
目 - 1 

平成25年度 公害等調整委員会年次報告 

（参考資料） 
 

目   次 
 

 

 

 

第１章 公害紛争処理制度の概要･････････････････････････････････････････････ 2 

１ 公害紛争処理機関･･･････････････････････････････････････････････････ 2 

２ 公害紛争処理手続･･･････････････････････････････････････････････････ 3 

３ 公害苦情処理手続･･･････････････････････････････････････････････････ 7 

４ 意見の申出･････････････････････････････････････････････････････････ 7 

第２章 公害等調整委員会における公害紛争の処理･････････････････････････････ 8 

第１節 平成25年度に係属した調停事件･････････････････････････････････････10 

１ 不知火海沿岸における水俣病に係る損害賠償調停申請事件･･･････････････10 

２ 手賀沼周辺における水質汚濁等による健康被害等調停申請事件･･･････････20 

３ 大津市における残土処分による水質汚濁被害等調停申請事件･････････････20 

４ 千葉県における航空機騒音調停申請事件･･･････････････････････････････21 

第２節 平成25年度に係属した裁定事件･････････････････････････････････････23 

１  深谷市における工場操業に伴う騒音・低周波音被害責任裁定申請事件･････23 

２ 葛飾区における電気通信設備からの騒音等による健康被害原因裁定 

申請事件･････････････････････････････････････････････････････････････24 

３ 千代田区における鉄道等からの騒音被害責任裁定申請事件･･･････････････25 

４ 寝屋川市における廃棄物処理施設からの大気汚染による健康被害原因裁定 

申請事件･････････････････････････････････････････････････････････････26 

５ 島原市における養豚場等からのし尿による水質汚濁被害原因裁定申請事件･26 

６ 高槻市におけるエアコン室外機からの騒音・低周波音による健康被害原因 

裁定申請事件･････････････････････････････････････････････････････････27 

７  名古屋市における鉄道等からの騒音被害責任裁定申請事件･･･････････････28 

８ 加須市における地下水汲上げによる地盤沈下被害原因裁定嘱託事件･･･････29 

９ 茅ヶ崎市における小売店舗からの騒音・低周波音による慰謝料等責任裁定 

申請事件･････････････････････････････････････････････････････････････30 

10 鹿児島県馬毛島における開発工事による漁業被害原因裁定申請事件･･･････30 

11 岐阜県笠松町における騒音等による財産被害等責任裁定申請事件･････････30 

12 福岡県寺内ダム下流域における養殖のり被害原因裁定申請事件･･･････････31 

  13 甲州市における工場からの騒音・低周波音による健康被害責任裁定申請 

事件･････････････････････････････････････････････････････････････････31 

 

