
公害・環境ニュース72号（2020年7月） 1

　被害者は，本件事故によって，実際の避難の有無にか
かわらず，生活に多大な支障を生じ，多種多様な被害を
被っています。本件事故に係る放射性物質の処理等も収
束するに至らず，避難指示解除後のインフラ整備も充分
に整っていない状況の下で，その被害はいまだ継続して
います。日々の生活の立て直しに追われる中で，被害者
が，全ての被害を特定し，被害立証のための証拠を収集
し，東京電力に賠償金の請求を行うことは，本件事故か
ら間もなく10年を迎える現在に至っても，なお困難な状
況にあります。住民自身が所持していた証拠が長期避難
によって散逸し，また，通常であれば有益な証拠の提供
元となる近隣住民，取引先，掛かりつけの医院等が，請
求者と同じ時期に散り散りに避難しているため，証拠の
収集に支障を来していますが，これは，通常の不法行為
事案では起こり得ない，広域避難を伴う原子力発電所事
故に特有の事情です。
　本件事故後10年近くが経過した現在においても，少な
くない人が，原子力損害賠償紛争解決センターに和解仲
介申立てを行う方法での損害賠償請求を行っており，十
分な損害賠償を得られていない被害者が多数残っていま
す。全ての被害者が損害賠償請求を容易に行える状況に
は，いまだ至っていないのが現状です。このような現状
に鑑みれば，特例法による消滅時効期間は，更に延長さ
れる必要があります。
　当委員会は今後も，本件事故の被害者が少しでもその
被害を回復できるよう，全力を尽くしていきます。

１　はじめに
　日弁連は，2020年３月18日付けで「東京電力福島第一
原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効期間
を再延長する法改正を求める意見書」を取りまとめ，同
月25日付けで内閣総理大臣，法務大臣及び文部科学大臣
宛てに提出しました。
２　意見の趣旨の要旨
　同意見書は、「東日本大震災における原子力発電所の
事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償
を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請
求権の消滅時効の特例に関する法律」（以下「特例法」
といいます。）第３条を改正し，民法第724条第１号の時
効期間を「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者
を知った時」から20年とすること等を求めたものです。
３　意見の理由の要旨
　東日本大震災における東京電力福島第一原子力発電所
の事故（以下「本件事故」といいます。）により生じた
損害賠償請求権については，2013年12月11日に特例法が
公布・施行され，これにより民法第724条前段に定める
消滅時効期間は，「３年間」から「10年間」に延長され
ました。ただ，このままでは，2021年３月11日で本件事
故から10年になりますので，消滅時効期間が満了してし
まいます。しかし，福島県から同県外への避難者数は，
現在でも約３万人に上り，また，本件事故被害者の中に
は，東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電
力」といいます。）に対する損害賠償請求未了の被害者
も相当数存在します。
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…「伊方原発差止仮処分広島高裁2020年１月決定に
対する会長声明」の公表

福井弁護士会　笠原…一浩

１　はじめに
　広島高等裁判所（以下「広島高裁」といいます。）は，
本年１月17日，四国電力株式会社に対し，伊方原子力発
電所（以下「伊方原発」といいます。）３号機の原子炉
について，周辺住民の人格権侵害に基づき，運転の差止
めを命じる仮処分決定（以下「本決定」といいます。）
を言い渡しました。
　これについて，日弁連は，2020年１月20日付けで「伊
方原発差止仮処分広島高裁2020年１月決定に対する会長
声明」を公表しました。
２　同声明の内容
　伊方原発は，2017年12月にも広島高裁より運転差止仮
処分決定が出されていましたが，2018年９月25日，同高
裁により同決定が取り消され，同年10月27日に再稼働し
ていました。現在は定期検査のため停止中で，本年４月
27日に営業運転に入る計画でしたが，運転再開に先駆け
て，二度目の運転差止仮処分決定が広島高裁によりなさ
れたものです。
　福島第一原子力発電所事故後，原子力発電所（以下

「原発」といいます。）の安全確保に問題があるとして差
止めを認めた事例としては５例目となりますが，本決定
は，地震・活断層の影響評価及び火山噴火規模の可能性
の双方に関する争点について，高等裁判所において初め
てその危険性を認めたものであり，その意義は大きいと
いえます。
　日弁連は，2013年に広島市で開催された第56回人権擁
護大会において，原発の再稼働を認めず，できる限り速
やかに廃止すること等を内容とする決議を採択しまし
た。また，2014年に福井地方裁判所が大飯発電所３，４
号機の運転差止めを命じる判決を言い渡した際，これを
評価する会長声明を公表し，同年の第57回人権擁護大会
においても，行政庁が前提としない科学的・経験的見解
をも司法判断の前提とすること等を求める宣言を採択し
ました。 
　本決定では，「ある問題について専門家の間で見解が
対立している場合には，支配的・通説的な見解であると
いう理由で保守的でない設定となる見解を安易に採用す
ることがあってはならない」と判示した点が重要です。
本決定は，この考え方を踏まえ，活断層の影響評価と，
火山噴火規模の評価の２点で，事業者及び原子力規制委
員会の評価に不十分な点があったと指摘しています。ま
ず，活断層については，伊方原発の近傍にある中央構造
線断層帯について，事業者が想定するよりも近い位置に
存在する可能性があるという専門家の見解があることを
踏まえ，より慎重な評価が求められるのに，これを行っ
ていないとしました。次に，火山についても，巨大噴火
の可能性を否定できないという複数の専門家の見解があ

