
環境及び文化財保護のための団体による訴訟 

等に関する法律案（略称「環境団体訴訟法案」） 

 

 ２０１２年（平成２４年）６月１５日  

 日本弁護士連合会  

 

当連合会が２０１０年１１月１７日付けで公表した「行政事件訴訟法５年

後見直しに関する改正案骨子」のうち，団体訴訟制度につき，さらに検討を

進め，次のとおり環境団体訴訟法案を条文として具体化した。団体訴訟制度

の実現により，我が国の行政訴訟の原告適格がようやく世界水準となる。  

 

要旨（主要改正事項）  
１ 目的 

これまで主観訴訟の枠組みの下で司法救済が得られなかった集団的・社会

的利益への違法な侵害に対して，司法審査の機会を確実に与えるべく，一定

の団体に原告適格を付与する団体訴訟制度を創設し，これに関する訴訟手続

の特則を定める（１条）。  

 

２ 適格団体 

環境保護活動，文化財保護活動等を行う団体のうち内閣総理大臣等の認定

を受けた団体を適格団体とする（２条）。 

 

３ 差止・撤廃・原状回復請求権 

適格団体は，環境，文化財が現に毀損され又は毀損されるおそれがあると

きは，法令に違反する開発，建築の撤去等の事実行為を現に行い，又は行お

うとする者に対し，当該事実行為の差止め，撤廃又は原状回復を請求できる

ものとし，差止・撤廃・原状回復請求の実体権を付与する（３条）。 

 

４ 団体訴訟・仮の救済 

適格団体は，行政事件訴訟法に定める抗告訴訟及び事実行為に対する差

止・撤廃・原状回復請求訴訟を提起することができ（５条，６条），併せて

行訴法に定める仮の救済及び民事仮処分ができる（７条）。 

 

５ 行政不服審査 

適格団体は，法定されている行政不服審査制度を利用することもできる



（８条）。  

 

６ その他  

適格団体の認定に関する規定（９条～１５条）のほか，訴額，移送，弁論

等の併合，弁護士報酬等の負担の特例等に関する規定等を置く（１６条以下）。 
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環境及び文化財保護のための団体による訴訟等に関する法律案 

（略称「環境団体訴訟法案」） 

 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この法律は，違法な行政活動により環境及び文化財が毀損されることを防止するた

め，行政事件訴訟法（昭和三十七年法律第百三十九号），民事訴訟法（平成八年法律第百

九号）及び行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）等の特例を定め，適格環境団

体に，行政機関に対する行政処分の取消し，無効確認，義務付け又は差止め及び事業者に

対する事実行為の差止め，撤廃又は原状回復の訴え等を認めることにより，環境及び文化

財の保護を図り，もって国民生活の質的向上に寄与することを目的とする。 

 

【説明】 

本条は，団体訴訟制度の目的を述べるとともに，本法によって保護される利益を明らか

にする。すなわち，これまでの訴訟の枠組みの下で原告適格が認められないか，または認

められにくく司法救済が得られなかった集団的・社会的利益への違法な侵害に対して，司

法審査の機会を確実に与えるべく，一定の団体に原告適格を付与する団体訴訟制度を創設

し，これに関する訴訟手続の特則を定めることを目的とする。ただし，これは，集団的・

社会的な利益侵害に対する住民等による訴え（主観訴訟）の原告適格を制限する趣旨では

ない。 

本法は，行政事件訴訟法第４２条にいう「法律」であり，客観訴訟としての団体訴訟に

ついて定めるものであるが，後述のように第６条は，本法により創設される民事訴訟であ

る。 
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 なお，消費者分野においては，今通常国会に法案が提出され，さらに今後の改正も別途

議論していることから，さしあたり，環境・文化財保護の分野に限定した導入提案として

いる。また，福祉分野においても例えば障害者団体訴訟制度の導入意見も出されている

が，本法案はそれらの可能性を排除するものでは無論なく，対行政の団体訴訟制度の第

１弾として提案するものである。 

 

 

（定義） 

第２条 この法律において「団体訴訟」とは，第５条から第７条までの規定による訴訟をい

う。 

２ この法律において「適格環境団体」とは，次の目的を持ち，この法律の規定による団体訴

訟を提起するのに必要な適格性を有する団体として，第９条の定めるところにより内閣総理大

臣又は都道府県知事（以下「内閣総理大臣等」という。）の認定を受けた団体（以下「適格

環境団体」と総称する。）をいう。 

一 公害若しくは健康被害を防止し，自然環境，生活環境，都市環境若しくは地球環境を

保護するための活動又はこれらに関する研究，情報の収集若しくは提供のための活動

（以下「環境保護活動等」という。） 

二 歴史的遺産若しくは文化財を保護するための活動，又はこれらに関する研究，情報の

収集若しくは提供のための活動（以下「文化財保護活動等」という。） 

 