第１編 公害紛争処理法に基づく事務の処理 



目－ 2

目 - 2 

   14 安来市における宅地造成工事による地盤沈下被害原因裁定申請事件･･･････32 

15 刈谷市における産業廃棄物処理施設からの振動・騒音被害責任裁定申請 

事件･････････････････････････････････････････････････････････････････33 

   16 野田市における廃棄物処理施設からの大気汚染等による健康被害原因裁定 

申請事件･････････････････････････････････････････････････････････････34 

   17 武蔵野市における騒音・低周波音被害原因裁定申請事件･････････････････34 

   18 江東区におけるマンション工事による騒音・振動・低周波音被害責任裁定 

申請事件･････････････････････････････････････････････････････････････35 

   19 岩国市におけるポンプ場建設工事による騒音・振動・地盤沈下被害責任裁定 

申請事件･････････････････････････････････････････････････････････････36 

   20 京都市における体育施設からの騒音による健康被害原因裁定申請事件･････36 

   21 品川区における鉄道騒音被害責任裁定申請事件･････････････････････････36 

   22 福津市における下水道処理施設建設工事からの騒音・振動等による 

財産被害等責任裁定申請事件･･･････････････････････････････････････････37 

   23 千葉市における地盤沈下被害原因裁定申請事件･････････････････････････38 

   24 栃木県壬生町における地盤沈下被害原因裁定申請事件･･･････････････････39 

   25 大東市における工場からの排出物質に係る大気汚染等による財産被害等 

責任裁定申請事件･････････････････････････････････････････････････････40 

   26 大東市における工場からの排出物質に係る大気汚染等による財産被害等 

原因裁定申請事件･････････････････････････････････････････････････････41 

   27 尼崎市における振動等による財産被害責任裁定申請事件･････････････････41 

   28 燕市における振動等による財産被害等責任裁定申請事件･････････････････42 

   29 静岡市における廃棄物処理施設からの排出物質による健康被害原因裁定 

申請事件･････････････････････････････････････････････････････････････42 

   30 七尾市における低周波音による健康被害原因裁定嘱託事件･･･････････････42 

   31 秦野市における道路騒音・振動による財産被害等責任裁定申請事件･･･････43 

   32 仙台市における土壌汚染・水質汚濁被害原因裁定申請事件･･･････････････43 

   33 小平市における騒音による健康被害責任裁定申請事件･･･････････････････44 

   34 海老名市における解体工事による振動被害責任裁定申請事件･････････････44 

   35 大崎市における大気汚染等による健康被害等責任裁定申請事件･･･････････44 

   36 裾野市における騒音による健康被害責任裁定申請事件･･･････････････････45 

   37 大田区における鉄道工事からの振動等による財産被害責任裁定申請事件･･･46 

   38 浦安市における建設工事による地盤沈下被害責任裁定申請事件･･･････････47 

   39 沼津市における工場からの騒音・振動被害責任裁定申請事件･････････････47 

40 練馬区における粉じんによる大気汚染被害責任裁定申請事件･････････････47 

41 泉大津市における土壌汚染被害原因裁定嘱託事件･･･････････････････････48 

42 湖南市における鉄粉による大気汚染被害原因裁定申請事件･･･････････････49 

43 千葉市における鉄道騒音・振動による健康被害等責任裁定申請事件･･･････49 

   44 木更津市における飲食店等からの騒音による財産被害等責任裁定申請事件･49 

      45 土岐市における騒音・振動による健康被害等責任裁定申請事件･･･････････50 



目 － 3

目 - 3 

 

   46 横浜市における振動による健康被害等責任裁定申請事件･････････････････50 

  47 鎌倉市における騒音等による健康被害等責任裁定申請事件･･･････････････51 

  48 世田谷区における騒音・振動による健康被害等責任裁定申請事件･････････51 

49 台東区におけるビル建設工事による地盤沈下被害責任裁定申請事件･･･････52 

50 中央区におけるビル工事による地盤沈下被害責任裁定申請事件･･･････････52 

51 高島市における散水融雪設備の稼働による地盤沈下被害原因裁定申請事件･52 

52 市川市における工場からの騒音等による健康被害等責任裁定申請事件･････53 

53 香南市における道路工事からの振動による財産被害責任裁定申請事件･････53 

54 静岡県函南町における拡声器からの騒音による健康被害責任裁定申請事件･53 

55 座間市における工場からの騒音・振動による慰謝料等責任裁定申請事件･･･54 

56 静岡市における騒音等による健康被害責任裁定申請事件･････････････････54 

 

 

 第３章 都道府県公害審査会等における公害紛争の処理･････････････････････････55 

第１節 公害紛争の申請状況･･･････････････････････････････････････････････55 

 １ 申請の件数･････････････････････････････････････････････････････････55 

２ 申請の内容･････････････････････････････････････････････････････････55 

第２節 公害紛争の処理状況･･･････････････････････････････････････････････66 

 １ 処理状況･･･････････････････････････････････････････････････････････66 

２ 調停が成立した事件の例･････････････････････････････････････････････66 

第４章 地方公共団体における公害苦情の処理･････････････････････････････････72 

第１節 公害苦情の受付状況･･･････････････････････････････････････････････72 

１ 全国の公害苦情受付件数･････････････････････････････････････････････72 

２ 公害の種類別苦情件数･･･････････････････････････････････････････････74 

３ 主な発生原因別公害苦情件数･････････････････････････････････････････78 

第２節 公害苦情の処理状況･･･････････････････････････････････････････････79 

１ 全国の公害苦情取扱件数･････････････････････････････････････････････79 

２ 苦情の処理に要した期間別直接処理件数･･･････････････････････････････79 

第３節 公害苦情処理担当の職員数･････････････････････････････････････････82 

第５章 地方公共団体に対する指導等･････････････････････････････････････････83 

第１節 公害紛争処理に関する連絡協議･････････････････････････････････････83 

１ 会議の開催･････････････････････････････････････････････････････････83 

２ 情報・資料の提供･･･････････････････････････････････････････････････83 

第２節 公害苦情処理に関する指導等･･･････････････････････････････････････84 

１ 公害苦情相談員等ブロック会議の開催･････････････････････････････････84 

２ 情報及び資料の提供等･･･････････････････････････････････････････････84 

 

