
令和２年２月２８日

農林水産省大臣官房地方課

地方提案推進室御中

食料・農業・農村基本計画の検討における要望書の送付について

野焼き煙害被害者の会

（代表） ****

印西市****

090-****-****

いつも農業の政策にご尽力頂き、ありがとうございます。

野焼きによる健康被害をなくすため、野焼きの禁止の周知徹底を「食料・農業・農村基本計画」

に盛り込んで頂きたく、要望書をお送りします。

農業において、燃やさなければならない状況はほとんどなく、多くの野焼きは作物残さや雑草の

適正処理の手間を惜しんで安易に行われています。廃棄物処理法第三条では農業従事者に作物残

さや雑草の適正処理の責務が定められていますが、「農業の野焼きは認められている」という誤

解のもとに、公然と焼却処分され、その結果多くの市民が煙害による健康被害を訴えています。

既定の書式（２００字程度）では野焼きの問題を全て伝えることが困難なため、規定書式５枚

に加え、詳細を記した要望書を別途添付します。

また、参考資料として、野焼き煙害被害者の会が２０１７年より募集している「野焼き原則禁

止の周知徹底を求める署名」の賛同者リスト７１６筆、その他資料を添付します。

環境の保全と多くの市民の健康被害の改善のため、ご査収の程よろしくお願い致します。

送付内容

1. 国民の皆様からの御意見・御要望 提出用紙（５枚、インターネット投稿済み）

2. 食料・農業・農村基本計画に「野焼きの周知徹底」を求める要望書

3. 参考資料

①野焼き原則禁止の周知徹底を求める署名（７１６筆）

②野焼き資料集

③SDGｓで考える野焼きと環境問題



国民の皆様からの御意見・御要望 提出用紙

（インターネット投稿済み）

氏名／法人名（必須） ****／野焼き煙害被害者の会

年代（必須） ※法人の場合は不要 ４０代

お住まいの都道府県／

本社・本店等の所在地（必須）
千葉県

職業／業種（必須） ☑その他

（１）御意見・御要望の分野 ☑技術、環境

（２）（１）で選んだ分野につい

て、 御意見・御要望をお書き下さ

い。 （２００字程度）

（その１）

作物残さや雑草などの農業系一般廃棄物は、廃棄物処理法に

より適正処理の責務があり、焼却処分はやむを得ない場合を

除いて禁止されています。しかし、農林水産省からは野焼き

の禁止についての通達がほとんど出されておらず、日常的に

焼却処分が行われ、温室効果ガスが排出され温暖化の原因と

なり、大気汚染により多くの市民から健康被害の声があがっ

ています。

環境と人の健康を守るために、

・環境政策の推進

・農作業安全対策の推進

・気候変動対策

・ SDGｓ

の各分野において、「野焼きの禁止」の周知をお願いします。

（詳細別紙要望書）

＜送付先＞

〒100-8950 東京都千代田区霞が関 1-2-1 農林水産省大臣官房地方課 地方提案推進室

※ お住まいの地方の農政局等でも受付けます。添付の「地方農政局等における意見等募集窓口一覧」をご覧下さい。

＜注意事項＞

※ お送りいただいた個人情報は、農林水産省から提出内容について確認させていただく場合を除き、使用いたしません。

審議終了後は、適切に廃棄いたします。



国民の皆様からの御意見・御要望 提出用紙

（インターネット投稿済み）

氏名／法人名（必須） ****／野焼き煙害被害者の会

年代（必須） ※法人の場合は不要 ４０代

お住まいの都道府県／

本社・本店等の所在地（必須）
千葉県

職業／業種（必須） ☑その他

（１）御意見・御要望の分野 ☑技術、環境

（２）（１）で選んだ分野につい

て、 御意見・御要望をお書き下さ

い。 （２００字程度）

