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教えて！
どうして野焼きはいけないの？
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１．どうして野焼きはいけないの︖

のどかな田舎の景色だね。たき火だたき火だ落葉焚き～♪

でもね、野焼きの煙が辺り一面に広がって臭くて仕方ないよ。煙の奥に住んでいる

人は喘息の病気で咳が止まらなくて困っているよ。野焼きは原則禁止されているのに。

どうして野焼きはいけないの？

野焼きの煙には有害な物質が含まれていて、喘息や化学物質過敏症などの病気の原

因になるんだ。ニオイが付くから洗濯もできなくなる。そのため廃棄物処理法で「農業の

ためにやむを得ない場合」と「たき火などの軽微なもの」を除いて禁止されているんだよ。
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【メモ】

稲作地域における環境因子と気管支喘息―穀物粉塵と野焼きを中心に―

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）

「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．」

第 16 回日本アレルギー学会春季臨床大会より

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

秋⽥県は条例で稲わら焼きが禁⽌されているよ

農家は燃やしても良いの？

なんでも燃やして良いと思っている人も多いけど、それは間違っているよ。環境と

健康を守るために原則禁止なのはどの職業も同じだよ。だけど、害虫が大発生した時など、

他の方法が無い場合だけ燃やしても良い事になっているんだ。だから法律に「やむを得な

い場合」と書かれているんだよ。

農家は毎日たくさんの廃棄物が出るから処分が大変だね。

そうだね。でも、たくさんの廃棄物が出るのはどの職業も同じ。廃棄物の適正処理

は事業者の義務なので、みんな守らなければいけないよ。農家だけが自由に燃やして良い

なんて不公平だと思わないかい？農林水産省の方針でも、「作物残さなどの有機物はでき

るだけ再利用すること」と決められているんだよ。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/arerugi/53/2-3/53_KJ00002640564/_pdf/-char/ja
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再利用って？

作物残さや雑草は微生物が分解すると土の栄養になるんだ。そのため堆肥にしたり、

土にすき込んだりして循環利用するんだよ。そうすると土が豊かになって病気に強くて美

味しい作物が出来るんだよ。

良い事ばかりだね。みんなそうすれば良いのに。

頑張って土づくりに励んでいる農家さんはたくさんいるよ。でも残念な事だけど、

その手間暇が面倒で手っ取り早く燃やしてしまう人も多いんだ。土づくりが面倒だったら

軽トラックに積んで処分場に持って行けば燃やすより楽だと思うんだけどね。敷地内に捨

て場所を作って穴に埋めたり積んで置くだけの人もいるよ。

【メモ】

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(平成 17 年 3 月策定)」

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

我が国農業が将来にわたってその役割を果たし、また、社会全体の持続的な発展に

貢献していくためには、我が国農業生産全体において、環境との調和のための基本

的な取組が着実に実行されていくことが最も大切である。

＜例＞

・土づくりの励行

たい肥等の有機物の施用などによる土づくりを励行する。

・廃棄物の適正な処理・利用

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。

http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/g_kaigi/210805/pdf/data5.pdf
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新潟県ホームページより

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

山形県農林水産部資料より

http://agrin.jp/ufile/7/35/21675/image1_file0114032820012117220.pdf

【農作物残さなどの適正処理等の推進】

（１）剪定枝や稲わら等の農作物残さなどのうち循環利用が可能なものは

資源として適正に利用を進める。

（２）資源として利用できない農作物残さなどは一般廃棄物に該当する。廃

棄物の焼却は原則禁止されており、市町村等の焼却処分場等で処理する。

（３）「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」については、焼却禁止の例外とされているが、「やむ

を得ないものとして焼却できるか」の判断については、農家等が自己

判断せず、農作物残さなどが発生した市町村の廃棄物担当課に確認す

ること。

また、焼却を行う場合は、最寄の消防本部に事前に届け出る必要がある。

http://www.pref.niigata.lg.jp/nosanengei/1343685653296.html
http://agrin.jp/ufile/7/35/21675/image1_file0114032820012117220.pdf
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でも、たき火などの軽微なものなら燃やしても良いんでしょ？

