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１．世界環境デーに寄せるアントニオ・グテーレス国連事務総長メッセージ

https://www.unic.or.jp/news_press/messages_speeches/sg/33374/

今年の「世界環境デー」のテーマは、⼤気汚染です。巨⼤都市から⼩村に⾄るまで、⼈々
は世界のあらゆる場所で汚れた空気を吸っています。世界⼈⼝のおよそ10⼈に9⼈は、世
界保健機関（WHO）の空気質ガイドラインを超える⼤気汚染物質にさらされています。こ
れによって、平均寿命は短くなり、地球全体の経済に打撃が及んでいます。

⼤気環境を改善するためには、まず敵を知らなければなりません。⼤気汚染による死や病
気は、私たちが肺に息を吸い込むたびに私たちの防御をかいくぐる⼩さな粒⼦によって引
き起こされます。こうした粒⼦には、発電や輸送を⽬的とする化⽯燃料の燃焼、化学⼯業
や鉱業、屋外でのごみの焼却、⼭焼きや野焼き、そして、開発途上地域で⼤きな問題とな
っている屋内での有害な調理⽤・暖房⽤燃料の使⽤など、多くの発⽣源があります。

こうした⼤気汚染により、毎年約 700 万⼈が命を失っているほか、ぜんそくをはじめとす
る⻑期的な健康問題が⽣じたり、⼦どもの認知発達が阻害されたりしています。世界銀⾏
によると、⼤気汚染が社会に及ぼすコストは年間 5兆ドルを超えています。

⼤気汚染物質の中には、地球温暖化の原因となっているものも多くあります。⿊⾊炭素は
その⼀例です。ディーゼル・エンジンやごみの焼却、有害な料理⽤レンジによって⽣じる
⿊⾊炭素は、吸い込むと極めて危険です。このような汚染物質の排出を削減すれば、公衆
衛⽣が改善するだけでなく、今後数⼗年間で地球温暖化を最⼤で 0.5°C、軽減することが
できるでしょう。

よって、⼤気汚染への取り組みは、同時に 2つの機会をもたらします。⽯炭⽕⼒発電所の
段階的廃⽌や、より汚染の少ない産業、輸送、家庭⽤燃料の促進など、空気をきれいにし
ながら、温室効果ガス排出量を削減する取り組みが、多く成功しています。毎年、再⽣可
能エネルギー源への投資が化⽯燃料への投資を上回り、クリーン・エネルギーの台頭は、
全世界に貢献しています。よりクリーンな輸送も、全世界に広がってきています。

⼤気環境を改善し、気候変動に対処することを⽬指すこのような取り組みにこそ、希望が
あります。私が 9⽉に召集する気候⾏動サミットに出席する⼈々に対しては、このような
事例から意欲を奮い起こすよう、強く促したいと思います。国際社会が⾏動できない理由
などありません。モントリオール議定書はその前例です。科学者は、公衆衛⽣と地球の健
全性に対する由々しき脅威を明らかにする⼀⽅で、各国政府と企業はこれに対応し、オゾ
ン層の保護を成功させたからです。

https://www.unic.or.jp/news_press/messages_speeches/sg/33374/


5

私たちは、等しく急を要する危機に直⾯しているのです。今こそ決定的な⾏動を取るべき
時です。各国政府に対する私のメッセージは明らかです。それは、汚染に課税すること、
化⽯燃料に対する補助⾦を廃⽌すること、そして⽯炭⽕⼒発電所を新設しないことです。
私たちに必要なのはグリーン・エコノミー（緑の経済）で、グレー・エコノミー（灰⾊経
済）ではありません。

「世界環境デー」にあたり、私は各⼈に、私たちがもっと安⼼して呼吸できるよう、⾏動
を起こすようお願いします。政治家や企業に圧⼒をかけることから、⾃分⾃⾝の習慣を変
えることに⾄るまで、私たちは⾏動することで汚染を減らし、気候変動に打ち勝つことが
できるのです。
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２．ＳＤＧｓ

目標 2. 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農

業を促進する

2.4 2030 年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、

気候変動や極端な気象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力

を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生

産システムを確保し、強靭（レジリエント）な農業を実践する。

目標 3. あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進す

3.9 2030 年までに、有害化学物質、並びに大気、水質及び土壌の汚染による死

亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。

目標 9. 強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業の

促進及びイノベーションの推進を図る

9.4 2030 年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した

技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続

可能性を向上させる。全ての国々は各国の能力に応じた取組を行う。
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目標 11. 包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居

住を実現する

11.6 2030 年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注

意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減す

る。

目標 12.持続可能な生産消費形態を確保する

12.4 2020 年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを

通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境

への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を

大幅に削減する。

12.5 2030 年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃

棄物の発生を大幅に削減する。

12.8 2030 年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と

調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。

目標 13. 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる

13.3 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人

的能力及び制度機能を改善する。
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SDGs アクションプラン 2019