【説明】 

本条は，団体訴訟及び団体訴訟を提起しうる適格環境団体の要件を規定するものであ

る。 

第２項は，内閣総理大臣又は都道府県知事による認定を受けた団体に訴権を付与する。

これは税優遇措置を受けているような全国的ないし継続的活動を行う比較的大規模な団

体を想定したものである。公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律による
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公益認定を受けた法人は，本項の認定を受けたものとみなす旨の規定を置くことも考え

られる。なお，現在の社団法人や財団法人については，経過措置を設ける必要がある。 

本項第一号については，制度導入の実現可能性の観点から，主観訴訟で原告適格が認

められない分野に限定すべきであるとの意見もあったが，分野の限定については強い異

論があり，幅広く認める形とした。なお，本法案では，さしあたり環境及び文化財保護

といった従来までは原告適格や訴えの利益が認められていなかった分野を対象としてい

るが，消費者保護や障がい者保護等の分野について団体訴訟を提起することを排除する

ものではない。これらの分野における導入に関しては，将来的な検討課題としたい。 

草の根の団体や問題が顕在化してから作られたような小規模団体についても，当該団

体の活動目的や実績等から考えて，団体訴権を付与すべき場合があるとの意見が強くあ

った。この点，事案ごとに適正に訴訟遂行をする主体が誰であるかを判断するのは困難

であること及び訴訟要件を巡る紛争を回避すべきであることから，さしあたって制度導

入段階では，行政庁の認定した団体にのみ訴権を付与すべきとの意見（Ａ１）を採用す

ることとした。それ以外に，第２項の要件をより緩やかなものとして，それのみを適格

環境団体とすべきであるとの意見（Ａ２）があった。また，例えば「第２項第一号又は

第二号までのいずれかの活動を行うことを目的として結成された公益活動を行う団体で

あって，構成員数，財政規模，訴状を考慮して，当該団体訴訟を適正に提起し，かつ遂

行することができると認められる団体」としてはどうかとの意見（Ｂ１）もあった。活

動実績を重視すると，新たに生じた問題に対応しようとして結成された団体は適格がな

いとされかねないが，そういった団体にも適格を与えるべきであり，真摯に争う団体に

は原告適格を認めてはどうかという提案である。 

他方で，裁判所における認定の負担を考慮し，ドイツの例を参照して，「適格環境団

体の認定を受けていない団体であっても，第２項第一号又は第二号のいずれかの活動を

行うことを目的とし，実質的に適格環境団体の認定要件をみたし，かつ，適格環境団体

の認定の申請をしている団体」としてはどうかという意見（Ｂ２）もあった。 

さらに，個別法における行政手続の整備とリンクさせ，訴訟段階よりもむしろ行政過



 

 4 

程における手続参加状況を重視して，団体の参加状況に照らして適格環境団体を決すべ

きとの意見（Ｃ）もあった。 

本法案では，団体訴訟の早期導入を実現するため，さしあたりＡ１を採用したが，ど

のような事項を考慮して適格を判断するかについてはなお検討の余地があろう。 

なお，適格消費者団体との混同を避けるため，団体訴訟を提起し得る団体については

「適格環境団体」と称することとした。 

 

 

第２章 適格環境団体の請求権 

 

（差止・撤廃・原状回復請求権） 

第３条 適格環境団体は，環境又は文化財が現に毀損され，又は毀損されるおそれがある

ときは，法令に違反する開発，建築物の撤去等の事実行為を行い，又は行おうとする者に

対し，当該事実行為の差止め，撤廃又は原状回復を請求することができる。 

 

【説明】 

本条は，事実行為の差止め，撤廃又は原状回復に関して，適格環境団体に実体法上の請

求権を与えたものである。本条に基づく請求権を実現するために，適格環境団体は，第６

条に係る団体訴訟を提起することが認められる。 

また，本法案第１６条の書面による事前の請求とあわせて，適格環境団体が，訴訟前に

も行政ないし開発計画に対する意見を述べることが可能となる。 

本条に規定する「法令」とは主として環境，文化財保護に関連する法令を指すが，我が

国の法体系に鑑み，必ずしもそれらに限定する趣旨ではない。ただし，団体訴訟の目的と

全く無関係な法令違反は解釈上排除されることになろう。 

「法令に違反する開発，建築物の撤去等の事実行為」について，対象範囲が不明瞭とな
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るおそれもないではないが，この点については，立法化段階での検討課題としたい。 