（その２）

＜環境政策の推進について＞

環境政策の推進は国の重要政策の一つです。

稲わら等の有機物資源の循環利用は環境政策の基本ですが、

現状では有機物資源の利用はほとんど行われておらず、安易

に焼却処分され大気汚染により多くの市民が健康被害を受け

ています。

「環境政策の推進」と「野焼きの禁止」は切り離せない問題

です。野焼きの禁止を徹底することが有機物資源の循環利用

の促進と環境保全につながります。

環境政策の推進の項目に、「野焼きの禁止」の文言を追加し

て下さるよう要望します。

（詳細別紙要望書）

＜送付先＞

〒100-8950 東京都千代田区霞が関 1-2-1 農林水産省大臣官房地方課 地方提案推進室

※ お住まいの地方の農政局等でも受付けます。添付の「地方農政局等における意見等募集窓口一覧」をご覧下さい。

＜注意事項＞

※ お送りいただいた個人情報は、農林水産省から提出内容について確認させていただく場合を除き、使用いたしません。

審議終了後は、適切に廃棄いたします。



国民の皆様からの御意見・御要望 提出用紙

（インターネット投稿済み）

氏名／法人名（必須） ****／野焼き煙害被害者の会

年代（必須） ※法人の場合は不要 ４０代

お住まいの都道府県／

本社・本店等の所在地（必須）
千葉県

職業／業種（必須） ☑その他

（１）御意見・御要望の分野 ☑技術、環境

（２）（１）で選んだ分野につい

て、 御意見・御要望をお書き下さ

い。 （２００字程度）

（その３）

＜農作業安全対策の推進について＞

毎年多くの人命が野焼きの炎に巻かれて失われています。ま

た、野焼きの延焼により多くの貴重な自然や文化財が失われ

ています。その多くが安易な廃棄物処理のための野焼きによ

るものです。野焼きはやむを得ない場合を除いて禁止されて

おり、法に則り廃棄物を適正処理していれば、そのほとんど

は防げる事故です。

農作業安全対策の推進の項目に、「野焼きの禁止」の文言を

追加して下さるよう要望します。

（詳細別紙要望書）

＜送付先＞

〒100-8950 東京都千代田区霞が関 1-2-1 農林水産省大臣官房地方課 地方提案推進室

※ お住まいの地方の農政局等でも受付けます。添付の「地方農政局等における意見等募集窓口一覧」をご覧下さい。

＜注意事項＞

※ お送りいただいた個人情報は、農林水産省から提出内容について確認させていただく場合を除き、使用いたしません。

審議終了後は、適切に廃棄いたします。



国民の皆様からの御意見・御要望 提出用紙

（インターネット投稿済み）

氏名／法人名（必須） ****／野焼き煙害被害者の会

年代（必須） ※法人の場合は不要 ４０代

お住まいの都道府県／

本社・本店等の所在地（必須）
千葉県

職業／業種（必須） ☑その他

（１）御意見・御要望の分野 ☑技術、環境

（２）（１）で選んだ分野につい

て、 御意見・御要望をお書き下さ

い。 （２００字程度）

（その４）

＜気候変動対策について＞

気候変動対策は世界中で急を要する課題であり、国の重要政

策になっています。作物残さや雑草等の有機物資源は堆肥や

敷材として土壌に還元することが求められていますが、全く

浸透しておらず、安易に焼却処分されています。焼却により、

二酸化炭素、窒素酸化物、黒色炭素等の温室効果ガスが放出

されます。野焼きの禁止を徹底することが土壌の炭素貯留、

温室効果ガスの削減につながります。気候変動対策の項目に、

「野焼きの禁止」の文言を追加して下さるよう要望します。

（詳細別紙要望書）

＜送付先＞

〒100-8950 東京都千代田区霞が関 1-2-1 農林水産省大臣官房地方課 地方提案推進室

