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大会論文

産業廃棄物処理をめぐる地方自治体の

法政策による対応

水道水源保護条例を中心に

内 藤 悟

（北海道環境生活部環境室廃棄物対策課）
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1. 産業廃棄物処理をめぐる政策課題と水道水源保護条例

　廃棄物の処理をめぐる政策課題は、多様で複雑であるが、

特に産業廃棄物については、近年、その発生から処分に至

るまで様々な問題が発生しており、それに対応して廃棄物

処理法も改正が重ねられ、その施策も広範で複雑なものと

なっている。平成９年の廃棄物処理法改正では、施策の基

本的な方向として、第一に廃棄物の減量化・リサイクルの

推進、第二に廃棄物処理に関する信頼性と安全性の向上、

第三に不法投棄対策が示されている。

　これらの産業廃棄物にかかる政策課題は、廃棄物の発生

から処分あるいは不法投棄に至るまで連関しており、本来、

その解決にあたっては総合的な対応が求められ、これらを

個別に考えることは必ずしも適切ではない。しかし、課題

への施策を考えたときに、全国統一的に考えるべき課題と、

地域的に考えるべき課題、あるいは両者の中間として広域

的に考えるべき課題として、対応する区域により区分する

ことは可能であろう。産業廃棄物にかかる問題の中で、最

も地域的な問題、市町村レベルの問題が、処理施設の設置

に伴う紛争である。

　産業廃棄物処理施設（焼却施設等の中間処理施設及び最

終処分場）にかかる紛争は依然として継続している。住民

投票が行われた市町村（岐阜県御嵩町、宮崎県小林市、岡

山県吉永町、宮城県白石市、千葉県海上町）の事例のよう

に、マスコミによって全国的に報道された以外にも、全国

各地に様々な紛争があり、その数は 200 以上とも 300 以上

とも言われている。

　紛争を対象とした分析はここでは主眼でないが、これら

の原因は、第一に、構造物としての産業廃棄物処理施設の

危険性にあるといえる。さらに、廃棄物処理法に基づく処

理施設の設置手続きにおいて、住民及び市町村の位置づけ

が不十分であったことを指摘できる。このような状況にお

いて、主として市町村により、特に自らの水道水源を保護

するという目的から、産業廃棄物処理施設等の設置を規制

するため制定された条例が、水道水源保護条例である（別

表参照）。

　水道水源保護条例（水道水源保護に類する語句を条文名

に持つ条例）は、制定の経緯を遡ると、すでに昭和 20 年

代から散見されるが、産業廃棄物最終処分場建設に端を発

した 1988 年（昭和 63 年)の「津市水道水源保護条例」の

制定以来、全国の自治体にその制定が急速に伝播している。

以来現在まで 70 以上の自治体での制定が確認される。津

市条例の制定以後、廃棄物処理法をはじめとして、関係法

令の改正や水源保護にかかる新法の制定がなされたにも関
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わらず、依然として 1999 年(平成 11 年）においても制定

