自治体における対立と調整――相反する意見や価値観の狭間で
はじめに
大学生に公務員の仕事の特性を説明するときにしばしば使うのが、売上や収益といった
定量的な指標を有する民間企業と異なり、公務員、自治体職員が関わる仕事の多くが、絶
対的な正解はなく、異なる意見、価値観が対立する中で方向性を考えるものである。いず
れの主張もその視点で見れば正しく、法令上も問題があるものではないが、両方を実現す
ることは不可能であるため、これを調整し、方向性を見出すことは容易ではない。
所有権が保障されることは当然であるが、地域社会の中で共存していく上では一定の限
界があってしかるべきである。問題が生じた場合に、それが限界を超えているかいないか
については明確な基準は存在しない。そのため、最後は裁判で決着という事例も少なくな
いが、地域社会の中に何らかの「しこり」が残ることだろう。
また、公共的な施策を実施する場合には、異なる価値観が衝突することがある。様々な
考え方、問題意識をもつ人がいるのであれば当然のことではあるが、どこかで妥協点を見
出さなければ、いつまでも前に進めないことになってしまい、社会としての損失は少なく
ない。自治体の施策を実施する際にも異なる考え方が存在し、いずれをとるかによって目
指すべき目標が大きく変わってしまうことになる。双方を意識しすぎるあまり、中途半端
な内容となることも避けなければならない。
このように様々な意見、価値観が交錯する地方自治体の施策について、本稿ではいくつ
かの観点から具体的なケースを取り上げ、それぞれの問題点と解決の方向性について考え
てみたい。
１ 権利と権利
住民がそれぞれの権利を主張し、行使する中で、近隣住民や利害関係者と軋轢が生じる
ことがある。最もわかりやすい例として、マンション建設と日照権の問題がある。
日照権に関わる経過を概観すると、1961 年にそれまでの絶対高さ制限が解除され、100%
～600%まで 100%きざみの容積率規制と壁面の位置指定を定める「特定街区制度」が導入
された。この頃から都市部では高層化が急速に進み、日影の問題が顕在化してきたことを
受け、1963 年には、北側斜線を含めた隣地斜線制限が導入されている。その後 1972 年に
は、隣接居宅の日照通風を妨害する建物建築につき不法行為の成立が認められた 最高裁判
所の判決は、
「居宅の日照、通風は、快適で健康な生活に必要な生活利益であって、法的な
保護の対象にならないものではなく、
」とされ、これによっていわゆる日照権が認められた
と解されている。さらに 1976 年の建築基準法改正では、日影による中高層の建築物の制限
が導入され、その後も多くの小幅な改正がなされ現在へと至っている。
土地を所有していれば、最大限それを活用し、収益へと結びつけていきたいのが地主で
あれば当然の考えといえよう。そのためには、建蔽率や容積率を使い切り、敷地いっぱい

建築し、高層化をめざすのである。一方、日照権が最高裁判所で保護の対象になることが
認められたことを前提に、都市部といえども一定の日照を確保することが当然の権利であ
り、法令をクリアしていたとしてもできるだけの配慮を求めるという主張も理解できる。
これに加えて、地盤沈下や騒音、振動、通風、景観、覗かれてしまうのではないかという
懸念など様々な問題が付随することにより、問題は複雑化する。
調整の方法としては、直接交渉はもとより、調停や裁判があるが、そこまでトラブルが
発展してから解決することは難しいことから、ほとんどの自治体が条例や指導要綱に基づ
き、事前周知や説明会の開催等による紛争の予防及び調整手続き等を定めている。調整に
あたっては、建築基準法に定める日影規制をクリアすることは当然のこととしても、周辺
への配慮に欠けるような建築物については近隣住民としても交渉を行うことが妥当と考え
られる。例えば、北側の敷地境界線のギリギリに配置し、南側に空地があるような場合に
は、建築物の配置計画を見直せないかは検討すべきであるし、形状も一部を削れば日影に
なる時間が大幅に短縮されるようであれば、十分に歩み寄る余地がある。近隣住民に事前
に十分な説明をして、交渉にも誠意をもって対応し、前述のような部分で一定の配慮をす
るようであれば、和解に至る可能性が高いが、近隣住民が建築主に交渉を求めているのに，
これに応じず、何の予告もなく着工するということであれば、最終的には、裁判所に工事
の差止請求を行うところまでエスカレートするであろう。こうした問題は、きわめて個別
性が高く、調整もケースバイケースとなるが、できるだけ早い時期に説明をはじめ、交渉
や調整を重ね、円満に着地できるようなパターン化をし、それを支えるような条例、要綱
を整備することが肝要である。
マンションに関わって、もう一つ問題が多いのは、ワンルームマンションである。核家
族化が進み、世帯構成員数が減少の一途をたどる中、単身世帯が増加し、それにともなっ
てワンルームマンションの需要が高まる。そうした意味で都市部においては、今後とも必
要な住居の形態である。しかし、ゴミ出しのルールを守らない、地域の活動に参加しない、
深夜に騒音を発するなどの問題が頻発し、周辺住民にとってワンルームマンションは大変
迷惑な存在であるというイメージが定着し、建設計画が公表されるとしばしば反対運動に
発展する。
このため、多くの自治体が規制を設けており、荒川区においても「荒川区住宅等の建築
に係る住環境の整備に関する条例」等に基づいて必要な規制を行っている。その内容であ
るが、
「共同住宅等については、住戸（住室を含む。以下同じ。）の数が 15 以上の共同住宅
又は寄宿舎（住戸以外の部分が併設されるものを含む。
）の用途に供する建築物」を対象と
している。これは当初は３０戸以上としていたが、２９戸のマンルームマンションが多発
したため、１５戸に引き下げたものである。
また、一つの土地をわざわざ分割することにより、条例の対象外となるようにした事例
があったため、
「建築基準法の第 86 条第１項若しくは第２項又は第 86 条の２第１項の規定
による認定を受けることによって同一敷地内にあるとみなされる２以上の建築物が、一の

建築物とみなされることにより１つの共同住宅等に該当することとなる場合における当該
一の建築物とみなされる２以上の建築物の建築及び当該建築後の管理については、当該２
以上の建築物を一の建築物とみなして、この条例を適用する。
」と改正した。さらにマンシ
ョンを建設したのち、売却してしまう事例があったことから、それまでの協議が反故にさ
れるという事態を防ぐために、第 24 条で、「建築主は、この条例の規定により協議を行っ
た後、当該協議に係る建築物の所有権を第三者に譲渡する場合は、当該協議の内容を当該
第三者に承継させるものとする。
」と定めている。このように規制する側とされる側では、
イタチゴッコのような状態にあり、今後も同様な状況が続くものと考えている。
マンション建設に関わってもう一つ重要な要素として、当該マンションに居住する住民
が地域の活動に協力するよう促すことである。大規模なマンションであれば、自治会が中
心となって様々な活動を行い、周辺との協調も円滑にできることが多いが、小規模のマン
ションの場合には、そうした自治体は存在せず、地域活動等にはなかなか参加してもらえ
ないことが多い。このため、同条例では、町会への加入や自治会の設立に協力するよう定
めている。また、マンションの建設によって、多くの住民が転入してくることになるが、
その結果として、保育園や小中学校が定員オーバーになってしまうことがある。このため、
この条例では事前に子育て関連施設や周辺への配慮や省エネルギー対策、防災対策などに
ついて事前協議を行うこととしている。
○荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例（平成 19 年９月 27 日条例第 29
号）
（定義）
第２条 この条例において使用する用語は、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」
という。
）において使用する用語の例による。
２

この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。
(１) 共同住宅等 住戸（住室を含む。以下同じ。
）の数が 15 以上の共同住宅又は寄宿舎（住
戸以外の部分が併設されるものを含む。
）の用途に供する建築物をいう。
（略）
（適用の範囲）
第３条 この条例は、次に掲げる行為について適用する。
(１) 共同住宅等の建築（法第 87 条第１項において準用する法第６条第１項及び第６条の
２第１項の規定による確認を必要とする用途の変更（以下「用途の変更」という。
）を含む。
以下同じ。）をする場合（次号に掲げる場合を除く。）における当該建築及び当該建築後の
管理
(２) 建築物の増築、改築又は用途の変更（以下「増築等」という。）をすることにより、
当該増築等後の建築物が共同住宅等に該当することとなる場合における当該増築等及び当