ることを踏まえ，少なくとも巨大噴火に至らない規模の
噴火は考慮しなければならないのに，これを行っていな
いとしました。このような考え方は，日弁連の第57回人
権擁護大会宣言とも基本的認識を共通にするもので，高
い評価に値します。
　日弁連は，四国電力株式会社に対し，本決定を尊重す
ることを求めるとともに，政府に対して，本決定を受け
て従来のエネルギー政策を改め，できる限り速やかに原
発を廃止し，再生可能エネルギーを飛躍的に普及させる
とともに，これまで原発が立地してきた地域が原発に依
存することなく自律的発展ができるよう，必要な支援を
行うことを強く求めるものです。
３　本決定の意義
　本決定は，活断層については，原子力規制委員会が設
置変更許可を出した時点では，同委員会の評価は不合理
ではないとしつつも，その後に明らかになった科学的知
見，すなわち現時点で公表されている中央構造線断層帯
長期評価（第二版）や四国長期評価では住民側の主張に
沿う見解が示されていることを重視し，「震源が敷地に
極めて近い場合」に該当すると判断しました。
　また火山評価については，従来の裁判例においても，
規制委員会の評価は不合理だとされており，2017年12月
の広島高裁決定ではそれを理由に運転差止の仮処分を発
令しましたが，同決定の異議審など，その後の複数の裁
判例が，評価の不合理性を認めつつ，破局的噴火は社会
通念上無視できると判示しました。本決定は，破局的噴
火そのものについては社会通念上無視できるという見解
を示しましたが，それに次ぐ規模の火山噴火は想定する
必要があるとして，想定しなかったのは不合理だと判示
しました。
　このように本決定は，科学の本質を踏まえ，規制委員
会が依拠した見解のみならず，複数の科学的知見を踏ま
えると共に，これまでの裁判例を踏まえつつも，「社会
通念」という用語を，社会常識に反する形で用いること
のないよう留意したといえます。
　2014年５月21日に福井地方裁判所が言い渡した大飯原
発差止判決から数えると，福島第一原発事故以降に原発
差止を認めた裁判例は本決定で５例目になります。原子
力規制委員会設置法第１条は，同法の目的を「平成
二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に
伴う原子力発電所の事故を契機に明らかとなった原子力
の研究，開発及び利用（以下「原子力利用」といいま
す。）に関する政策に係る縦割り行政の弊害を除去し，
並びに一の行政組織が原子力利用の推進及び規制の両方
の機能を担うことにより生ずる問題を解消するため，」
と規定しました。当委員会は今後も，この目的を実現す
るため，全力を尽くしていきます。
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…待ったなしのPCB処理。期限到来はすぐ！！…
古いビル・工場を所有・管理している方に呼びかけを

東京弁護士会　小島…延夫

１　ポイント
⑴ 古いビル・工場などのほとんどにポリ塩化ビフェニ
ル（以下「PCB」といいます。）が含まれている電気製
品が存在しています。
⑵ PCBが含まれている電気製品等の処理には期限があ
り，その期限を過ぎると，処理できなくなります。しか
もその期限の到来は間もなくです。
⑶ まず，調査・届出・登録をしましょう。
２　解説
⑴ PCBは，絶縁性，不燃性に優れ，安定していたので，
トランス，コンデンサを始め幅広い用途に使用されてい
ました。
　しかし，体内に摂取すると毒性があり，1968年のカネ
ミ油症事件を契機に大きな社会問題となり，1972年に行
政指導によって製造が中止されました（1974年に法的に
も禁止）。
　その後，2001年に採択された，残留性有機汚染物質に
関するストックホルム条約（以下「POPs条約」といい
ます。）によって，遅くとも2028年までに廃液，機器の
処理をするよう努めることとなりました（同条約付属書
A・第２部（e））。
　PCBの処分については，公害被害の発生を恐れる住民
らの反対もあり，製造中止された1972年から30年近く処
分が進んでいませんでしたが，同条約の採択を背景に，
2001年６月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な
処理の推進に関する特別措置法」（PCB特措法）が制定
され，同法の施行により，国が中心となって，日本環境
安全事業株式会社（旧環境事業団，現中間貯蔵・環境安
全事業株式会社（以下「JESCO」といいます。））を活
用した拠点的な処理施設の整備を行うこととなり，その
施設で処分が進められていくこととなりました。
　POPs条約の処分期限は2028年ですが，JESCOの処分
施設は，いずれも，地元自治体との約束で早期に土地を
返還することとなっており，そのため，2016年の改正
で，処分を完了する期限が前倒しされました。
　その結果，東京事業所・北海道事業所については2022
年３月31日まで，西日本エリアは，それより一年早い
2021年３月31日までが処分の期限となっています。
⑵ PCBは，広く使用され，1953年から1972年まで，電
気製品のうち，キューピクルなどの動力用の電気工作物
に使用している変圧器やコンデンサー，業務用・施設用
蛍光灯器具の安定器などに使用されてきました。他に
も，加熱用や冷却用の熱媒体，感圧複写紙などにも使用
されてきました。
　したがって，1972年までに建築された，中高層の建物
や工場，人の集まる施設などには，PCBが含まれている
電気製品（変圧器やコンデンサー，安定器など）がある
と考えられます。
⑶ PCBが含まれている製品がある建物・工場・施設な

