
は し が き

行政法をある程度修得した弁護士にとっても、許認可にまつわる相談を受

け、その事件処理となると一種の困惑をおぼえる。

行政実定法の解釈自体はそう難しくない。法曹資格を有する者であれば、

ひととおりの対応はできる。訴訟となったとしても、訴訟手続自体は、慣れ

ている民事訴訟手続と変わるところはない。

何が難しいかといえば、取消訴訟の排他的管轄の から、もれなく訴訟

が提起できるシステムとなっていないことにある。それに輪を掛けて、行政

主体自体が「処分」を回避する各種行政手法を駆使し、訴訟の帰属点を与え

ていない。これに対応するため、どのような訴訟類型により、どのように争

えばよいのか、その方法論の取捨選択を相当程度吟味しなければならない。

ここが行政事件訴訟の難しさの一因である。

行政事件訴訟の審理自体を相撲にたとえれば、相撲のとり方はわかる。勝

敗もわかる。しかし、どうすれば土俵に上がれるのか、土俵への上がり方が

よくわからないという状態である。

本書は、土俵への上がり方の方法論、思 プロセスを示し、これから行政

事件訴訟に挑もうとするロースクール生、司法修習生そして弁護士の一助に

なればとの思いから執筆に至ったものである。

本書では、第２編で具体的事案を基に、事件相談から訴訟の終了までを弁

護士の視点からドキュメント形式で記述している。弁護士の思 プロセスを

たどることにより、具体的事案からの問題点抽出、訴訟戦略の組立方法等の

参 になればと思う。なお、思 プロセスが時系列に従っているため重要事

項の解説が章の後半になされている箇所があることに留意されたい。また第

１編では、第２編の具体的事案から帰納される行政事件訴訟の要点ともいう

べき事項を概説的にまとめて総論としている。

第１編の「概念」から第２編の「具体」へ、あるいは逆に第２編の「具
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体」から第１編の「概念」へ、本書を縦横に活用していただければ幸いであ