 

第４条 前条の規定による請求は，次に掲げる場合にはすることができない。 

一 当該適格環境団体若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該請求に係る相手方

に損害を加えることを目的とする場合 

二 他の適格環境団体を当事者とする請求に係る訴訟につき既に確定判決が存する場

合において，請求の内容及び相手方が同一である場合。ただし，当該他の適格環境

団体について，当該確定判決に係る訴訟の手続に関し，第９条の認定が第１５条に

掲げる事由により取り消されたときは，この限りでない。 

２ 前項第二号本文の規定は，当該確定判決に係る訴訟の口頭弁論の終結後又は当該確

定判決と同一の効力を有するものの成立後に生じた事由に基づいて同号本文に掲げる

場合に当該請求をすることを妨げない。 

 

【説明】 

本条は，消費者契約法に倣い，第３条の請求権の濫用を防止する趣旨の規定である。 

 

 

 

第３章 団体訴訟 

 

（処分又は裁決に対する団体訴訟） 

第５条 適格環境団体は，行政事件訴訟法第９条第１項，同法第３６条，同法第３７条の２

第３項及び同法第３７条の４第３項の規定にかかわらず，同法第３条に定める抗告訴訟を

提起することができる。 
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２ 適格環境団体は，当該団体の目的に関連しない場合には，前項の抗告訴訟を提起するこ

とはできない。 

３ 適格環境団体は，第１項の訴訟に係る訴えを濫用してはならない。 

 

【説明】 

適格環境団体は，団体の目的に関連する行政処分について，取消，無効等確認（行政事

件訴訟法第３条第４項参照），差止め及びいわゆる義務付けの訴えを提起することができ

る（第１項）。第１項の訴訟に関し，申請型の義務付け訴訟についても，（申請人ではな

くとも）適格環境団体に訴訟提起を認めてはどうかとの意見もあった。本法案では差し当

たり非申請型義務付け訴訟を念頭にしているが，適格環境団体による申請型の義務付け訴

訟を排除するという趣旨ではなく，条文案ではその点についての限定はしていない。なお，

取消訴訟と無効確認訴訟の関係は行訴法による。 

第２項の，「目的に関連しない場合」には団体訴訟を提起することができないという限

定は，当該団体の活動と全く無関係の案件について訴権を行使することは認めないという

趣旨である。文理上，団体の目的の範囲に制限はなく，団体の目的に記載があれば環境分

野に限らず，すべての行政訴訟ができることと解されるが，この点に関しては，訴訟を適

格に遂行できれば足りるものと考えられる。なお，訴訟対象の限定（「目的に関連しない

場合」）については，適格要件を絞れば限定は不要であるとの意見や，対象としうる行政

処分を法律にすべて書き込むべきだとする意見，例えば環境分野については，環境影響評

価の対象となる事業についての許認可処分を対象とするなど訴訟対象を明確にすべきだと

する意見などがあった。 

本法案に基づく民衆訴訟と行訴法に基づく主観訴訟が併存する可能性があるが，主観訴

訟であるがゆえに要求される要件について変更するほかは主観訴訟と揃え，第１８条以下

で技術的な処理をすることとしている。 

この点，環境保護団体であれば環境関係の法令であるなど，団体の活動との関係で違法
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主張に制限を設けるべきとの意見もあったが，違法な行為は是正されるべきであるし，常

に明確に峻別しうるとは限らず，違法主張の可否についての無用の紛争を回避すべく，そ

のような主張制限は設けないこととした。制度濫用については，そもそもそのような懸念

がないとする意見も強いが，第３項の規定や適格要件により排除すべきと考える。 

 

（事実行為に対する団体訴訟） 

第６条 適格環境団体は，法令に違反する開発，建築物の撤去等の事実行為を行おうとす

る者又はそのおそれのある者に対し，当該行為の差止め，撤廃又は原状回復の請求に係

る訴えを提起することができる。ただし，当該適格環境団体が，第５条第１項による抗

告訴訟を提起できる場合は，この限りでない。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は，前項の訴えに準用する。 

 

