることが求められている。
()２ 住民参加の形態

一口に「住民参加」と言っても、住民の関与の度合いや形態にはさまざまなも
のが考えられ、いくつかの段階を経て発展していくプロセスとされている。

この点、よく知られるのが、シェリー・アーンシュタインによる「住民参加の
はしご」である。住民参加を、参加とは言えない（nonparticipation）①世論操
作（manipulation）、②不満回避策（therapy）という段階、形式だけの参加（token-
ism）に留まる、③情報提供（informing）、④相談（consultation）、⑤懐柔策（pla-
cation）という段階、住民の力が活かされる権力としての参加（citizen power）
と言える⑥パートナーシップ（partnership）、⑦権限委譲（delegated power）、
⑧住民による管理（citizen control）という八段階に分類している。

前述のような住民参加の意義の重要性に鑑みれば、住民の実質的な関与が必要
であるというべきである。前記の分類でいえば、⑥以上のレベルの住民参加が望
ましい。
()３ 住民参加に必要な条件

以上のような住民参加の意義と分類から、望ましい住民参加となる条件として、
①情報公開（計画や会議の情報の公開）、②政策決定過程への参加（十分な情報
公開のもとでの議論、公共空間での議論、計画の策定から実行に至る全過程での
公衆関与）、③訴訟制度の整備を挙げることができる。
()４ 住民参加における「住民」の定義

住民参加にいう「住民」とは、①人格権・環境権等の主体としての住民と、②
住民自治に由来する地域の主体・主権者としての住民とに大きく分けることがで
きる。

廃棄物処理法における「住民参加」として問題となるものは、①であり、行政
等監督機関の資料開示・閲覧請求権（一般の情報公開請求権以上のもの）の他、
施設・現場等に対する立入調査権等が挙げられる。

３ 廃棄物処理法における住民参加について
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()１ 現行廃棄物処理法における住民参加の規定
不法投棄等や処理施設の問題等、廃棄物処理を巡る問題の多くが、地域社会の

環境を守る重要な構成員たる周辺住民等が多大な尽力をすることにより、はじめ
て解決されてきたものであることは、第１編に挙げた事例をはじめとする多くの
事件が如実に示すところである。

ところが、前記のとおり廃棄物処理法は行政による事業者への監視・監督のみ
を念頭に置いており、地域の環境を守る主体としての周辺住民等の存在を十分考
慮しているとは言えない。この点は、現行廃棄物処理法の大きな問題点の一つで
あると言わなければならない。

周辺住民等の手による環境の保持を、廃棄物処理法の重要な構成要素として位
置付け、行政が十分な対応をしていない場合には、周辺住民等が自らの生活環境
を防衛するために、主体的に適切な法的手段をとることができるようにする必要
がある。

現行法における住民参加に関する規定を見てみると、１９９７年度の法改正により、
許可要件に、周辺地域の生活環境影響調査の実施（廃棄物処理法８条３項、１５条
３項）、申請書・関係書類の公告・１か月の縦覧期間（同法８条４項、１５条４項）、
利害関係人からの意見書の提出（同法８条６項、１５条６項）が追加されている。
また、焼却施設及び最終処分場の設置者は、施設の維持管理状況を記録し、生活
環境保全上の利害関係を有する者の求めに応じて、閲覧をさせなければならない
こととなっている（同法８条の４、１５条の２の２）。要するにこの程度の規定し
かないのである。
()２ 問題点

① 政策決定過程への住民参加の規定がない
廃棄物処理法の理念が適切に実現されるためには、廃棄物処理施設が設置・

稼働した後の事後的監視活動のみに留まっていては不十分であり、政策決定過
程への住民参加が不可欠である。しかし、現行廃棄物処理法には、その規定が
まったくない。

② 住民参加の規定が少ない
処理業の許可更新について、更新の際の実質的な審査は行われておらず、当

然、住民が参加する手続等も予定されておらず、設置許可時のような住民によ
る意見書の提出といった手続すらない。行政の規制権限行使について、住民が
関与する規定がまったくない。同様に、住民自身が調査する権限もないし、調
査結果を迅速に活用する手続もない。この結果、行政が権限を適正に行使しな
い場合、住民は泣き寝入りをするか、自ら多くの時間と費用を使って司法に救
済を求めるしかない。

③ 住民参加の効力が極めて不十分である
施設の設置許可段階で利害関係を有する住民として意見書を提出したとして

も、許可権者である都道府県等に対する法的拘束力はない。したがって、適切
な住民の意見に反する設置許可も違法ではない。

また、現行廃棄物処理法においては、施設の設置者に、施設の維持管理状況
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の記録を住民に閲覧させなければならない義務はあるが、住民がその閲覧の結
果について、迅速に活用する手続がない。

()３ 提言
① 政策決定過程への住民参加

ア 前記のように、現行法では政策決定過程への住民参加は明文では保障され
ていない。

そこで、国は、住民参加を促進する趣旨の基本法を制定するとともに、個
別の事件における周辺住民等の役割を強化するため、廃棄物処理法等の改正
を行うべきである。

具体的に例を挙げるとすれば、廃棄物処理計画を検討する都道府県等の審
議会や、廃棄物処理法１５条の２第３項に規定する専門委員会、あるいは前記
第２で提言した第三者委員会等において、その会の構成メンバー及びその選
任手続に住民参加の視点を取り入れるべきである。