が続いていることは注目される。

　私は、このような水道水源保護条例の制定を、今後も全

国の自治体が積極的に進めるべきであると考えている。

2. 条例による水道水源保護の必要性

　安全な飲料水の確保は、住民の生存にとって最も基本的

な問題であり、市町村の自治事務として確認できる。ここ

では、まず関係法の規定を見てみる。

　上水道供給を規定する水道法では、上水道は原則として

市町村により経営される（水道法 6 条 1 項）。この中で、

水道の供給規程（水道法 14 条）を条例として定めた「水

道条例」は、ほとんどの市町村で確認できるが、浄化され

た水道水の供給にかかるものであり、水源保護の規定はな

い。水源については、水源保護に一般的な宣言、地方公共

団体の責務を規定されるが（水道法 2 条 1 項）、規制手法

は規定されていない。水源水質の汚濁防止に関して、必要

があるときに水道事業者から関係自治体の長等に意見を述

べ、措置を要請するに留まる（水道法 43 条）。

　1994 年（平成 6 年）には、水道水源保護を目的とした

水源二法（「特定水道利水障害の防止のための水質の保全

に関する特別措置法」（水道水源法）「水道原水水質保全

事業の実施の促進に関する法律」（水質保全事業促進法））

が制定されるが、主として生活排水、トリハロメタン対策

であり、産業廃棄物処理施設を対象とするものではない。

また、水質汚濁防止法による規制については、排出基準の

設定により公共用水域・地下水の水質汚濁の防止を図るの

みである。

　廃棄物処理法における産業廃棄物処理施設設置許可手続

きは、平成9 年改正で、手続きとして住民（利害関係者）・

市町村長の意見書の提出が規定され、知事の機関委任事務

としての許可の要件に、施設周辺地域の生活環境の保全に

ついて適正な配慮（廃棄物処理法 15 条の 2）が規定され

た。しかし水源保護のための法律上の明確な規制は存在し

ない。

　次に、構造物としての産業廃棄物処理施設の実態を見て

みる。紛争及びそれらに係る訴訟において指摘される産業

廃棄物処理施設の危険性は、最終処分場について考えると、

第一に地下水及び土壌の汚染の可能性である。最終処分場

に敷かれるしゃ水シートの破損による危険性は、これらの

劣化等を考えると長期的には否定できない。第二に災害時

の施設の崩壊等による廃棄物の流出等も考えられる。さら

に浸出水処理施設の処理能力の限界、搬入時の廃棄物の混

入、埋立処分される焼却灰の飛散によるダイオキシン類の

飛散等、想定される施設の維持管理状況から考えると、水

道水源の汚染の可能性を否定できない。これらに関しては、

廃棄物処理法及び関係政省令において、処理施設の構造基

準・維持管理基準として、適正処理のための基準が定めら

れ、これらは改正に伴い強化されており、事後的に基準違

反については改善命令等の対象となる。しかし、いずれも

水道水源汚染を事前に予防するものではない。

　結局、産業廃棄物処理施設は、その水道水源との位置関

係によっては、水道水源汚染の可能性を否定できない。水

道水源保護のためには、産業廃棄物処理施設について水源

上流及び周辺地域での立地を規制することは合理性がある。

しかし、既に見た法律における水道水源保護のための明確

な規制は存在しない。そのためには、第一に上水道事業を

経営する市町村において条例として施策化する必要がある。

3. どのような条例が望まれるか

　これまでに全国各地で制定されてきた水道水源保護条例

は、前述した津市条例以来、その構成において様々に進化

してきている。これらは、その規制方法により津市条例を

モデルとした対象施設の立地規制型と、伊東市条例をモデ

ルとした対象施設からの排出水についての排出規制型の大

きく二種に分類できる。しかし、すでに検討した規制の必

要性を考えると、今後の水道水源保護を目的とした条例制

定にあっては、市町村による立地規制を明確にするべきで

ある。

　ただし、条例制定の限界として、ここでは廃棄物処理法

との関係を明らかにしなければならない。特に条例が違法

とされた宗像市環境保全条例事件判決（福岡地判平成６年

３月 18 日、判例タイムズ 843 号 120 頁以下）において、

その根拠として条例の目的の貫徹を図ろうとする限り、そ

の運用によっては廃棄物処理法の目的の実現が阻害される

ことがあげられた。
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　立地規制型では、指定地域（「水源保護地域」等）にお