※ お住まいの地方の農政局等でも受付けます。添付の「地方農政局等における意見等募集窓口一覧」をご覧下さい。

＜注意事項＞

※ お送りいただいた個人情報は、農林水産省から提出内容について確認させていただく場合を除き、使用いたしません。

審議終了後は、適切に廃棄いたします。



国民の皆様からの御意見・御要望 提出用紙

（インターネット投稿済み）

氏名／法人名（必須） ****／野焼き煙害被害者の会

年代（必須） ※法人の場合は不要 ４０代

お住まいの都道府県／

本社・本店等の所在地（必須）
千葉県

職業／業種（必須） ☑その他

（１）御意見・御要望の分野 ☑技術、環境

（２）（１）で選んだ分野につい

て、 御意見・御要望をお書き下さ

い。 （２００字程度）

（その５）

＜SDGｓについて＞

政府の SDGｓの取り組み

「ＳＤＧｓアクションプラン２０２０」

において、

・健康・長寿の達成

・気候変動対策

・循環型社会の構築

・持続可能な農林水産業の推進

・大気保全・化学物質規制対策

が定められています。いずれも農業の野焼きと関連のある項

目ですが、有機物資源が再利用されず安易に野焼きされ、気

候変動の原因になり、大気汚染により多くの人に健康被害が

出ています。誰一人取り残さないという基本理念に則り、SDG

ｓの項目に、「野焼きの禁止」の文言を追加し、健康被害者

を出さないよう要望します。

（詳細別紙要望書）

＜送付先＞

〒100-8950 東京都千代田区霞が関 1-2-1 農林水産省大臣官房地方課 地方提案推進室

※ お住まいの地方の農政局等でも受付けます。添付の「地方農政局等における意見等募集窓口一覧」をご覧下さい。

＜注意事項＞

※ お送りいただいた個人情報は、農林水産省から提出内容について確認させていただく場合を除き、使用いたしません。

審議終了後は、適切に廃棄いたします。



令和２年２月２８日

農林水産省大臣官房地方課

地方提案推進室御中

食料・農業・農村基本計画に「野焼きの周知徹底」を求める要望書

野焼き煙害被害者の会

（代表） ****

印西市****

090-****-****

（１）御意見・御要望の分野

☑技術、環境

（２）要望

作物残さや雑草などの農業系一般廃棄物は、廃棄物処理法第三条により適正処理の責務

があり、焼却処分はやむを得ない場合を除いて禁止されています。しかし、農林水産省か

らは野焼きの禁止についての通達がほとんど出されておらず、日常的に焼却処分が行われ、

温室効果ガスが排出され温暖化の原因となり、大気汚染により多くの市民から健康被害の

声があがっています。

農業の役割は国土を保全し、健康な体をつくることです。環境と人の健康を守るために、

・環境政策の推進

・農作業安全対策の推進

・気候変動対策

・ SDGｓ

の各項目において、「野焼きの禁止」の文言を追加し、野焼きの禁止の周知徹底をお願い

します。



１．要望の背景

稲わらや作物残さなどの一般廃棄物の焼却は、害虫の大発生等のやむを得ない場合を除いて

原則禁止されていますが、地方都市では依然として日常的に焼却処分が行われています。

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だけでなく、

発生するホルムアルデヒド等の有害物質により、喘息や化学物質過敏症等の各種アレルギー反

応を引き起こすします。

環境省からは、「環水大大発第 1803273 号」において、「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。なお、別添２に示す気象条件時は高濃度になりやすいので注意願い

