
SDGｓと野焼き削減の取り組みについて

2021/12/19 野焼きと健康を考える会

野焼きによる大気汚染は深刻な健康被害の原因になります。喘息などの呼吸器疾患のほ

か、脳卒中、心臓病、糖尿病、乳幼児突然死症候群、発達障害なども大気汚染によって引

き起こされます。毎年世界では 700 万人が（WHO2018）、日本では毎年 6万人以上が命を失

っています（Cohen2017)。

農業の野焼きは肥料となり害虫駆除になると言われてきましたが、作物残さや雑草等の

有機物は焼かずに堆肥として土に還元した方が土が肥え病害虫に強い作物が育ち、さらに

は温暖化対策にもなることがわかっています。

稲わらの野焼きは年々減少し、9割以上は適正に処理されていますが、わずか数％の農家

は適正処理を怠り、もしくは知識不足により野焼きが必要と信じて野焼きが行われていま

す。野焼きは公益上やむを得ない場合は罰則の例外ですが、多くはやむを得ず行われてい

る実態にありません。そして多くの人がその煙害で苦しんでいます。

さらに悪い事に、多くの市町村では「農業に野焼きが必要である」と誤った認識を持ち、

適切な指導が行われていません。

総務省統計によると、野焼きの年間苦情件数（令和元年度）は 12000 件を超え、野焼き

と健康を考える会の活動にも 1000 人を越える賛同が集まっています。

2015 年 9 月、国連により持続可能な開発目標（SDGｓ）が採択されました。SDGｓとは人

権や環境に関する誰一人取り残さないための行動指針であり、野焼きに関係する項目では、

健康の増進、廃棄物の適正処理、持続可能な農業、温暖化対策、法律の支配などが掲げら

れています。SDGｓは、地球上のすべての人が対象であり、市民、地方公共団体、日本政府

すべてがこれに取り組む必要があります。

野焼きに関連する SDGｓに掲げられた項目は、特別新しいことではなく、現行の法律、省

庁の通達、学術論文などで周知されているものです。

以下に、それらを列挙しました。これらを確実に実施すれば野焼きによる被害は無くな

るはずです。

地方公共団体が不適切な廃棄物処理を放置すること、並びに国が地方公共団体の不適切

な対応に何ら技術的指導を行わないことは違法とされる余地があります。

SDGｓと法律の趣旨に則り、官民一体となって野焼き削減に取り組むことを望みます。

この資料を野焼き削減にお役立てください。

https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30505-6/fulltext
https://www.soumu.go.jp/main_content/000724491.pdf


(注)引用文は一部編集あり

１． 総論

（2015 年 9 月 25 日第 70 回国連総会）

 すべての国及びすべてのステークホルダーは、協同的なパートナーシップの下、この

計画を実行する。

 地球が現在及び将来の世代の需要を支えることができるように、持続可能な生産並び

に気候変動に関する緊急の行動をとる。

 この計画の実行にあたり、誰も取り残されないことを誓う。

 この計画はすべての国に適用されるものである。

（首相官邸：SDGs アクションプラン 2021）

 2030 年までを SDGs 達成に向けた取組を拡大・加速するための「行動の 10 年」と定め

る。

 コロナ禍に打ち勝つだけでなく、「よりよい復興」に向けて取り組む必要がある。

 人間の安全保障の理念に立脚し、「誰の健康も取り残さない」という考えの下、ユニ

バーサル・ヘルス・カバレッジを推進することが重要である。

 2050 年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする、「カーボンニュートラル」の実現

を目指す。

 積極的に温暖化対策を行うことが、産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな成

長につながるという発想の転換が必要である。

 SDGs が達成された経済と環境の好循環のあるポスト・コロナの時代を実現するには、

社会全体の行動変容が必要であり、あらゆる関係者が一体となって取り組んでいく必

要がある。

 「誰一人取り残さない」との考え方の下、SDGs を重要な指針として臨むことが大切で

ある。

 日本は新たな時代を見据え、未来を先取りする社会変革に取り組まねばならない。

２． 目標２（持続可能な農業を促進）

（目標 2.5）気候変動に対する適応能力を向上させ、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、強靭な農業を実践する。