いて、「規制対象事業場」の設置が禁止され、規制対象事

業場の認定を水道事業管理者・市町村長等が行う事実上の

許可制となる。ここでは第一に、指定区域である水源保護

地域を明確に規定することが必要であり、指定における地

域指定の基準を明確にすべきである。一般に河川からの表

流水・伏流水を水源とする場合は、ぞの浄水施設から上流

域、また地下水を水源とする場合は、取水井の周辺が規制

対象となるが、その面積、区域について基準を示すべきで

ある。さらに規制対象認定基準（不認定基準）も明確にす

べきである。これらについて、何らかの形で審議会等の機

関を関与させることが望まれる。

  これらの地域指定、認定について明確な基準がなく、地

域の拡大、認定等が市町村長等の裁量に大きく委ねられる

とすると、その水道水源保護条例が、廃棄物処理法の目的

を阻害すると判断される可能性も否定できない。水道水源

保護のための必要最小限の規制が求められ、地質、地形、

河川の流況、汚染物の浸透等の科学的調査が必要となる。

既存の立地規制型の条例においては、これらの明確な基準

を持つものは少ない。（長野県水環境保全条例については、

通知により、河川の流況等の調査をもとに「水道水源保全

地区の指定の考え方」として、水源の種類別に区域指定の

基準が示されている。）

　また、規制対象については、紛争が契機となり、ほとん

どの条例が何らかの形で産業廃棄物処理施設を対象とする

が、これら以外に、特定の事業として砂利採取、採石、ま

た残土処理等も併せて規制対象とすることが考えられる。

ここでも、各事業の内容と水道水源への汚染を科学的に明

らかにする必要があり、それらを根拠にして規制対象の規

模、規制の程度等について検討されるべきである。さらに、

水源汚染の原因として指摘される非点源汚染（生活排水、

農業用廃水等）にあっても、併せて規制対象とすることが

考えられるが、個別の規制が困難な場合については、規制

方法は行政指導にとどまることとなる。

　一方、排出規制型は、立地規制型と同様に水源保護区域

が指定されるが、区域内における規制対象となる施設の設

置にあたり事前協議もしくは届出を義務づけ、計画変更命

令を行い、また事後的に排出水の状況から改善命令を行う

ものである。（これらの命令違反に対する罰則の有無によ

って、さらに類型化される。）この構成は、基本的には水

質汚濁防止法の規制を採用しているが、すでにみた危険性

を持つ産業廃棄物処理施設、特に汚染源となる廃棄物がス

トックされる最終処分場の構造を考えると、水濁法が特定

施設として規制の対象とする工場施設等と同一の規制方法

をとることは、水道水源保護の政策課題に対しては不十分

であろう。

4. 今後の水道水源保護条例

　産業廃棄物の処分場設置問題を、自治体内の土地利用問

題としてとらえ、基礎的自治体である市町村が主体となっ

た条例に基づく法政策が、水道水源保護条例による立地規

制である。今後、土地利用行政においては、まちづくり関

係の他法令の権限委譲と自治事務化が見込まれるところで

ある。水道水源保護条例は、これらと連関することで、そ

の自治体内で、例えば都市計画区域外での環境保全を図る

一つのツールとなることが考えられる。一部の市町村では、

水道水源保護条例の制定を踏まえ、自治体内の環境保全を

目的として、新たな開発規制等を導入した「まちづくり条

例」も見られる（例として、三重県伊賀町まちづくり環境

条例）。ここでは、自治体内で複数の条例を体系化するこ

とも必要であろう。

　また、法律との関係において、改正された廃棄物処理法

については、施設設置の際の市町村長の意見書（廃棄物処

理法 15 条 5 項）に関して、水道水源保護の観点から行う

長の意思形成手続きを、何らかの形で水道水源保護条例の

中で条文化して、法律を補完する観点から明確にリンクさ

せることも考えられる。

5. 市町村の法政策を支援するもの

　市町村においては、新たな法政策形成のためのリソース

には様々な限界がある。水道水源保護条例の制定担当者か

らの聞き取りによると、結局は先例となる自治体を視察し、

条文を引用した程度で自らの条例を制定した自治体も少な

くない。今後は、新たな制度設計のための情報整理、政策

案の検討が、実務から離れたところで行われることも必要

であろう。そして、その知見が蓄積され、必要があれば全
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国で自治体や市民、 NGO 等が利用し、各地で実際に制度

化されていく中で、法政策に関する研究が活用されること

を期待したい。
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全国の水道水源保護条例・要綱（その 1）