該増築等後の管理
(３) 一団の土地を６区画以上に分割する一戸建ての住宅及び長屋の建築
(４) 350 平方メートル以上の土地における区画形質の変更を伴う一戸建ての住宅の建築
(５) 350 平方メートル以上の敷地における長屋の建築
２ 法第 86 条第１項若しくは第２項又は第 86 条の２第１項の規定による認定を受けるこ
とによって同一敷地内にあるとみなされる２以上の建築物が、一の建築物とみなされるこ
とにより１つの共同住宅等に該当することとなる場合における当該一の建築物とみなされ
る２以上の建築物の建築及び当該建築後の管理については、当該２以上の建築物を一の建
築物とみなして、この条例を適用する。
３

隣接する土地において、同一の者（土地の所有者、建築主、設計者及び工事施工者の

全部又は一部が同一であるものをいう。
）により同時期（法第６条第１項に規定する確認の
申請書の提出又は法第６条の２第１項に規定する確認を受けるための書類の提出があった
日から法第７条第５項又は法第７条の２第５項の規定による検査済証の交付を受ける日ま
での期間の全部又は一部が重複する時期をいう。
）に行われる共同住宅、寄宿舎又は長屋の
用途に供する２以上の建築物（当該２以上の建築物の住戸の数の合計が 15 以上になるもの
に限る。
）の建築及び当該建築後の管理については、当該２以上の建築物を一の建築物とみ
なして、この条例を適用する。
（建築主等の責務）
第６条

建築主等は、住宅等の建築及び当該建築後の管理に当たり、周辺環境への影響に

配慮するとともに、良好な近隣関係の形成に努めなければならない。
一部改正〔平成 25 年条例 25 号〕
（事前協議書の届出等）
第６条の２ 住戸の数が 50 以上の共同住宅等の建築を計画しようとする建築主（以下この
条及び次条において「事業者」という。
）は、東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防
と調整に関する条例（昭和 53 年東京都条例第 64 号）第５条第１項又は荒川区中高層建築
物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例（昭和 53 年荒川区条例第 34 号）第５条第
１項に規定する標識（以下この項及び第８条において「標識」という。）の設置期間の初日
の５月前（標識を設置する必要がない共同住宅等にあっては、法第６条第１項に規定する
確認の申請書の提出又は法第６条の２第１項に規定する確認を受けるための書類の提出
（法第 87 条第１項においてこれらの規定を準用する場合を含む。第８条において「確認申
請等」という。
）が行われることとなる日の５月前）の日までに、子育てのために必要な施
設の設置等その他の規則で定める事項を記載した事前協議書を区長に届け出て、その内容
について協議しなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、必要な限度におい
て届出の時期を変更することができる。
２ 区長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出があった日から 45 日以内に、
事業者に対し、子育てのために必要な施設の設置等に関する協力その他の必要な意見につ

いて書面により通知するものとする。
３ 事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から 45 日以内
に、区長に対し、当該通知の内容の計画への反映その他の意見について書面により回答し
なければならない。
４

区長は、第２項に規定する通知の期限及び前項に規定する回答の期限について、特に

認めるときは、15 日を限度として延長することができる。
５ 区長は、第１項から第３項までの協議が終了したときは、規則で定めるところにより、
当該協議の内容を公表することができる。
（手続の前置）
第６条の３

事業者は、前条第１項の規定による届出を行った後でなければ、次に掲げる

手続を行うことができない。
(１) 第８条第１項の規定による届出及び協議
(２)

荒川区大規模マンションの建設計画に係る地域における生活環境の配慮のための事

前協議等に関する条例（平成 18 年荒川区条例第 47 号）第６条第１項の規定による計画書
の提出
（近隣関係住民への周知）
第７条

建築主は、住宅等の建築をしようとするときは、次条第１項の規定による届出の

前に、あらかじめ、その建築計画の内容のうち規則で定める事項（以下「周知事項」とい
う。
）について、近隣関係住民に周知しなければならない。ただし、荒川区大規模マンショ
ンの建設計画に係る地域における生活環境の配慮のための事前協議等に関する条例の適用
を受ける場合において、同条例第８条第１項の規定により行われた説明会の内容が周知事
項を満たしていると区長が認めるときは、この限りでない。
２

建築主は、前項の規定により周知を行ったときは、当該周知の結果等を、規則で定め

るところにより、区長に報告しなければならない。
（建築計画書の届出、協議等）
第８条

建築主は、住宅等の建築をしようとするときは、規則で定める事項を記載した建

築計画書を作成し、標識の設置期間の初日の７日前（標識を設置する必要がない住宅等に
あっては、確認申請等が行われることとなる日の 20 日前）までに区長に届け出て、その内
容について協議しなければならない。
２

区長は、前項の規定による届出があった場合は、当該建築計画書の内容について審査

し、この条例の規定に適合していないと認めるときは、当該建築主に対し、必要な措置を
講ずるよう要請することができる。
（住戸の専用床面積）
第 11 条 共同住宅等（規則で定める用途に供するものを除く。次項において同じ。
）又は
長屋の建築をしようとする建築主は、当該建築物の各住戸について、規則で定めるところ
により算定した専用床面積が、25 平方メートル以上となるようにしなければならない。

２ 共同住宅等又は長屋（住戸の数が 15 以上の長屋をいう。）の建築をしようとする建築
主は、その建築物について、次の各号に掲げる住戸の数の区分に応じ当該各号に定める割
合の住戸が、家族向け住戸（規則で定めるところにより算定した専用床面積が 50 平方メー
トル以上の住戸をいう。
）となるようにしなければならない。
(１) 15 戸以上 30 戸未満 ３分の１以上
(２) 30 戸以上 ２分の１以上
（町会等の加入、設立等に関する協議等）
第 21 条 建築主等は、住宅等の入居者の既存の町会又は自治会（以下「町会等」という。）
への加入、町会等の設立等に関し、規則で定めるところにより、区長と協議し、必要な協
力を行わなければならない。
（その他の協議事項）
第 22 条 住宅等（第１号に掲げる事項にあっては、住戸の数が規則で定める数以上の場合
に限る。
）の建築をしようとする建築主は、次に掲げる事項について、規則で定めるところ
により、区長と協議しなければならない。
(１) 義務教育施設等の設置等に関すること。
(２) 住宅等に係る敷地の土壌汚染に関する調査等に関すること。
(３) 住宅等に係る敷地の埋蔵文化財に関する調査等に関すること。
(４) 高齢者、障害者等への配慮に関すること。
(５) 省エネルギー対策等地球環境への配慮に関すること。
(６) 自助及び共助による地域における災害対策に関すること。
(７) 住宅等に係る敷地の周辺に既に存在し、又は設置が計画されている店舗又は工場等の
施設への配慮に関すること。
(８) 地域の住環境整備のための施策等への配慮に関すること。
(９) その他規則で定める事項に関すること。
（工事の完了の届出）
第 23 条 建築主は、住宅等の建築に関する工事を完了したときは、規則で定めるところに
より、速やかに区長に届け出なければならない。
２

区長は、前項の規定による届出の内容が、第８条第１項の建築計画書又は第９条第１

項の建築計画変更書の内容に適合していないと認めるときは、当該建築主に対し、必要な
措置を講ずるよう要請するものとする。
（協議内容の承継）
第 24 条 建築主は、この条例の規定により協議を行った後、当該協議に係る建築物の所有
権を第三者に譲渡する場合は、当該協議の内容を当該第三者に承継させるものとする。
２