 

 

 

 

目 - 2 

   14 安来市における宅地造成工事による地盤沈下被害原因裁定申請事件･･･････32 

15 刈谷市における産業廃棄物処理施設からの振動・騒音被害責任裁定申請 

事件･････････････････････････････････････････････････････････････････33 

   16 野田市における廃棄物処理施設からの大気汚染等による健康被害原因裁定 

申請事件･････････････････････････････････････････････････････････････34 

   17 武蔵野市における騒音・低周波音被害原因裁定申請事件･････････････････34 

   18 江東区におけるマンション工事による騒音・振動・低周波音被害責任裁定 

申請事件･････････････････････････････････････････････････････････････35 

   19 岩国市におけるポンプ場建設工事による騒音・振動・地盤沈下被害責任裁定 

申請事件･････････････････････････････････････････････････････････････36 

   20 京都市における体育施設からの騒音による健康被害原因裁定申請事件･････36 

   21 品川区における鉄道騒音被害責任裁定申請事件･････････････････････････36 

   22 福津市における下水道処理施設建設工事からの騒音・振動等による 

財産被害等責任裁定申請事件･･･････････････････････････････････････････37 

   23 千葉市における地盤沈下被害原因裁定申請事件･････････････････････････38 

   24 栃木県壬生町における地盤沈下被害原因裁定申請事件･･･････････････････39 

   25 大東市における工場からの排出物質に係る大気汚染等による財産被害等 

責任裁定申請事件･････････････････････････････････････････････････････40 

   26 大東市における工場からの排出物質に係る大気汚染等による財産被害等 

原因裁定申請事件･････････････････････････････････････････････････････41 

   27 尼崎市における振動等による財産被害責任裁定申請事件･････････････････41 

   28 燕市における振動等による財産被害等責任裁定申請事件･････････････････42 

   29 静岡市における廃棄物処理施設からの排出物質による健康被害原因裁定 

申請事件･････････････････････････････････････････････････････････････42 

   30 七尾市における低周波音による健康被害原因裁定嘱託事件･･･････････････42 

   31 秦野市における道路騒音・振動による財産被害等責任裁定申請事件･･･････43 

   32 仙台市における土壌汚染・水質汚濁被害原因裁定申請事件･･･････････････43 

   33 小平市における騒音による健康被害責任裁定申請事件･･･････････････････44 

   34 海老名市における解体工事による振動被害責任裁定申請事件･････････････44 

   35 大崎市における大気汚染等による健康被害等責任裁定申請事件･･･････････44 

   36 裾野市における騒音による健康被害責任裁定申請事件･･･････････････････45 

   37 大田区における鉄道工事からの振動等による財産被害責任裁定申請事件･･･46 

   38 浦安市における建設工事による地盤沈下被害責任裁定申請事件･･･････････47 

   39 沼津市における工場からの騒音・振動被害責任裁定申請事件･････････････47 

40 練馬区における粉じんによる大気汚染被害責任裁定申請事件･････････････47 

41 泉大津市における土壌汚染被害原因裁定嘱託事件･･･････････････････････48 

42 湖南市における鉄粉による大気汚染被害原因裁定申請事件･･･････････････49 

43 千葉市における鉄道騒音・振動による健康被害等責任裁定申請事件･･･････49 

   44 木更津市における飲食店等からの騒音による財産被害等責任裁定申請事件･49 

      45 土岐市における騒音・振動による健康被害等責任裁定申請事件･･･････････50 



目－ 4

目 - 4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律等に基づく

事務の処理 

 