ます。」と通知されています。

総務省「平成 27 年度公害苦情調査」では、大気汚染苦情受付件数（15,625 件）を主な発生

原因別にみると、「焼却（野焼き）」が 10,633 件（大気汚染苦情受付件数の 68.1%）と最も多

くなっています。大気汚染原因の７割が野焼きです。

しかし苦情を寄せられた市町村は、「農業の野焼きは認められている」といった誤った認識

を崩さず、全く指導が行われていません。原則禁止である野焼きにも関わらず、役所に通報し

ても軽く注意するだけなので、違反者は懲りずに何度も繰り返します。通報者を特定し、嫌が

らせを受けるケースも少なくありません。

市町村の適切な指導がされない理由に、農林水産省からの注意喚起が全くされていないこと

が考えられます。

農業における環境保全は国の重要政策の一つです。環境と人の健康を守るために、

・環境政策の推進

・農作業安全対策の推進

・気候変動対策

・ SDGｓ

の各項目において、「野焼きの禁止」の文言を追加し、野焼きの禁止の周知徹底をお願いしま

す。



（市町村の不適切な対応の例）

・千葉県印西市

「ゴミは燃やしていないので問題ありません。」

「ご近所で話し合ってはいかがですか。」

「軽微だから燃やして良いんです。」

「軽微かどうかは地域の習慣です。」

・兵庫県三田市

「個人の問題だから裁判でも何でもやって解決して下さい。」

「窓を閉めてマスクをして我慢してください。」

「煙や臭いの感じ方には個人差があるので一市民の苦情では動けません。」

「苦情は農業への営業妨害です。」

・香川県丸亀市

「野焼きごときで電話してくるな。」

「嫌なら引っ越せ。」

「窓閉めればいいじゃないか。」

「あれぐらいは我慢しろ。」

「野焼きぐらいで出動はしないから、今回も行かないから。」

・三重県松阪市

「野焼きは松阪市の地域柄の文化だ。」

「煙で病気になったというはっきりとした証拠がないと注意以外は動けない。」



２． 環境政策の推進の詳細

環境保全型農業の推進は国の重要政策の一つです。

平成２７年の『食料・農業・農村基本計画』において、50 ページに「③ 農業の自然循環機能

の維持増進とコミュニケーション」として、「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。」と書か

れています。

その他、『環境と調和の取れた農業生産活動規範について(平成 17 年 3 月策定)』において、

「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。」と書かれており、また、『農業環境規範』においても、「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。」と書か

れています。

しかし、現状では有機物資源の利用はほとんど行われておらず、安易に焼却処分され大気汚

染により多くの市民が健康被害を受けています。

「環境政策の推進」と「野焼きの禁止」は切り離せない問題です。野焼きの禁止を徹底する

ことが有機物資源の循環利用の促進と環境保全につながります。

環境政策の推進の項目に、「野焼きの禁止」の文言を追加して下さるよう要望します。

（要望案１）

家畜排せつ物や稲わら等の資源の循環利用、野焼きの禁止（利用できない作物残さ等の適

正処理）、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。

（要望案２）

野焼きは PM2.5 質量濃度の上昇に、直接的に影響を与える場合があり、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律により原則禁止されている。作物残さ等の有機物は利用や適正な処理