どを所有管理する者は，国が定めた期限までに当該製品
を適正に処分しなければなりません（PCB特措法10条）。
また，仮に当該製品を使用している場合は，同期限まで
に使用をやめなければなりません。
　前述の通り，高濃度のPCBが含まれている製品は，前
述のJESCOの施設による処分が必要ですが，その期限
の到来は間近です（2021年３月又は2022年３月）。
　期限を過ぎると，その処分ができなくなります。しか
も，今日頼んで明日処分できるということにはなりませ
ん。まず登録して，順番待ちとなります。
⑷ 各位におかれましては，古いビル・工場などを所有・
管理する方に，PCBが含まれている電気製品があるかど
うか，調査をするように促してください。
　そして，PCBが含まれている電気製品があることが判
明したら，すぐに，当道府県知事に保管などの届出をす
るように促してください（PCB特措法８条）。高濃度で
あれば，JESCOに登録をして処分をしてもらうように
してください（使用中でも登録はできます。）。
⑸紙幅の関係で，詳しいことは述べられませんので，必
ず，環境省のPCBについてのホームページを参照して，
具体的なことを確認してください。
　http://pcb-soukishori.env.go.jp
　特に，パンフレットと「ポリ塩化ビフェニルが使用さ
れた廃安定器の分解又は解体について」という2014年９
月16日通達は，目を通しておいてください。　
　パンフレット　http://pcb-soukishori.env.go.jp/download/
pdf/full9.pdf
　通達　http://pcb-soukishori.env.go.jp/notice/pdf/
notice_140901.pdf
　また，具体的な処理の委託手順については，JESCO
のホームページを見ておいてください。https://www.
jesconet.co.jp/customer/discount_02.html
　注意事項を２点だけ。
①　PCB含有しているものは，移動したり，誰かに譲渡
したり，勝手に解体したり，あるいは中身を希釈したり
してはいけません。
　移動も譲渡も禁止されています（PCB特措法８条２
項，17条）。解体・希釈は不適正処理になる可能性が高
いと言えます（2014年９月16日通達）。
②　PCB廃棄物は，高濃度のもの（0.5％を超える濃度
のもの）と，低濃度のものに分かれます（PCB特措法施
行令２条，いずれも廃棄物処理法上の「特別管理産業廃
棄物」になります。）。
　高濃度のものは，処分をJESCOに委託しなければな
りません。低濃度のものは，民間の無害化処理認定施設
で焼却処理できます。民間での処理は安くなりますが，
そのために高濃度のものを低濃度に希釈することは違法
ですので，してはいけません。
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…シンポジウム「司法は気候変動の被害を救えるか
〜科学からの警告と司法の責任〜」

