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○公害紛争処理法
昭和四十五年六月 一日 )
(
法(律第 百八号 )
第 六十三回特別国会
第 三次佐藤内閣
公害紛争 処理法を ここに公布す る。
公害紛争 処理法
目次
第 一章 総則 第( 一条 ・第 二条 )
第 二章 公害 に係 る紛争 の処理機構
第 一節 公害等 調整委員会 第(三条― 第 十 二条 )
第 二節 都道府県公害審査会等 第(十三条― 第 二十三条 )
第 三章 公害 に係 る紛争 の処理手続
第 一節 総則 第(二十三条 の二― 第 二十三条 の五 )
第 二節 あ つせん、調停 及び仲裁
第 一款 通則 第(二十四条― 第 二十七条 の三 )
第 二款 あ つせん 第(二十八条― 第 三十条 )
第 三款 調停 第(三十 一条― 第 三十八条 )
第 四款 仲裁 第(三十九条― 第 四十 二条 )
第 三節 裁定
第 一款 通則 第(四十 二条 の二― 第 四十 二条 の十 一 )
第 二款 責 任裁定 第( 四十 二条 の十 二― 第 四十 二条 の二十 六 の
二 )
第 三款 原因裁定 第(四十 二条 の二十七― 第 四十 二条 の三十三 )
第 四節 補 則 第(四十三条― 第 四十七条 )
第 四章 雑則 第(四十八条― 第 五十条 )
第 五章 罰則 第(五十 一条― 第 五十五条 )
附則
第 一章 総則
目(的 )
第 一条 この法律 は、公害 に係 る紛争 に ついて、あ つせん、調停、仲裁及

び裁定 の制度を設ける こと等 により、そ の迅速 か つ適 正な解決を図 る こ
とを目的 とす る。
昭(四七法 五 二 ・昭四九法 八四 ・一部改 正 )
定義
)
(
第 二条 こ の法律 にお いて 「
公害」と は、環境基本法 平(成 五年法律第九
十 一号 第)二条第 三項 に規定す る公害を いう。
平(五法九 二 ・一部改 正 )
第 二章 公害 に係 る紛争 の処理機構
第 一節 公害等 調整委員会
昭(四七法 五 二 ・全改 )
公害等調整委員会
(
)
第 三条 公害等 調整委員会 以(下 「
中央委員会」と いう。 は)、 こ の法律 の
定 めると ころにより公害 に係 る紛争 に ついてあ つせん、調停、仲裁及び
裁定を行うとともに、地方 公共団体 が行う 公害 に関す る苦情 の処理に つ
いて指導等を行う。
昭(四七法 五 二 ・全改、昭四九法八四 ・一部改 正 )
第 四条 から第十 二条 ま で 削除
昭(四七法 五 二 )
第 二節 都道府県公害審査会等
審(査会 の設置 )
第十三条 都道府県 は、条例 で定 めると ころにより、都道府県公害審査会
以(下 「
審査会」と いう。 を)置く ことが でき る。
審(査会 の所掌事務 )
第十四条 審査会 の所掌事務 は、次 のとおりとす る。
一 この法律 の定 めると ころにより、公害 に係 る紛争 に ついて、あ つせ
ん、調停 及び仲裁を行う こと。
二 前号 に掲げ るも ののほか、こ の法律 の定 めると ころにより、審査会
の権限 に属さ せられた事項を行う こと。
昭(四九法八四 ・一部改 正 )
審(査会 の組織 )
第十五条 審査会 は、委員九人以上十五人以内をも つて組織す る。

1

２ 審査会 に会長を置き、委員 の互選によ つてこれを定 める。
３ 会長 は、会務 を総 理し、審査会 を代表す る。
４ 会長 に事故があ るとき は、あら かじめそ の指名す る委員が、そ の職務
を代理す る。
審(査会 の委員 )
第十六条 委員 は、人格が高潔 で識見 の高 い者 のうち から、都道府県知事
が、議会 の同意 を得 て、任命す る。
２ 次 の各号 のいずれかに該当す る者 は、委員とな る ことが できな い。
一 破産者 で復権を得な いも の
二 禁 錮 こ以上 の刑 に処 せられた者
３ 委員 の任期 は、三年とす る。ただ し、補欠 の委員 の任期 は、前任者 の
残任期間とす る。
４ 委員 は、再任され ることが でき る。
５ 委員 は、第 二項各号 の 一に該当す るに至 つた場合 にお いては、そ の職
を失うも のとす る。
６ 都道府県知事 は、委員が心身 の故障 のため職務 の執行が できな いと認
めるとき、又は委員 に職務 上 の義務違 反そ の他委員た るに適 しな い非行
があ ると認めるとき は、議会 の同意 を得 て、これを罷免す ることが でき
る。
昭(四七法 五 二 ・平 一一法 一五 一・一部改 正 )
審(査会 の委員 の服務 )
第十七条 委員 は、職務上知 ること のできた秘密 を漏ら してはならな い。
そ の職を退 いた後も、 同様とす る。
２ 委員 は、在 任中、政党 そ の他 の政治的 団体 の役員とな り、又は積極的
に政治運動を してはならな い。
昭(四七法 五 二 ・全改 )
審(査会 の会議 )
第十七条 の二 審査会 は、会長が招集す る。
２ 審査会 は、会長及び過半数 の委員 の出席がなければ、会議を開き、議
決をす る ことが できな い。
３ 審査会 の議事 は、出席者 の過半数 でこれを決 し、 可否同数 のとき は、