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/pdf/actionplan2019.pdf

日本は，豊かで活力のある「誰一人取り残さない」社会を実現する

ため，一人ひとりの保護と能力強化に焦点を当てた「人間の安全保

障」の理念に基づき，世界の「国づくり」と「人づくり」に貢献し

ていく。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/pdf/actionplan2019.pdf
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３．関係法規一覧

３（１）目的

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第一条 この法律は、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、処分等の処理をし、並びに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する。

環境基本法

第一条 この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、

事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる

事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もっ

て現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢

献することを目的とする。

循環型社会形成推進基本法

第一条 この法律は、環境基本法（平成五年法律第九十一号）の基本理念にのっとり、

循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国

民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社

会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活

の確保に寄与することを目的とする。

バイオマス活用推進基本法

第一条 この法律は、バイオマスの活用の推進に関し、基本理念を定め、並びに国、地

方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、バイオマスの活用の推進

に関する施策の基本となる事項を定めること等により、バイオマスの活用の推進に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進し、もって持続的に発展することができる経済社会の

実現に寄与することを目的とする。

３（２）国民の責務

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第二条の四 国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用
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を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等に

より、廃棄物の減量その他その適正な処理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。

環境基本法

第九条 国民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常

生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

２ 前項に定めるもののほか、国民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努める

とともに、国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有

する。

循環型社会形成推進基本法

第十二条 国民は、基本原則にのっとり、製品をなるべく長期間使用すること、再生品

を使用すること、循環資源が分別して回収されることに協力すること等により、製品等

が廃棄物等となることを抑制し、製品等が循環資源となったものについて適正に循環的

な利用が行われることを促進するよう努めるとともに、その適正な処分に関し国及び地

方公共団体の施策に協力する責務を有する。

２ 前項に定めるもののほか、前条第三項に規定する製品、容器等については、国民は、

基本原則にのっとり、当該製品、容器等が循環資源となったものを同項に規定する事業

者に適切に引き渡すこと等により当該事業者が行う措置に協力する責務を有する。

３ 前二項に定めるもののほか、国民は、基本原則にのっとり、循環型社会の形成に自

ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する循環型社会の形成に関する施策に協

力する責務を有する。

バイオマス活用推進基本法

第十七条 国民は、基本理念にのっとり、その日常生活に関し、製品の購入に当たって

バイオマスを利用した製品を選択すること等によりバイオマスの活用を推進するよう努

めるとともに、国又は地方公共団体が実施するバイオマスの活用の推進に関する施策に

協力するよう努めるものとする。

３（３）事業者の責務

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第三条 事業者は、その事業活動に伴つ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。
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２ 省略

３ 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。

環境基本法

第八条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴

って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正

に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

２ 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、

加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物

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

る責務を有する。

３ 前二項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障

を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事

業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減

に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負

荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。

４ 前三項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、

これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公

共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

循環型社会形成推進基本法

第十一条 事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動を行うに際しては、原材料等

がその事業活動において廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとと

もに、原材料等がその事業活動において循環資源となった場合には、これについて自ら

適正に循環的な利用を行い、若しくはこれについて適正に循環的な利用が行われるため

に必要な措置を講じ、又は循環的な利用が行われない循環資源について自らの責任にお

いて適正に処分する責務を有する。

２ 省略

３ 省略

４ 循環資源であって、その循環的な利用を行うことが技術的及び経済的に可能であり、

かつ、その循環的な利用が促進されることが循環型社会の形成を推進する上で重要であ

ると認められるものについては、当該循環資源の循環的な利用を行うことができる事業

者は、基本原則にのっとり、その事業活動を行うに際しては、これについて適正に循環

的な利用を行う責務を有する。

５ 前各項に定めるもののほか、事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動に際し
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ては、再生品を使用すること等により循環型社会の形成に自ら努めるとともに、国又は

地方公共団体が実施する循環型社会の形成に関する施策に協力する責務を有する。

バイオマス活用推進基本法

第十六条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自ら積極的にバイオ

マスの活用の推進に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するバイオマスの活用

の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

３（４）国及び地方公共団体の責務

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第四条 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の

促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、

一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及

び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

２ 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援

助を与えることに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況を

はあくし、産業廃棄物の適正な処理が行な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。

３ 国は、廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術

開発の推進を図り、並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切

な措置を講ずるとともに、市町村及び都道府県に対し、前二項の責務が十分に果たされ

るように必要な技術的及び財政的援助を与えること並びに広域的な見地からの調整を行

うことに努めなければならない。

４ 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。

環境基本法

第七条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、国の施策に準じた

施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、

及び実施する責務を有する。

循環型社会形成推進基本法

第十条 地方公共団体は、基本原則にのっとり、循環資源について適正に循環的な利用

及び処分が行われることを確保するために必要な措置を実施するほか、循環型社会の形
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成に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的社会的