【説明】 

本法案の想定する団体訴訟は，差し当たり行政立法，行政計画や行政契約等を直接の訴

訟対象とする趣旨ではないが，本条は，行政過程に行政処分が介在しない場合であっても，

個別法に照らし違法な事実行為がされることがありうるため，法令違反の事実行為をする

主体を被告としてその行為の差止め等を求める訴訟を認めることとした。 

適格環境団体は本法３条により，行政法規に違反する事実行為の差止等の請求権を持つ

ことになり，本条によりかかる実体権を訴権として行使することを明記したものである。 

本条により，例えば八ツ場ダム事件のように行政処分が存在しない場合でも，事実行為

が行政法規に照らし違法であれば，ダム建設行為の差止めの訴え提起することができる。

また，例えば近隣の開発等の場合において，建築確認や開発許可が不要とされる行為につ

いても，工事の差止め，原状回復等が認められることとなり，団体による地域環境保護，

文化財保護活動が飛躍的に拡大することが期待される。 

また，事実行為は多種多様のものを含みうるため，事実行為の例示をすることで対象に

つき一定の絞りを掛けることを意図している。 



 

 8 

ただし，行政過程に処分が存在し，当該処分についての抗告訴訟が提起できる場合には，

本条による訴訟提起を認める必要性は必ずしも高くないため，公定力理論との整合性を図

る趣旨から，本条１項ただし書により補充性を要求するものとした。 

なお，上記の訴訟のほかに，団体が個人の有する人格権等に基づいて差止請求等をしう

るようにすべきとの意見があった。訴訟経済の観点からも，少なくとも構成員個人の資格

に基づき民事訴訟を併合提起することは認められるべきであると考える。 

本条については，特に公共事業の場面で，いわゆる公金検査請求訴訟（国に対して行う

ことができる住民訴訟）との関係をどう考えるかが問題となる。純粋な財務会計上の違法

性をもって本条第１項の「法令に違反」しているとして訴えを提起できると考えた場合，

公金検査請求訴訟による場合と団体訴訟による場合とで，同じ法令違反を問題にしていて

も，手続に差異が生じることになる。しかし，両訴訟は別個の制度であるから，両手続に

ついて特段の調整をせず，適格環境団体は，いずれの訴訟も提起できるものとし，任意に

いずれかを選択することができるものとした。 

 

 

（仮の救済） 

第７条 適格環境団体は行政事件訴訟法に定めるところにより，第５条第１項の抗告訴訟

に係る訴えを本案として，同法第２５条に規定する執行停止の申立て並びに同法第３７

条の５第１項に規定する仮の義務付けの申立て及び同条第２項に規定する仮の差止めの

申立てをすることができる。 

２ 適格環境団体は，前条第１項の訴えを本案訴訟として民事保全法（平成元年十二月二

十二日法律第九十一号）に規定する仮処分の申立てをすることができる。 

３ 前２項の申立てにおいて，申立人に生ずる損害が当該申立てに係る命令を発する要件

となっているときは，当該損害については，環境及び文化財に関する利益とする。 

４ 民事保全法第１４条の規定は，第２項の申立てについては適用しない。 



 

 9 

 

【説明】 

既成事実の形成を防ぎ，司法救済を実効的なものとするため，仮の救済制度については，

さしあたり，本法案第５条に関して行政事件訴訟法の仮の救済制度を，本法案第６条に関

して民事保全法の仮処分を利用可能なものとした。 

例えば，担保提供について関する民事保全法の規定がそのまま準用されるとなると，特

に大規模工事の場合には，担保額が高額になることも考えられ，それゆえに団体訴訟制度

の利用が阻害されるおそれが生じかねない。そこで，そもそも本法の定める団体訴訟は公

益保護のための客観訴訟であるところ，主観訴訟である抗告訴訟の執行停止の場合でさえ

担保提供が求められていないこととの均衡を考え，民事保全法第１４条の担保提供制度は

適用しないこととした（第４項）。 

 

（不服申立て） 

第８条 適格環境団体は，行政処分について，行政不服審査法に規定する不服申立てをす

ることができる。 

２ 第５条第２項及び第３項の規定は，前項の不服申立てに準用する。 

  

【説明】 

本条は行政上の救済の機会を付与する客観争訟について定めるものであり，適格環境団

体は，団体訴訟と同様に，不服申立てもすることができる。個別法で不服申立前置とされ

ているような場合には，団体もそれに従う必要があり，ただちに団体訴訟の提起はできな

い。この点，団体訴訟については，一律に不服申立を前置すべきとの意見もあったが，主

観争訟との関係で不均衡が生じること，行政計画や行政立法など早期の行為を差し当たり

対象としていないことから，主観争訟の仕組みと揃えることとした。団体の目的をどのよ

うに定めるかは団体自治の問題であるから，異なった分野の不服申立をしようとする団体
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は，目的を付加変更すればよく，行政庁の認可手続き等も不要なので，円滑な申立ができ