会長 の決す ると ころによる。
４ 会長 に事故があ る場合 の第 二項 の規定 の適用 に ついては、第十五条第
四項 に規定す る委員 は、会長とみなす。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
公(害審査委員候補者 )
第十八条 審査会を置 かな い都道府県 にお いては、毎年 又は 一年を超え 三
年 以下 の期間 で条例 で定 める期間ご とに、都道府県知事 は、公害審査委
員候補者 九人以上十五人以内 を委嘱 し、 公害審査委員候補者名簿 以(下
「
候補者名簿」と いう。 を)作成 しておかなければならな い。
２ 公害審査委員候補者 は、人格が高潔 で識見 の高 い者 のうち から、委嘱
されなければならな い。
公(害審査委員候補者 に係 る準用規定 )
第十九条 第十六条第 二項及び第 五項 の規定 は、公害審査委員候補者 に つ
いて準用す る。この場合 にお いて、同条第 五項中 「
そ の職」とあ る のは、
「
そ の地位」と読 み替え るも のとす る。
昭(四七法 五 二 ・一部改 正 )
連(合審査会 の設置 )
第 二十条 都道府県 は、他 の都道府県と共同して、事件ごとに、都道府県
連合審査会」と いう。 を)置く ことが でき る。
連合 公害審査会 以(下 「
連(合審査会 の所掌事務 )
第 二十 一条 連合審査会 は、この法律 の定 めると ころにより、公害 に係 る
紛争 に ついて、あ つせん及び調停を行う。
昭(四九法八四 ・一部改 正 )
連(合審査会 の組織 )
第 二十 二条 連合審査会 は、関係都道府県 の審査会 の委員 審(査会を置 か
な い都道府県 にあ つては、候補者名簿 に記載され て いる者 の)うち から、
当該 関係都道府県 の審査会 の会長 審(査会 を置 かな い都道府県 にあ つて
は、都道府県知事 が)指名す る同数 の委員をも つて組織す る。
連(合審査会 の委員 に係 る準用規定 )
第 二十三条 第 十六条第 六項及び第 十七条 の規定 は、候補者名簿 に記載さ
れ て いる者 のうち から の指名 に係 る連合審 査会 の委員 に ついて準用す
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る。この場合 にお いて、第 十六条第 六項中 「
議会 の同意を得 て、これを」
とあ る のは 「
これを」と読 み替え るも のとす る。
昭(四七法 五 二 ・一部改 正 )
第 三章 公害 に係 る紛争 の処理手続
昭(四七法 五 二 ・章名追加 )
第 一節 総則
昭(四七法 五 二 ・追加 )
代(理人 )
第 二十三条 の二 当事者 は、弁護士、弁護 士法人 又は調停委員会、仲裁委
員会若 しくは裁定委員会 の承認を得 た者を代理人とす ることが でき る。
２ 前項 の承認 は、 い つでも、取り消す ことが でき る。
３ 代理人 の権 限 は、書 面をも つて証明 しなければならな い。
４ 代理人は、次 の各号 に掲げ る事項 に ついては、特別 の委任を受けなけ
ればならな い。
一 申請 の取下げ
二 調停案 の受諾
三 代理人 の選任
四 第 四十 二条 の七第 一項 の規定 による代表当事者 の選定
昭(四七法 五 二 ・追加、平 一三法 四 一・一部改 正 )
個(別代理 )
第 二十三条 の三 代理人が 二人以上あ るとき は、各 人が本人を代理す る。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
参(加 )
第 二十三条 の四 公害 に係 る被害 に関す る紛争 に つき調停 又は裁定 の手
続が係属 して いる場合 にお いて、同 一の原因 による被害を主張す る者 は、
調停委員会 又は裁定委員会 の許可を得 て、当事者 と して当該 手続 に参加
す ることが でき る。
２ 調停委員会 又は裁定委員会 は、
前項 の許可をす るとき は、あら かじめ、
当事者 の意 見をきかなければならな い。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
調(停 手続等 の実施 の委任 )

第 二十三条 の五 調停委員会、仲裁委員会 又は裁定委員会 は、 それぞれ、
調停委員、仲裁委員 又は裁定委員を して手続 の 一部を行なわ せることが
できる。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
第 二節 あ つせん、調停 及び仲裁
昭(四七法 五 二 ・節名追加、昭四九法八四 ・改称 )
第 一款 通則
昭(四七法 五 二 ・款名追加 )
管(轄 )
第 二十四条 中央委員会 は、次 の各号 に掲げ る紛争 に関す るあ つせん、調
停 及び仲裁 に ついて管轄す る。
一 現 に人 の健康 又は生活環境 環(境基本法第 二条第 三項 に規定す る生
活環境 を いう。 に)公害 に係 る著 し い被害が生 じ、 か つ、当該被害が
相当多数 の者 に及び、又は及ぶ おそれ のあ る場合 における当該 公害 に