前項の規定は、同項の規定により協議の内容を承継した者が当該建築物の所有権を譲

渡する場合について準用する。
（報告の徴収）

第 25 条 区長は、必要があると認めるときは、建築主等に対し、住宅等の建築又は建築後
の管理に関し必要な報告を求めることができるものとし、建築主等は、これに応じなけれ
ばならない。
（勧告）
第 26 条 区長は、建築主等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建築主等に対し、
期限を定め、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(１) 第６条の２第１項、第８条第１項、第９条第１項又は第 23 条第１項の規定による届
出を行わないとき。
(２) 第６条の２第１項、第８条第１項、第９条第１項、第 13 条第１項若しくは第 22 条の
規定による協議を行わないとき又は第 21 条の規定による協議及び必要な協力を行わないと
き。
(３) 第７条、第 10 条、第 11 条、第 12 条第２項、第 14 条、第 16 条第２項、第 19 条又
は第 20 条第１項の規定に適合しないことについて、第８条第２項（第９条第２項において
準用する場合を含む。
）の規定により区長が行った要請に応じないとき。
(４) 第 12 条第１項、第 13 条第２項、第 15 条、第 16 条第１項、第 17 条、第 18 条又は
第 20 条第２項若しくは第３項の規定に適合しないことについて、第８条第２項（第９条第
２項において準用する場合を含む。
）の規定により区長が行った要請に、正当な理由なく応
じないとき。
(５) 第 23 条第２項の規定により区長が行った要請に応じないとき。
(６) 前条の規定による報告を行わないとき。
（公表）
第 27 条 区長は、建築主等が前条の規定による勧告に従わないときは、規則で定めるとこ
ろにより、その事実経過を公表することができる。
２ 受忍限度
(1)騒音等
我が国では、所有権が自分の土地の中であれば、何をしても自由というような権利意識
が必要以上に認められているのではないだろうか。結果として、周辺に迷惑な行為であっ
てもなかなか制限することができず、仮に制限する場合でも、どこまでが周辺住民の受忍
限度かを問われることになる。
公害が社会的な問題となった頃から、排煙や排水については環境基準が設けられ、現在
でも大気汚染防止法や水質汚濁防止法などで厳しい規制が行われている。同じように騒音
についても騒音規制法をはじめ、東京都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
（環境確保条例）等によって規制されているが、騒音に関わる苦情は少なくない。工場と
住宅が密集しているような地域においては、製造工程での騒音や振動は発生するし、建物
の解体工事も苦情の原因になりやすい。

環境省の騒音に係る環境基準によれば、
① 療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域（ＡＡ）
昼間（午前６時から午後１０時）

５０デシベル以下

夜間（午後１０時から翌日の午前６時）

４０デシベル以下

② 専ら住居の用に供される地域（Ａ）及び主として住居の用に供される地域（Ｂ）
昼間（午前６時から午後１０時）

５５デシベル以下

夜間（午後１０時から翌日の午前６時）

４５デシベル以下

③ 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域（Ｃ）
昼間（午前６時から午後１０時）

６０デシベル以下

夜間（午後１０時から翌日の午前６時）

５０デシベル以下

この他、道路に面する地域、幹線交通を担う道路に近接する空間については、緩和され
た基準を設けている。６０デシベルの目安としては、東京都教育委員会の資料によれば、
「普
通の会話・チャイム」とされているが、現実にはその程度の音としても連続していたり、
不快な音であれば、我慢の限度を超えていると主張する人がいることも理解できる。例え
ば、解体工事であれば、騒音そのものは長期間に及ぶものではないが、一時的にはかなり
の騒音と振動が発生する。結果として騒音に悩まされるだけでなく、家屋が傾いたり、ヒ
ビが入ってしまうのではないかといった懸念も含めて問題となるが、現場には発注者はお
らず、現場責任者も不在で話しにならないといったケースもしばしば見られる。
さらに難しいのは、臭気の問題である。環境省の臭気指数規制ガイドラインによれば、
「臭
気を測定する方法として、人間の嗅覚を用いてにおいを総体として把握する嗅覚測定法と
アンモニアや硫化水素といった悪臭の原因となる個々の物質 特定悪臭物質を機器で測定
する機器分析法がある。
」とされている。アンモニアのように原因物質が特定されていれば、
判断もしやすいが、不快な臭気については、個々人によって受け止め方が異なるため、判
定が難しい。さらに、長く操業していた工場の隣にマンションが建設されたという場合に
は、そうした臭気があることが前提であり、それを許容した上で購入したのではないかと
いう意見もある。
騒音や振動、臭気といった問題については、裁判に至るケースも少なくない。例えば、
平成２０年の損害賠償等請求事件の京都地方裁判所の判決によれば、学校のエアコン室外
機が発する騒音が受忍限度を超えているとして、隣地居住者が学校の設置者に求めた室外
機の撤去請求が抽象的不作為請求の限度で認容されている。騒音規制法による特定工場等
に該当する学校が、同法による規制基準を超える騒音を隣地に到達させたことが隣地居住
者に対する不法行為に当たるとされ、被告である京都府向日市は、原告らに各１０万円を
支払うこととなったが、この際の判断基準は騒音が５０デシベルを超えるかについてであ
った。
また、平成３年の札幌地方裁判所の裁判では、カラオケからの騒音について深夜の営業
差し止めと損害賠償が認められた事件がある。この判決では、「午前０時から午前四時まで

の間、カラオケ装置を使用し、もしくは第三者をして使用させてはならない。慰謝料金額
は、原告 A については金３０万円、原告 B、C については各金２０万円とする」とされて
いる。さらに本件では、
「市の建築確認がおりる前、住民との事前の話し合いや連絡がない
まま、居宅と隣接する位置にカラオケボックスを設置していて、地域住民の多数の反対に
あっている。被告と地域住民との話し合いがあったが、合意が成立していないうちに営業
が始められている。
」といった経過も判決では重視されていることは注目すべきだろう。
このほかにも、上階子供の騒音に対する損害賠償請求やマンション工事の騒音、業務用
乾燥機の低周波音被害、さらには子ども文化センターやスポーツセンターの騒音について
差止めと損害賠償請求など、多くの判例が存在している。こうした騒音等に関わるトラブ
ルは、カラオケからの騒音に関する判例でも明らかなように、それまでの手続きや事前の
説明、苦情への対応が不十分なことによる感情的な対立があることが少なくない。そうし
た意味でも当初から可能な限りの防音対策を講じるとともに、影響を及ぼすであろう近隣
住民に対する十分な説明と丁寧なフォローは欠かせないだろう。そうした観点から、騒音
が懸念される場合にどのように調整するかのルール化を徹底することが重要であろう。
(2)ゴミ屋敷
近隣とのトラブルで最近増えているのは、ゴミ屋敷の問題である。敷地内、家屋内であ
ればゴミがあふれていても個人の問題であるということで済まされてしまうかもしれない
が、害虫やネズミの発生、臭気、火災の危険性、景観などで周囲の住民にとって大変迷惑
なものとなっている。そうしたケースの多くについては、福祉的、医療的なサポートが必
要で、自治体の関連部署の横断的な対応が必要となる。まずは当該住民と話し合うことが
必要であるが、面会を拒否されてしまえば、家屋に立ち入ることもできず、対応できなか
ったのが実情である。
このため、荒川区では、平成 21 年に「荒川区良好な生活環境の確保に関する条例」を制
定した。その内容としては、廃棄物等による不良状態を定義した上で、これを禁止し、勧
告、命令、従わないときには公表できることとしている。これに合わせて、職員の土地又
は建築物への立ち入り、必要な調査と関係人への質問ができることとし、さらに命令に基
づく行為が履行されない場合には、行政代執行ができることとしている。
荒川区良好な生活環境の確保に関する条例（平成 20 年 12 月 17 日条例第 23 号）
第２条

この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。
（略）
(６) 廃棄物 区民等の生活又は事業から発生し、遺棄された物又は遺棄とみなされる状態
で放置された物をいう。

(７) 廃棄物等による不良状態 廃棄物等（廃棄物並びに雑草、枯れ草及び樹木をいう。以
下同じ。
）により、次に掲げる状態のうち２以上が生じていると認められる状態をいう。
ア

廃棄物等により、はえ、蚊その他の害虫又はねずみが発生し、周辺住民の生活環境に

係る被害が生じ、又はそのおそれがある状態
イ 廃棄物等が火災発生の原因となり、付近の建築物に類焼する危険がある状態
ウ 廃棄物等が道路上の歩行者並びに車両の通行及び視界の妨げとなっている状態
エ 廃棄物等の臭気により、周辺住民の生活環境に係る被害が生じている状態
オ 廃棄物等により、ごみの不法投棄を招いている状態
第６条