るものと解される。 

なお，訴訟提起前に行政庁に対する通知を要求すべきとの意見もあった。 

 

第４章 適格環境団体 

（適格環境団体の認定等） 

第９条 適格環境団体の認定を受けようとする団体は，政令で定めるところにより，内閣

総理大臣等に認定の申請をしなければならない。 

２ 内閣総理大臣等は，前項の申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合していると

きには，前項の認定をしなければならない。 

一 特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第２条第二項に規定する特定非営利

活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であること。 

二 環境保護活動等又は文化財保護活動等を行うことを主たる目的とし，現にその活動

を適正に行っていると認められること。 

三 団体訴訟に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の団体訴訟を適

正に遂行するための体制及び業務規程が整備されていること。 

四 その理事に関し，次に掲げる要件に適合するものであること。 

イ 団体訴訟の提起を決定する機関として理事をもって構成する理事会が置かれてお

り，かつ，定款で定めるその決定の方法が次に掲げる要件に適合していると認めら

れること。 

 (1)  当該理事会の決議が理事の過半数又はこれを上回る割合以上の多数決により

行われるものとされていること。 

 (2)  団体訴訟の遂行に係る重要な事項の決定が理事その他の者に委任されていな

いこと。 

ロ 理事の構成が次の（１）又は（２）のいずれかに該当するものではないこと。 

(1) 理事の数のうちに占める特定の事業者（当該事業者との間に発行済株式の総数
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の二分の一以上の株式の総数を保有する関係その他の政令で定める特別の関係の

ある者を含む。）の関係者（当該事業者及びその役員又は職員である者その他の

政令で定める者をいう。（２）において同じ。）の数の割合が三分の一を超えて

いること。 

(2)  理事の数のうちに占める同一の業種（政令で定める事業の区分をいう。）に属

する事業を行う事業者の関係者の数の割合が二分の一を超えていること。 

３ 前項の規定にかかわらず，次のいずれかに該当する法人及び公益活動を行う団体（以

下「法人等」という。）は，第１項の認定を受けることができない。 

一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員

又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）

が，その事業活動を支配する法人等 

二 暴力団員等をその業務に従事させ，又はその業務の補助者として使用するおそれの

ある法人等 

三 役員のうち次のいずれかに該当する者のある法人等 

① 禁固以上の刑に処せられ，又はその刑の執行を受けることがなくなった日から３

年を経過しない者 

② 暴力団員等 

四 政治団体（政治資金規正法（昭和二十三年法律第百九十四号）第３条第１項に規定

する政治団体をいう。） 

 

【説明】 

本法は，消費者契約法第１３条に倣い，適格環境団体要件を定めたものである。 

このような規定を置くと，適格環境団体が極めて少数になることが考えられるため，厳

格な要件を要求すべきではないとの意見があったが，制度導入当初においてはさしあたり

消費者団体訴訟制度に近い形での提案とした。また，適格環境団体の認定要件が政令等に

委任され，消費者契約法よりも厳格な要件を規定されることを避ける観点から，消費者契
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約法第１３条と同様の規定を置くこととしている。 

また，本条第３項第一号から第三号までは，団体訴権を与えられるべきでない反社会的

性格を持つ団体を適格環境団体から排除したものである。本条第３項第四号は，消費者契

約法第１３条第５項第５号との整合性を図り，政治団体を除外するものである。 

なお，本条には，消費者契約法第１３条第４項に該当する条項は設けていない。これは，

適格環境団体が，行政を被告とする訴訟をも提起するため，潜在提起被告から適格環境団

体の業務規程を通じた規律を受けることを避けるためである。 

 

 

（財産上の利益の受領禁止） 

第１０条 適格環境団体は，次に掲げる場合を除き，団体訴訟の相手方（相手方となる可

能性のある者を含む。以下同じ。）から，団体訴訟等によってする請求に関し，寄附金，

賛助金その他名目のいかんを問わず，金銭その他の財産上の利益を受けてはならない。 

 一 団体訴訟等に係る判決等（判決並びに確定判決と同一の効力を有するもの及び第７

条各項の申立てについての決定を含む。以下この項において同じ。）又は民事訴訟法

（平成八年法律第百九号）第七十三条第一項の決定により訴訟費用（和解及び事実上

の和解の費用を含む。）を負担することとされた相手方から当該訴訟費用に相当する

額の償還として財産上の利益を受けるとき。 

 二 第２０条の規定により，弁護士報酬等を負担することとされた相手方から当該弁護

士報酬等に相当する額の償還として財産上の利益を受けるとき。 

２ 適格環境団体の役員又は職員は，団体訴訟等によってする請求に係る相手方から，団

体訴訟等に定める請求に関し，寄附金，賛助金その他名目のいかんを問わず，金銭その

他の財産上の利益を受けてはならない。 
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３ 適格環境団体，その役員又は職員は，団体訴訟等によってする請求に係る相手方から，