る。

末筆ではあるが、本書の出版に際し、執筆をすすめていただいた、民事法

研究会の安倍雄一氏、本書の作図作業等を手伝っていただいた森下陽平氏に

もこの場を借りて厚く御礼申し上げたい。

平成23年５月

野 村 創
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1
協定書（行政契約）

無効確認訴訟

は、任意の交渉

甲株式会社は、Ａ県Ｙ市に一般廃棄物最終処分場を有し、一般廃棄物

処理業を営む会社である。

甲株式会社は、処分場設置許可を受けるにあたり、Ｙ市との間で地域

の環境保全を目的とする環境保全協定を締結した。しかし、現在、この

環境保全協定が障害となり、経営状況が悪化している。Ｙ市とは、環境

保全協定の改定協議を何度か行ったが、Ｙ市の立場

を含む問題の打

によ

る改定では住民に業者との癒着であるとの指摘を受けかねず、応じられ

ないというものであり、物別れに終わった。

弁護士は、甲株式会社の乙総務部長より、法的手段

、以下の４点で

開

策を相談された。

①>における、注視すべき点は

① 行政契約の争

ある。

い方
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② 指導要綱の問題点

③ 行政契約の効力

④ 行政契約における「公序良俗」のとらえ方

Ｂ

弁護士「まずはじめに、簡単で結構ですから廃棄物処理の流れや許認可関

係について、簡単に説明してください」

Ｂ部長「はい。廃棄物、単純にいえばゴミですね、これらの処理や処分に

関する法律としては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、略し

て廃掃法といいますが、廃掃法が主たるものです」

弁護士「廃棄物、ゴミ、といってもいろいろ種類があるのですか？」

Ｂ部長「はい。これは余談ですが、そもそも廃棄物とは何か？ その定義

からして結構難しい問題があります。廃掃法は、２条１項で『ご

み、粗大ごみ、燃え殻……その他の汚物又は不要物』などと定義

していますが、では、ゴミとは、不要物とは何ですか？ となる

と、見方によっていろいろ変わってきます。たとえば、おからは

廃棄物か？ という問題です。大豆加工業者にしてみれば、不要

物ですが、食材として利用しようと思えばできるので、おから販

売業者にしてみれば有用物ということになります。これは判例に

もなった有名な事件です。結局、法律のみでは一義的に判断でき

ないので、環境省の通知という形で指針が出されています」

弁護士「廃棄物に当たるかどうかによって、廃掃法の適用があるかないか

という問題になるのですね」

Ｂ部長「そうです。廃棄物であれば、廃掃法の処理基準に従って処理をし

なければ不法投棄等の問題になるし、許可を受けた業者でなけれ

ば収集や運搬をすることはできなくなります。

Ｂ総務部長と弁護士の相談記録



お尋ねの廃棄物の種類ですが、大きく分ければ一般廃棄物と産

業廃棄物いわゆる産廃に分かれます。一般廃棄物というのは、ひ

と言でいえば家庭ゴミです。産業廃棄物というのは、事業活動か

ら排出されたゴミすべてをいうのではなく、廃掃法２条４項に定

める品目のみを示します。ですから、先生の事務所から出される

紙くずゴミ等は、事業活動から発生していますが、産廃ではなく、

一般廃棄物になりますね。弊社は、この一般廃棄物の最終処分を

行っております」

弁護士「一般廃棄物の処理の流れを教えてください」

Ｂ部長「一般廃棄物に関しては、廃掃法６条の２第１項により、市町村が

その処理責任を負います。まず市町村で各家庭等から排出された

廃棄物を収集します。そのうえで、クリーンセンター等の中間処

理施設に運搬して、廃掃法で定めた処理基準に従って、廃棄物の

種別ごとに焼却、破砕、熔解等の中間処理をします。中間処理を

しても燃え殻等の残渣が出るので、これを最終的に処分しなけれ

ばいけません。そこで弊社のような最終処分場に持ち込み、埋立

て処理をするわけです」

弁護士「埋立て処理というのは、単純に穴を掘って、ゴミを埋め立てるの

ですか？」

Ｂ部長「いえ、とんでもない。最終処分にもいくつか種類があって、弊社

の最終処分場は管理型処分場とよばれるものです。有害物質を含

む廃棄物をそのまま土中に埋めてしまえば、有害物質が地下水に

浸透し、大変なことになってしまいます。管理型最終処分場の構

造をごく単純にいえば、廃棄物を埋めるための大きな穴を掘りま

す。そのうえで、廃棄物に含まれる有害物質が地下水に浸透しな

いよう丈夫なゴムシートで穴をコーティングします。その中に廃

棄物を埋め立てていくのですが、雨水などにより処分場の中に水
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が溜まるので、別に水処理プラントをつくり、そこで環境適合値

まで浄化します。浄化後の水は、河川の水より綺麗ですよ」

弁護士「概要はわかりました。それでは今回の問題について、もう少し詳

しく教えてください」

Ｂ部長「現在弊社は、処分場のあるＹ市と【書式１】のような環境保全協

定を締結しております。

協定を締結したのは、もう今から10年以上前の話となります」

【書式１】 環境保全協定書

環境保全協定書

Ｙ市（以下「市」という。）と甲株式会社（以下「甲」という。）は、甲が

最終処分場を設置するに当たり、以下のとおり協定を締結する。

１条 本協定は、Ｙ市の地域環境を保全することを目的とする。

（中略）

５条 国道Ｎ号線から処分場への搬入は、別紙の迂回路を経由するものと

し、その他の進入道路は一切使用しないこととする。

６条 処分場の操業時間は、午前11時から午後３時までとする。

７条 処分場への１日当たりの搬入量は、10トントラック10台までとする。

（中略）

９条 甲が以上の項目を遵守することを条件に、市は処分場の設置を認め

る。

平成Ｘ年Ｘ月Ｘ日

Ｙ市市長 ○ ○ ○ ○ 印

甲株式会社

代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印

Ｂ総務部長と弁護士の相談記録



弁護士「行政法の教科書にいう規制的行政契約、一種の公害防止協定です

ね」

Ｂ部長「今問題となっているのは第６条です。操業できるのが午前11時か

ら午後３時まで、４時間しかない。この４時間の間に処理できる

分量をベースに収支計算をして、利益が出るという見通しでした。

協定書を締結した10年前は」

弁護士「10年前ですね」

Ｂ部長「そうです。ところが、この10年間でトラックや重機の燃料代が大

幅に値上がりしました。その他の物価も高騰し、結果として経費

がかさみ、現状では収支トントンか悪くすれば赤字です。最終処

分場は不足がちなので、入札に参加すれば、受注できるのですが、

受注しても処理が追いつかないので、泣く泣く入札にも参加して

いない状況です。かといってこのままではジリ貧ですし、下手を

すれば破綻しかねない状況です」

弁護士「午前11時から午後３時までしか操業できないというのはなかなか

厳しい条件ですね。しかし、そもそも論ですが、なぜこのような

環境保全協定を締結することになったのですか？」

Ｂ部長「協定書を締結したのは、お話ししたとおり10年以上前で、その頃

は私もまだ入社しておらず、当時の人もずいぶんと退職してしま

ったので細かい事情まではわからないのですが、地元住民の方の

納得、同意をいただくためにそのような条件を出され、やむ得ず

のんだと聞いております」

弁護士「強制された、という感じですか？」

Ｂ部長「いや、そこまではないでしょうが、施設の許可をとるにあたって、

不可欠だったというような話を聞いております」

弁護士「その法的な根拠は何ですか？」

Ｂ部長「Ａ県のガイドラインだったと聞いています。法律のことはわから
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ないので、そのコピーをおもちしました。後で読んでみてくださ