（農林水産省：環境と調和の取れた農業生産活動規範について）

 農業は環境との調和なしには生産活動自体が長期的に継続できない。

 土づくりにおけるたい肥等の有機物の利用は、循環型社会の形成に資する観点からも

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/000101402.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/dai9/actionplan2021.pdf
https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/g_kaigi/210805/pdf/data5.pdf


重要である。

 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。

（農林水産省：農業環境規範）

 農業生産に対する理解と支持を得ていくためには、環境に配慮した取組が欠かせない。

 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、

廃棄物の適正な処理・利用を図る。

（青森県：「わら焼き」が水稲収量及び地力に及ぼす影響）

 焼きわらの施用では、地力の維持・増強を望むことができず、今後も連用を続けてい

くことで、土壌の全窒素量および全炭素量の減少から、収量低下が予想される。

（新潟県：岩船農業振興協議会）

 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。

 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。

（香川県：農業経営課）

 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
源であり、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る。

（福岡県：営農情報）

 わらすき込みの効果

① 稲・麦わらすき込みにより、腐植の低下を緩和し、地力維持できる。

② 土壌が軟らかくなるため、根の伸長を促し、耕うん作業が容易になる。

③ 土壌の養分保持力が高まり、肥料の削減が期待できる。

 麦わらを焼却すると、水田雑草の発生本数が増加します！

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_kihan/pdf/kihan_pumph.pdf
http://www.naro.affrc.go.jp/org/tarc/to-noken/DB/DATA/068/068-033.pdf?fbclid=IwAR2kPOeMzZ48LO5AIPptfqgF5uxP6pOXoexXhhyDg8O5pypddTuPeKJiEk0
https://www.ja-niigataiwafune.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/09/15973f65e5d7f558675059c1d53f276d.pdf?fbclid=IwAR34T1v1WIyy8Qu0i7tFHKnuydd0_a1CfMiT72-KStzeRhTb6QcfPAjI4vU#search='%E3%82%82%E3%81%BF%E6%AE%BB%E3%81%99%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF
https://www.kw-ja.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/08/250e5f9ca0100ec83a364ed582a10baf1.pdf
https://zennoh-fukuren.jp/files/uploads/H30%E5%96%B6%E8%BE%B2%E6%83%85%E5%A0%B1%EF%BC%8D2%EF%BC%88%E5%9C%9F%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%89.pdf