条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

バイオマス活用推進基本法

地方公共団体は、基本理念にのっとり、バイオマスの活用の推進に関し、国との適切な

役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施

策を策定し、及び実施する責務を有する。
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４．通達等一覧

４（１）環境省通達

衛環 78 号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に

関する法律の一部を改正する法律の施行について（公布日：平成 12 年 9月 28 日）

http://www.env.go.jp/hourei/11/000398.html

焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却についても、処理基準を遵守しない焼却として改

善命令、措置命令等の行政処分及び行政指導を行うことは可能である

厚生省環 784 号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について（昭和 46 年 10 月 16 日）

http://www.env.go.jp/hourei/11/000515.html

（概要）現状に即応した廃棄物の処理体制を確立し、もって生活環境の保全及び公衆衛

生の向上を図ることとするものである。

廃掃法は、公害対策基本法その他の公害関係諸法、地方自治法、保健所法等との関連が

極めて密接であるので、法の施行にあたっては、これらの諸法との関係を十分に考慮し、

万全を期せられたいこと。

環境省告示第 7号

廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための

基本的な方針（平成 28 年 1月 21 日）

http://www.env.go.jp/press/files/jp/28981.pdf

（概要）環境への負荷の低減に配慮しつつ、できる限り循環的な利用を行い、なお適正

な循環的利用が行われないものについては、適正な処分を確保することを基本とする。

環廃対発第 080619001 号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第１項の規定に基づくごみ処理基本計画の策定

に当たっての指針について（平成 20 年 6月 19 日）

https://www.env.go.jp/recycle/waste/gl_dwdbp/no200619.pdf

・市町村の一般廃棄物行政におかれても、環境保全を前提とし、国民の安全、安心が確

保されることを軸として循環型社会の形成のための施策を推進されたい。

・市町村は、一般廃棄物の統括的な処理責任の下、（略）当該市町村で発生するすべて

の一般廃棄物の適正な処理を確保しなければならず、その基本となるものが一般廃棄物

処理計画である。

http://www.env.go.jp/hourei/11/000398.html
http://www.env.go.jp/hourei/11/000515.html
http://www.env.go.jp/press/files/jp/28981.pdf
https://www.env.go.jp/recycle/waste/gl_dwdbp/no200619.pdf
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・市町村が自ら処理を行う場合はもとより、他者に委託して行わせる場合でも、その行

為の責任は引き続き市町村が有するものである。

・市町村の処理責任は極めて重いものであることを改めて認識されたい。

一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適正な運用の徹底に

ついて（通知）平成 26 年 10 月８日

https://www.env.go.jp/hourei/add/k047.pdf

１．市町村の一般廃棄物処理責任の性格

市町村は、その区域内における一般廃棄物を、生活環境の保全上支障が生じないうちに

廃棄物処理法施行令第３条各号に規定する基準（以下「処理基準」という。）に従って

処理を行い、最終処分が終了するまでの適正な処理を確保しなければならないという極

めて重い責任を有する。このため、仮に不適正な処分が行われた場合には、生活環境の

保全上の支障の除去や発生の防止のために必要な措置を講ずることが求められる。

環廃産発第 1303299 号

行政処分の指針について（通知）平成 25 年３月 29 日

https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf

・違反行為を把握した場合には、生活環境の保全上の支障の発生又はその拡大を防止す

るため速やかに行政処分を行うこと。

・緊急の場合及び必要な場合には躊躇することなく行政処分を行うなど、違反行為に対

しては厳正に対処すること。

・廃棄物の適正処理について指導、監督を行うべき行政が何ら処分を行わないとするこ

とは、法の趣旨に反し、廃棄物行政に対する国民の不信を招きかねないものであること

から、行政庁として違反行為の事実を把握することに最大限努め、それを把握した場合

には、いたずらに刑事処分を待つことなく、速やかに行政処分を行うこと。

生衛発 646 号

家庭用の簡易な焼却炉について（公布日：平成 10 年 4月 10 日）

http://www.env.go.jp/hourei/11/000059.html

家庭から排出されるごみに関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法

律第一三七号)に基づく構造基準や維持管理基準が適用されるごみ焼却施設において市

町村が適切に処理する

環水大大発第 1803273 号

微小粒子状物質（PM2.5）と野焼き行為との関連について（通知）平 成 3 0 年 ３ 月 2 7

日 環境省水・大気環境局大気環境課

https://www.env.go.jp/hourei/add/k047.pdf
https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf
http://www.env.go.jp/hourei/11/000059.html
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https://www.env.go.jp/council/07air-noise/y078-07/ref805.pdf