団体訴訟等に定める請求に関し，寄附金，賛助金その他名目のいかんを問わず，金銭そ

の他の財産上の利益を第三者に受けさせてはならない。 

 

【説明】 

本条は，消費者契約法第２８条に倣い，財産上の利益の受領を禁止するものである。 

 

（認定の申請） 

第１１条 第９条第２項の申請は，次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣等に対

して提出しなければならない。 

一 名称及び住所並びに代表者の氏名 

二 事務所の所在地 

三 認定の区分 

四 前三号に掲げるもののほか，政令で定める事項 

２ 前項の申請書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 一 定款 

 二 現に環境保護活動等又は文化財保護活動等を適正に行っていることを証する書類 

 三 業務規程 

 四 役員及び職員に関する次に掲げる書類 

  イ 氏名，役職及び職業を記した書類 

  ロ 住所，略歴その他政令で定める事項を記載した書面 

 五 第９条第４項各号に該当しないことを誓約する書面 

 六 その他政令で定める書類 

 

【説明】 

本条は，消費者契約法第１４条に倣ったものである。 
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（認定の公示） 

第１２条 内閣総理大臣等は，第９条第１項の認定をしたときは，適格環境団体の名称及

び事務所の所在地，認定の区分を公示しなければならない。 

２ 内閣総理大臣等は，第１４条の規定による届出があったとき及び適格環境団体の認定

又は更新をしたときは，その旨を公示しなければならない。 

 

【説明】 

本条は，消費者契約法第１６条に倣ったものである。 

 

（認定の有効期間） 

第１３条 適格環境団体の認定は，当該認定の日から起算して五年以上十年以内において

政令で定める期間とする。 

２ 前項の有効期間の満了後引き続き適格環境団体の認定を受けようとする適格環境団体

は，その有効期間の更新を受けなければならない。 

３ 前項の有効期間の更新を受けようとする適格環境団体は，第１項の満了の日の九十日

前から六十日前までの間（以下「更新申請期間」という。）に，内閣総理大臣等に有効

期間の更新の申請をしなければならない。ただし，災害その他やむを得ない事由により

更新申請機関にその申請をすることができないときは，この限りでない。 

４ 前項の申請があった場合において，第１項の有効期間の満了の日までにその申請に対

する処分がされないときは，従前の認定は，同項の有効期間の満了後もその処分がされ

るまでの間は，なお効力を有する。 

５ 前項の場合において，第２項の有効期間の更新がされたときは，その認定の有効期間

は，従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

６ 第９条，第１１条及び前条の規定は，第２項の有効期間の更新について準用する。た

だし，第１１条第２項各号に掲げる書類については，既に内閣総理大臣等に提出されて



 

 15

いる当該書類の内容に変更がないときは，その添付を省略することができる。 

 

【説明】 

本条は，消費者契約法第１７条に倣ったものである。 

 

（変更の届出） 

第１４条 適格環境団体は，活動を停止したとき又はその名称若しくは事務所の所在地を

変更したときは，政令で定めるところにより，その旨を届け出なければならない。 

 

【説明】 

本条は，消費者契約法第１８条に倣ったものである。 

 

（認定の取消し） 

第１５条 内閣総理大臣等は，適格環境団体について，次のいずれかに掲げる事由がある

ときは，第９条第１項の認定を取り消すことができる。 

一 偽りその他不正の手段により第９条第１項の認定又は第１３条の更新を受けたとき。 

二 第９条第３項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。 

三 第１０条に違反し，金銭その他の財産上の利益を受けたとき。 

四 団体訴訟に関し，訴訟の相手方と通謀して請求の放棄又は国民の利益を害する内容の

和解をしたとき。 

 

【説明】 

認定の取消しについては規定を置かず，一般理論に委ねることすべきとの意見もあった

が，本条文案では，消費者契約法第３４条に倣い，規定を置くこととしている。 
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第５章 訴訟手続の特例 

 

（書面による事前の請求） 

第１６条 適格環境団体は，団体訴訟を提起しようとするときは，その訴えの被告となる

べき者に対し，あらかじめ，請求の要旨及び紛争の要点その他法務省令で定める事項を

記載した書面により請求をし，かつ，その到達した時から一週間を経過した後でなけれ

ば，その訴えを提起することができない。ただし，当該被告となるべき者がその差止請

求を拒んだときは，この限りでない。 

２ 前項の請求は，その請求が通常到達すべきであった時に，到達したものとみなす。 

 