東京弁護士会　久保田…明人

　2020年２月14日，日弁連主催で，シンポジウム「司法
は気候変動の被害を救えるか〜科学からの警告と司法の
責任〜」を開催しました。
　温暖化の進行に伴い，国内外で大規模な自然災害が頻
発し，多くの人々の生命・身体・財産に深刻な影響が発
生していますが，このような温暖化による被害の防止や
救済に対して，法は十分な役割を果たすことができてい
ません。本シンポジウムは，この分野における被害の拡
大防止や被害者の救済のために法が十分に機能していな
い原因を明らかにするとともに，海外の訴訟等も参考に
しつつ，気候変動による被害防止・救済に対して法や訴
訟を活用する可能性について検討することを目的として
開催しました。
　世界では，ここ10年で，個人やNGОが原告となり，
気候変動対策自体を焦点とし，国の温室効果ガス削減目
標引上げや対策の強化を求めた訴訟が次々と提起されて
きています。しかし，このような訴訟形態に対応できる
国内法の仕組みを持つ国はなく，既存の法制度では，司
法審査適合性，原告適格，訴えの対象となる権利，責任
原因，因果関係，損害の算定方法など，様々なハードル
があります。もっとも，このようなハードルが多い状況
でも，成果を挙げている事例もあります。
　本シンポジウムでは，まず，浅岡美恵弁護士（当委員
会特別委嘱委員）から，これまでの気候変動の状況，そ
れに対する国連及びその他セクターの動きの紹介，特
に，2019年12月のオランダで出された気候変動に関する
画期的な最高裁判決について報告がされました。
　同訴訟は，オランダのNGOが，同国の掲げる温室効
果ガスの2020年削減目標について，1990年比20%削減か
ら25〜40%削減に目標を引き上げるよう求めて提訴した
もので，最高裁は，気候変動の影響は既に「現実かつ切
迫した」危険で人権侵害であり，国には世界における温
室効果ガス排出量の相応量を削減する義務があるとし
て，2020年までに少なくとも1990 年比25%削減を国の
目標とすべきと判断しました。
　続いて，千葉恒久弁護士（当委員会特別委嘱委員）か
ら，ペルーの氷河湖があふれた場合に被害を受ける農業
従事者が，ドイツの大手電力会社に対して，氷河湖の崩
壊防止費用などの賠償を求めた事例が紹介されました。
第一審判決は，従来型の「被告の排出がなくても洪水の
危険がなくならない」と因果関係を否定しました。しか
し，気候変動問題においては，温室効果ガスが蓄積する
ことで被害が生じ，個々の排出者は，累積排出量に占め
る自分の排出量の割合に応じて被害に寄与しており，か
つ，どこで排出しているかは関係がない，という特徴が
あり，この意味で条件関係はあると言えます。このよう
な「地球レベルの因果関係」についてどう判断するのか
が問われています。控訴審は，第一審判決とは考え方が
異なるとの見解を示して現在審理中であり，動向が注目
されています。
　次に，和田重太弁護士（当委員会委員）から，コロン
ビアの若者が原告となり，政府に対し，コロンビア・ア
マゾン地方の森林減少を防止する行動計画の策定などを

求めた行政訴訟の最高裁判決についての紹介がなされま
した。判決では，川や森林といった「物」や「一地方」
としてではなく，生物を育み，CO２を吸収するなどの
機能を有する「コロンビア・アマゾン」という一つの有
機体を権利享有主体と捉え，そこに内包される現代世代

（原告）は「コロンビア・アマゾン」として国に保護を
求める権利を有する，と権利享有主体について画期的な
判断がされました。
　事例の最後に，筆者が，現在，日本で係属している仙
台，神戸，横須賀の石炭火力発電所建設に反対する訴訟
についての紹介を行いました。
　その後，これらの事例紹介を踏まえ，大久保規子教授

（大阪大学大学院法学研究科）から， 環境訴訟の流れと
気候変動に係る新たな可能性についての講評がありまし
た。世界では，気候変動は人権問題であることが強調さ
れてきており，既にいくつもの国において自然の権利や
将来世代の人権があること，国はそれらの権利を保護す
る義務があることまでも法律や判例で認められてきてい
ます。また，現在，国連では，「世界環境憲章」の採択
が議論されており，この憲章には，環境権あるいはオー
フス条約に盛り込まれている環境に影響を及ぼす施策の
意思決定に対する市民参加の原則が盛り込まれる可能性
が高く，環境権や参加原則の具体化は，日本の環境政策
や訴訟に大きな前進になると期待できます。このような
流れの中で，今後は，訴訟の仕組み，参加の仕組み，気
候変動に関する法律の実体的規定の強化を一体的に捉え
て，戦略的に訴訟を使っていく必要があることが指摘さ
れました。
　本シンポジウムでは，特別ゲストとして迎えた，環境
問題に取り組む法律家NGO 法人クライアント・アース
のスタッフ弁護士であるサム・ブライト氏とピーター・
バーネット氏による，同団体の気候変動に関する取組や
訴訟についての御紹介もありました。
　気候変動問題という新しい人権問題について，いかに
取り組んでいくかが，今，法律家に問われています。上
記のような世界の先進的な動きも踏まえて，これまでの
法的枠組みでは解決できないこの問題に，日本でも，今
後，各方面で協力し合って解決の道を進んでいくことが
求められています。
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　国連気候変動枠組条約締約国会議（以下「COP」と
いいます。）の第25回会議（以下「COP25」といいま
す。）が，スペインの首都マドリードで2019年12月２日
から15日まで開催されました。本来ならチリの首都サン
ティアゴで開催予定でしたが，地下鉄値上げに端を発し
た政府への抗議活動が激化し，チリ政府が自国開催を断
念。準備期間が僅かであったにもかかわらず，スペイン
政府が持ち前の柔軟性を発揮して広大な会議場所を用意
し，COP25開催できずという事態を回避しました。
　私たちは例年どおり，サイドイベント（NGOや各国
政府等が開催するシンポジウム）を中心に廻ったのです
が，各会場は活気に満ちており，活発な議論が交わされ
ていました。その中でも市場メカニズムのルール作りに
関するサイドイベントは興味深いものでした。パリ協定
６条は，各国の温室効果ガス削減に当たり市場メカニズ
ム（排出量削減を取引の対象として国際的に移転するこ
と等）の利用を認めているのですが，その具体的なルー
ル作りは前回のCOPでも決着がつけられず持ち越しと
なっていました。そもそも同ルールは，温室効果ガス削
減を適正にカウントするものでなければならず，排出削
減の二重計上や，現実には排出削減ではないのに（例え
ば過去の排出削減であって現在の削減ではないのに）現
実に削減がなされたかのように計上することは認められ
てはなりません。適正にカウントしなければ，実際の温
室効果ガスは数字以上に排出されることになり，全世界
の温室効果ガス排出合計を見極めながら1.5℃目標（気
温上昇を産業革命前から1.5℃までに抑えようという目
標）を達成しようとするパリ協定の基本構造を，根底か
ら覆すことになります。また，そのルールは公平なもの
でなければなりません。例えば過去の排出削減（京都議
定書の時代にカウントされなかった排出量）をパリ協定
下で排出削減量として認めなければ，それは金銭的に無
価値となり，早く削減努力をした者が損をするという結
果にもなります。このように，実質的な排出削減を確保
しながら公平性を保とうとすることには，ある種の困難
も伴います。結局，COP25でも市場メカニズムのルー
ル作りの議論は決着せず，翌年以降に持ち越しとなって
しまいました。
　本会議場の外でも様々なイベントが開催されており，
私たちは，12月６日にマドリード自治大学構内で行われ
た「Climate Law & Governance Day」という法律家等
の集まりに出席してきました。毎年，COPの第１週金
曜日に開催され，私たちが楽しみにしているイベントの
１つです。世界では，気候変動の被害を食い止めようと
する法律家がたくさんいて，多種多様の法的ツールを
使ってそれを実践しており，その具体例を多く聞くこと
ができました。また，このイベントでは，ペルーにおけ
る不法行為訴訟（氷河湖の決壊対策を理由としてドイツ
のエネルギー会社に金員を請求する事件）とコロンビア
における行政訴訟（パリ協定や憲法上の環境権等を理由
として行政に対して森林減少阻止計画を命じた最高裁の