係 る紛争 であ つて政令 で定 めるも の
二 前号 に掲げ るも ののほか、二以上 の都道府県 にわたる広域的な見地
から解決す る必要があ る公害 に係 る紛争 であ つて政令 で定 めるも の
三 前 二号 に掲げ るも ののほか、事業活動 そ の他 の人 の活動 の行われた
場所及び当該 活動 に伴う 公害 に係 る被害 の生 じた場所が異な る都道
府県 の区域内 にあ る場合 又は これら の場所 の 一方若 しく は双方 が 二
以上 の都道府県 の区域内 にあ る場合 におけ る当該 公害 に係 る紛争
２ 審査会 審(査会 を置 かな い都道府県 にあ つては、都道府県知事 と し、
以下 「
審査会等」と いう。 は)、前項各号 に掲げ る紛争 以外 の紛争 に関
す るあ つせん、調停 及び仲裁 に ついて管轄す る。
３ 前 二項 の規定 にかかわらず、仲裁 に ついては、当事者 は、双方 の合意
によ つてそ の管轄を定 める ことが でき る。
昭(四九法八四 ・平 五法九 二 ・一部改 正 )
移(送 )
第 二十五条 中央委員会 又は審査会等 は、次条第 一項 の申請 に係 る事件が、
そ の管轄 に属 しな いとき は、事件を管轄審査会等 又は中央委員会 に移送
す るも のとす る。
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申(請 )
第 二十六条 公害 に係 る被害 に ついて、損害賠償 に関す る紛争 そ の他 の民
事上 の紛争が生 じた場合 にお いては、当事者 の 一方 又は双方 は、公害等
調整委員会規則 で定 めると ころにより中央委員会 に対 し、政令 で定 める
と ころにより審査会等 に対 し、書 面をも つて、あ つせん、調停 又は仲裁
の申請をす ることが でき る。この場合 にお いて、
審査会 に対す る申請 は、
都道府県知事を経由 してしなければならな い。
２ 当事者 の 一方 からす る仲裁 の申請 は、この法律 の規定 による仲裁 に付
す る旨 の合意 に基づくも のでなければならな い。
昭(四七法 五 二 ・昭四九法 八四 ・一部改 正 )
第(二十四条第 一項第 三号 に掲げ る紛争 に関す る特例 )
第 二十七条 第 二十 四条第 一項第 三号 に掲げ る紛争 に関す るあ つせん及
び調停 の申請 は、関係都道府県 のいずれか 一の知事 に対 してしなければ
ならな い。
２ 審査会等 は、前条第 一項 のあ つせん又は調停 の申請 に係 る紛争が第 二
十四条第 一項第 三号 に掲げ る紛争 に該当す るとき は、そ の旨を都道府県
知事 に通知 しなければならな い。
３ 第 一項 の申請があ つたとき、又は前項 の規定 による通知があ つたとき
は、当該都道府県知事 は、当該申請 又は通知 に係 る紛争を処理す るため
連合審査会を置く こと に ついて、関係都道府県知事と協議 しなければな
らな い。
４ 第 一項 の申請 又は第 二項 の規定 による通知 に係 る紛争 を処 理す るた
め連合審査会が置 かれたとき は、当該連合審査会 は、当該紛争 に関す る
あ つせん又は調停 に ついて管轄す るも のとす る。 この場合 にお いては、
中央委員会 は、当該紛争 に ついては管轄 しな い。
５ 第 三項 の規定 による協議がとと のわな いとき は、都道府県知事 は、遅
滞なく、当該事件 の関係書類を、中央委員会 に送付す るも のとす る。
昭(四九法八四 ・一部改 正 )
あ( つせん又は調停 の開始等 の特例 )
第 二十七条 の二 被害 の程度が著 しく、そ の範囲が広 い公害 に係 る民事上
の紛争 が生 じ、当事者 間 の交渉が円滑 に進行 して いな い場合 にお いて、

当該紛争 を放置す るとき は多 数 の被害者 の生活 の困窮等社会的 に重大
な影響があ ると認められるとき は、中央委員会 又は審査会 は、当該 紛争
に ついて、
実情を調査 し、当事者 の意 見を聴 いた上、そ の議決 に基づき、
あ つせんを行う ことが でき る。
２ 前項 の規定 による審査会 のあ つせんは、当該都道府県知事 の要請 によ
り行うも のとす る。
３ 第 一項 の場合 にお いて、中央委員会 又は審査会 は、当事者 の住所、紛
争 の実情 そ の他 の事情 を考慮 して相当と認める理由があ る場合 に限り、
第 二十四条第 一項 又は第 二項 の規定 にかかわらず、それぞれ、審査会等
又は中央委員会 と協議 してそ の管轄を定 めることが でき る。
昭(四九法八四 ・追加 )
第 二十七条 の三 中央委員会 又は審査会 は、前条第 一項 の規定 によるあ つ
せんに係 る紛争 に ついて、あ つせんによ つては当該紛争を解決す ること
が困難 であり、か つ、相当と認めるとき は、あ つせん委員 の申出 により、
当事者 の意 見を聴 いた上、そ の議決 に基づき、当該紛争 に関す る調停 を
行う ことが でき る。
２ 前項 の調停 の管轄 は、当該紛争 に関す るあ つせん の管轄が前条第 三項
の規定 により定 められたも のであ るとき は、そ の定 められたと ころによ