３． 目標３（健康な生活の確保）

（目標 3.9）有害化学物質、並びに大気の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させ

る。

（国連環境計画：Toxic blaze-the true cost of crop burning）

 私たちが呼吸する空気の質を向上させることは、私たちの健康と幸福にとって絶対に

必要である。

 大気質に真剣に取り組んでいない限り、持続可能な開発のための 2030 アジェンダにつ

いて話すことはできない。

（アレルギー学会：稲作地域における環境因子と気管支喘息）

 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

ある。

（新潟医学会：稲わら焼きと気管支喘息）

 稲わら焼きの影響については、稲わら焼きの影響があると考えられる日は、影響はな

いと考えられる日と比較して喘息患児数が増加している。

（国立環境研究所：未規制燃焼由来粒子状物質の動態解明と毒性評価）

 小麦・大麦、籾殻燃焼から生成される PM では細胞死亡率や酸化ストレス応答遺伝子

（HO-1）誘導が大きくなった。このことから、野焼きで発生する PM は毒性を示すと考

えられる。

 野焼き由来の PM、あるいは、麦類や籾殻燃焼由来の PM は酸化ストレス誘導が大きいた

め、注意は必要である。

（Doctors and Scientists Against Wood Smoke Pollution）

 チリのサンティアゴ(ほとんどの微粒子が交通によるもの)とチリのテムコ(大半が木

材燃焼によるもの)との間の大気汚染と死亡率を比較した研究では、テムコの住民は、

2つの都市の粒子レベルが同等であった場合でも、サンティアゴよりも心臓と呼吸器の

原因による死亡リスクが高いという証拠を発見した。

 テムコは、有毒な多環芳香族炭化水素(PAHs)および他の空気中毒素のはるかに高いレ

ベルを有していた。

 木材を燃やすテムコでは粒子の大きさが小さかった。より細かい粒子は、血流に入り、

心臓血管系や他の器官に入り込み、PAHs や他の空中毒素の影響を受ける可能性がある

呼吸器系に深く浸透する。

https://www.unep.org/news-and-stories/story/toxic-blaze-true-cost-crop-burning
https://www.jstage.jst.go.jp/article/arerugi/53/2-3/53_KJ00002640564/_pdf/-char/ja
http://blog.livedoor.jp/str10/%E7%A8%B2%E3%82%8F%E3%82%89%E7%84%BC%E3%81%8D%E3%81%A8%E6%B0%97%E7%AE%A1%E6%94%AF%E5%96%98%E6%81%AF.pdf?fbclid=IwAR2QCGOk-nx_uzion6O2xlz9cCDSIE3S2TLRoeA7X6--9zAvsX5ftTb90FA
https://www.nies.go.jp/kanko/tokubetu/pdf/sr-133.pdf
https://woodsmokepollution.org/index.html


 PAH 含有量は、車両の排気に比べて木材煙が「はるかに高い」ものであり、交通排気と

比較して木材煙の「より高い変異原性および発癌性の可能性」が存在する。

 木の煙の中にある PAH ベンゾ(a)ピレンは、米国とカナダの二国間毒性戦略の下で 12

の「レベル 1化合物」の 1つとしてリストされている。

 ベンゾ(a)ピレンレベルは、汚染の主な原因が車両ではなく住宅用木材燃焼である「周

辺地域」で最も高い。

 1 キログラムの木材を燃やすのと同じくらいベンゾ(a)ピレンを放出するには、27,333

本のタバコを点灯する必要がある。

 子宮内のベンゾ(a)ピレンへの暴露は、その抗エストロゲン作用のために胎児の成長を

妨げる可能性があり、発達中の内分泌系を混乱させる可能性がある。

 日光にさらされた PAH は、皮膚の老化および皮膚癌を促進する可能性がある。

 ブラックカーボンは細菌中の抗生物質耐性を増加させ、呼吸器系における感染症の広

がりを促進する。

（ユニセフ報告書：子どもの脳の発達に及ぼす影響）

 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。

（在シンガポール日本大使館：Haze（ヘイズ）中に含まれる PM2.5 の対策について）

 PM2.5 の短期暴露によって

・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、呼吸器疾患が持病の人の症状の悪化

などの症状がすぐにあらわれる。

 PM2.5 の長期慢性暴露によって

・循環器疾患、呼吸器疾患の発症や悪化

・肺がん発症リスクの増加

などの症状があらわれる。

（ハーバード大学：米国における大気汚染と COVID-19 死亡率）

 PM2.5 の密度がたった｢1 立方メートルあたり 1マイクログラム｣高くなっただけで、

COVID-19 による死亡率が 8％上昇する。

https://www.unicef.or.jp/news/2017/0264.html
https://www.sg.emb-japan.go.jp/health_haze_4jul2013(PM2-5)_j.pdf
https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm


４． 目標９（持続可能な産業化の促進）

（目標 9.4）資源利用効率の向上により、持続可能性を向上させる。

（循環型社会形成推進基本法第十一条）

 事業者は、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、自ら適正に循環

的な利用を行い、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。

 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、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。