煙を伴う稲わら焼きなどの野焼き行為によって、PM2.5 質量濃度の上昇に、直接的に影

響を与える場合があることを、関係行政部局や一般に周知下さい。

大気汚染防止推進月間

http://www.env.go.jp/air/osen/gekkan/#PAGETOP

野焼きをやめましょう

野焼きは PM2.5 濃度の上昇に影響を与える場合があるため、稲わら等を有効利用するこ

とによって、野焼きをやめましょう。なお、野焼きは法律により原則として禁止されて

います。

https://www.env.go.jp/council/07air-noise/y078-07/ref805.pdf
http://www.env.go.jp/air/osen/gekkan/#PAGETOP
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４（２）農林水産省通達

環境政策（農林水産省ホームページ）

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/index.html

農林水産省では、地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくため、より

環境保全効果の高い農林水産活動の普及を推進するとともに、気候変動の農林水産業へ

の影響に的確に対応するなど、農林水産分野における環境政策を総合的に推進していま

す。

農業生産工程管理（GAP）の共通基盤に関するガイドライン

http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/guideline/pdf/guide_line_120306.pdf

（概要）

環境保全に関しては、水質、大気、土壌及び生物多様性の保全、地球温暖化の防止、有

機性資源の循環促進等を目的とした環境保全型農業の推進が重要であり、環境基本法（平

成 5 年法律第 91 号）において、事業者には環境の保全についての基本理念にのっとり

事業活動を行う責務を有することが定められている。

（ガイドラインにおける取組事項）

廃棄物の適正な処理・利用

・農業生産活動に伴う廃棄物の不適切な焼却の回避

・作物残さ等の有機物のリサイクルの実施

環境と調和のとれた農業生産活動規範について

http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/g_kaigi/210805/pdf/data5.pdf

（概要）

循環型社会の形成に資するため、作物の生産に伴って発生する使用済みプラスチック等

の廃棄物の処理は関係法令に基づき適正に行う。また、作物残さ等の有機物についても

利用や適正な処理に努める。

農業環境規範

http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_kihan/pdf/kihan_pumph.pdf

稲わら、野菜くず等の作物残さのたい肥、飼料等への再利用やほ場へのすき込みなどを

しましょう。

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/index.html
http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/guideline/pdf/guide_line_120306.pdf
http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/g_kaigi/210805/pdf/data5.pdf
http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_kihan/pdf/kihan_pumph.pdf
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農林水産省地球温暖化対策計画（平成２９年３月１４日）

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/s_ondanka/attach/pdf/senryaku-2.pdf

農地土壌炭素吸収源対策

＜現状＞

土壌への堆肥、緑肥等有機物の継続的かつ一定量以上の施用は、農地及び草地の土壌に

よる炭素貯留を促進することが確認されている。このため、環境保全型農業直接支払交

付金等を活用した環境保全型農業や耕畜連携の推進を通じ、土壌への有機物の施用を促

進してきたところである。

＜今後の取組＞

政府温対計画における 2030 年度の農地及び草地の土壌による炭素貯留の目標は、農林

水産分野における温室効果ガス排出削減目標の 2 割程度を占めており、上記取組を引き

続き推進する。

食料・農業・農村基本計画（平成２７年３月）

http://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/pdf/1_27keikaku.pdf

〇 気候変動に対する緩和・適応策の推進

温室効果ガスの排出を削減するため、施設園芸や農業機械の省エネ対策、農地での炭

素貯留量の増加につながる土壌管理、施肥の適正化、家畜排せつ物の利用促進等とと

もに、各地域や経営体がエネルギーの利用に関し的確な判断を行えるよう、各種エネ

ルギーの需給動向やコストの分析比較等について、包括的な情報の収集、提供を行う。

〇 農業の自然循環機能の維持増進とコミュニケーション

家畜排せつ物や稲わら等の資源の循環利用、農薬及び肥料の適正な使用の確保等を通

じて、環境と調和のとれた農業生産を様々な地域で推進することにより、農業の自然

循環機能を維持増進し、持続可能な農業の確立を図る。

その一環として、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく環

境保全型農業直接支払制度を通じて、地域でまとまりを持った環境保全型農業の取組

や、農業者の技術向上や消費者の理解増進等を図る活動を推進する。

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/s_ondanka/attach/pdf/senryaku-2.pdf
http://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/pdf/1_27keikaku.pdf
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５．地方公共団体の指導例

５（１）稲わらもみ殻焼却禁止の指導例

北海道

平成２９年営農改善指導基本方針

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/gjf/gijyutu/29/housin.pdf

稲わらの焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃掃法）」に

より禁止されており、環境汚染や健康被害、交通障害及び地域のイメー

ジダウンの原因になるので絶対に行わない。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/gjf/gijyutu/29/housin.pdf
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青森県

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/ch-nosui/w_no_-inawa-ra.pd-f.pdf