る。
昭(四九法八四 ・追加 )
第 二款 あ つせん
昭(四七法 五 二 ・款名追加、昭四九法八四 ・改称 )
あ( つせん委員 の指名等 )
第 二十八条 中央委員会 又は審査会等 によるあ つせんは、三人以内 のあ つ
せん委員が行う。
２ 前項 のあ つせん委員 は、中央委員会 の委員長及び委員 又は審査会 の委
員 審査会 を置 かな い都道府県 にあ つては、候補者名簿 に記載さ れ て い
(
る者と し、以下 「
審査会 の委員等」と いう。 の)うち から、事件ご とに、
それぞれ、中央委員会 の委員長 又は審査会 の会長 審(査会 を置 かな い都
道府県 にあ つては、都道府県知事と し、以下 「
審査会 の会長等」と いう。 )
が指名す る。
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３ 連合審査会 によるあ つせんは、連合審査会 の委員 の全員があ つせん委
員とな つて行う。
４ 第十六条第 六項及び第 十七条 の規定 は、候補者名簿 に記載され て いる
者 のうち から の指名 に係 るあ つせん委員 に ついて準用す る。こ の場合 に
お いて、第 十六条第 六項中 「
議会 の同意を得 て、これを」とあ る のは 「
こ
れを」と読 み替え るも のとす る。
昭(四七法 五 二 ・昭四九法 八四 ・一部改 正 )
あ( つせん委員 の任務 )
第 二十九条 あ つせん委員 は、当事者間をあ つせんし、双方 の主張 の要点
を確 かめ、事件が公正に解決されるよう に努 めなければならな い。
昭(四九法八四 ・一部改 正 )
あ( つせん の打切り )
第 三十条 あ つせん委員 は、あ つせんに係 る紛争 に ついて、あ つせんによ
つては紛争 の解決 の見込みがな いと認めるとき は、あ つせんを打ち切 る
ことが でき る。
２ あ つせんに係 る紛争 に ついて第 二十七条 の三第 一項 の議決があ つた
とき は、当該あ つせんは、打ち切られたも のとみなす。
昭(四九法八四 ・一部改 正 )
第 三款 調停
昭(四七法 五 二 ・款名追加 )
調(停委員 の指名等 )
第 三十 一条 中央委員会 又は審査会等 による調停 は、三人 の調停委員 から
な る調停委員会 を設け て行なう。
２ 前項 の調停委員 は、中央委員会 の委員長及び委員 又は審査会 の委員等
のうち から、事件ごと に、それぞれ、中央委員会 の委員長 又は審査会 の
会長等が指名す る。
３ 連合審査会 による調停 は、連合審査会 の委員 の全員を調停委員とす る
調停委員会を設け て行なう。
４ 第十六条第 六項及び第 十七条 の規定 は、候補者名簿 に記載され て いる
者 のうち から の指名 に係 る調停委員 に ついて準用す る。この場合 にお い
て、第 十六条第 六項中 「
議会 の同意 を得 て、これを」とあ る のは 「
これ

を」と読 み替え るも のとす る。
昭(四七法 五 二 ・一部改 正 )
出(頭 の要求 )
第 三十 二条 調停委員会 は、調停 のため必要があ ると認めるとき は、当事
者 の出頭を求 め、 そ の意 見をきく ことが でき る。
文(書 の提出等 )
第 三十三条 調停委員会 は、第 二十四条第 一項第 一号 に掲げ る紛争 に関す
る調停を行う場合 にお いて、必要があ ると認めるとき は、当事者 から当
該 調停 に係 る事件 に関係 のあ る文書 又は物件 の提出を求 める ことが で
き る。
２ 調停委員会 は、第 二十四条第 一項第 一号 に掲げ る紛争 に関す る調停を
行う場合 にお いて、紛争 の原因たる事実関係を明確 にす るため、必要が
あ ると認めるとき は、当事者 の占有す る工場、事業場 そ の他事件 に関係
のある場所 に立ち 入 つて、事件 に関係 のあ る文書 又は物件を検査す る こ
とが でき る。
３ 調停委員会 は、前項 の規定 による立入検査 に ついて、専門委員を して
補助さ せることが でき る。
昭(四七法 五 二 ・昭四九法 八四 ・一部改 正 )
調(停前 の措置 )
第 三十三条 の二 調停委員会 は、調停前 に、当事者 に対 し、調停 の内容た
る事項 の実現を不能 にし、又は著 しく困難 にす る行為 の制限そ の他調停
のために必要と認める措置を採 ることを勧告す る ことが でき る。
昭(四九法八四 ・追加 )
調(停案 の受諾 の勧告 )
第 三十四条 調停委員会 は、当事者 間 に合意が成立す ることが困難 であ る
と認める場合 にお いて、相当 であ ると認めるとき は、 一切 の事情を考慮
して調停案を作成 し、当事者 に対 し、三十 日以上 の期間を定 め て、そ の
受諾を勧告す る ことが でき る。
２ 前項 の調停案 は、調停委員 の過半数 の意 見 で作成 しなければならな い。
３ 第 一項 の規定 による勧告がされた場合 にお いて、当事者が調停委員会
に対し指定された期間内 に受諾 しな い旨 の申出を しな か つたとき は、当