「たき火だから燃やして良い」といって自由に燃やしていたら原則禁止の意味がな

いよね。そもそも、「たき火」といえばキャンプファイヤーや暖を取る為に火を起す事で

しょ。各々が勝手に廃棄物を焼却処分して、「たき火だから良いんです」では原則禁止の

意味がないよ。なぜ原則禁止になっているかというと、廃棄物の適正処理により生活環境

を守るためなんだ。どんな廃棄物も燃やさず処分することが大前提だよ。雑草や落葉など

のゴミは「一般廃棄物」に分類されるので市町村が適正処分の責任を負わなくてはいけな

いよ。

たき⽕のルールを守ろうね︕

市町村が適正処分の責任を負うって？

市町村の責任については、廃棄物処理法の施行にあたって環境省からいくつもの通

達が出されているんだ。その中で、「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。」など、環境を守るための市町村の責任が数多く書かれているんだよ。
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【メモ】

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。

（地方公共団体の役割）

市町村は、その区域内における一般廃棄物の排出状況を適切に把握した上で、その排出

抑制に関し、適切に普及啓発や情報提供、環境教育等を行うことにより住民の自主的な

取組を促進するとともに、分別収集の推進及び一般廃棄物の再生利用により、一般廃棄

物の適正な循環的利用に努めるものとし、その上で、処分しなければならない一般廃棄

物について、適正な中間処理及び最終処分を確保するものとする。

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。

・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。

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（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

http://www.env.go.jp/press/files/jp/28981.pdf
https://www.env.go.jp/recycle/waste/gl_dwdbp/no200619.pdf
https://www.env.go.jp/hourei/add/k047.pdf
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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。

なるほど、よくわかったよ。野焼きは生活環境を守るために、やむを得ない場合と

キャンプファイヤーなどを除いて原則禁止。循環利用できるものは利用する。できないも

のは市町村が適正処分の責任を負う。ということなんだね。あれ？でもこんなに厳しく規

制されているのに、どうして野焼きで困っている人がたくさんいるの？

そこが一番の悩みの種なんだよ。嘆かわしい事に、市町村の環境責任者は法律の事

を良く分かっていないんだ。環境省からの通達もよく読んでいない。焼却禁止の例外だけ

を知ったかぶりして、「農業は燃やして良い・落葉雑草庭木はたき火だから燃やして良い」

と言っているんだ。地域住民にも周知されていないから、「後から来たくせに文句を言う

な！昔からやっていたんだ！郷に入っては郷に従え！」と言って、野焼き被害者の事を悪

者扱いする人もいるんだよ。多くの野焼き被害者は地域住民からも疎まれ、市町村にも相

手にされず、泣き寝入りしているんだ。

https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf
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【市町村の対応の一例】

青森県弘前市

「本人が野焼きで他の人に迷惑をかけている意識がないと解決できません」

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。」

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」

兵庫県三木市

「農家の野焼きは問題ない、軽微な野焼きは線引きがむずかしい。」

香川県丸亀市消防署

「野焼きごときで電話してくるな」

丸亀警察署

「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」

三重県松阪警察署

「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。」
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【野焼きに関するデータ】

・野焼きの年間苦情件数 13,397 件（公害苦情の 18.5％）

（平成 27 年度総務省調査） http://www.soumu.go.jp/main_content/000478504.pdf

・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 平均 17.6 人（平成 24 年～28 年）

5 年間 88 人

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

指導するはずの役人がそんなこと言うなんて、ひどすぎるよ！ 野焼きがたくさん

行われているから火事や痛ましい死亡事故も起きているというのに・・・。

それを見かねた兵庫県三田市の警察官は環境省に問い合せてくれたんだ。「他の方

法がある野焼きは罰則で取り締まれないか」とね。環境省は平成 29 年 9月 15 日、「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。」と回答してくれたよ。これは大変

http://www.soumu.go.jp/main_content/000478504.pdf
http://www.rinya.maff.go.jp/j/hogo/yamakaji/index.html
https://www.agrinews.co.jp/p43596.html
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な進歩だと思うよ。法目的とは「廃棄物の適正処分と生活環境の保全」だから、廃棄物を