（バイオマス活用推進基本法第十六条）

 事業者は、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。

（農林水産省：バイオマスの活用の推進）

 バイオマスを活用していくことは、地球温暖化の防止、循環型社会の形成といった我

が国の抱える課題の解決に寄与するものであり、その活用の推進を加速化することが

強く求められている。

５． 目標 11（住み続けられるまちづくりを）

目標 12（つくる責任）

（目標 11.6）大気の質及び廃棄物の管理に特別な注意を払い、都市の一人当たりの環境上

の悪影響を軽減する。

（目標 12.4）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。

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）

 国民は、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。

 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。

 市町村は、その区域内における一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努

めなければならない。

 国は、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

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/biomass/#riyouritsu


ともに、市町村及び都道府県に対し、そ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。

（環境基本法）

 国民は、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。

 事業者は、廃棄物等の処理その他の公害を防止するために必要な措置を講ずる責務を

有する。

（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）

 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。

（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）

 市町村は、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する。

 市町村は、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

ならない。

（環境省：大気汚染防止推進月間）

 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。

（「日本 GAP 規範」に基づく農場評価制度評価規準 Ver 1.2.）

 農場で発生した廃棄物をみだりに焼却したり埋めたりせず、地域の回収・処分制度を

利用したり、専門の業者に委託したりして適切に処分する。

 土壌に還元される生分解性資材を利用したり、糞尿や残さ等を堆肥やバイオマス燃料

に再生利用するなど、農場で発生する廃棄物の量を出来るだけ少なくする努力をする。

http://www.env.go.jp/press/files/jp/28981.pdf
https://www.env.go.jp/recycle/waste/gl_dwdbp/no200619.pdf
http://www.env.go.jp/air/osen/gekkan/#PAGETOP
https://www.fagap.or.jp/assessment/image/hyoukakijun-1.pdf


６． 目標 13（気候変動に具体的な対策を）

（目標 13.2）気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。

（目標 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制度機能を改善する。

（農林水産省：農業分野における気候変動・地球温暖化対策について）

 農地・草地土壌は、森林等とともに炭素吸収源のひとつとして国際的に認められてお

り、温室効果ガスの排出量の削減に貢献。

 土壌診断に基づく堆肥等による土づくりと緑肥の導入もあわせて推進していくことに

より、農地・草地土壌による炭素貯留が確保される。

 作物残さの農地への還元

（農林水産省：平成 23 年度 食料・農業・農村白書）

 農地土壌に、たい肥や稲わら等の有機物を投入すると、それに含まれる炭素の一部は

分解されにくい腐植物質になり、土壌中に蓄積され大気中の CO₂ の削減になる。

（農林水産省：地球温暖化対策計画）

 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。

７． 目標 16（平和と公平を全ての人に）

（目標 16.3） 国家レベルでの法の支配を促進する。

（日本国憲法第 25 条（生存権））

 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

（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）

 廃棄物を適正に処理し、公害の防止を図ることは、生活環境の保全と国民の健康の保

護にとって欠くべからざるものであり、廃棄物処理法の運用にあたってはその施行に

万全を期すこと。

 廃掃法は、公害対策基本法その他の公害関係諸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。

（衛環 78 号：廃棄物の処理及び清掃に関する法律（略）の一部を改正する法律の施行について）

 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

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/attach/pdf/index-105.pdf
https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h23/pdf/z_1_3_7.pdf
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/climate/taisaku/attach/pdf/top-17.pdf
http://www.env.go.jp/hourei/11/000515.html
http://www.env.go.jp/hourei/11/000398.html


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。

（環廃対発第 1410081 号：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）

 市町村は一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに処理基準に従って処理

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。

（環循規発第 18033028 号：行政処分の指針について）

 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。

 命令違反に対しては捜査機関とも協議の上、直ちに告発を行う等厳正に対処すべきで

あり、命令が履行されないにもかかわらず、告発を行わないばかりか、催告等もせず

に漫然と放置するようなことは決して許されるものでないこと。

 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。

 合理的な根拠がなく権限の行使を怠っている場合には、違法とされる余地があること。

 刑事訴訟法第 239 条第２項において、官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯

罪があると思料するときは、告発をしなければならない旨規定されている趣旨を踏ま

え、違反行為については積極的に告発を行われたいこと。

（税大ジャーナル 21 2013. 6 租税法条文の読み方：国士舘大学法学部教授 酒井克彦）

 法律の趣旨というのは、歴史とともに変わり得るという考え方が優位にたっている。

 法の適用に当たって、「文理解釈」のみでは、社会における正義と公平の実現を図る

という法の目的とするところを達成できない場合には、「文理解釈」以外の様々な方

法によってこれを補わなければならない。

 趣旨に反する「文理解釈」は、やはり許されない。

 条文には趣旨がありますので、あまりにも「文理解釈」だけに寄り添った解釈論では

なく、これに趣旨を重ね合わせることが必要。

（補足）

文理解釈とは、言葉の意味だけに囚われた解釈のこと。

https://www.env.go.jp/hourei/add/k047.pdf
https://www.env.go.jp/hourei/add/k068.pdf
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/backnumber/journal/21/pdf/02.pdf