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該当事者 間 に調停案 と同 一の内容 の合意が成立 したも のとみなす。
昭(四七法 五 二 ・全改 )
調(停案 の公表 )
第 三十四条 の二 調停委員会 は、前条第 一項 の規定 による勧告を した場合
にお いて、相当と認めるとき は、第 三十七条 の規定 にかかわらず、理由
を付 して、当該 調停案 を公表す ることが でき る。
昭(四九法八四 ・追加 )
調(停を しな い場合 )
第 三十五条 調停委員会 は、申請 に係 る紛争がそ の性質上調停 をす る のに
適当 でな いと認めるとき、又は当事者が不当な 目的 でみだ りに調停 の申
請を したと認めるとき は、調停を しな いも のとす ることが でき る。
調(停 の打切り )
第 三十六条 調停委員会 は、調停 に係 る紛争 に ついて当事者間 に合意が成
立す る見込みがな いと認めるとき は、調停 を打ち切る ことが でき る。
２ 第 三十四条第 一項 の規定 による勧告がされた場合 にお いて、指定され
た期間内 に当事者 から受諾 しな い旨 の申出があ つたとき は、当該当事者
間 の調停 は、打ち切られたも のとみなす。
昭(四七法 五 二 ・昭四九法 八四 ・一部改 正 )
時(効 の中断等 )
第 三十六条 の二 前条第 一項 の規定 により調停が打ち切られ、又は同条第
二項 の規定 により調停が打ち切られたも のと みなされた場合 にお いて、
当該 調停 の申請 を した者 が そ の旨 の通知 を受けた 日から 三十 日以内 に
調停 の目的 とな つた請求 に ついて第 四十 二条 の十 二第 一項 に規定す る
責任裁定 を申請 し、又は訴えを提起 したとき は、時効 の中断及び出訴期
間 の遵守 に関 しては、調停 の申請 の時 に、責任裁定 の申請 又は訴え の提
起があ つたも のとみなす。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
手(続 の非公開 )
第 三十七条 調停委員会 の行なう調停 の手続 は、 公開 しな い。
事(件 の引継ぎ )
第 三十八条 審査会等 又は連合審査会 は、 そ の調停 に係 る事件 に ついて、

相当と認める理由があ るとき は、当事者 の同意を得、か つ、中央委員会
と協議 した上、 これを中央委員会 に引き継ぐ ことが でき る。
２ 中央委員会 は、前項 の規定 により引き継 いだ事件 に ついては、第 二十
四条第 一項 の規定 にかかわらず、調停を行う ことが でき る。
３ 前 二項 の規定 は、中央委員会 の調停 に係 る事件 に ついて準用す る。こ
の場合 にお いて、第 一項中 「
審査会等 又は連合審査会」とあ る のは 「
中
央委員会」と、前 二項中 「
中央委員会」とあ る のは 「
関係都道府県 の審
査会等」と、前項中 「
第 二十四条第 一項」とあ る のは 「
第 二十四条第 二
項」と読 み替え るも のとす る。
昭(四九法八四 ・一部改 正 )
第 四款 仲裁
昭(四七法 五 二 ・款名追加 )
仲(裁委員 の指名等 )
第 三十九条 中央委員会 又は審査会等 による仲裁 は、三人 の仲裁委員 から
な る仲裁委員会 を設け て行なう。
２ 前項 の仲裁委員 は、中央委員会 の委員長及び委員 又は審査会 の委員等
のうち から、当事者が合意 によ つて選定 した者 に つき、事件ご とに、そ
れぞれ、中央委員会 の委員長 又は審査会 の会長等が指名す る。 ただ し、
当事者 の合意 による選定がなされな か つたとき は、中央委員会 の委員長
及び委員 又は審査会 の委員等 のうち から、事件ご とに、それぞれ、中央
委員会 の委員長 又は審査会 の会長等が指名す る。
３ 第 一項 の仲裁委員 のうち少なくとも 一人は、弁護士法 昭(和 二十四年
法律第 二百五号 第)二章 の規定 により、弁護 士とな る資格を有す る者 で
なければならな い。
４ 第十六条第 六項及び第 十七条 の規定 は、候補者名簿 に記載され て いる
者 のうち から の指名 に係 る仲裁委員 に ついて準用す る。この場合 にお い
て、第 十六条第 六項中 「
議会 の同意 を得 て、これを」とあ る のは 「
これ
を」と読 み替え るも のとす る。

昭(四七法 五 二 ・一部改 正 )
文(書 の提出等 )
第 四十条 仲裁委員会 は、仲裁を行なう場合 にお いて、必要があ ると認め
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るとき は、当事者 から当該仲裁 に係 る事件 に関係 のあ る文書 又は物件 の
提出を求 めることが でき る。
２ 仲裁委員会 は、仲裁を行なう場合 にお いて、紛争 の原因た る事実関係
を明確 にす るため、必要があ ると認めるとき は、当事者 の占有す る工場、
事業場そ の他事件 に関係 のあ る場所 に立ち 入 つて、事件 に関係 のあ る文
書 又は物件を検査す る ことが でき る。
３ 中央委員会 に設けられ る仲裁委員会 は、前項 の規定 による立入検査 に