正当な理由もなく焼却して周囲に迷惑を掛ければ取り締まれるんだよ。

それはすごい！パチパチ

でも問題があるんだ。市町村が一方的に「やむを得ない」と判断したらどうするこ

ともできなくなってしまう。これは僕の推測だけど、市町村は今までの方針を変えて混乱

が起きることを恐れているんじゃないかな。今まで燃やして良いと言ってきたのに、急に

「罰則だよ」と言えば自分の立場も危うくなるからね。市役所の人間はなかなか自分の過

ちを認めたがらないんだ。

そうなんだ・・・どうしようもないのかな？

法が正しく運用されていないのは環境省にも責任があると思うんだ。法の解釈があ

いまいすぎるから混乱が起きている。解釈を法の目的に照らし合わせればもっと的確な指

導ができるはずだよ。次のページを見て。
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【環境省への要望】

１．やむを得ないものの例示としての「稲わら焼き」を原則禁止と改める。

（理由）稲わら焼きはほとんどの自治体で「燃やさずにすき込みましょう」

と言っている。燃やしても無機肥料になるだけで土づくりに効果が無く、す

き込みや堆肥化して土に還元した方が生産性に効果的と科学的に証明され

ている。稲わら焼きを「やむを得ない」とする理由は存在しない。

２．「やむを得ないもの」とは「他に方法がないもの」として、①病害虫の

大発生などで農薬散布など他の方法よりも公益上有効な場合、②急傾斜等の

理由により車両による廃棄物の搬出が困難かつ周囲に民家が無い場合、③伝

統的焼畑農業などに限定し、すき込み・堆肥化・粉砕処理・収集利用など焼

却によらない処理方法がある場合はこれに含まれないものとする。

（理由）法の目的～廃棄物の適正処理と生活環境の保全～を鑑みれば、面倒

くさい・経費が掛かる・昔からやっていた等の個人的理由による安易な野焼

きは規制するべきである。

３．「たき火などの軽微なもの」とは煮炊きやキャンプファイヤー等の木く

ずの焼却であり、たき火と称して庭の雑草、剪定枝、落葉その他廃棄物は原

則焼却してはならない。

（理由）法の目的～廃棄物の適正処理と生活環境の保全～を鑑みれば、単な

る廃棄物処理としての雑草、剪定枝、落葉等の野焼きは規制するべきである。
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なるほど、これならほとんどの野焼きが規制できるね。

そうだね。この通りに規制すれば、それ以外の安易な野焼きは罰則をもって対応し

ないといけないよね。

環境大臣、環境省のお役人さん、政治家の皆さん、僕たちが安心して暮らせ

る環境を守るため、野焼き原則禁止の周知をよろしくお願いします！

平成 17年度⼤気汚染防⽌推進⽉間ポスターコンクール環境⼤⾂賞受賞作品
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２．野焼きがいけない５つの理由