自治体名 条例名 施行時期

  岩手県宮古市    宮古市上水道水源保護条例  S29.3.26

  滋賀県彦根市    彦根市上水道水源地域保護条例  S35.4.1

  滋賀県栗東町    栗東町水道水源保護条例  S37.3.9

  岩手県山田町    山田町上水道水源保護条例  S46.12.7

  長崎県加津佐町    加津佐町上水道水源地域保護条例  S47.9.12

  青森県青森市    横内川の水道水源を汚濁から守る指導要綱(廃止･改正)  S54.12.1

  三重県津市    津市水道水源保護条例  S63.2.25

  三重県美里村    美里村簡易水道水源保護条例  S63.2.25

  三重県久居市    久居市水道水源保護条例  S63.3.10

  三重県伊賀町    伊賀町水道水源保護条例  S63.3.25

  三重県大山田村    大山田村水道水源保護条例  S63.4.25

  三重県白山町    白山町水道水源保護条例  S63.5.2

  三重県三雲町    三雲町水道水源保護条例  S63.8.1

  三重県一志町    一志町水道水源保護条例  S63.8.1

  岐阜県岩村町    岩村町水道水源保護条例  S63.10.1

  福岡県福間町    福間町水道水源保護条例  H1.7.28

  福岡県筑紫野市    筑紫野市水道水源保護条例  H1.7.28

  静岡県伊東市    伊東市水道水源保護条例  H1.12.1

  三重県島が原村    島が原村水道水源保護条例  H1.12.21

  福岡県若宮町    若宮町水源保護条例  H1.12.21

  福岡県宇美町 　 宇美町水道水源保護条例  H1.12.27

  鳥取県岩美町    岩美町水道水源保護条例  H2.3.30

  熊本県菊池市    菊池市簡易水道水源保護条例  H2.9.20

  山梨県甲府市 　 甲府市水道水源保護対策要綱  H2.10.1

  大分県日出町    日出町水道水源保護条例  H2.11.1

  福島県猪苗代町 　 猪苗代町水道水源保護要綱  H3.3.26

  長崎県大瀬戸町    大瀬戸町水道水源保護条例  H3.9.26

  新潟県刈羽村    刈羽村水道水源保護条例  H3.9.27

  三重県青山町    青山町水道水源保護条例  H3.10.5

  三重県阿山町 　 阿山町水道水源保護条例  H3.10.5

  青森県青森市 　 青森市水道水源保護指導要綱(新規改正)  H4.1.4

  石川県鶴来町 　 鶴来町上水道及び工業用水道水源地の保護に関する条例  H4.3.19

  奈良県奈良市 　 奈良市水道水源保護指導要綱  H4.3.26

  福島県いわき市    いわき市水道水源保護条例  H4.4.1

  長野県    長野県水環境保全条例  H4.4.1

  広島県呉市 　 呉市水道水源保護対策要綱  H4.4.1

  長野県信濃町    信濃町水道水源の保護に関する条例  H4.6.1

  三重県大安町    大安町水道水源保護条例  H4.6.24

  静岡県下田市    下田市水道水源保護条例  H4.7.1

  長崎県琴海町    琴海町水道水源保護条例  H4.10.1

  長野県箕輪町    箕輪町水道水源保護条例  H5.8.1

  新潟県上越市 　 上越市水道水源保護条例  H6.3.23

  三重県紀伊長島町 　 紀伊長島町水道水源保護条例  H6.7.18

  三重県明和町    明和町水道水源保護条例  H6.8.1

  徳島県阿南市 　 阿南市水道水源保護条例  H7.3.6

  千葉県木更津市    木更津市小櫃川流域に係る水道水源の水質保全に関する条例  H7.4.1

  島根県大田市 　 大田市水道水源の水質の保全に関する条例  H7.5.2

  千葉県袖ヶ浦市    袖ヶ浦市小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例  H7.3.14

  三重県海山町    海山町水道水源保護条例  H7.6.2

  岡山県吉永町 　 吉永町上水道及び簡易水道水源保護条例  H7.9.4

  千葉県市原市    市原市水道水源保護条例  H7.10.1

  千葉県君津市    君津市小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例  H7.11.1



『公共政策』2000

ppsaj/2000-01-013
-6-

全国の水道水源保護条例・要綱（その 2）

自治体名 条例名 施行時期

  千葉県白浜町    白浜町長尾川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例  H8.4.1

  福島県    福島県生活環境の保全に関する条例  H8.7.16

  愛媛県松山市    松山市石手川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例  H8.10.1

  千葉県長柄町    長柄町長柄ダム水質保護条例  H8.10.1

  三重県美杉村    美杉村水道水源保護条例  H9. 2.12

  神奈川県南足柄市    南足柄市水資源の保全及び利用に関する条例  H9. 4. 1

  山梨県明野村    明野村水道水源保護条例  H9. 4. 1

  北海道苫小牧市 　 苫小牧市水道水源保護要綱  H9. 4. 1

  北海道余市町    余市町水道水源保護条例  H9. 5 .1

  三重県度会町    度会町水道水源保護条例  H9. 8.12

  山梨県敷島町 　 敷島町水道水源保護条例  H9. 9.26

  三重県関町    関町水道水源保護条例  H9.11.27

  三重県亀山市 　 亀山市水道水源保護条例  H10.4. 1

  三重県北勢町    北勢町水道水源保護条例  H10.4. 1

  山梨県田富町 　 田富町水道水源保護条例  H10.4. 1

  山梨県須玉町    須玉町水道水源保護条例  H10.4. 1

  三重県藤原町 　 藤原町水道水源保護条例  H10.5.28

  北海道恵庭市    恵庭市漁川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例  H11.4. 1

  大阪府河内長野市    河内長野市水道水源保護条例  H11.7. 1
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