ついて、専門委員を して補 助さ せる ことが でき る。
昭(四七法 五 二 ・一部改 正 )
仲(裁法 の準用 )
第 四十 一条 仲裁委員会 の行う仲裁 に ついては、 こ の法律 に別段 の定
めがあ る場合 を除 き、仲裁委員を仲裁 人と みな して、仲裁法 平(成 十
五年法律第 百三十八号 の)規定 を準用す る。
平(八法 一一〇 ・平 一五法 一三八 ・一部改 正 )
準(用規定 )
第 四十 二条 第 三十三条 の二及び第 三十七条 の規定 は、仲裁委員会 の行う
仲裁 に ついて準用す る。
昭(四九法八四 ・一部改 正 )
第 三節 裁定
昭(四七法 五 二 ・追加 )
第 一款 通則
昭(四七法 五 二 ・追加 )
裁(定委員 の指名等 )
第 四十 二条 の二 中央委員会 による裁定 は、三人 又は五人 の裁定委員 から
な る裁定委員会 を設け て行なう。
２ 前項 の裁定委員 は、中央委員会 の委員長及び委員 のうち から、事件ご
とに、中央委員会 の委員長が指名す る。
３ 第 三十九条第 三項 の規定 は、第 一項 の裁定委員会 に ついて準用す る。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
裁(定委員 の除斥 )
第 四十 二条 の三 裁定委員 は、次 の各号 のいず れかに該当す るとき は、そ

の職務 の執行 から除斥され る。
一 裁定委員 又はそ の配偶者若 しく は配偶者 であ つた者 が事件 の当事
者 第(四十 二条 の七第 二項 に規定す る選定者 及び第 四十 二条 の九第 三
項 に規定す る被代表者 を含 む。以下 こ の項、第 四十 二条 の十八第 二項、
第 四十 二条 の十九、第 四十 二条 の二十、第 五十三条 及び第 五十五条 に
お いて同じ。 又)は法 人 であ る当事者 の代表者 であ り、 又はあ つたと
き。
二 裁定委員が事件 の当事者 の四親等内 の血族、三親等内 の姻族 又は同
居 の親族 であり、 又はあ つたとき。
三 裁定委員が事件 の当事者 の後見人、後見監督 人、保佐 人、保佐監督
人、補助 人 又は補助監督 人 であ るとき。
四 裁定委員が事件 に ついて参考 人 又は鑑定 人とな つたとき。
五 裁定委員が事件 に ついて当事者 の代理人 であ り、 又はあ つたとき。
２ 前項 に規定す る除斥 の原因があ るとき は、当事者 は、除斥 の申立 てを
す ることが でき る。
昭(四七法 五 二 ・追加、平 一一法 一五 一・一部改 正 )
裁(定委員 の忌避 )
第 四十 二条 の四 裁定委員 に ついて裁定 の公正を妨げ る べき事情 があ る
ときは、当事者 は、 これを忌避す る ことが でき る。
２ 当事者 は、事件 に ついて裁定委員会 に対 し書 面 又は 口頭をも つて陳述
した後 は、裁定委員を忌避す ることが できな い。ただ し、忌避 の原因が
あ ることを知らな か つたとき、又は忌避 の原因がそ の後 に生 じたとき は、
この限り でな い。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
除(斥 又は忌避 の申立 てに ついて の決定 )
第 四十 二条 の五 除斥 又は忌避 の申立 てに ついては、中央委員会が決定す
る。
２ 除斥 又は忌避 の申立 てに係 る裁定委員 は、前項 の規定 による決定 に関
与す ることが できな い。 ただ し、意 見を述 べることが でき る。
３ 第 一項 の規定 による決定 は、文書をも つて行な い、か つ、理由を附さ
なければならな い。
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昭(四七法 五 二 ・追加 )
裁(定 手続 の中止 )
第 四十 二条 の六 裁定委員会 は、除斥 又は忌避 の申立 てがあ つたとき は、
そ の申立 てに ついて の決定 があ るま で裁定 手続を中 止 しなければ なら
な い。 ただ し、急速を要す る行為 に ついては、 こ の限りでな い。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
代(表当事者 の選定 )
第 四十 二条 の七 公害 に係 る被害 に関す る紛争 に ついて共同 の利益を有
す る多数 の者 は、そ の中 から、全員 のために裁定 手続 における当事者 と
な る 一人 又は数 人 以(下 「
代表当事者」と いう。 を)選定す ることが でき
る。
２ 前項 の代表当事者 を選定 した者 以(下 「
選定者」と いう。 は)、そ の選
定を取り消 し、 又は変更す ることが でき る。
３ 第 一項 の規定 による代表当事者 の選定並 び に前 項 の規定 によ るそ の
取消 し及び変更 は、書 面をも つて証明 しなければならな い。
４ 裁定 手続が係属 した後 に代表当事者を選定 したとき は、他 の選定者 は、
裁定 手続 から当然脱退す る。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