い」

弁護士「操業時間制限の根拠は何なのですかね？」

Ｂ部長「ええ、それなのですが、人が生きていく以上ゴミは必ず出ます。

廃棄物処理施設は不可欠な施設なのですが、残念ながら嫌悪施設

であることは間違いないところです。進んでこれを受け入れてく

れる地域はありません。本処分場も、計画が立ち上がった段階で、

やはり地元の方からずいぶん不安や反対の声が上がりました。地

域環境が汚染されるという心配の声が最も多かったのですが、廃

掃法等の法令で定められている基準値よりさらに厳しい基準で操

業しますということで、これは何とかご理解ご納得いただけまし

た。

ただそうはいっても、各地からゴミが集まってきて、地元がゴ

ミ捨て場代わりにされるのはけしからん。無制限なゴミの搬入は

許容できないという意見と、処分場へ廃棄物を搬入するには、こ

の地図〔図４〕のとおり、（旧）国道Ｎ号線を利用しなければな

りませんが、国道Ｎ号線は、当時は、生活道路として使われてい

て、沿線に小、中学校も多く、児童・生徒の通学路にもなってい

ました。処分場ができれば、ダンプや大型貨物が増えて、通学路

が危険にさらされるという意見は一部の方から強く出され、処分

場建設反対の住民運動が起こされました。

許可権者である県の方から指導があったのかもしれませんが、

Ｙ市の方から、無制限なゴミの搬入防止と通学路の安全確保の観

点として、通学時間に重ならない、午前11時から午後３時に操業

を限定し、それを協定書の形で締結できれば、施設設置に同意す

るということになったのです」

弁護士「処分場は、容量が当然定められていますよね」

Ｂ総務部長と弁護士の相談記録



〔図４〕 甲株式会社一般廃棄物処理場周辺図（Ａ県Ｙ市）
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Ｂ部長「弊社の処分場は、20万立方メートルで許可をいただいておりま