土地又は建築物を所有し、占有し、又は管理するものは、当該土地、建築物及び

その周辺（以下「土地等」という。
）を廃棄物等による不良状態にしてはならない。
第８条

区長は、第５条の規定に違反して給餌による不良状態を生じさせたもの又は第６

条の規定に違反して土地等を廃棄物等による不良状態にしたもの（以下これらのものを「違
反者」という。
）に対し、期限を定めて、周辺住民の生活環境に係る被害を防止し、又は除
去するため必要な限度において、当該不良状態の防止又は除去のための措置その他の必要
な措置をとるべきことを勧告することができる。
２

区長は、前項の規定による勧告を受けたものが当該勧告に従わないときは、そのもの

に対し、期限を定めて、周辺住民の生活環境に係る被害を防止し、又は除去するため必要
な限度において、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
（立入調査等）
第９条 区長は、この条例の施行のため必要な限度において、職員をして違反者の所有し、
占有し、又は管理する土地又は建築物に立ち入らせ、必要な調査をさせ、又は関係人に質
問させることができる。
（代執行）
第 10 条 区長は、第８条第２項の規定による命令（第６条の規定に違反して土地等を廃棄
物等による不良状態にしたものに係るものに限る。
）に基づく行為が履行されない場合にお
いて、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置
することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法（昭和 23 年法律第 43
号）の定めるところにより、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれを
なさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。
（違反者の公表）
第 11 条 区長は、第８条第２項の規定による命令を受けたものが、正当な理由がなく、当
該命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第 13 条 第９条第１項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に
対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたものは、10 万円以下の罰金に処する。
同条例では、ゴミ屋敷対策として、代執行も含めてかなり踏み込んだ対応を可能として

いることから、各条文においても「期限を定めて、周辺住民の生活環境に係る被害を防止
し、又は除去するため必要な限度において」といったように一定のブレーキがかかるよう
な形となっている。また、学識経験者５人以内をもって組織する生活環境審査会を設置し、
命令、立入調査及び質問並び公表の実施について、あらかじめ意見を聴くとともに、立入
調査又は質問を行ったときは、速やかに報告することを定めている。合わせて、立入調査
又は質問をする職員は、身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示
しなければならないこと、公表をしようとするときは、当該命令を受けたものに対し、意
見を述べ、証拠を提示する機会を与えることも規定している。
第７条

次条第２項の規定による命令、第９条第１項の規定による立入調査及び質問並び

に第 11 条第１項の規定による公表の実施について、
区長の諮問に応じて調査審議するため、
区長の附属機関として、荒川区生活環境審査会（以下「審査会」という。
）を設置する。
２

審査会は、学識経験を有する者のうちから、区長が委嘱する委員５人以内をもって組

織する。
３

委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。
４

前２項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、荒川区規則

（以下「規則」という。
）で定める。
第８条
３

区長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴

かなければならない。
第９条
２

区長は、前項の規定による立入調査又は質問をしようとするときは、あらかじめ審査

会の意見を聴かなければならない。ただし、区民の生命、身体、健康又は財産に対する危
険を避けるため特に緊急を要する場合で、あらかじめ審査会の意見を聴く時間的余裕がな
いときは、この限りでない。
３

区長は、前項ただし書の規定により第１項の規定による立入調査又は質問を行ったと

きは、速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。
４ 第１項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
５

第１項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。
第 11 条
２ 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該命令を受けたものに対し、
意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
３

区長は、第１項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を

聴かなければならない。
このように条例を制定したが、これを根拠にいきなり強制力を行使するようなことはな
い。現場では、引き続きよく事情を聴き、相手の立場や思いを考えながら丁寧に対応を進
めている。
(3)えさ遣り
荒川区がこの条例を制定した背景には、もう一つの難しい問題があった。それは、ある
住民が猫に餌をやるということで早朝に肉類を路上に多数置いていった結果、カラスが多
数集まって、鳴き声や糞による被害が発生し、地元の大問題となったことである。生き物
に餌をやることについては、
「動物の愛護及び管理に関する法律」では次のように規定され
ているため、条例をもって餌やりを禁止することは同法に違反することになる。
動物の愛護及び管理に関する法律（昭和四十八年十月一日法律第百五号）
第二条

動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、

又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性
を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
２

何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさな

い範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮
した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
第四十四条

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円

以下の罰金に処する。
２

愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安

全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又
は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこ
と、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管
理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の
罰金に処する。
３

愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。

４

前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

一

牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

二

前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属

するもの
しかし、当該住民が猫に餌をやっていると主張していたとしても、現実にはその餌によ

って集まったカラスによって近隣住民が大変な迷惑を被っているわけであるから、基礎自
治体としてこれを放置することはできない。そこで担当セクションが考えたのが、条例で
言う「給餌による不良状態」を禁止することである。つまり餌やりを禁止するのではなく、
餌やりの結果発生する事象を禁止することによって、迷惑行為を防止しようとしたわけで
ある。
実際に寺院や公園などでも、安易に餌を与え、鳩が増えすぎたため、これを禁止してい
るところが多い。不適切なペットの飼い方や捨て猫なども同様であるが、まずは飼い主や
動物愛護を自負する人の自覚とマナーの向上が求められているが、それでもルールを守れ
ないようなときにどのように抑止していくかについては、さらに対策が必要であろう。荒
川区の場合には、飼い主のいない猫に不妊・去勢処置による繁殖抑制に取り組むボランテ
ィア団体が活動していたが、本条例の制定の趣旨を誤解し、無責任な餌遣りと同一視され、
非難されるという事態が発生した。このため区では、活動の意義や必要性について広く広
報するとともに飼い主のいない猫の不妊・去勢処置に要する費用の助成、不妊・去勢手術
受診のための捕獲器の貸し出し、適正管理活動等についての情報提供、助言等の支援を行
っている。
以上述べてきたように地域では様々な問題が発生する。本件のようなケースは、法に抵
触しないとしても明らかに受忍限度を超えている。目の前に困っている住民が存在すれば、
何らかの対応をすることが基礎自治体の責務である。そうした意識のもとで関係職員が知
恵をしぼり、ご紹介したような条例へとつながったことは、評価に値する成果であると考
えている。
荒川区良好な生活環境の確保に関する条例（平成 20 年 12 月 17 日条例第 23 号）
第２条

この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。
（略）
(４) 給餌 自ら所有せず、かつ、占有しない動物にえさを与えることをいう。
(５)

給餌による不良状態

次のいずれかに該当するものにより周辺住民の生活環境に係

る被害が生じていると認められる状態であって、かつ、複数の周辺住民からの区長に対す
る苦情の申出等により、周辺住民の間で当該被害の発生が共通の認識となっていると認め
られる状態をいう。
ア 給餌によるえさを目当てに集散する動物の鳴き声その他の音
イ

給餌によるえさの残さ又は給餌によるえさを目当てに集散する動物のふん尿その他の

汚物の放置又は不適切な処理及びこれらにより発生する臭気
ウ 給餌によるえさを目当てに集散する動物の毛又は羽毛
エ 給餌によるえさを目当てに集散する動物の威嚇行為

第５条

区民等は、自ら所有せず、かつ、占有しない動物にえさを与えることにより、給

餌による不良状態を生じさせてはならない。
第８条

区長は、第５条の規定に違反して給餌による不良状態を生じさせたもの又は第６

条の規定に違反して土地等を廃棄物等による不良状態にしたもの（以下これらのものを「違
反者」という。
）に対し、期限を定めて、周辺住民の生活環境に係る被害を防止し、又は除
去するため必要な限度において、当該不良状態の防止又は除去のための措置その他の必要
な措置をとるべきことを勧告することができる。
２

区長は、前項の規定による勧告を受けたものが当該勧告に従わないときは、そのもの

に対し、期限を定めて、周辺住民の生活環境に係る被害を防止し、又は除去するため必要
な限度において、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
３