代(表当事者 の選定命令 )
第 四十 二条 の八 共同 の利益を有す る当事者 が著 しく多数 であり、 か つ、
代表当事者を選定す る ことが適当 であ ると認められるとき は、裁定委員
会 は、当該共同 の利益を有す る当事者 に対 し、相当 の期間を定 め て、代
表当事者 の選定 を命ず ることが でき る。
２ 裁定委員会 は、前項 の規定 による命令 を取り消 し、又は変更す ること
が でき る。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
裁(定委員会 による代表当事者 の選定 )
第 四十 二条 の九 裁定委員会 は、前条第 一項 の規定 による命令 を受けた者
のうち代表当事者を選定 しな い者があ る場合 にお いて、これら の者 に つ
いて代表当事者 を選定 しな ければ裁定 手続 の進行 に支障 があ ると認め
るとき は、適当と認める者 を、そ の同意を得 て、代表当事者 に選定す る

ことが でき る。この場合 にお いては、代表当事者と して の資格を特定 の
争点 に関す る審 理に限定す ることが でき る。
２ 前条第 二項 の規定 は、前項 の規定 による代表当事者 の選定 に ついて準
用す る。
３ 第 一項 の規定 により代表当事者 が選定された場合 にお いては、当該代
被
表当事者 は、 そ の者 のために代表当事者 が選定さ れ て いる者 以(下 「
代表者」と いう。 が)第 四十 二条 の七第 一項 の規定 により選定 したも の
とみなす。
４ 第 一項 の規定 により代表当事者 が選定さ れた場合 におけ る当該代表
当事者 と被代表者 と の間 の関係 に ついては、 民法 明(治 二十九年法律第
八十九号 第)六百四十四条 から第 六百四十七条 ま で、第 六百四十九条、
第 六百五十条 及び第 六百五十四条 の規定を準用す る。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
裁(定委員会 の合議 )
第 四十 二条 の十 裁定 そ の他 の裁定委員会 の判断 は、合議 によらなければ
ならな い。
２ 前項 の合議 は、裁定委員 の過半数 の意 見により決す る。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
合(議 の非公開 )
第 四十 二条 の十 一 裁定委員会 の合議 は、 公開 しな い。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
第 二款 責任裁定
昭(四七法 五 二 ・追加 )
申(請 )
第 四十 二条 の十 二 公害 に係 る被害 に ついて、損害賠償 に関す る紛争 が生
じた場合 にお いては、そ の賠償を請求す る者 は、公害等調整委員会規則
で定 めると ころにより、書 面をも つて、中央委員会 に対 し、損害賠償 の
責任 に関す る裁定 以(下 「
責任裁定」と いう。を)申請す ることが でき る。
２ 中央委員会 は、被害 の程度が軽微 であ り、か つ、そ の範囲が限られ て
いる等 の被害 の態様及び規模、紛争 の実情 そ の他 一切 の事情を考慮 して
責任裁定 をす る ことが相当 でな いと認めるとき は、申請を受理 しな いこ
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とが でき る。
３ 審 査会等 によ る調停 に係 る紛争 に関 し責任裁定 の申請があ つた場合
にお いては、中央委員会 は、申請 の受理に関 し、当該審査会等 の意 見を
聴 かなければならな い。
昭(四七法 五 二 ・追加、昭四九法八四 ・一部改 正 )
不(適法な申請 の却 下 )
第 四十 二条 の十三 裁定委員会 は、不適法な責任裁定 の申請 で、そ の欠陥
を補 正す ることが できな いも のに ついては、決定 をも つてこれを却 下 し
なければならな い。 こ の場合 にお いては、審問を経な いことが でき る。
２ 第 四十 二条 の十九 の規定 は、前項 の決定 に ついて準用す る。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
審(問 )
第 四十 二条 の十四 裁定委員会 は、審問 の期 日を開き、当事者 に意 見 の陳
述をさ せなければならな い。
２ 当事者 は、審問 に立ち会う ことが でき る。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
審(問 の公開 )
第 四十 二条 の十五 審 問 は、公開 して行なう。ただ し、裁定委員会が個 人
の秘密若 しく は事業者 の事業 上 の秘密 を保 つため必要があ ると認める
とき、又は手続 の公正が害されるおそれがあ ると認めるときそ の他公益
上必要があ ると認めるとき は、 この限りでな い。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
証(拠調 べ )