１．廃棄物処理法（廃掃法）により原則禁止

廃掃法では、廃棄物の適正処理による生活環境の保全を目的に、処理基準に満たない廃

棄物の焼却は原則禁止されています。

焼却禁止の例外として、

・農業者が行う稲わら等の焼却

・たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却

が考えられるとしていますが、これらはやむを得ない焼却の例示であり、例外かどうかは、

個々の事情を法目的に照らして判断することが重要です。

法目的とは、「廃棄物の適正処理による生活環境の保全」であるので、農作物残さや庭

の雑草等をやむを得ない理由もなく燃やせば罰則の対象になる可能性があります。

そのため、多くの自治体では、

と、厳しい指導が行われています。

その一方で、法で定める例外だけに着目し、「農作物残さは燃やして良い」「たき火 OK

だから雑草・落葉は燃やして良い」と誤った解釈をしている市町村も多いですが、国の法

律を市町村が勝手に解釈してはいけません。

焼却禁止の例外とは、廃棄物処理を目的としない「害虫駆除」や「キャンプファイヤー」

などに適用すべきであり、個々の事情を市町村担当者は法目的（適正処理と生活環境保全）

に照らして判断しなければなりません。

・「やむを得ない」とは害虫駆除や最低限度の肥料採り等のことで、すべての野焼きが

除外されるものではありません。

・法律に決められた基準を満たしている焼却施設を使わずに、ゴミなどを燃やす行為は

すべて「野焼き」です。庭木の枝葉や雑草も例外ではありません。
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２．環境保全型農業による循環利用

農林水産省が発表した「環境と調和のとれた農業生産活動規範について（平成１７年３

月）」によると、農業生産において、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ます。その上で、作物残さ等の有機物について利用や適

正な処理に努めることとしています。

その他、バイオマス活用推進基本法においても、自ら積極的にバイオマスの活用の推進

に努めることとしています。

作物残さ・雑草等の有機物の循環利用と適正処理は、農業事業者の責務です。

廃掃法の例外規定「農業におけるやむを得ない焼却」と農林水産省の方針「有機物の循

環利用と適正処理」を整合すれば、作物残さや雑草等の有機物資源を安易に焼却し環境に

負荷を与える行為は法律違反となるのは明らかです。

＜参考：山形県指導例＞
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３．市町村の責務

廃掃法の施行に際して環境省からいくつもの通達が出されていますが、どの通達も、

ことが求められています。

廃掃法の例外規定「農業におけるやむを得ない焼却」と農林水産省の方針「有機物の循

環利用と適正処理」に加え、市町村の責務「廃棄物の適正処理の確保の重大な責任」を総

合的に判断すると、市町村のあるべき注意喚起としては、

と書かれるべきです。

＜通達の一例＞

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（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。