す」

弁護士「では、無制限に廃棄物が搬入されるということはないのではない

【書式２】 一般廃棄物処理施設設置許可証

一般廃棄物処理施設設置許可証

平成Ｘ年Ｘ月Ｘ日

住 所 Ａ県Ｙ市・・・・・・・・・・

氏 名 甲株式会社

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項の規定により、設置の許可

を受けた一般廃棄物処理施設であることを証明する。

Ａ県知事 某 印

許可の年月日 平成Ｘ年Ｘ月Ｘ日 許可番号 Ａ県第××号

施設の種類及び処

理する一般廃棄物

の種類

施設の種類

一般廃棄物の最終処分場

処理する一般廃棄物の種類

焼却灰、不燃ごみ

設置場所 Ｙ市・・・・・・・

処理能力 埋立地の面積 13,000平米

埋立容量 200,000立米

許可の条件 １．生活環境影響調査結果を踏まえ、周辺の生活環境保

全上の支障を生じないものとすること。

２．施設建設工事の着手から終了までの間でＡ県知事が

予め通知して行う当該一般廃棄物の最終処分場に係る

検査を受けること。

留意事項 １．施設の設置（変更）に当たっては、各種関連法規を

遵守すること。

２．平成Ｘ年Ｘ月Ｘ日にＹ市長と締結した協定書の各条

項を厳守すること。

Ｂ総務部長と弁護士の相談記録



ですか。20万立方メートルで埋まってしまい、処分場は終わりで

すよね」

Ｂ部長「おっしゃるとおりです。たとえば、10年かけて埋まるものを、ペ

ースを速めて、１年で埋めてしまおうと思えばできないわけでは

ないのです。でも、協定書７条で、１日あたりトラック10台分に

制限しているので、短期のうちに、無制限にゴミが搬入されると

いうことはないのです」

弁護士「通学路の問題ですが、通学路危険防止の観点から、協定書の５条

で迂回路を経由すべきことを規定しているわけですよね」

Ｂ部長「そうです。それに加えて操業時間を規制するのは少々厳しすぎる

と思いますが、それより国道Ｎ号線のバイパスが最近できまして、

通学路となっている旧国道Ｎ号線を通る必要はなくなりました。

そうすると通学時間はあまり影響しないのではないかと えてい

ます」

弁護士「ざっとですが、概要はわかりました。端的に御社のご要望は何で

すか？」

Ｂ部長「この協定書ですが、そもそも約束したこと自体は紛れもない事実

ですので守るのは当然だと思っています。操業時間制限以外の部

分に関しては、特段異存もなく、書き改める必要性も感じていま

せん。しかし、操業時間に関して、この条項だけでも撤廃できな

いかと えています。２時間でも１時間でもいいですから、これ

を延長する形で協定書を改定することでもかまいません」

弁護士「Ｙ市にその交渉はしていないのですか？」

Ｂ部長「もちろん何度もお願いにうかがっております。市のほうでも、弊

社の状況は十分に理解していただいており、同情もしていただけ

るのですが、市が処分場建設に同意するにあたり、市議会や住民

に対して、協定書を締結し、操業時間は４時間に限定するから、
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と説明し、理解いただいた経緯があるようです。この過去の経緯

からして、協定書を任意で変更することは難しい。むしろ法的に

白黒をつけてもらったほうがやりやすいといわれておりまして、

交渉で解決するというのは無理そうです」

弁護士「法的に白黒といいますと、御社としては、訴訟等の方策も視野に

入れているということでいいですか」

Ｂ部長「はい。訴訟をしたいわけではありませんが、正直、ほかに方法が

ないと思います」

弁護士「今日うかがったお話、いただいた資料を基にして、どのような法

的手法をとり得るか検討してみますが、何であれ、協定書という

形で、お互いに判を押し合い合意したのですから、その意味は重

いといえます。これを覆すというのは相当難しいですよ。『嫌だ

ったら判子を押さなければよかっただろう』といわれれば、それ

は道理ですし、契約には拘束力がありますから」

Ｂ部長「それはよくわかっています」

弁護士「契約は拘束する。しかし、それは対等な関係であって初めていえ

ることでしょう。行政と私企業、力関係に歴然たる差があります。

それにもかかわらず、契約自由の原則により、契約に拘束力があ

る、といいきれるのか、そこに活路を見い出せるかもしれません。

お話をうかがって、この協定書に関しては、私も少々違和感を

おぼえております。訴訟となった場合、相当に苦しい戦いになる

と思いますし、ご希望に沿う形での結論を出せるか、全く保証の

限りではないですが、やってみる価値はあると思います」

Ｂ部長「私どもは、権限をもっているお役所にそうそう楯突くことはでき

ません。それはもう実際には上下の関係です。役所から、協定書

を締結してほしいとの要請があれば、現実的にそれを跳ね返すの

は相当な覚悟が必要です。廃掃法には、操業時間を制限する旨の

Ｂ総務部長と弁護士の相談記録



規制はありません。私は法律に関して全くの素人ですが、協定書

は廃掃法に違反している気がします。何もしなければ、何も進み

ませんので、何卒よろしくお願いします」

１ 直感（弁護士のつぶやき）

⑴ 法律による行政の原則に反しないか？

本件協定は、講学上（学問上）行政契約とよばれるものである。分類とし

ては、私人の権利を制限し、義務を課すものであるため、規制的行政契約と

いうことになろう。端的にいえば公害防止協定というカテゴリーで えれば

よい。

法律による行政の原則の一内容として、法律の留保原則がある。この原則

も、どの範囲で法律の授権が必要かという部分に関して学説はさまざまだが、

私人の権利を制限し、義務を課すという侵害的行為に関しては、法律の根拠

が必要であるという点は大方争いない。廃掃法自身は、操業時間に関して、

何ら規制をしていない。附款で規制するということは えられることである

が、【書式２】の許可書をみても許可の条件（附款）として操業時間規制は

書かれていない。まあ、留意事項に協定書遵守とはあるが、留意事項はまさ

に留意すべき点、というだけであって附款でも何でもなく私人を拘束するも

のではない。

整理すれば、操業時間を強制的に規制するためには、法律の根拠が必要と

いえる。逆にいえば、廃掃法上、操業時間の自由は認められていると えら

れるだろう。ただ、これが廃掃法として業者に操業時間の自由を権利として

認めたものか、法律で規定しなかったことによる反射的な利益にすぎないか

は一 を要する。要検討箇所であろう。

仮に操業時間の自由を「聖域」とでも名づければ、本件協定書は、聖域を
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侵す内容となっている。しかし、「聖域」を自ら放棄することは自由で、行