稲わらは貴重な有機資源です。

焼かずに有効利用しましょう。

○稲わらの水田へのすき込みは、作土層を増やし、土壌を柔らかくし、

土壌窒素を多くするなど堆肥とほぼ同じ効果があります。

○すき込み時期は秋が基本です。稲刈り後早く行うほど、分解する期

間が長くなるため、腐熟が促進されます。

○稲わらの分解を進めるために、石灰窒素（２０ｋｇ／１０ａ）や腐

熟促進剤を散布してからロータリーやプラウ等ですき込みます。

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/ch-nosui/w_no_-inawa-ra.pd-f.pdf
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秋田県

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/15882

稲わら・もみ殻の焼却をやめましょう

●稲わら焼き等の煙は目やノドを痛め、特に体の弱い方や病気の方に

被害が及ぶこととなります。

●くん炭製造の為のもみ殻焼きも、周辺の生活環境や交通などに影響

を与える場合は原則禁止されております。

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/15882
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山形県

https://www.pref.yamagata.jp/pickup/opinion/search/publicfolder20150202115040305

6/publicfolder201510/21090042.html

稲わらやもみ殻等の循環利用が可能なものは資源として適正に利用を

進め、利用できない農作物の残さ等は廃棄物として市町村等の焼却施設

等で処理するよう、農家にチラシ等を配布するなどして普及・啓発を行

っています。

https://www.pref.yamagata.jp/pickup/opinion/search/publicfolder201502021150403056/publicfolder201510/21090042.html
https://www.pref.yamagata.jp/pickup/opinion/search/publicfolder201502021150403056/publicfolder201510/21090042.html
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新潟県

http://www.pref.niigata.lg.jp/nosanengei/1343685653296.html

貴重な有機質資源である稲わらや籾がらの焼却はやめ、環境にも人にも

優しい「新潟米」づくりを実践しましょう。

http://www.pref.niigata.lg.jp/nosanengei/1343685653296.html
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岩船農業振興協議会（新潟県）

◇稲わらやもみ殻の秋すき込みで土づくり

〇稲わらは、地力の向上に効果があります

稲わらの秋すき込みは、堆肥施用と同等の「土づくり」効果が期

待でき、毎年続けることにより保水力や地力窒素が高まり異常気

象時にも稲の生育や登熟に役立ちます。

〇もみ殻は、ケイ酸質資材として活用できます

もみ殻の約 2 割はケイ酸分であるため、単収 540kg のほ場のも

み殻を全て田んぼに戻すと、ケイカルを約 80～100kg 散布したの

と同等の効果が期待できます。
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千葉県

https://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/network/field-h22/sui1009.html

10a当たりの稲わら生成量は約 500kgありますが,燃やすと無機質にな

り土づくりの効果がほとんどありません。土壌への有機物補充のため

に稲わらは「上記事項に留意して」ほ場へすき込みましょう。

https://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/network/field-h22/sui1009.html
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千葉県印西市

http://www.city.inzai.lg.jp/0000007179.html

稲わら・籾殻を土づくりに役立てましょう！せん定枝を適切に処分しま

しょう！

水稲の収穫後に、稲わらや籾殻を処理するために焼却される場合があり

ますが、土づくりに役立てるためにも焼却を行わずにすき込みましょ

う！

その他の有効活用法として、野菜の果樹の敷きわらとしての利用や、堆

肥の原料への利用などがあげられます。

持続可能な農業を目指し、資源の有効活用に取り組みましょう！

http://www.city.inzai.lg.jp/0000007179.html
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滋賀県近江八幡市

http://www.city.omihachiman.shiga.jp/cmsfiles/contents/0000005/5292/sukikomichirashi.pdf

わらの鋤込みは地力向上以外にも、

地球温暖化の防止など多くの利点があります。

農業は地域の生活環境とともに営む産業です。

そのため、二酸化炭素（CO2）の排出削減が求められる時代、取り込んだ二酸

化炭素を有効利用することも大切です。

農家の皆様におかれましては「稲わら及び籾殻の鋤き込み効果」や「地域の住

環境」に与える影響についてご理解いただき、焼却処理を避けてくださるよう

お願いします。
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香川県

http://kw-ja.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/08/250e5f9ca0100ec83a364ed582a10baf1.pdf

⻨わら･稲わら･もみ殻などの農作物に由来する有機物は、田畑の土づく

りに有効な資源です。

田畑へすき込むことで、排⽔性･保⽔性･保肥⼒を高めることができます。

http://kw-ja.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/08/250e5f9ca0100ec83a364ed582a10baf1.pdf
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佐賀県

https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/usefiles/downloads/s1195_20140606040638.pdf