事件）の各訴訟代理人と知り合うことができ，彼らとい
つでもコンタクトをとれる関係となったことも有意義で
した。私たちが日本で気候変動訴訟を闘うに当たり，彼
らの成果に学ぶべきことが多いと感じています。
　12月６日の夜には，Fridays for Futureというグレタ・
トゥーンベリさんの呼び掛けによる運動体が中心となっ
て，マドリードの目抜き通りで気候変動マーチ（デモ行
進）が行われました。20〜30万人が参加し（参加者によ
れば50万人との情報もあり），18時ころに先頭隊が出発，
最後尾が最終地点に到達したのは23時過ぎだったそうで
す。参加者の多くが若者，そして子どもたちであり，気
候変動問題においては若者が主役であることを改めて印
象付けるものでした。現地スペイン国民の関心が極めて
高いことは，マーチの規模だけでなく，連日，COP25
会場の最新情報やポルトガルから上陸したグレタ・
トゥーンベリさんの一挙手一投足が報道で取り上げられ
ていたことからも感じられました。
　一方で，毎年，COP会場で注目を集める化石賞（NGO
が気候変動対策に消極的な国を選出する賞）で，日本は
期間中２度も不名誉な「本日の化石賞」を受賞しまし
た。１度目は初日の受賞で，石炭火力発電所を選択肢と
して残しておきたいとの経産相発言報道を受けたもの，
２度目は現地入りした環境相が行った演説に石炭政策に
ついて何ら具体的な進展がなかったことを受けたもので
す。これほどまでに石炭に固執する日本政府の姿勢は世
界から激しい非難の的となっています。
　2020年のCOP26はスコットランドのグラスゴーで開
催予定でしたが，新型コロナウイルス感染拡大を受け既
に2021年への延期が決定しています。経済停滞によるエ
ネルギー需要低下は皮肉にも環境負荷の減少を生じさせ
ていますが，一方で，経済停滞により再エネ技術開発投
資が遅滞し，市民の気候変動問題への関心が薄れると
いった弊害も見逃せません。新型コロナウイルス問題と
同様に，国境のないグローバルな脅威である気候変動問
題について，今こそ私たちは本気で取り組まなければな
らないのではないでしょうか。