区長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴

かなければならない。
第 14 条 第８条第２項の規定による命令に違反したものは、５万円以下の罰金に処する。
３ 価値観の相違
(1)自然環境と開発
我が国では、経済的な発展のみを追求した高度経済成長期に乱開発や公害など、多くの
教訓を得た。環境問題は国際社会においても最重要課題の一つとなっている。例えば、首
都圏中央連絡自動車道（圏央道）に関わる高尾山天狗裁判は、八王子市の北浅川橋から八
王子南インターチェンジまでの区間の建設工事について、住民や八王子城跡や高尾山等の
自然保護を目的として活動する団体などが工事差止めを求めたものである。東京地裁八王
子支部は、健康被害を生じさせるおそれがあるとは認められない。水脈被害や自然生態系
被害、山地景観被害が生じたことは認められるものの，環境権・自然景観権が侵害される
おそれがあることを理由とする差止請求は許されないなどとして請求を棄却した。本件に
ついては、この裁判の他にも事業認定など複数の訴訟が起こされているが、これらは次第
に国家権力と自然保護団体の対立といった色彩が強くなったように見える。本来議論され
るべきことは、手続き面での瑕疵よりも、首都圏の環状道路の整備という公益性と自然生
態系などを保護すべきという２つの主張のいずれを守るべきかである。
平成２８年度版の首都圏整備に関する年次報告によれば、
「道路移動時間の約４割は渋滞
に費やされている状況であり、これは年間約 280 万人分の労働力に匹敵する。
（中略）中で
も、全国の渋滞損失時間が最も集中している首都圏では、競争力の維持や少子高齢化社会
における労働力確保の観点から、渋滞を解消し、社会全体の生産性向上を目指すことが不
可欠である。
」とされているように、渋滞を解消することは様々な面での経済的な損失を招
くだけではなく、環境面でも大きな負荷となっていることは間違いない。今後、このよう
な問題が起こった場合には、情緒的な議論ではなく、双方が客観的なデータを示す中で妥
協点を見出す努力をしていくことが不可欠である。

上記のようなトラブルは身近なところにも存在している。例えば、公共施設を建設する
ために樹木を伐採しようとすると地元から反対されるのは典型的な事例である。このほか
にも老木となった桜を伐採する際にも反対が起こることがある。一部が朽ち始め、倒れる
おそれがあったり、根上がりにより、高齢者や障害者などの通行に不都合が生じている場
合でも、毎年の花見を楽しみにしている住民としてはなかなか納得できないものである。
この場合にも前者であれば公共施設の必要性や樹木をどの程度伐採することになるか、新
たに植樹されるのはどんな種類かなどを、後者については桜の状況を丁寧でわかりやすく
説明するなど、粘り強く説得を続けていくしか方法はないだろう。
(2)景観
景観についても近年では社会問題になりやすくなってきている。景観に関わる考え方の
転機ともなった事例として、平成 18 年 3 月 30 日の国立マンション訴訟最高裁判決が有名
である。これは、ＪＲ国立駅南口から続く「大学通り」に１４階建てのマンションを建設
することは景観を著しく損ねるため、周辺住民らが、マンションの一部撤去と慰謝料等の
支払いを求めたものである。最高裁判決では、良好な景観に近接する地域内に居住する者
が有するその景観の恵沢を享受する利益（景観利益）は、法律上保護に値し、本件につい
ても、景観に近接する地域内の居住者は、
「景観利益」を有している。また、建築基準法等、
法令の基準を満たし、適法に建築された建物が、違法な利益侵害といえるかについては、
少なくとも その行為が、刑罰法規や行政法規の規制に違反するものであるなど、その態様
や程度の面において社会的に容認された行為としての相当性を欠くことが求められ、本件
のマンション建築は、
「景観利益」を違法に侵害する行為には当たらないとして、周辺住民
らの訴えは棄却された。さらにこの事件では、当時の市長が市民団体に情報提供したこと
や建築工事着手後に、建築できる建物の高さを２０メートル以下に制限する、地区計画と
建築物の制限に関する条例を制定したことである。このため、市議会の議決の無効確認訴
訟や東京都に対する建築中の建築物に除却命令などを発しないことの違法の確認及び命令
を発することの義務付け訴訟、市長の発言が営業妨害にあたるとした事業者の国立市への
損害賠償訴訟、住民から国立市への住民訴訟、国立市から元市長個人に対する損害賠償訴
訟が起こされるに至った。この中では、条例等の施行時に根切り工事が行われていたこと
を着工と判断するかが論点となり、さらに最近では元市長個人に対する損害賠償が確定し
たことも話題になっている。こうした経過はあっても本件で「景観利益」を保護すべきも
のとして最高裁が認めたことは特筆に値する。
もう一つ有名な事例として、「まことちゃんハウス」の裁判がある。赤と白のストライプ
の外壁塗装が特徴的な通称「まことちゃんハウス」の北側隣人及び向かい側隣人が漫画家
に対して、外壁部分の撤去、完成から撤去完了まで原告それぞれに毎月 5 万円ずつの慰謝
料の支払い等を求めたものである。
平成 21 年１月 28 日の東京地裁判決によれば、一般論として建築物の外壁の色彩も景観

利益に含まれ得ることを認めたが、本件住宅地域に建築物の外壁色彩に関する法的規制や
民間の協定がないことや、同地域の他の住宅も様々な色彩をしていること等から、本件住
宅地域では外壁色彩が景観利益に含まれないと判断した。また、仮に景観利益に含まれる
としても、まことちゃんハウスの色彩が原告らの景観利益を侵害しないとの判断も示し、
原告らの請求を全て棄却している。また、私生活上の平穏やプライバシー権等の人格的利
益に関わる主張も裁判所は併せて否定している。住宅地における外壁の色彩が、国立マン
ション訴訟最高裁判決で認められた景観利益の保護すべき対象となりうるかについての判
断された事例である。著名な漫画家が訴訟の対象となったことから、景観に関する社会の
認知度が高まった事例といえよう。
景観利益に関わる訴訟は、このほかにも多数ある。名古屋市の一部高架式道路の設置に
関わって、地域の特徴、景観利益の定義などの利益の侵害を主張して、民事訴訟による差
止請求をした事件については、平成 18 年の名古屋地判決では、
「都市計画事業の認可に基
づく行政の諸活動のうち、建築行為のみを取り上げ、その実施者とそれにより権利侵害等
を主張する私人との間の対等な私法関係として把握して、審理判断を求めることは民事訴
訟として許容されるものではない」として訴えを却下している。
また、東京都町田市の 10 階建てのマンション 10 棟の近隣住民が、同マンションの建築
主、設計・施工者およびマンションの区分建物を買い受けた引受参加者らに対して、景観
利益を侵害し、建築基準諸法に違反するものであり、また、権利濫用があるなどとして、
不法行為に基づく原状回復措置として同マンションの一部を撤去することを請求する訴訟
については、平成 19 年 10 月 23 日の東京地裁の判決では、「建築関係諸法規に違反するこ
とも認められないし、仮に、東京都建築安全条例やハートビル条例の関係で適切を欠く部
分があったとしても、原告らの景観利益との対比において違法とみるべき程度に建築関係
諸法規の違反があるということもできないというべきことに加えて、本件マンションの建
築工事に至る経緯や原告ら指摘の諸点からみて、被告らに公序良俗に違反する行動や権利
濫用に該当する事情があったとも認められないことを総合すると、原告ら主張の景観利益
を被告らが違法に侵害したとまでいうことはでいない」として請求を棄却した。
さらに、京都市北区紫野北船岡町に建築中のマンション周辺に居住者らが、本件マンシ
ョンなどにかかる開発行為非該当確認および同確認についての京都市開発審査会の裁決、
ならびに、建築確認および建築確認についての京都市建築審査会の裁決が違法であるとし
て、その取消しを求めて提訴した。平成 19 年 11 月７日の京都地裁判決では、
「建築基準法
は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康
及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする（１条）もの
であるところ、建築基準関係規定等においても、景観利益を住民個々人の個別的な利益と
して保護していると解することは困難である」。「そうすると、原告らが景観利益を有する
か否かはさておき、景観利益の侵害が本件除去命令がなされないことによって生ずる重大
な損害であることは認めがたく、また、原告らが本件除去命令を求めるにつき法律上の利