例えば、「やむを得ない場合」や「軽微な焚き火」は焼却禁止の例外だが、言葉通りに解釈すればい

くらでも燃やす理由が出来てしまう。

「適正処理が面倒だからやむを得ず燃やして良い」

「適正処理の費用を浮かすためやむを得ず燃やして良い」

「庭掃除で出た枯れ枝は軽微な焚き火だから燃やして良い」

「農作業で出た作物残さは軽微な焚き火だから燃やして良い」

（環循適発第 1709151 号：環境省から兵庫県警察へ出された回答）

 稲わら等の焼却はやむを得ない焼却の例示であり、例外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、法目的に照らして判断する。

（警察庁：あおり運転等の悪質・危険な運転に対する厳正な対処について）

 悪質・危険な運転が関係する事案を認知した場合には、あらゆる法令を駆使して、厳

正な捜査の徹底を期すこと。

（補足）

これは悪質な運転に対する通達であるが、すべての悪質な行為にはあらゆる法律を駆使して厳正に対

処するのが公務員の務めである。

（三条市ホームページ）

 「農業を営む上でやむを得ない場合」とは焼却する以外に有効な手段が無い場合であ

り、病害虫の大発生時などにおいて、農薬散布等より焼却を行う方が公益上で有効と

判断される場合などが該当します。もみ殻燻炭焼きは、煙で生活環境に支障を来す場

合は違法となります。

（黒部市ホームページ）

 家庭から出る剪定枝などについては市町村等に引き渡して処理を行うことが一般的で

あり、これらの野焼きについては日常生活を営む上でやむを得ず行われるものには当

たらないことから、原則禁止されています。

（小谷部市議会 2020 年 12 月）

 畦草は廃棄物として位置づけられるため、どうしてもやむを得ない事情がある場合を

除いては野焼きの例外規定に該当しない。

（船橋市平成２１年第４回定例会）

 廃掃法焼却禁止の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、

梨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。

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/aoriunntenntuutatsu.pdf
https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/somubu/seisakusuishin/kohokocho/tayori/tayori30/tayori30_kankyo/tayori30_98.html
https://www.city.kurobe.toyama.jp/attach/EDIT/025/025238.pdf
http://ja9abj.web.fc2.com/2020web/20201227font.pdf
http://funabashi.gijiroku.com/voices/g08v_viewh.asp?Sflg=11&FYY=2009&TYY=2009


（京都府綾部警察署協議会（令和元年度第３回））

 民家の庭の木々を剪定して出た草木を焼却処分することは、農業には当たらないので

違法である。

 その焼却した量目や、焼却に至った背景などあらゆる事情を考慮して事件として処理

するのか、それとも指導警告とするのかなどの判断をすることになる。

（地方公務員法）

 第十三条 全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、

社会的身分によつて、差別されてはならない。

 第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職

務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

（全国の野焼き検挙事例）

 畑で紙等 6.0kg を不法焼却、罰金１０万円（浜松市）

 空き地で木材 3kg を不法焼却、罰金２０万円（浜松市）

 畑で竹等約 16 ㎏を不法焼却、罰金２０万円（二本松市）

 畑で木箱など 50 ㎏を不法焼却、罰金４０万円（矢掛町）

 田んぼで木の枝 32.5 ㎏を不法焼却、書類送検（さくら市）

 空き地で木の枝 500 ㎏を不法焼却、罰金５０万円（下関市）

 畑で柿の木 158 ㎏を不法焼却、罰金 40 万円（射水市）

以上

https://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/koho_k/kyogikai/documents/01_3ayabe.pdf