…COP25（国連気候変動枠組条約…
第25回締約国会議・マドリード）参加報告

大阪弁護士会　　和田…重太
愛知県弁護士会　中島…万里

マドリード市街での気候変動マーチ
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１　はじめに（調査に至る経緯）
　当委員会では，廃棄物部会・化学物質部会で連携を図
り，プラスチックごみの海洋汚染やマイクロプラスチック
問題を始めとするプラスチック資源循環に関する政策の調
査・研究に取り組んでいます。
　その一環として，本年３月，廃棄物部会所属委員８名及
び化学物質部会所属委員２名にて，京都府亀岡市の視察
調査を行いました。
　御存知のとおり，プラスチック製品の使用抑制の一環と
して，昨年にレジ袋の無償提供禁止（有料義務化）が，
容器包装リサイクル法の関係省令を改正する方法により定
められ，本年７月の施行が予定されています。
　これは，使い捨て（ワンウェイ）のプラスチック製品の
使用や流通を抑制する見地から，レジ袋が買物後に廃棄
されやすい（再利用せず粗末に捨てる者が多い）との認
識の下，使用抑制のシンボルとして，全国のスーパーなど
の取組を踏まえ導入されたものです。
　他方，亀岡市では，２年ほど前から，「プラスチックご
みゼロ宣言」が提唱され，レジ袋については有料化を飛
び越えて事業者への提供禁止の義務付けを市長が表明し，
本年３月24日に条例案が可決され，来年１月１日に施行す
る運びとなりました。
　厳しい措置を独自に定めた動機や市内の議論の様子な
どを当事者の方々から確認したいと考え，同市の取組を支
援する大阪商業大学の原田禎夫准教授の御協力の下，視
察調査を実施した次第です。

２　視察の概要と感想など
　１日目の昼過ぎに亀岡駅に現地集合し，まずは，保津川
遊船組合の事務所に赴きました。同市の取組が，遊船組
合の船頭さんの運動（10年以上前から保津峡の川沿いに
多数のプラスチックごみが散見され乗客からも苦情を受け
るようになったため，放置できぬとして自主的に清掃する
と共に河川流入防止を呼び掛けたもの）が発端となってお
り，条例推進の母体であるNPO法人プロジェクト保津川
とも強いつながりがあるため，推進側の考えを聞くことに
したものです。
　そして，NPOの副代表でもある組合の理事長さんから，
従前の活動のほか市内のプラスチックごみの抑制と市民
参加を広める工夫や手法（IT利用や資金調達）の説明を
受けました。
　その後，船頭さんからプラスチックごみに関する実情を
聞きながら，保津峡下りを行いました。乗船直後の市街地
エリアにはプラスチックごみが散見されましたが，渓谷に
入るとゴミの類は全く見かけず，渡月橋まで見事な渓谷美
を堪能できました。
　市内に宿泊し，２日目の午前は亀岡市役所にて条例制
定までの経過や今後の課題などの説明を受けました。ここ
では市民やスーパーなどからは当初より賛意を受けていた
ものの，コンビニ利用者にはマイバッグの習慣が十分に浸
透しておらず，「理解が得られないお客等からのクレーム」

に関する懸念の声がコンビニ経営者から挙がっていたた
め，市役所内にクレーム対応の部門を設ける予定である
が，実効性や周知等は今後の課題になるとの説明があり
ました。
　ただ，消極的な意見は現時点ではその程度に止まり，
保津川の景観に対する郷土愛などもあって条例運動は市
民・事業者の支持を受けているとのことで，レジ袋以外も
含めて，脱ブラスチックに向けた運動を進めていきたいと
の強い意志表明がありました。
　午後は，市内に多数のスーパーを展開する株式会社マ
ツモト，市民の啓発活動の担い手である環境事業公社，
事業者の意見集約を行う商工会議所の３箇所を訪問しま
した。
　マツモトでは，既にマイバックやマイバスケットが普及
し，店内でレジ袋を利用する客は全くと言って良いほど見
かけませんでした。担当者からも，レジ袋の不使用は利用
客から問題なく支持されており，ペットボトルなど他のプ
ラスチック製品・プラスチックごみの抑制の方が，まだ手
付かずの事柄が多く今後の課題だとの説明がありました。
　環境事業公社では，詳細な資料を元に啓発活動の実績
の説明があり，多くの自治体等に参考にしていただきたい
と感じました。
　商工会議所では，市内の事業者の多くも理念に賛成し
市の取組を了解すべきと考えてはいるが，上記のコンビニ
店員など現場のリスクをどこまで想定し紛争回避の措置を
講じているか心配する面はあるとして，今後の取組を見守
りつつ適切な支援や提言を続けていきたいとの説明があり
ました。
　総じて，レジ袋禁止自体に否定的な見解を述べる方は
いませんでしたが，他のプラスチック製品の使用抑制など

「ごみゼロ宣言」実施への道のりは，まだ始まったばかり
との印象も受け，キーパーソンである桂川市長のお話を聞
ければ，なお良かったと思いました。
　新型コロナウイルスの影響により飲食物のテイクアウト
が推奨されるなど，脱プラスチックの流れは大幅な後退を
強いられかねない状況が生じてしまいましたが，今もプラ
スチックを巡る社会問題が続いていることを忘れず，引き
続き関心を深めていただくようお願いいたします。

…レジ袋禁止条例に関する亀岡市調査の報告
岩手弁護士会　小保内…義和
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…公害紛争処理制度の改革を求める意見書
大阪弁護士会　針原…祥次