益を有するとも認めがたい」などとして、本件義務付けの請求による訴えは、重大な損害
が生じるとの要件を欠き、不適法であるとして、訴えを却下した。
この他にも多数の訴訟が提起されているが、景観利益を認め、建物の除却等を命じる判
決は見られない。最高裁判決によって景観利益が認められたとはいえ、個別の紛争に対し
てそれを保護すべきと判断することはきわめて難しいのが実態である。
最近では、歴史的な建造物が多い観光地などにおいては、景観維持が誘客という観点で
もきわめて重要なことから、特徴的な看板が多いコンビニエンスストアやドラッグストア
についてもコーポレイト・アイデンティティ面での抵抗を乗り越えて、周辺と調和するよ
うな看板や店舗の外観とされている。一般の住宅地で撤去や慰謝料に結びつくとは考えに
くいが、景観が資源であるという認識が地域住民の総意として認められるようであれば、
企業もこれに従わざるをえなくなり、これが市街地にも波及する可能性はあるだろう。
葛飾区では、平成２９年 1 月に柴又地域の文化的景観を保存するための基本的な方針「葛
飾柴又の文化的景観保存計画」を策定した。柴又地域の魅力ある風景・景観を将来にわた
り守っていくため、建築物に関するルールを定めた「柴又地域景観地区」を同年 3 月 31 日
に決定・告示している。これによって、地区内で建築物を建てたり、外観を変更する場合
は、景観地区のルールが適用され、申請手続きを行うこととなる。工作物に関するルール
を定める景観地区条例についても同年 7 月に施行されている。このように都内の市街地に
おいても景観を保全するための取組みが出てきており、今後どのように展開していくかが
注目される。
(3)利便性と環境
人間は、一度便利な体験をすると、それが当然となり、仮に環境に悪影響を及ぼすとわ
かっていても変えられないことが多い。レジ袋もその一つである。廃棄しても分解されず、
海洋生物や鳥などが被害を受けることになる。最近では分解される素材も開発されてきて
いるが、その他のプラスチック製品も含めて環境への影響は大きい。おそらくほとんどの
人がプラスチック類が環境に負荷をかけていることは認識しているだろうが、自分一人が
我慢しても環境負荷はまったく低減しないと考え、便利な商品を買い続けるのである。
政府は改正容器包装リサイクル法を２００７年４月に施行するなど、事業者に対して抑
制を働きかけているが、環境省によれば依然としてレジ袋は 1 年間に約 300 億枚（1 人 1
日約 1 枚）がごみになっているとのことである。日本チェーンストア協会は、マイバッグ
を持参し、レジ袋を辞退するよう、無料配布を中止し、有料化や値引きなどの取組みを進
めた結果、平成２８年７月には辞退率が 52.83%にまで上昇したと報告している。
レジ袋に関わる自治体の取組みとしては、杉並区の事例が有名である。同区では、平成
14 年に「すぎなみ環境目的税」を制定し、レジ袋 1 枚に 5 円課税することとし、平成 16
年には、レジ袋削減推進協議会から、レジ袋有料化の要請を行っている。さらに平成 19 年
に、サミット成田東店でレジ袋有料化の実証実験を行った結果、マイバック等持参率 80％

以上を記録している。そして平成 20 年に「レジ袋有料化を推進する条例」を制定し、すぎ
なみ環境目的税条例は廃止している。これに合わせて、マイバッグ推進連絡会の設立やマ
イバッグコンテストなども実施している。
杉並区レジ袋有料化等の取組の推進に関する条例（平成 20 年３月 14 日条例第７号）
（定義）
第２条

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。
（略）
(３) 対象事業所等

前年度のレジ袋の使用枚数（前年度１年間を通じてレジ袋を使用し

ていない場合は、規則で定める使用枚数）が 20 万枚以上であって規則で定める目標（以下
「目標」という。
）を達成していない事業所等（食品製造業等取締条例（昭和 28 年東京都
条例第 111 号）第７条の規定により食料品等販売業の許可を受けたものに限る。
）をいう。
(４) レジ袋多量使用事業者

対象事業所等を有する事業者をいう。

（区の責務）
第３条

区は、レジ袋有料化等の取組の推進を図るために必要な措置を講じなければなら

ない。
２

区は、レジ袋の使用の抑制に関する区民及び事業者の意識の啓発に努めなければなら

ない。
（区民の責務）
第４条

区民は、レジ袋有料化等の取組に協力する等レジ袋の使用の抑制に努めなければ

ならない。
（事業者の責務）
第５条

事業者は、レジ袋有料化等の取組を行う等レジ袋の使用の抑制を図るために必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。
（計画書の作成等）
第６条

レジ袋多量使用事業者は、目標を達成するため、規則で定めるところにより、規

則で定める計画期間におけるレジ袋有料化等の取組に関する事項を記載した計画書（以下
「計画書」という。
）を対象事業所等ごとに作成し、区長に提出しなければならない。
２

レジ袋多量使用事業者以外の事業者は、計画書を事業所等ごとに作成し、区長に提出

することができる。
３

前２項の規定により計画書を提出した事業者は、その内容を変更したときは、速やか

に変更後の計画書を区長に提出しなければならない。
（レジ袋有料化等の取組の実施）
第７条

前条第１項の規定により計画書を提出した事業者は、目標を達成するため、当該

計画書に基づき、対象事業所等において、レジ袋有料化等の取組を行わなければならない。
２

前条第２項の規定により計画書を提出した事業者は、当該計画書に基づき、レジ袋有

料化等の取組を行うものとする。
（報告書の作成等）
第８条

第６条第１項又は第２項の規定により計画書を提出した事業者は、規則で定める

ところにより、レジ袋有料化等の取組の実施状況に関する事項を記載した報告書を事業所
等ごとに作成し、区長に提出しなければならない。
（概況確認書の作成等）
第９条

目標を達成した事業所等を有する事業者で規則で定めるものは、規則で定めると

ころにより、前年度のレジ袋の使用枚数等を記載した概況確認書を作成し、区長に提出し
なければならない。ただし、計画書又は前条の報告書を提出することとなる年度において
は、この限りでない。
（協定の締結）
第 10 条 区長は、レジ袋有料化等の取組に関する必要な事項を定めた協定を事業者又は商
店会と締結することができる。
（計画書等の公表）
第 11 条 区長は、第６条の規定による計画書の提出又は第８条の規定による報告書の提出
があったときは、その内容を公表するものとする。
２ 区長は、前条の規定により協定を締結したときは、その内容を公表するものとする。
３

区長は、レジ袋有料化等の取組の実施状況又は目標の達成状況が優良であると認める

事業者又は商店会について、その内容を公表するものとする。
４

区長は、レジ袋有料化等の取組による収益金を環境の保全に係る施策等のために寄附

した事業者又は商店会について、その内容を公表することができる。
（区の支援）
第 12 条 区長は、必要があると認めるときは、レジ袋有料化等の取組を行う事業者又は商
店会に対し、当該取組に関する周知その他の必要な支援を行うことができる。
（指導及び助言）
第 13 条 区長は、レジ袋有料化等の取組を推進するため必要があると認めるときは、事業
者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
（立入調査）
第 14 条 区長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所
に立ち入り、レジ袋有料化等の取組の状況を調査させ、又は関係人に質問させることがで
きる。
２

前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に

提示しなければならない。
（勧告）

第 15 条 区長は、第６条、第８条又は第９条の規定による提出をせず、又は虚偽の記載を
して提出をした事業者に対し、必要な措置をとることを勧告することができる。
２

区長は、前条第１項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項

の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした事業者に対し、必要な
措置をとることを勧告することができる。
３

区長は、レジ袋多量使用事業者のレジ袋有料化等の取組の実施状況が著しく不十分で

あると認めるときは、当該レジ袋多量使用事業者に対し、必要な措置をとることを勧告す
ることができる。
（違反者等の公表）
第 16 条 区長は、前条第１項又は第２項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由
なくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
２