第１章 鉱業等に係る土地利用調整制度の概要･････････････････････････････････86 

第１節 鉱区禁止地域の指定制度･･･････････････････････････････････････････86 

 １ 鉱業と一般公益又は他産業との調整の必要性･･･････････････････････････86 

２ 鉱区禁止地域の指定制度･････････････････････････････････････････････86 

第２節 鉱業等に係る行政処分に対する不服の裁定制度･･･････････････････････88 

第３節 土地収用法に基づく不服申立てに関する意見の申出等の制度･･･････････91 

 １ 土地収用法に基づく国土交通大臣に対する意見の申出･･･････････････････91 

２ 鉱業に関する掘採制限に係る決定に対する承認･････････････････････････91 

３ 採石権の設定等の決定に対する承認･･･････････････････････････････････91 

４ 文化財保護法に基づく文化庁長官との協議･････････････････････････････91 

第２章 鉱区禁止地域の指定･････････････････････････････････････････････････92 

第３章 鉱業等に係る行政処分に対する不服の裁定･････････････････････････････94 

第１節 平成25年度に係属した不服の裁定事件･･･････････････････････････････95 

１ 宮城県岩沼市押分字西土手地内の賃借権設定不許可処分に対する取消裁定 

申請事件･････････････････････････････････････････････････････････････95 

 第２節 公害等調整委員会が行った裁定に対する取消訴訟･････････････････････96 

１ 東京高等裁判所平成25年（行ケ）第117号事件･･････････････････････････96 

第４章 土地収用法に基づく不服申立てに関する意見の申出等･･･････････････････98 

第１節 平成25年度に係属した意見の申出事案･･･････････････････････････････98 

付 録 

付録１ 公害等調整委員会に係属した公害紛争事件一覧････････････････････････109 

付録２ 平成25年度に都道府県公害審査会等に係属した公害紛争事件一覧････････136 

付録３ 鉱区禁止地域指定一覧･･････････････････････････････････････････････153 

付録４ 公害等調整委員会に係属した行政処分に対する不服の裁定事件一覧･･････161 



目 － 5

目 - 5 

図表等目次 
 

 

 

 

第１編 公害紛争処理法に基づく事務の処理 

目 - 4 

 

 

 

 
 

 

第１章 鉱業等に係る土地利用調整制度の概要･････････････････････････････････86 

第１節 鉱区禁止地域の指定制度･･･････････････････････････････････････････86 

 １ 鉱業と一般公益又は他産業との調整の必要性･･･････････････････････････86 

２ 鉱区禁止地域の指定制度･････････････････････････････････････････････86 

第２節 鉱業等に係る行政処分に対する不服の裁定制度･･･････････････････････88 

第３節 土地収用法に基づく不服申立てに関する意見の申出等の制度･･･････････91 

 １ 土地収用法に基づく国土交通大臣に対する意見の申出･･･････････････････91 

２ 鉱業に関する掘採制限に係る決定に対する承認･････････････････････････91 

３ 採石権の設定等の決定に対する承認･･･････････････････････････････････91 

４ 文化財保護法に基づく文化庁長官との協議･････････････････････････････91 

第２章 鉱区禁止地域の指定･････････････････････････････････････････････････92 

第３章 鉱業等に係る行政処分に対する不服の裁定･････････････････････････････94 

第１節 平成25年度に係属した不服の裁定事件･･･････････････････････････････95 

１ 宮城県岩沼市押分字西土手地内の賃借権設定不許可処分に対する取消裁定 

申請事件･････････････････････････････････････････････････････････････95 

  第２節 公害等調整委員会が行った裁定に対する取消訴訟･････････････････････96 

１ 東京高等裁判所平成25年（行ケ）第117号事件･･････････････････････････96 

第４章 土地収用法に基づく不服申立てに関する意見の申出等･･･････････････････98 

第１節 平成25年度に係属した意見の申出事案･･･････････････････････････････98 

 

 

 

 

付録１ 公害等調整委員会に係属した公害紛争事件一覧････････････････････････109 

 

付録２ 平成25年度に都道府県公害審査会等に係属した公害紛争事件一覧････････136 

 

付録３ 鉱区禁止地域指定一覧･･････････････････････････････････････････････153 

 