　日弁連は，2020年２月21日付けで「公害紛争処理制度
の改革を求める意見書」を取りまとめ，２月25日付け
で，内閣総理大臣，総務大臣，公害等調整委員会及び都
道府県公害審査会等宛てに提出しました。
　公害紛争処理制度が，専門的知識や経験等を生かし
た，総合的かつ調停的な環境紛争解決をした例として，
スパイクタイヤの製造・販売中止の合意を成立させたス
パイクタイヤ粉じん被害等事件（公調委昭和62年（調）
第17号），原状回復措置の合意や継続的調査の合意を成
立させた香川県豊島の廃棄物事件（公調委平成５年（調）
第４号２件）及び尼崎市大気汚染被害防止あっせん申請
事件（平成14年（ア）第１号外１件）等があります。ま
た，東京都杉並区における不燃ゴミ中継施設健康被害事
件（いわゆる杉並病事件）（公調委平成９年（ゲ）第１
号）及び富山県黒部川河口海域におけるダム排砂漁業被
害事件（公調委平成16年（ゲ）第３号）などでは，公害
等調整委員会における専門的調査の結果，因果関係を認
める原因裁定がなされています。とりわけ，香川県豊島
の廃棄物事件では，公害等調整委員会が選んだ専門委員
による調査を実施した結果，処分地内の有害物質が北海
岸から海に流出しているとして，「処分地をこのまま放
置することは，生活環境保全上の支障を生ずるおそれが
あるので，早急に適切な対策が講じられるべきである」
と結論付け，それが全体解決に大きな役割を果たしまし
た。
　ところが，公害紛争処理制度を利用している当委員会
の弁護士の多くからは，公害紛争処理制度が対象とする
範囲が典型７公害に限定されているため多くの環境破壊
事案が放置されている，また，実務運用が被害救済に消
極的であるなどの問題点が指摘されています。特に，都
道府県公害審査会の活動が低調であって，平均年間１件
を超える申請がない（過去48年間で，49件を超える申立
てがない。）ところが多数（47都道府県のうち39）で
あって，そうした公害審査会では事務局が実務経験に乏
しいことから消極的な対応をすることにつながっている
と考えられます。意見書の要旨は，公害紛争処理法の対
象範囲拡大及び都道府県公害審査会の調査権限強化並び
に審査会と市町村の公害苦情窓口に関する運用改善を求
めるものです。
　まず，典型７公害に限られている紛争の処理範囲を

「環境に係る紛争」に拡大することを求めています。環

境に係る紛争とは，公害（環境基本法２条３項）及び環
境への負荷（同法２条１項）に係る紛争をいいます。具
体的には，田畑や山林などへの残土堆積，里山の開発，
砕石採取，過度なメガソーラー発電所の建設などは，景
観破壊はもちろん，土壌の崩落や貴重な動植物の喪失，
貴重な地形・地質の変更などの深刻な生活環境破壊をも
たらすことから対象とすべきであるとしています。
　また，調停の場合には，損害賠償請求のほかに，工場
の操業停止や工場移転などの請求や予防的な差止めの申
請を受理すべきであるとしています。さらに，「民事上
の紛争」のみならず，「行政上の紛争」も範囲に含め得
ることを指摘しています。実務上，差止請求あるいは行
政を被申請人とする調停申請も受理されているのです
が，とりわけ申請件数の少ない都道府県の公害審査会に
おける申請受付段階での疑義をなくすため，明記を求め
ています。
　意見書が述べる法改正の実現は容易でないかもしれま
せんが，公害審査会の充実に関する意見については公害
等調整委員会も同様の立場にあると思われます。また，
意見書ではいわゆる「おそれ公害」など最新の運用実務
に触れていますので，都道府県の公害審査会宛てに調停
申請を検討している当会会員の方々には，参考にしてい
ただけるのではないかと考えます。
　当委員会公害紛争処理制度PT内では，公害紛争処理
制度の対象を地球温暖化・気候変動による人権侵害や生
物多様性の保全にも広げること，申立人適格を拡大し，
団体申立ても認めるべきとの意見も出されていました。
今回の意見書ではこれらの内容は含まれていませんが，
同PTの課題として更に調査・研究を進めていく予定で
す。
　現在，世界中で猛威を振るっている新型コロナウイル
スの原因が，「無秩序な開発による自然破壊や地球温暖
化による野生動物の生息域縮小によって，野生動物が暮
らす生態系に人間が進出し人間と野生生物の距離が縮
まっていることにある」とも指摘されています（山本太
郎・長崎大学熱帯医学研究所教授，朝日新聞2020年４月
15日など）。また，毎年巨大化する台風とそれによる甚
大な被害に鑑みれば，公害等調整委員会や公害審査会が
地球温暖化や生物多様性に関する問題を取扱う「環境裁
判所」へと組織替えすることも検討すべきでしょう。
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…第３２次地方制度調査会で審議中の圏域に関する
制度についての意見書