区長は、前条第３項の規定による勧告を受けたレジ袋多量使用事業者が、正当な理由

なくその勧告に従わなかったときは、杉並区環境清掃審議会の意見を聴いて、その旨を公
表することができる。
こういった課題について、課税すべきといった議論がある。たしかに税を払わなければ
ならないとなれば、一定の抑止効果があることは間違いない。しかし、道路を隔てて基礎
自治体が隣接する東京２３区内においては、特定の区だけが実施することは難しい。公平
性の問題に加え、本件のように購買関係で課税する場合には、隣接区へ消費が流出するお
それがあり、区内の商業活性化という面ではマイナスに働く。また、低所得者層において
は負担が増え、生活を圧迫するという声も上がるであろう。そうした観点で基礎自治体レ
ベルでは、なかなか独自課税を行うことは難しいだろう。
すっかり定着してしまったレジ袋を減らしていこうということに積極的に取り組んだ意
義は大きい。こうした運動が始まったことをきっかけに最近ではレジ袋が有料であること
は当たり前になってきたし、買い物袋を持参する人も確実に増加している。そうした意味
で杉並区による問題提起は住民の意識改革という意味で相当の効果があったものと考えて
いる。
４ 権利と公益
狭隘な道路の拡幅は、延焼を遮断し、緊急車両の通行を容易にするなど、地域の安全性
の向上という面で効果は大きい。また、日常的にも交通安全やバリアフリー、景観の向上
などにおいても有効である。このため、できるだけ早期に拡張のための道路用地を取得し、
あるいは建替えによって、セットバックを促進していくことは、災害に強い街づくりにお
いてきわめて重要である。しかし、現実には木造密集地域に居住する多くは高齢者であり、
転居や建替えは難しい場合が多い。経済的にも心情的にも抵抗があることは十分に理解で
きるし、さらに古くからの住宅地は土地の境界が不明確であったり、借地が多い、相続に

より権利者が多数であるなど、複雑な事情を抱えるケースも少なくない。このため、用地
交渉を重ねてもなかなか進まないというのが実態である。
ここで、例えば、大地震はいつ起こるかわからないので、土地収用法を活用して、一刻
も早く拡幅すべきであるという意見が一方にはある。しかし、高齢者の暮らしを尊重すれ
ば、じっくりと時間をかけて説得すべきという意見もあるだろう。こうした問題には絶対
的な判断基準というものは存在せず、ケースバイケースとなることは必至である。
これは面的な市街地再開発についても同様である。密集した市街地を再編して、商業や
業務施設、集合住宅を整備することは、耐震、耐火建築に更新されることによる防災性の
向上、道路の拡幅による渋滞解消、駅前広場、公園、ホールなどの公共空間の整備、商業
施設の整備などによって、生活の利便性の向上や地域のイメージアップ、また個々の家屋
についてもバリアフリーなど居住環境の向上が期待できる。さらに開発によって、土地の
価格の上昇し、結果的に自治体の固定資産税の増にもつながり、周辺地区の開発が促進さ
れることもある。
しかし、反面、それまでの地域コミュニティが失われ、隣近所の交流が減り、高齢者等
が孤立するおそれがある。また、大規模商業施設がオープンすることにより、周辺の商店
街が大きな打撃を受け、閉店を余儀なくされることもある。また、古くからの街並みが失
われ、最近では、地方のどの駅を降りても同じような風景に出会うようになってきている。
日影や風害も発生もよく耳にすることである。
このように道路拡幅にしろ、市街地再開発にしろ、関係者全員が賛成するということは
困難であり、どこかの段階で合意を取り付けるような努力をしていくしかないだろう。ま
た、開発にあたっても地域の特性、コミュニティを温存できるような工夫については、十
分の検討すべき課題といえよう。
５ 施策の重点化と公平性
当然のことながら自治体の施策は公平でなければならないが、現実にはどこまで公平性
を担保すべきかについては難しい問題がある。典型的な事例として産業振興に関わる施策
については、２つの方向性がある。第一は、原資が税金であるのだから、対象者に対して
は公平に支援すべきというものである。あまねくすべての中小企業に補助金を配るとなれ
ば、限られた財源の中で、１社あたりの金額は微々たるものとなってしまう。自治体の財
政規模をはるかに上回る資金が動く経済界においては、そのような少額の補助金を支給し
てもなんの意味もなく、税金の無駄遣いとなってしまう。第二は、施策の効果を発揮させ
るためには、意欲のある、あるいは技術や商品などで優位性のある企業だけに集中的に税
金を投入するべきというものである。多数の中小企業がある中、特定の企業のみに補助金
を支出することは公平性の観点から難しい。
こうしたことから、最近では国や自治体の産業関連の施策は、事業者が提案や事業計画
等を申請し、審査会等において適格と判断されれば補助金等が支給されるという方式が増

えている。この方式であれば、意欲的、あるいは独自の技術などを有する事業者が自発的
に手を挙げてくるため、自治体が恣意的、意図的に特定企業を選んだという批判を受ける
ことはなく、さらに第三者による審査を経れば、客観性、公平性も担保されるからである。
こうした手続きにより、支援を重点化しているのが最近の動向である。
産業関連施策に関わって別の視点もある。時代の変化とともに衰退しつつある分野につ
いて、どこまで支援するかである。産業構造や住民のライフスタイルの変化、さらには規
制緩和などによって、かつては栄えていたが、長期にわたって低迷する産業がある。これ
に対しても、第一に自由主義経済の中にあって、需要が失われた産業が衰退することは当
然であるから、転職や転業を支援すべきという考え方がある。第二に衰退しつつある産業
といえ、多くの従業員とその家族がいることを考えれば、支援を続ける必要があるという
ものである。国際的な競争が激化し、ＩＣＴをはじめ産業構造が大きく変化している昨今
の経済の状況を考えれば、前者の考え方をとるべきであろうが、そうした産業に関わる経
営者や従業員の多くは高齢者であり、単に転業や転職をお願いしますというわけにはいか
ないのが実情である。
このため、自治体としては何とかソフトランディングができるような配慮を行うことと
なる。例えば、一時的な設備投資に対して助成金を支出し、大きな負債を抱えないように
支援したり、販売促進のためのイベント等への参加費用を助成するなどがある。しかし、
今後の事業展開に限界を感じている経営者を後押しするという観点から、例えば、新分野
に進出する際に必要な資金に対しては他よりも低い金利となるよう利子補給を行ったり、
進出を考えている業種に関わるノウハウを提供できる専門家を派遣したりなど、別の業態
へ円滑に移行できるような支援策もある。
このように現状維持と転業の促進という両面での支援策が一般的であるが、地域によっ
ては地場産業の存続と発展は、自治体にとってさらに高いレベルでの重要性を有する課題
となる。代表的な事例として今治のタオル、鯖江のメガネ、燕三条の洋食器などは、国内
外に高い知名度を誇るブランドであるが、それでも海外からの廉価な製品の流入などの逆
風に苦しんでいる。今治のタオルについては、一時はセーフガードを要求しようとするま
でに危機的な状況に陥っていたが、四国タオル工業組合が中心となって、高い品質による
ブランディングに取り組み、今日では大幅に業績を回復させている。そうした著名なブラ
ンド以外の地場産業も、それぞれの地域で多くの雇用を支え、税収への影響も大きいこと
から、自治体にとっては死活問題とも言えるものであり、全国では様々な取り組みが行わ
れている。
まず、都道府県レベルでは、新製品開発や販路開拓、ブランド化に対する支援が中心で
あり、また新分野に進出しようとする企業に失業者の雇用を促すことにより、円滑な労働
力の移転を図るものもある。以下、３つの県の施策を示す。
愛知県