イ 情報公開
正確な情報が適時に住民に届かなければ、そもそも住民は参加する機会を

失うおそれがあるし、参加できても充実した議論、正確な判断をすることが
できない。情報公開は住民参加の大前提である。

この点、すでに情報公開条例が相当数の地方自治体において制定されてい
る。ただ、そこにおける情報公開は開示請求権を中核とするものである。こ
れをさらに一歩進めて、住民が行政の政策を判断する基礎となる情報を、行
政が自ら住民にわかりやすい形で、積極的に公表するようにすべきである。
これにより、住民の適正な意思形成が促進されるとともに、住民の行政への
監視・参加の充実にも資する。

② 施設設置許可に関する手続整備
地域住民が地域の環境保護に重要な役割を果たすことに鑑み、また、住民参

加の理念を実現するためにも、施設設置許可過程においては、一定の範囲の者
（以下「周辺住民等」というが、これは現行廃棄物処理法の「生活環境の保全
上利害関係を有する者」よりももちろん広い概念である。）に、設置許可手続
に積極的に関与させる制度を創設すべきである。

③ 処理業の許可における更新手続整備
処理業の許可については明確な更新手続が定められていない。すなわち、廃

棄物処理法施行令６条の１１による「５年ごと」という更新期間があるだけで、
ルールがないため、更新手続自体が形骸化している。したがって、処理業の許
可更新においても、明確な手続を定め、そのなかで、施設設置許可に関する手
続と同様に、住民の意見書提出権、都道府県等の説明会開催義務等、住民参加
の手続を整えるべきである。

④ 立入調査への立会権
大規模な不法投棄等は許可を受けた廃棄物処理施設の敷地内で行われること

が多いところ、行政が現場において十分に対応できなかった処理施設の偽装工
作を、厳格な調査により確実に暴いて、早期の是正を実現するためには、当該
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施設の稼働状況に強い利害関係と関心を有する周辺住民等の役割の強化が必須
である。

そこで、行政が処理施設等に立入検査を行う場合には、周辺住民等にも立会
権を認めるべきである。これにより、周辺住民等も処理施設等の状況を把握し、
場合によっては、行政の担当者に対し、住民自身が把握している情報等をその
場で説明しながら、より厳格な調査を行うよう促すなどの対応をとることがで
き、立入検査の実を挙げることができる。また、すでに述べたような行政と住
民との間の事実認識の違いを可及的に埋めることも期待できる。

⑤ 行政処分発動についての申立権
都道府県等が処理業者等に対して、立入検査・報告徴収・措置命令・改善命

令等を行うべき客観的状況が認められながら、これを怠っている場合には、周
辺住民等が都道府県等に対し、直接にこれらの発動を促す申立てができる旨を
定めるべきである。都道府県等は、こうした申立てに対して、適正な手続のも
と、明確な判断を下す義務を有するものとする。その都道府県等の結論に不服
がある場合は、訴訟を提起することになるが、基準や手続及び判断内容が明確
であるため、争点が明瞭となり、訴訟手続にかかる負担が軽減できる。こうし
た制度を設けることにより、単なる通報と違って、行政もこれを放置すること
なく、真剣に対処することが期待できる。

この制度は、前記第２で述べた「第三者機関」とは別個の手続であり、周辺
住民等は両方を選択できることになり、行政の違法な処分について一層是正し
やすくなる。こうした制度にすることにより、都道府県等が権限をより一層、
適正に行使するようになることが期待できる。
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御 協 力 者 一 覧

◇香川県・豊島調査２０１０年３月１３日～１５日
・廃棄物対策豊島住民会議の皆様
・香川県庁の皆様

◇韓国調査２０１０年５月３日～５日
・環境部（環境省）資源循環局の皆様
・韓国環境資源公団の皆様
・韓国廃棄物再活用共済組合の皆様
・韓国電子産業環境協会の皆様
・国民権益委員会の皆様

なお、趙元済様（駒澤大学法科大学院教授）に、コーディネートと通訳をしていただ
いた。

◇米国調査２０１０年６月２８日～７月２日
・アメリカ合衆国環境保護庁（EPA）の皆様
・ワシントン・ネイビー・ヤードの皆様

なお、池田こみち様（株式会社環境総合研究所常務取締役副所長）、小林寛様（長崎
大学環境科学部准教授）から文献等の資料提供を受けるとともに、コーディネートと通
訳をしていただいた。

◇お話をうかがった方々
・民主党本部企業団体対策委員会事務局 栂坂英樹様
・イー・アール・エム日本株式会社 代表取締役 吉田和矩様
・ＢＵＮ環境課題研修事務所 長岡文明様
・環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部

産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室室長補佐 大川仁様
・明治学院大学教授 熊本一規様
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西島 和 （東京弁護士会）
畠山 裕太（仙台弁護士会）
濵嶌 将周（愛知県弁護士会）
原 正和（大阪弁護士会）
樋渡 俊一（東京弁護士会）
増田 健郎（大阪弁護士会）
村田 正人（三重弁護士会）
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小林 寛 （長崎大学環境科学部准教授）
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