付録４ 公害等調整委員会に係属した行政処分に対する不服の裁定事件一覧･･････161 

第２編 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律等に基づく 

事務の処理 

付 録 

第１章関係 

図1-1-1 公害紛争処理制度の仕組み････････････････････････････････････････ 3 

第２章関係 

表1-2-1 公害等調整委員会に係属した公害紛争事件の受付及び終結の状況･･････ 9 

表1-2-2 水俣病に係る損害賠償調停申請事件の処理状況･･････････････････････14 

表1-2-3 年度別水俣病認定患者数･･････････････････････････････････････････15 

表1-2-4 水俣病に係る損害賠償調停申請事件関連の慰藉料額等変更申請の 

処理件数･･････････････････････････････････････････････････････････16 

表1-2-5 平成25年度に係属した水俣病に係る損害賠償調停申請事件関連の 

慰藉料額等変更申請一覧････････････････････････････････････････････17 

表1-2-6 水俣病ランク別補償額等一覧･･････････････････････････････････････18 

第３章関係 

表1-3-1 都道府県公害審査会等に係属した事件の受付及び終結の状況･･････････57 

表1-3-2 都道府県公害審査会等に係属した事件の都道府県別件数･･････････････58 

表1-3-3 都道府県公害審査会等に係属した事件の公害の種類別受付件数 

（あっせん、調停、仲裁）･･････････････････････････････････････････59 

表1-3-4 都道府県公害審査会等に係属した事件の申請人数別受付件数 

（あっせん、調停、仲裁）･･････････････････････････････････････････60 

表1-3-5 都道府県公害審査会等に係属した事件の被害の種類別受付件数 

（あっせん、調停、仲裁）･･････････････････････････････････････････61 

表1-3-6 都道府県公害審査会等に係属したおそれ公害事件の受付件数（調停）･･62 

表1-3-7 都道府県公害審査会等に係属した事件の発生源側の当事者別受付件数 

（あっせん、調停、仲裁）･･････････････････････････････････････････63 

表1-3-8 都道府県公害審査会等に係属した事件の加害行為とされる主な 

事業活動の種類別受付件数（あっせん、調停、仲裁）･･････････････････64 

表1-3-9 都道府県公害審査会等に係属した事件の請求事項別受付件数 

（あっせん、調停）････････････････････････････････････････････････65 

表1-3-10 都道府県公害審査会等に係属した事件の合意事項別成立件数 

（あっせん、調停）･･･････････････････････････････････････････････69 

表1-3-11 都道府県公害審査会等に係属した事件の処理期間別終結件数･････････70 

表1-3-12 平成25年度に都道府県公害審査会等に係属した事件の期日開催 

回数別終結件数（調停）･･･････････････････････････････････････････71 

第４章関係 

図1-4-1 公害苦情受付件数の推移･･････････････････････････････････････････72 



目－ 6

目 - 6 

表1-4-1 公害苦情受付件数の推移･････････････････････････････････････････73 

図1-4-2 典型７公害の種類別苦情件数の推移･･･････････････････････････････74 

表1-4-2 典型７公害の種類別苦情件数の推移･･･････････････････････････････75 

図1-4-3 典型７公害以外の種類別苦情件数の割合の推移･････････････････････76 

表1-4-3 典型７公害以外の種類別苦情件数の推移･･･････････････････････････77 

図1-4-4 主な発生原因別公害苦情件数の割合･･･････････････････････････････78 

図1-4-5 公害苦情の取扱件数及び処理件数の内訳･･･････････････････････････79 

表1-4-4 公害苦情の取扱件数及び処理件数の推移･･･････････････････････････80 

図1-4-6 苦情の処理に要した期間別典型７公害の直接処理件数の割合･････････81 

表1-4-5 苦情の処理に要した期間別典型７公害の直接処理件数･･･････････････81 

表1-4-6 公害苦情処理担当職員数の推移･･･････････････････････････････････82 

 

 

 

 

第 ２編 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律等に基づく 

事務の処理 

第１章関係 

図2-1-1 鉱区禁止地域の指定制度･････････････････････････････････････････87 

表2-1-1 不服の裁定を規定する法律等･････････････････････････････････････89 

図2-1-2 行政処分に対する不服の裁定制度･････････････････････････････････90 

第２章関係 

図2-2-1 鉱区禁止地域指定箇所･･･････････････････････････････････････････92 

表2-2-1 主な指定理由別鉱区禁止地域指定状況･････････････････････････････93 

第３章関係 

表2-3-1 関係法律別不服の裁定事件処理状況･･･････････････････････････････94 

表2-3-2 平成25年度に公害等調整委員会に係属した不服の裁定事件一覧･･･････95 