【説明】 

本条は，消費者契約法第４１条に倣い，行政庁や事業者に対し，早期に事実関係を把握

して自ら是正する機会を与え，早期の紛争解決を図る趣旨である。 

 

（訴額） 

第１７条 この法律の規定に基づく訴訟について，民事訴訟費用等に関する法律第４条の

定める訴訟の目的の価額の算定については，財産権上の請求でない請求に係る訴えとみ

なす。 

 

【説明】 

本条は，消費者契約法第４２条に倣い，解釈上の疑義が生じないように，非財産権上の

請求とみなす趣旨を設けたものである。 
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（移送） 

第１８条 裁判所は，本法の規定に基づく訴訟が提起された場合であって，他の裁判所に

同一又は同種の訴訟が係属している場合においては，団体の事務所の所在地，尋問を受

けるべき証人の住所，争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して，相当と認めると

きは，申立てにより又は職権で，当該訴えに係る訴訟の全部又は一部について，当該他

の裁判所又は他の管轄裁判所に移送することができる。 

 

【説明】 

本条は，重複訴訟の処理につき，消費者契約法第４４条に倣ったものである。 

本条は，複数の団体による複数提訴がされた場合に，紛争の一回的解決を図って判決内

容の抵触を避け，訴訟不経済を軽減する配慮から，審理を集中させるために裁量移送を認

めたものである。裁量移送については，行政事件訴訟法第１３条において規定しているが，

本条は特則である。 

 

（弁論等の併合） 

第１９条 請求の内容及び相手方が同一である請求に係る団体訴訟が同一の第一審裁判所又

は控訴裁判所に数個同時に係属するときは，その弁論及び裁判は，併合してしなければな

らない。ただし，審理の状況その他の事情を考慮して，他の請求に係る訴訟と弁論及び裁

判を併合してすることが著しく不相当であると認めるときは，この限りでない。 

２ 前項本文に規定する場合には，当事者は，その旨を裁判所に申し出なければならない。 

 

【説明】 

本条は，重複訴訟の処理につき，消費者契約法第４５条に倣ったものである。 

本制度では，同一の請求内容・同一相手方の訴訟が，複数の団体によって同時期に行わ

れる可能性がある。紛争の一回的解決を図り，判決内容の抵触を避け，訴訟不経済を軽減
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する配慮から，審理を集中させるために裁判所に弁論等の併合強制をさせることとした。 

裁判所に併合強制する点で行政事件訴訟法第１６条における併合の特則である。 

本法に基づく団体訴訟（客観訴訟）が重複することと併せて，団体訴訟と主観訴訟とが

重複することも考えられる。この場合には，主観訴訟と団体訴訟の訴訟要件が異なり，特

に主観訴訟において原告適格等が問題となるケースにおいては，移送及び併合を行うと無

駄に時間を費消することが考えられるため，併合強制は好ましくないと考える。 

なお，弁論を併合した場合の原告相互の主張や証拠の取扱い，及び，判決効については，

現行の訴訟法と同様に考える。そのため，原告ごとに判決が異なることがありうるが，そ

の場合，行政機関は，いずれかの原告との関係で取消し判決等を受ければ，当該処分を行

うことはできないことになる。 

 

（公表） 

第２０条 裁判所は，次に掲げる場合には，団体訴訟等について規則で定めるところによ

り，遅滞なく，その旨及びその内容その他法令で定める事項を内閣総理大臣等に通知す

るとともに，電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法をいう。）を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置

であって法令で定めるものを講じなければならない。 

一 訴えの提起があったとき。 

二 判決の言渡しがあったとき。 

三 前号の判決に対する上訴の提起又は同号の決定に対する不服の申立てがあったと

き。 

四 裁判上の和解が成立したとき。 

 

【説明】 

団体訴訟が提起されたり，判決の言渡しがあったりした場合に，裁判所がホームページ

等でその事実を公表すべきことを定めたものである。これにより，関連する適格環境団体
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による別訴提起や訴訟参加，重複訴訟について適切な処理をする機会を与える趣旨である。

また，制度運用の適正についてのチェックも期待しうる。 

この点，本訴訟により権利義務関係に影響を受ける第三者の手続保障の観点から，強制

参加させる制度等を設けるべきとの意見があったところ，主観訴訟における三面関係訴訟

でもそのような規定が設けられていないことからさしあたり不要としているが，本条によ

る公表はそのような第三者に防御の機会を与える意味も有する。 

 