麦わらは有機物が豊富に含まれている有機質資源です。

麦わらをすき込むことによって、地力が向上し、生産力向上につながりま

す。

燃やさず、地力向上・収量アップのためにすきこみましょう！

麦わらを燃やしても雑草は減りません！

https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/usefiles/downloads/s1195_20140606040638.pdf
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５（２）処罰の対象になる行為の事例

環境省

環循適発第 1709151 号（平成 29 年 9 月 15 日）兵庫県警察本部長宛『廃棄物の処理及び清

掃に関する法律第 16 条の２に関する疑義について（回答）』

「農業者が行う稲わら等の焼却」（略）については、廃棄物の処理及び

清掃に関する法律施行令第１４条第４号に規定する「農業、林業又は漁

業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」として

考えられるものの例示であり、当該稲わら等の焼却が「農業、林業又は

漁業を営むためにやむを得ないもの」に該当するか否かについては、個

別具体的事情の下において、当該地方公共団体において、法目的に照ら

して判断されるものである。
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福島県

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01260a/noyaki.html

焼却禁止の例外に該当する場合でも、生活環境の保全上支障を生ず

る焼却行為は改善命令等の対象となり、これに従わないときは罰則

の対象となります。

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01260a/noyaki.html
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福島県いわき市

http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000002058/index.html

例外にあたる焼却行為であっても、生活環境保全上の支障が生じる

場合は、改善命令等の対象となり、これに従わない場合も罰則の対

象になります。

http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000002058/index.html


33

新潟県佐渡市

https://www.city.sado.niigata.jp/info/data/2014/0825_2.shtml

処罰の対象になる行為の事例

 地面上で、直接ゴミや枯草などを燃やすこと

 ドラム缶や一斗缶、掘った穴の中で、ゴミや枯草などを燃や

すこと

 ブロックやコンクリート等で囲った中で、ゴミや枯草などを

燃やすこと

https://www.city.sado.niigata.jp/info/data/2014/0825_2.shtml
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茨城県高萩市

http://www.city.takahagi.ibaraki.jp/sp/page/page001455.html

例示に挙げられたものであっても、容易に代替方法が採れるものは

やむを得ないものにはあたりません。近隣にお住まいの方に迷惑を

かけるような野焼きは行わないでください。

常習性（複数回の行政指導にも従わず焼却を繰り返すこと。）があ

る等の悪質な場合には、警察へ連絡してください。

http://www.city.takahagi.ibaraki.jp/sp/page/page001455.html
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茨城県潮来市

http://www.city.itako.lg.jp/page/page000902.html

例外規定に該当する場合でも、生活環境保全上の支障が生じている

（苦情がある）場合などは、例外扱いできないこともありますので、

ご注意願います。

http://www.city.itako.lg.jp/page/page000902.html
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千葉県船橋市議会平成２１年第４回定例会,12 月 02 日-05 号

http://funabashi.gijiroku.com/voices/g08v_viewh.asp?Sflg=11&FYY=2009&TYY=2009

例外規定につきまして、環境省に確認をし、本市といたしましては、ご

質問の剪定枝のケースはこの例外には当たらないと判断しております。

都市化が進む本市では、野外燃焼行為による煙やにおいなどの被害通

報の例も多いことに加え、市の焼却施設や民間の施設で処理することが

可能であることから、法の例外規定に該当させることは難しいものと考

えております。

http://funabashi.gijiroku.com/voices/g08v_viewh.asp?Sflg=11&FYY=2009&TYY=2009
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千葉県銚子市

https://www.city.choshi.chiba.jp/simin/gyousei/cat04/kankyouhozen/files/noyaki-t

irasi.pdf

Ｑ．剪定した樹木、刈草の処理は？

Ａ．剪定樹木、 刈草等を燃やす行為も禁止されています。

https://www.city.choshi.chiba.jp/simin/gyousei/cat04/kankyouhozen/files/noyaki-tirasi.pdf
https://www.city.choshi.chiba.jp/simin/gyousei/cat04/kankyouhozen/files/noyaki-tirasi.pdf
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さいたま市

https://www.city.saitama.jp/001/009/008/p041376.html

農家であっても、すべての野外焼却が認められるものではありませ

ん。

「軽微な燃焼行為」とは、周辺の生活環境に支障がないものをいい、

ばい煙や悪臭に対して近隣から苦情が寄せられるような野外焼却

は軽微な燃焼行為とは認められません。

https://www.city.saitama.jp/001/009/008/p041376.html
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愛知県西尾市

http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/6,3083,c,html/3083/20150611-152515.pdf

煙やそれによる悪臭などで苦情が出た場合は、近隣の生活環境に悪

影響を及ぼすということで法律違反となります。

http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/6,3083,c,html/3083/20150611-152515.pdf
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石川県かほく市

http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/down/kouhou/kahoku_019.pdf