大阪弁護士会　山本…寛

　日弁連は，2020年３月18日付けで「第32次地方制度調
査会で審議中の圏域に関する制度についての意見書」を
取りまとめ，同年３月25日付けで総務大臣及び第32次地
方制度調査会会長に提出しました。
１　第32次地方制度調査会の審議の経過
　第32次地方制度調査会は，2018年７月５日に発足し
2020年７月４日までの委員任期で，「圏域における地方
公共団体の協力関係」について調査審議しています。
　日弁連は，2018年10月24日，「自治体戦略2040構想研
究会第二次報告及び第32次地方制度調査会での審議につ
いての意見書」（以下「2018年意見書」といいます。）を
取りまとめました。2018年意見書では，「圏域」を法制
化し，「圏域」が主体となって「行政のスタンダード化」
を進めていくことについては，⑴憲法上の保障である地
方自治の本旨に反する可能性があること，⑵平成の大合
併，連携中枢都市圏構想について，実証的な検証・分析
が行われていないこと，⑶国土政策の観点からの検討と
国土形成計画との整合性の検討がされていないことの３
つの問題があることを指摘し，全国知事会，全国市長会
及び全国町村会等の現場からの意見等を十分に考慮し，
尊重すべきであることを提言しました。
　そうした状況の中，第32次地方制度調査会第30回専門
小委員会（2020年１月10日），第32回専門小委員会（2020
年１月17日）及び第34回専門小委員会（2020年３月10
日）では，新しい制度として「中心市が都道府県に対し
権限の委譲を要請する法的仕組み」，定住自立圏・連携
中枢都市圏において「個別の行政分野において市町村間
の共同計画を作成し，これに中心市が一定の役割を果た
す仕組み」及び「核となる都市から近隣市町村への協議
を任意ベースではなく近隣市町村の参画を担保できる仕
組み」など「圏域の法制化」を指向する提案がされてい
ます。
２…　平成の大合併及び連携中枢都市圏構想についての実
証的な分析検証の必要性

　当委員会では，平成の大合併について，政府の統計資
料の分析に基づく調査，現地調査を行いました。統計分
析として，隣接した合併旧町村と非合併町村47組94自治
体の検討を行った結果，人口減少率，高齢化率の進捗
率，公務就労者の就業人口寄与率について，47組中43組
で合併町村が非合併町村よりも高いことが判明しまし
た。現地調査では，①役場の減少・機能限定による住民
サービスの低下，②地域の産業振興への影響が明らかに
なりました。このように，統計的分析と現地調査の結果
では，平成の合併による弊害が生じている可能性が示唆
されました。しかし，都道府県及び総務省の検証状況に
ついては，合併の検証を行った都道府県は半分に満た

ず，総務省は合併後約10年経たないと合併の効果が発現
しないと言っていましたが，10年後の検証を行っていま
せん。
　また，当委員会では，連携中枢都市圏構想について，
アンケートによる実態調査（234市町村が回答），現地調
査を行いました。アンケート調査では，「圏域の法制化」
について，非宣言中枢都市，周辺部の市町村では，反対
が賛成を上回り，その他「制度の詳細が不明であるため
判断ができない」（27団体），「さらに慎重な議論を要す
る」（20団体）との趣旨の回答も相当数見られました。
現地調査では，①観光やまちづくりを広域でやることが
良いか，②中心都市の繁栄で逆に周辺部が人手不足にな
るのではないか，③中心都市に機能を集積しても上手く
いくか，という点が課題となり得ることが明らかになり
ました。
　以上のとおり，当委員会の限られた調査でも多くの問
題点を指摘することができます。圏域などの中心市が主
導する新しい広域連携の制度を創設する前に，平成の大
合併及び連携中枢都市圏構想の実証的な分析検証を行う
必要性は高いと言えます。
３　第32次地方制度調査会の審議の進め方の問題点
　総務省は，2018年７月19日，自治体関係者が入らない

「基礎自治体による行政基盤の構築に関する研究会」を
立ち上げ，2019年６月７日まで，12回の会合を開催し，

「圏域の法制化」の具体的制度設計について議論を進め
ていました。この研究会は，非公開で，全国市長会，全
国町村会，全国知事会，現場の自治体関係者からの意見
聴取を全く行わないまま「圏域の法制化」の具体的制度
設計について議論を進めていました。
　そして，自治体関係者からも，中心市が主導する「圏
域の法制化」についての懸念する意見が多く出されてい
ますが，第32次地方制度調査会では，「圏域」又はそれ
につながる法律上の枠組みを設けることについて，この
ような自治体関係者の意見等が十分に考慮されることな
く審議が進められており，このような審議の進め方にも
問題があります。
４　まとめ
　以上のように，平成の大合併及び連携中枢都市圏構想
の実証的な分析検証，国土政策の観点からの検討及び国
土形成計画・都市計画などとの整合性の検討並びに地方
自治の本旨に立脚した検討と全国市長会及び全国町村会
等の意見等の十分な考慮をすることなく，第32次地方制
度調査会が「圏域」又はそれにつながる法律上の枠組み
を設けることについて答申することは，拙速であり，反
対であるというのが，日弁連の意見です。