あいち中小企業応援

地場産業企業や団体が、商品開発・販路開拓などの新事業

愛知県

ファンド助成金

展開を行う場合に助成

あいち産業科学技術

窯業、工業、繊維の技術力・新商品開発力の強化への支援

総合センター
埼玉県
埼玉県
山梨県

地場産業活性化再生

産地活性化のための地域資源を活用した新製品開発及び、

支援事業

販路開拓に要する経費に対して補助

地域ものつくりブラ

地域資源等のブランド化に向けた「グループ活動」
「調査・

ンド力強化支援事業

研究開発」
「新製品開発・販路拡大」のための経費を補助

ブランドプロモーシ

産地ブランド力を高める事業や国内外の販路開拓を行う

ョン支援事業費補助

事業であり、他の地場中小企業者の新たな事業活動の誘因

金

となりうる先導的事業及び自主努力旺盛な事業の一部を
補助

山梨県

中小企業地域資源活

農林水産物、産地の技術、観光資源などの地域産業資源を

用プログラム

活用した新用品・新サービスの開発や市場化を、関係機関
が連携して総合的に支援

山梨県

新分野進出企業雇用

県内中小企業等において、失業者を雇用し、新商品・新サ

支援事業

ービスの開発、新技術・新方式の導入等新しい事業の企画
や実施に従事させる事業

山梨県

新分野進出企業若年

県内中小企業等において、若年の失業者を雇用し、新商

者雇用支援事業

品・新サービスの開発、新技術・新方式の導入等新しい事
業の企画や実施に従事させる事業

山梨県

工業製品等の海外展

県内中小企業が、海外で行われる工業製品等の展示会へ出

示会への出展支援

展する際、その費用の一部を補助

次に市町村レベルでの地場産業の活性化支援については、事例によって考えてみたい。
兵庫県西脇市では、
「播州織」の産地として、次のような事業を行っている。
① 地域ブランドの取得
「播州織」は、平成 20 年に特許庁から地域団体商標（いわゆる地域ブランド）に認定さ
れ、一定の品質基準に達した認定製品にはロゴタイプのシンボルマークを添付している。
② 播州織総合素材展の開催
「播州織」ブランドを発信し、産地の企画・提案力の向上を目指して最新の先染織物「播
州織」を提案し、新規顧客の開拓をはかることを目的に、毎年開催しており、最新生地の
展示や企業見学ツアー、デザイナージョイントコレクションショーを行っている。
③ 播州織ファッションショーの開催
播州織製品の良さをアピールするとともに、提案型産地としての魅力と可能性を広く発
信していくため、播州織素材を使ったファッションショーを市内外で開催している。
④ 西脇高等学校

県立西脇高校生活情報科では、
「西脇高校発クールビズ作戦」の一環として、地球温暖化
防止に向けた啓発と播州織の振興・産地からの情報発信を目的に、生徒が播州織素材を使
った鮮やかなシャツを手作りしている。
また、毎年開催される「へその西脇・織物まつり」では、西脇高等学校生活情報科の生
徒や卒業生で構成されているグループなどが、デザインから縫製までを手掛けた播州織の
衣装でファッションショーを行っている。
さらに、平成 24 年には神戸元町商店街で、西脇高等学校生活情報科による播州織ストリ
ートファッションショーを開催し、播州織だけでなく西脇市の知名度向上や多彩な魅力の
発信にも寄与している。
⑤ 西脇病院
平成 19 年 11 月の新病棟開設にあわせ、市立西脇病院ではベッドに播州織で製作された
シーツを使っている。
ここで注目すべきは、産業関係者だけではなく、地元の高校や病院が積極的に地場産業
の活性化に取り組んでいるところである。基礎自治体ならではの活性化策といえよう。
これと類似した取り組みとして、山形県鮭川村では、地元の特産品である「きのこ」と
「鮭」によってイベント等を行っている。例えば、毎年開催されている「鮭川きのこ王国
まつり」では、
「きのこ鍋」や「なめこそば」
、「なめこつかみどり」、「お楽しみ抽選会」に
加えて、
「全国キノコの食味＆形のコンテスト」、
「きのこのアウトレット収穫体験」、
「鮭川
産キノコ使用の創作ファーストフード対決」などが開催されている。

また、同村の特産

品である鮭のイベントでは、鮭のつかみどりやイクラ飛ばし大会などを行っている。さら
に、こうしたイベント開催期間に村内の対象施設に宿泊すると、宿泊料の一部を補助する
助成金制度を設けており、限られた財源の中で、かなり知恵を絞った取り組みと評価すべ
きであろう。
このように都道府県では、新分野への進出や新製品の開発など、積極的な取り組みに対
して、積極的に支援をしており、一方、基礎自治体においては、地域を挙げて特産品のブ
ランド化や情報発信、販売促進に取り組んでいる。すなわち、都道府県においては、産業
構造やライフスタイルの変化等を踏まえ、地場産業も転換していくことを促すことに重点
を置く一方、基礎自治体においては、現存の産業をベースにいかに情報発信をし、売上を
上げていくかに重点が置かれる傾向にあると言えよう。
こうした地場産業に含まれるかもしれないが、伝統技術については、さらに難しい要素
が加わる。伝統技術は、地域の特産品というよりも、むしろ文化、芸術的な観点で評価さ
れるものである。したがって、そうした産業が淘汰されてしまえば、雇用や経済という側
面よりも文化的な損失はきわめて大きいものである。しかし、１００円ショップでは大量
生産できわめて廉価で良質の商品が市場に溢れる現代において、手作りの製品で価格競争
を行うことは不可能であり、品質面で差異があったとしても素人目にはわからないことが
多い。そうしたことから、文化的な価値がきわめて高い伝統技術保持者であっても、十分

な収入を得ることが難しいのが実態である。
こうした状況を踏まえ、荒川区では「荒川の匠育成支援事業」を実施している。この事
業は、ステップ 1 として、伝統工芸技術の職人のもとで、職人見習いとして短期の現場実
習を行う。期間は 3 か月間で、その間、現場実習者への研修手当てとして、1 日 3 千円（上
限 月 6 万円）
、また伝統工芸技術保持者に対しても指導料を 1 日 5 千円（上限月 10 万円）
支払うものである。ステップ 2 では、ステップ１の終了後に引き続き職人のもとで修業を
希望する人が伝統工芸技術を持つ職人に弟子入りをして、本格的に修業を行う。期間は 3
年間で、最長 6 年まで延長することができ、この間、新規継承者への研修手当てとして、1
日 5 千円（上限月 10 万円）
、伝統工芸技術者への材料費補助が上限月 1 万円、新規継承者
への家賃補助として上限月 3 万円が支出される。弟子が修業する期間の給料を補助すると
いう点では、かなり思い切った施策であるが、弟子入りして修業している１０人前後の若
者の姿を見るたびに、事業の必要性を感じている。
こうした伝統技術の保存については、産業振興策の枠を超えたものであり、むしろ文化
施策に近づくものであるが、一定の収入が確保され、業として成り立つものでなかればな
らないことから、引き続き産業振興の観点から販路拡大や新製品開発などの支援も合わせ
て行っていく必要がある。最近では、インターネットを通じての販売に取り組む職人も増
えており、海外を視野にいれた販促の重要性が増すだろう。
むすびに
住民と住民、住民と自治体、その他様々な関係者の意見や考え方の対立は、人里離れた
山奥や絶海の孤島で暮らしているような人を除けば、誰もが経験する可能性がある。そう
した場面に遭遇したときどう対応すればよいのだろうか。今回紹介したケースの多くは個
人が自らの主張を繰り返しているうちには解決は望めない。すべてを裁判で解決しなけれ
ばならないというのも現実的ではない。
ここでまず必要となるのが、関係者は関係法令や前例等も把握した上で、まずは現状を
客観的に見直し、自分の主張の妥当性を評価することである。相手方が近隣住民であって
も、自治体であっても自らの考え、主張を論理的に明確に説明できるようにすることが重
要である。こうした土壌ができれば、対立がいたずらに長引いたり、泥沼化するような事
態を避けやすくなるはずである。自治体においても調整の際に論点を明確にし、交渉が積
みあがっていくような工夫をする必要がある。そのためには、職員のスキルアップにも一
層取り組んでいくことが求められている。
また、後半で述べたように、自治体が施策を展開していくにあたっては、多くの課題、
与条件が存在する中で、どのように施策を選択し、実施していくかについては、今後ます
ます複雑で高度化していくであろう。そうした状況に対処していくためには、首長のリー
ダーシップも重要であるが、日々問題に直面する現場職員の問題解決能力、政策形成能力
をさらに磨きをかけなければならないと感じている。同時に、社会が成熟していく中で、

価値観が多様化することは必然であるが、自らの価値観、考え方を客観的に評価し、相手
の主張も理解に努め、調整しようとする姿勢をもつなど、当事者となる住民の側において
も一層成熟していくことが求められている。
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