落ち葉の野焼きはしないで

落ち葉を廃棄物（ごみ）として野外で燃やすと、煙やダイオキシン類を

発生させるだけでなく、建物などに火が移って火事になる危険もありま

す。廃棄物として処分する場合には、野焼きではなく、堆肥として利用

するか、市のごみ収集日に「燃やせるごみ」として出してください。

廃棄物（ごみ）の野外焼却は原則禁止です。

http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/down/kouhou/kahoku_019.pdf
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大阪府泉南郡熊取町

http://www.town.kumatori.lg.jp/kakuka/juumin/kankyou/faq/gomi/1295837098117.html

木くず・剪定枝の処分方法を教えてください

答え

植木を剪定した際の剪定枝や幹は、「粗大ごみ」（有料）として専用

電話に電話申込みしていただくか、環境センターへ直接搬入（有料）

してください。細かな剪定くずや葉の部分は、可燃ごみで出してくだ

さい。 ごみの焼却（野焼きや法律等の基準を満たしていない焼却炉で

の焼却）は、法律で禁止されており、違反した場合は、警察に検挙さ

れ、罰則が適用されます。ごみの焼却行為は、近隣住民の迷惑になる

ことはもちろん、環境に大きな影響を与えますので絶対にしないでく

ださい。

http://www.town.kumatori.lg.jp/kakuka/juumin/kankyou/faq/gomi/1295837098117.html
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鳥取県鳥取市

http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1190253631269/index.html

質問

剪定した庭木の枝を庭で焼却してもいいですか？

回答

庭での枝の焼却などの野外焼却（野焼き）は、「廃棄物の処理及

び清掃に関する法律」によって禁止されています。

http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1190253631269/index.html
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愛媛県伊予市

https://www.city.iyo.lg.jp/shiminseikatsu/kurashi/kankyo/noyaki/

野焼きの禁止に例外規定はあっても、容易に代わりの方法がとれる

ものは、やむを得ないものにはあたりません。

https://www.city.iyo.lg.jp/shiminseikatsu/kurashi/kankyo/noyaki/
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愛媛県新居浜市

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hozen/noyaki.html

例示にあげられたものであっても、容易に代替方法がとれるものは、

やむを得ないものにはあたりません。

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hozen/noyaki.html
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佐賀県多久市

https://www.city.taku.lg.jp/main/1288.html

例にあげられたものであっても、容易に代替方法が取れるものは、

やむを得ないものにはあたりません。

野外での焼却が認められている場合でも、煙や臭いなどで隣近所に

迷惑をかけると思われるときは焼却することはできません。

https://www.city.taku.lg.jp/main/1288.html
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６．野焼きと大気汚染

環境省 環水大大発第 1803273 号

微小粒子状物質（PM2.5）と野焼き行為との関連について（通知）平 成 3 0 年 ３ 月 2 7

日 環境省水・大気環境局大気環境課

https://www.env.go.jp/council/07air-noise/y078-07/ref805.pdf

煙を伴う稲わら焼きなどの野焼き行為によって、PM2.5 質量濃度の上昇

に、直接的に影響を与える場合があることを、関係行政部局や一般に周

知下さい。

https://www.env.go.jp/council/07air-noise/y078-07/ref805.pdf


47

青森県平成２９年度稲わら焼却による大気汚染状況調査結果

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/files/H29inawaragaiyou.pdf

(1) 大気汚染常時監視測定では、10 月 18 日から 10 月 29 日までの間、稲わら

焼却の影響が考えられる夕方から夜間にかけてＳＰＭ、ＮＯ２及びＰＭ2.5 の

濃度が比較的高い日が多く見られたことから、稲わら焼却による影響が考えら

れた。

(2) 有機化合物等測定では、稲わら焼却が確認された日は、確認されなかった

日と比較して、有機化合物及び粉じんの濃度が高いことから、稲わら焼却によ

る影響が考えられた。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/files/H29inawaragaiyou.pdf
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７．野焼きと健康被害

７（１）野焼きの健康影響報告

2004 日本アレルギー学会論文「稲作地域における環境因子と気管支喘息」

萱場 広之 （秋田大学 医学部統合医学講座臨床検査医学分野（当時））

https://www.jstage.jst.go.jp/article/arerugi/53/2-3/53_KJ00002640564/_pdf/-char/

ja

稲籾の乾燥，野焼きのシーズンには救急外来の喘息患者が増加することは、

秋田で地域医療に携わる医師であれば以前から知られたことであり、民間、

医師会においてもその規制の強化を望む声が高まっている。

稲藁焼きで発生する刺激臭のある煙にはホルムアルデヒド、アセトアルデ

ヒドの他、多くの揮発性物質が含まれており、周辺住宅地域での気道刺激

を引き起こす可能性が示唆された。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/arerugi/53/2-3/53_KJ00002640564/_pdf/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/article/arerugi/53/2-3/53_KJ00002640564/_pdf/-char/ja
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2004 年春季アレルギー関連学会ハイライト