（弁護士報酬等の負担の特例） 

第２１条 裁判所は，団体訴訟を提起した適格環境団体が勝訴(一部勝訴も含む。)した場

合において，その委任した弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは，敗訴した

被告に対し，申立てにより，事案の難易，弁護士の労力その他の事情を勘案し，その報

酬額の範囲内で相当と認められる額を支払わせることができる。 

２ 裁判所は，前項の規定にかかわらず，請求の内容，事案の解決その他の事情を勘案し

て相当と認めるときは，原告の負担すべき弁護士又は弁護士法人に対する報酬の全部又

は一部を，申立てにより，被告となった行政庁に対し，支払わせることができる。 

３ 裁判所は，民事訴訟法第６１条及び同法第６４条の規定にかかわらず，請求の内容，

事案の解決その他の事情を勘案して相当と認めるときは，訴訟費用の全部又は一部を，

被告に対し，支払わせることができる。 

 

【説明】 

団体訴訟と同じ民衆訴訟である地方自治法第２４２条の２第１２項と同様に，弁護士報

酬等の負担の特例を設けるものとする。 

第２項，第３項は，勝訴の場合だけでなく，原告が形式上敗訴したが，勝訴的な内容で

の和解が成立した場合や，訴訟継続中に被告が処分の訴訟外で処分の取消しを行った場合，

職権取消しがされた場合，既成事実ができたり，期間が経過して，訴えの利益が消滅した
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り，適格環境団体の訴えに相当の理由がある場合などにおいても，行政の適法性を確保す

るという客観訴訟としての性格から，裁判所の判断で，弁護士費用と訴訟関係費用を被告

側に負担させることができるものとする趣旨である。 

住民訴訟における弁護士報酬は，別訴を提起しなければならないため，原告住民と弁護

士の負担は重い。そこで，本法案では，同じ裁判の中で弁護士報酬，訴訟費用の負担につ

いて明確で合理的な判断をし，一回的解決ができるようにしたものである。 

この点，住民訴訟４号請求の場合には，勝訴額を基準とすることができる（最判平２１・

４・２３参照）が，団体訴訟では，許可の取消しなどが中心なので，訴えで請求する額が

不明確であり，事案に応じ，訴訟活動の状況等を考慮しつつ，適切な金額を裁判所におい

て決定すべきである。 

 一般論としてこの制度が実現すれば，この分野に関しては，団体訴訟とすれば原告適格

による訴訟資格の限定が大幅に緩和され，また，勝訴すれば弁護士費用を負担する必要も

なくなることから，訴訟が団体訴訟にシフトし，主観訴訟から団体訴訟への行政訴訟の大

幅な移行が期待される。 

 

（行政事件訴訟法等の準用） 

第２２条 団体訴訟等及び適格環境団体が行う不服申立てに関し，この法律に定めがない

事項については，行政事件訴訟法及び民事訴訟法を適用する。 

 

第６章 罰則 

 

第２３条 適格環境団体の役員及び職員が，団体訴訟等に規定する請求の相手方から，寄附

金，賛助金その他名目のいかんを問わず，当該適格環境団体において団体訴訟等に規定す

る請求をしないこと若しくはしなかったこと，訴えの放棄をすること若しくはしたこと， 
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その相手方との間でその訴えに係る和解をすること若しくはしたこと又はその訴えに係

る訴訟を終了させたことの報酬として，金銭その他財産上の利益を受け，又は第三者（当

該適格環境団体を含む。）に受けさせたときは，三年以下の懲役又は三百万円以下の罰

金に処する。 

２ 前項の利益を供与した者も，同項と同様とする。 

３ 第１項の場合において，犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は，没収す

る。その全部又は一部を没収することができないときは，その価額を追徴する。 

 

【説明】 

本条は，消費者契約法第４９条に倣い，制度の信頼性を確保するための規定である。 

 

第２４条 偽りその他不正の手段により第９条第１項の認定又は第１３条の更新を受け

た者は，百万円以下の罰金に処する。 

 

【説明】 

本条は，消費者契約法第５０条第１号に倣ったものであり，制度の信頼性を確保する趣

旨である。 

 

第２５条 第１１条第１項の申請書又は同条第２項各号に掲げる書類に虚偽の記載をし

て提出した者は，五十万円以下の罰金に処する。 

 

【説明】 

本条は，消費者契約法第５１条第１号に倣ったものであり，制度の信頼性を確保する趣

旨である。 
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