生活環境の保全が図られることを大前提に、

市町村が廃棄物の適正処理の確保の重大な責任を負う

（１）剪定枝や稲わら等の農作物残さ、庭の落葉や枯草などのうち循環利用が可能なも

のは資源として適正に利用を進める。

（２）資源として利用できない農作物残さ、雑草等などは一般廃棄物に該当する。廃棄

物の焼却は原則禁止されており、市町村等の焼却処分場等で処理する。

（３）「やむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」、「たき火などの軽微なもの」

については、焼却禁止の例外とされているが、その判断については、自己判断せ

ず市町村の廃棄物担当課に確認すること。
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４．不公平

廃掃法、農水省の方針、市町村の適切な指導に従い、多くの国民が廃棄物を適正処分し

ています。

特に、中小企業は多くの制約の中で企業努力をし、廃棄物処理費を捻出しています。

農業者であっても、「後世に負の遺産を残さない為にも、ルール通りに処理します。」

と、積極的に廃棄物の適正処理に取り組んでいるかたも大勢います。

一部の地域だけ、

・昔からやっていた

・燃やさなきゃやってられない

・農業の野焼きは認められている

・地域の習慣だ

・刈った草全部燃えるゴミ袋に包んで出していられるか

・腐るのを待つより、焼却した方が手っ取り早い

という身勝手な野焼きを容認してしまうのはあまりに不公平です。

法律は全国民に統一です。

地域によって野焼き指導が行われず、生活被害が出ることは、

に違反します。人権の侵害です。

また、地域による指導方針の違いで犯罪者を出してしまうことも不公平です。これでは

検挙された人も納得できません。

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。」



18

５．健康被害

野焼きにより発生する煙の有毒物質はダイオキシンだけではありません。

第 16 回日本アレルギー学会春季臨床大会において、野焼きと喘息との因果関係が明らか

にされました。

喘息患者は野焼きの煙を吸入すると、咳が止まらなくなるだけでなく、呼吸困難になり

救急搬送され、点滴を受け入院しなければならないこともあります。喘息による死者は年

間 1500 人とも言われています。野焼きは喘息患者にとって本当に死活問題です。

また、野焼きによって発生する PM2.5 は大気汚染の原因になります。

環境省水・大気環境局大気環境課は、「環水大大発第 1803273 号」において、

と全都道府県宛てに通知しています。

稲作地域における環境因子と気管支喘息―穀物粉塵と野焼きを中心に―

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）

「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

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。
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廃棄物処理法

（目的）廃棄物の適正処理による生活環境の保全

焼却禁止の例外とは、廃棄物処理を目的としない

「害虫駆除」や「キャンプファイヤー」など

環境と調和のとれた農業生産活動規範について

環境基本法

バイオマス活用推進基本法

作物残さ・雑草等の有機物の循環利用と適正処理は農業事業者の責務

市町村の責務

生活環境の保全が図られることを大前提に、

市町村が廃棄物の適正処理の確保の重大な責任を負う

日本国憲法第 25 条（生存権）

健康で文化的な最低限度の生活

野焼きは原則禁止！

ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド

PM2.5 大気汚染

喘息・化学物質過敏症

作物残さや雑草等の有機物資源を安易に焼却し環境に負荷を与える行為は法律違反

罰則の適用を！
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３．害⾍駆除と野焼き

私達は「野焼き全面禁止」を訴えているのではありません。

「決められた法律を市町村は正しく運用するべき！」と言っているだけです。

「やむを得ない野焼き」は法律の罰則適用外となっています。

やむを得ないとは害虫駆除などで他に方法がない場合です。

では、仕方なく害虫駆除で野焼きする状況って何でしょう？

ナスやピーマンの作物残さは放置すると根こぶ病などが発生しますが、収穫が終わったら

直ちに圃場から持ち出すことが重要です。

ピーマンの産地、茨城県神栖市のホームページでは、

「ピーマンの木を焼却することは認められてません。」

と書かれています。

http://www.city.kamisu.ibaraki.jp/5412.htm

農家さんのブログでも、ナスの残さを束ねて捨てに行く様子が紹介していました。

「後世に負の遺産を残さない為にも、ルール通りに処理します。」と書かれています。

http://blog.livedoor.jp/str10/archives/75986705.html

処分場に持ち込まなくとも、粉砕機等ですき込んだり、堆肥化して土に還元する方法もあ

ります。

根こぶ病は土壌微生物の状態を適正に保つことで防げる病気です。

作物残さは焼却処分しなくても病害虫を防げるので「やむを得ない」理由になりません。

残さ野焼き以外で多いのは、雑草を刈り取っては集めて燃やす人です。

害虫は生きた草を食べに集まるので、刈り取った雑草にはいません。

仮にいたとしても、刈り取った雑草を集めて堆肥化すれば病害虫は死滅します。

農水省の方針でも「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。」ことは

事業者の責務として書かれています。これには雑草等も含まれます。

雑草を集めて燃やす行為は無意味ですが、冬~春先に一面を焼き払う地域があります。

しかし、一面焼き払っても土中の温度に変化がない事は実験で証明されています。

野焼き後の草地には、根元に多くの虫達が生き残っています。

http://www.city.kamisu.ibaraki.jp/5412.htm
http://blog.livedoor.jp/str10/archives/75986705.html
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http://toasanoumi.blog.fc2.com/blog-entry-216.html より引用