に努める。



３．農作業安全対策の推進の詳細

毎年多くの人命が野焼きの炎に巻かれて失われています。また、野焼きの延焼により多くの

貴重な自然や文化財が失われています。その原因の多くが安易な廃棄物処理のための野焼きに

よるものです。

（参考）

・野焼きが原因の年間林野火災件数 平均 1,365 件（平成 24 年～28 年）

たき火が原因とされるもの 平均 389 件（28.5％）

火入れが原因とされるもの 平均 221 件（16.2％）

野焼きが原因 合計 610 件（44.7％）

（林野庁調査）http://www.rinya.maff.go.jp/j/hogo/yamakaji/index.html

・野焼きが原因の年間死亡事故件数 5 年間 88 人（平成 24 年～28 年）

年平均 17.6 人

（農水省調査～日本農業新聞より）https://www.agrinews.co.jp/p43596.html

野焼きはやむを得ない場合を除いて禁止されており、法に則り廃棄物を適正処理していれば、

そのほとんどは防げる事故です。

農作業安全対策の推進の項目に、「野焼きの禁止」の文言を追加して下さるよう要望します。

（要望案）

野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されている。作物残さや

刈り取った雑草は堆肥等に有効活用し、利用できないものは適切に処理し、不適切な焼却

処分を行わないことで野焼きによる事故を防ぐ。



４．気候変動対策の詳細

気候変動対策は世界中で急を要する課題であり、国の重要政策になっています。

平成２７年の『食料・農業・農村基本計画』において、50 ページに「① 気候変動に対する緩

和・適応策の推進」として、「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。」

と書かれています。

作物残さや雑草等の有機物資源は堆肥や敷材として土壌に還元することが求められています

が、全く浸透しておらず、安易に焼却処分されています。

焼却により、二酸化炭素、窒素酸化物、黒色炭素等の温室効果ガスが放出されます。アマゾ

ンやオーストラリアでは森林火災が大問題となりました。森林が焼けることで大量の二酸化炭

素や黒色炭素が発生し、地球温暖化に拍車をかけています。

＜報道資料より引用＞

「黒色炭素は火災が生み出す最も強力な光吸収物質で、最も重要な気候温暖化物質のひと

つとみなされています」と、ドイツのマックス・プランク化学研究所研究員のヤーファン・

チェンは、2018 年 11 月に『WIRED』UK 版に語っている。

これらの粒子は大気の上層部まで浮上して、そこでさらに大きな温暖化効果をもたらすこ

ともある。そしてそこに何カ月もとどまるのだ。

（引用：https://wired.jp/2020/01/17/australia-wildfire-climate-change/）

世界各国の１万１０００人を超す科学者が５日、気候変動に対する本格的な対策を求める

声明を発表し、もし人類が今のままのやり方を変えなければ、「計り知れない苦しみ」を

生じさせると予想した。

（引用：CNN)

コペンハーゲン大学の生物海洋学教授リチャードソン氏は、現時点で少なくとも 9つの臨

界点を超えつつあることを裏付ける証拠があることから、すでにいくつかは手遅れだと言

う。ここから連鎖的に変化が起きて地球全体が不可逆的に変化し、人類の文明に甚大な被

害を及ぼすリスクがあることから、同氏は気候の緊急事態宣言を出すべきだと考えている。

（引用：ナショナル ジオグラフィック）

地球は本当に危機的な状況で、できる対策はどんなささいなことでも取り組まなくてはなり



ません。「有機物資源の循環利用」と「野焼きの禁止」と「気候変動対策」は分けて考える事

は出来ません。野焼きの禁止を徹底することが有機物資源の循環利用の促進、土壌の炭素貯留、

温室効果ガスの削減につながります。

気候変動対策の項目に、「野焼きの禁止」の文言を追加して下さるよう要望します。

（要望案）

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、野焼きの禁止、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。



５．SDGｓの詳細

政府の SDGｓの取り組み

「ＳＤＧｓアクションプラン２０２０」

において、

・健康・長寿の達成

・気候変動対策

・循環型社会の構築

・持続可能な農林水産業の推進

・大気保全・化学物質規制対策

が定められています。

いずれも農業の野焼きと関連のある項目ですが、有機物資源が再利用されず安易に野焼きさ

れ、気候変動の原因になり、大気汚染により多くの人に健康被害が出ています。

誰一人取り残さないという基本理念に則り、SDGｓの項目に、「野焼きの禁止」の文言を追加

し、健康被害者を誰一人出さないよう要望します。

（要望案）

＜健康・長寿の達成＞

野焼きの禁止を徹底し、大気汚染染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。

＜気候変動対策＞

野焼きによる温室効果ガスの発生を防ぎ、有機物資源の土壌貯留を行う。

＜循環型社会の構築＞ 及び

＜持続可能な農林水産業の推進＞

作物残さや雑草等の有機物資源の循環利用を促進する。

＜大気保全・化学物質規制対策＞

野焼きの禁止を徹底し、PM2.5 やホルムアルデヒドの発生を防ぐ。