日経メディカル同封別冊（2004.7）

http://ts.smart-inc.jp/medical/02cme/pdf/2004/cme200407-2.pdf

稲籾粉塵や稲わらを焼いたときの煙に含まれる LPS、あるいは煙から出る

ホルムアルデヒドなどによる化学的刺激が原因となり、化学物質過敏症と

して喘息様発作を惹起する可能性があると結論した。

http://ts.smart-inc.jp/medical/02cme/pdf/2004/cme200407-2.pdf
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Haze（ヘイズ）中に含まれる PM2.5 の対策について

在シンガポール日本大使館

https://www.sg.emb-japan.go.jp/health_haze_4jul2013(PM2-5)_j.pdf

PM2.5 の健康影響

（短期暴露によってすぐにあらわれる影響）

・喉の痛み

・結膜炎症状（充血、かゆみ）

・鼻炎症状（鼻水、くしゃみ）

・咳

・においを原因とする気分の悪化

・循環器疾患（狭心症など）、呼吸器疾患（喘息や肺気腫、慢性気管

支炎など）が持病の人の症状の悪化 等

（長期慢性暴露によって徐々にあらわれる影響）

・循環器疾患（狭心症など）、呼吸器疾患（喘息や肺気腫、慢性気管

支炎など）の発症や悪化

・肺がん発症リスクの増加 等

心肺に関係する持病のある人、高齢者、子どもの場合、ダイレクトに

症状が悪化する場合もあります。

https://www.sg.emb-japan.go.jp/health_haze_4jul2013(PM2-5)_j.pdf
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PM2.5 の健康影響と対策

産業医科大学 呼吸器内科学 迎 寛

https://www.env.go.jp/air/osen/pm/info/cic/attach/briefing_h25-mat03.pdf

PM2.5 濃度が上昇すると、当日または数日以内に死亡する人が増加

するという関連が報告されている。

https://www.env.go.jp/air/osen/pm/info/cic/attach/briefing_h25-mat03.pdf
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大気汚染：子どもの脳の発達に及ぼす影響

ユニセフ報告書

https://www.unicef.or.jp/news/2017/0264.html

微小粒子状物質(PM2.5)を吸い込むことで、脳の細胞を損ない認知的な

発達を妨げ、生涯にわたる影響または低下を及ぼす可能性がある。

汚染物質には、多環芳香族炭化水素のように、脳の中でも、神経細胞の

伝達を助ける重要な役割を果たす部分、すなわち子どもの学習と発達の

基礎となる部分を破壊し得るものもある。

幼い子どもの脳は、おとなの脳に比べて、より少ない量の有害化学物質

によって損傷を受ける可能性があるために、特に影響を受けやすい。

https://www.unicef.or.jp/news/2017/0264.html
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８．燃やさない方法

８（１）もみ殻散布

もみがらを散布すると…

◎砂地では水持ちが良く、粘土質では水はけが良くなります。

◎窒素成分により、葉・茎・根の生育を促進します。

◎リン酸成分により、開花・結実を促進します。

◎カリ成分により、根の発育促進・病害虫に対する抵抗力アップ。

引用元：株式会社冨士トレーラー製作所

http://fuji-trailer.co.jp/product/makumon.html

http://fuji-trailer.co.jp/product/makumon.html
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８（２）果樹剪定枝粉砕

（粉砕機）導入した農家の声

「竹、梅、桃、ぶどうなどの繊維質が強い果樹の切断、粉砕に威力

を発揮してくれます。一日分の剪定枝の処理が 15分程で完了し、

確実に作業量が減少しています。作業の省力化は農家にとってとて

もありがたいことです。」

引用元：新興和産業株式会社

http://www.shin-kowa.co.jp/sp_folder/powercutter2.pdf

http://www.shin-kowa.co.jp/sp_folder/powercutter2.pdf
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月刊 現代農業 2017 年 12 月号

http://www.ruralnet.or.jp/gn/201712/kant.htm

葉っぱがついたままのせん定枝を樹の周辺の何カ所かに集めて、その場でチッ

パーで粉砕。山になったチップを足でチョッチョと蹴って広げるだけです。発

酵促進になればと、その日の気分で、かん水や防除のついでに自作の納豆菌や

えひめ AI を混ぜてまいています。これは『現代農業』でいう「土ごと発酵」!?

もう 3年間そのようなやり方でせん定残渣を処理しているわけですが、結果は

大変よい感じです。

せん定残渣をその場でチップにすることにより、ハウス外に持ち出したり、堆

肥化する時間も手間もゼロ。処分費用もかかりませんし、せん定した樹の周辺

にまくので手間も省けて作業がラクです。もちろんマルチ効果はあるし、地割

れ防止にもなります。

http://www.ruralnet.or.jp/gn/201712/kant.htm