生き残った虫やネズミ等を目当てに鳥達も集まっています。

http://tanpopo201210.blog.fc2.com/blog-entry-206.html より引用

栃木県の資料には、害虫駆除効果効果の判然としない芝焼きにかわる病害虫の抑制につい

て、

・草刈をする

・病害虫に強い品種を選ぶ

ことが重要と書かれています。

https://www.agrinet.pref.tochigi.lg.jp/member/2013/01/31/1230.html

全国の農業指導指針などを検索しても、野焼きする必要が書かれた資料は見た事がありま

せん。

実は、害虫駆除の為に野焼きしなければならない状況は限りなく少ないのです。

https://www.agrinet.pref.tochigi.lg.jp/member/2013/01/31/1230.html
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４．全国野焼き被害者の声

（⼀連の写真と本⽂は関係ありません）

秋は毎⽇どこかで燃やしているため、
毎⽇頭痛がしている。

昨⽇は、野焼きのない場所へ出かけていたため
久しぶりに頭痛薬を飲まずに済んだ。

野焼きがなかったら、頭痛薬のお世話になる回数も
かなり減るのに。。

薬は肝臓に悪いからできる限り飲みたくない。
野焼きをする⼈にも

野焼きを容認している⽇本という国にも
怒りしか感じない。

役所や消防署や警察もあてにはならない。
引っ越すこともできないし、

⼀⽣頭痛薬を毎⽇飲む⽣活を送るのかな？
⽣きるのが、⾟い。
本当に⾟い。
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今もどこかで燃やしていて息苦しい。
燃やしている⼈は何ともないんだろうか？

頭痛、息苦しさを
燃やした⼈も感じますように。

市役所に相談会したら、世代交代するまで
待つしかないと⾔われた！

そうだったら、あと何年間待たなくてはならない？
警察に相談したら、

燃やす⼈の気持ちも考えなきゃね、
と⾔われた！
本当⾟い。

⾟すぎる。。。
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朝煙で⽬が覚めます。
喉も痛く本当に⾟いです。

空気が綺麗だからと少し⽥舎に引っ越したのに、
本当に腹⽴たしいです。

毎度近所の年寄りが燃やしています。
市役所に電話しても違法じゃないので…と弱気な発⾔。

いい加減にしろと⾔いたい。
早く違法にして罰してほしい。

息苦しくなり、
頭痛と全⾝の痛みが出るなどの症状が出て、

動けなくなります。
外出先は、煙草や柔軟剤など、原因物質でいっぱいです。

でも、逃げられます。
野焼きの煙は逃げようのない、家の中に⼊ってきます。

家では安⼼して過ごしたいです。
お願いします。
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タバコには厳しいのに、
野焼きには⽢いのはおかしいと思う。

朝 5時から燃やすのは本当やめてほしいです。
朝の換気ができないです。

⽬痛や喉痛、頭痛、吐き気が出ます。
１⽇も早く野焼きを全⾯禁⽌にしてほしいです。

朝 5時頃から夜 9時頃まで
煙たいです。

市役所の⼈に何度か注意してもらいましたが
それはほんの⼀部の⼈だけで

野焼きする⼈が多過ぎて、全部には注意できないです。
農薬や殺⾍剤がついた、植⽊や野菜などを

燃やしています。
この間は、たんすを燃やしていました。

すごく迷惑です。
引っ越せたらどれだけうれしいか。。。
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夜中に野焼きをされるのが⼀番苦しいです。
家中をマスキングして防毒マスクして、
頭から布団を被って死ぬ覚悟で寝ます。

今や⼀年中野焼き、苦しさだけの時が過ぎていきます。

家の裏の貸し畑で毎⽇どこかしら野焼きしています。
やっと終わったかと思ったらまたちがう場所で燃やす始末。

多いときで 10 箇所以上で煙が上がっています。
毎⽇⾵向きを確認して洗濯物を⼲したり

24 時間換気を切ったりしなくてはいけないので
気軽に出掛けることもできません。

異臭もするので不燃物なんかも燃やしています。
しかも鎮⽕せずに放置して帰るのでいつまでも煙が燻っています。

これが⼀⽣続くと思うとノイローゼになりそうです。