政からの任意の要請によって、任意に聖域を放棄し、そのことを書面で約束

する。協定書を締結するということであるが、この方式であれば、「聖域」

を侵すことにはならない。法律による行政の原則に反しない。めでたしめで

たし。となるが、では、聖域を放棄することに真摯な任意性がなかったらど

うか。それは、実質的には強制的に聖域を侵されたことにほかならないので

あって、法律による行政の原則に反し、違法だ。Ｂ部長は、「許可をとるた

めやむなく協定を結んだ」と話していたな。協定書締結に至る過程で、真摯

な任意性を疑わせる事情があったかどうか、そこが１つのポイントになる。

本件協定は、強制的に締結されたもので法律による行政の原則に違反する。

という主張が えられる。

⑵ 目的達成のために合理性があるのか？

問題はまだある。協定書の操業時間規制に合理性があるだろうか。

規制の目的は、無制限な廃棄物の搬入防止と通学路の安全にある。この目

的自体、廃掃法の目的にも適い、地域の環境保全を図れるし、正当だ。問題

は、その目的達成の規制手段として、操業時間を制限することに合理性があ

るのか。廃棄物の搬入量抑制という観点からすれば、処分場の容量は決まっ

ているのだから、まあ、後で増設の許可をとれば若干増やすことはできるけ

れども、無限に搬入されて香川県の「豊島問題」のようなことになることは

ない。もちろん廃掃法や許可条件を無視して、廃棄物の搬入を続けるという

可能性も えられるが、この処分場は一般廃棄物の最終処分場で、そんな違

法操業をするようなところに、お客さんである市町村が発注するわけがない。

入札に参加すらさせてもらえないだろう。杞憂にすぎない。処分場の容量に

限度があって搬入量総量の歯止めがきいても、短期的に大量に搬入されたら、

それはさすがに地元のほうも迷惑だろう。しかし、これも１日10台までとい

う別の条項で制限されているのであって、それでこと足りる。操業時間を短

縮する合理性がない。残る通学路の問題。操業時間ではなく、搬入時間を制
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限すればよいだけではないか。さらにいえば、確かに協定書締結時には、旧

国道Ｎ号線を使わなければならなかったが、その後バイパスができて、旧国

道を使う必要は現在はない。通学路の安全という目的に対して操業時間制限

〔図５〕 ①における主張内容の構造

① 法律による行政原理に基づく聖域の侵害

② 真摯な合意に基づく聖域の放棄

③ 法律なき、真摯な合意なき聖域の侵害
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に合理性はないと えられる。とすると、操業時間制限という規制手段は、

目的との関係で、必要最小限の規制どころか、現在は合理性もない。という

状況にある。

本件協定の操業時間制限は、合理性を欠く、という主張も えられる。

そうすると、法律による行政の原則に違反し、合理性をも欠く協定の効力

を認めてよいのか、という議論になる。

これを認めるとなれば、要は、協定という形式さえとって、任意性のベー

ルをかければ、何でもできてしまうことになりかねない。法律による行政の

原則が潜脱される（ここは重要なのでゴシック体とする）。

公害防止協定は、確かに有益な行政作用であって、一概に否定しないけれ

ども、便利なゆえに、濫用される危険は多分にある。その限界点はどこなの

か。判例や学説によっても、十分に研究が進んでいるとは思えない。行政契

約の限界点を見出すという意味で、この事件を引き受ける意義はある。

次の問題は、どのような訴訟形態で争うか、どういうルートを選択するか、

それを確定し、あとは、訴訟形態に応じた法的構成の検討だな。

２ 法的手段の検討

⑴ 顧客の要望に合致する手段の模索

顧客のニーズは、操業時間の延長である。別に協定書の法的効力を争いた

いわけではない。その目的達成のために最も適合する手法としては、操業時

間を１時間でも２時間でも延長する旨の協定書の改定を行えばよいわけであ

って、民事調停を申し立て、調停条項として「環境保全協定第６条を

『……』と変更することに合意する」（環境保全協定書そのものを調停調書化も

えられる）として調停を成立させればよい。しかし、Ｙ市の立場からすれ

ば、任意での、つまり政策判断としての協定書変更は無理であり、調停制度

を利用してもその点は変わりがない。Ｙ市の立場からすれば、司法機関なり

の公権的判断がなければ（これがあれば協定書変更の大義名分ができる）変更

弁護士の検討
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