第 四十 二条 の十六 裁定委員会 は、申立 てにより、又は職権 で、次 の各号
に掲げ る証拠調 べをす ることが でき る。
一 当事者 又は参考 人に出頭を命 じ て陳述さ せる こと。
二 鑑定 人に出頭を命 じて鑑定さ せること。
三 事件 に関係 のあ る文書 又は物件 の所持 人に対 し、当該 文書若 しく は
物件 の提出を命 じ、又は提出された文書若 しくは物件を留め置く こと。
四 事件 に関係 のあ る場所 に立ち 入 つて、文書 又は物件を検査す ること。
２ 当事者 は、審問 の期 日以外 の期 日における証拠調 べに立ち会う ことが

できる。
３ 裁定委員会 は、職権 で証拠調 べを したとき は、そ の結果 に ついて、当
事者 の意 見をき かなければならな い。
４ 裁定委員会 が第 一項第 一号 又は第 二号 の規定 により参考 人 に陳述さ
せ、又は鑑定 人に鑑定さ せるとき は、これら の者 に宣誓をさ せなければ
ならな い。
５ 裁定委員会が第 一項第 一号 の規定 により当事者 に陳述さ せるとき は、
そ の当事者 に宣誓をさ せる ことが でき る。
６ 裁定委員会 は、第 一項第 四号 の規定 による立 入検査 に ついて、専門委
員を して補助さ せることが でき る。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
証(拠保全 )
第 四十 二条 の十七 中央委員会 は、責任裁定 の申請前 にお いて、あら かじ
め証拠調 べを しなければ そ の証拠を使用す る のに困難な事情 があ ると
認めるとき は、責任裁定 の申請を しようとす る者 の申立 てにより、証拠
保全をす ることが でき る。
２ 前項 の申立 てがあ つたとき は、中央委員会 の委員長 は、中央委員会 の
委員長及び委員 のうち から、証拠保全 に関与す べき者 を指名す る。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
事(実 の調査 )
第 四十 二条 の十八 裁定委員会 は、必要があ ると認めるとき は、自ら事実
の調査を し、又は中央委員会 の事務 局 の職員を してこれを行なわ せる こ
とが でき る。
２ 裁定委員会 が前 項 の事実 の調査 をす る場合 にお いて必要があ ると認
めるとき は、裁定委員会 又はそ の命 を受けた中央委員会 の事務 局 の職員
は、当事者 の占有す る工場、事業場そ の他事件 に関係 のあ る場所 に立ち
入 つて、事件 に関係 のあ る文書 又は物件を検査す ることが でき る。
３ 裁定委員会 は、事実 の調査 の結 果を責任裁定 の資料とす るとき は、そ
の事実 の調査 の結果 に ついて、当事者 の意 見をき かなければならな い。
４ 裁定委員会 は、第 二項 の規定 による立 入検査 に ついて、専門委員を し
て補助さ せることが でき る。
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昭(四七法 五 二 ・追加 )
責(任裁定 )
第 四十 二条 の十九 責任裁定 は、文書をも つて行な い、裁定書 には次 の各
号 に掲げ る事項を記載 し、裁定委員が これ に署名押印 しなければならな
い。
一 主文
二 理由
三 当事者 及び代理人 の氏名 又は名称並び に法人にあ つては、代表者 の
氏名
四 裁定 の年月 日
２ 裁定委員会 は、責任裁定を したとき は、裁定書 の正本を当事者 に送達
しなければならな い。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
責(任裁定 の効力 )
第 四十 二条 の二十 責任裁定があ つた場合 にお いて、裁定書 の正本が当事
者 に送達さ れた 日から 三十 日以内 に当該責任裁定 に係 る損害賠償 に関
す る訴えが提起さ れな いとき、 又はそ の訴えが取 り下げられたとき は、
そ の損害賠償 に関 し、当事者間 に当該責任裁定と同 一の内容 の合意が成
立 したも のとみなす。
２ 前項 の訴え の取下げ は、被告 の同意 を得なければ、そ の効力を生 じな
い。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
行(政事件訴訟 の制限 )
第 四十 二条 の二十 一 責任裁定 及びそ の手続 に関 してさ れた処分 に つい
ては、行政事件訴訟法 昭(和三十七年法律第 百三十九号 に)よる訴えを提
起す ることが できな い。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
仮(差押え及び仮処分 における担保 の特則 )
第 四十 二条 の二十 二 申請 の全部 又は 一部 を認容す る責任裁定 がさ れた
場合 にお いて、裁判所が当該責任裁定 に係 る債権 の全部若 しく は 一部 に
つき仮差押えを命 じ、又は仮処分をも つてそ の全部若 しくは 一部を支 払

う べき ことを命ず るとき は、担保を立 てさ せな いも のとす る。 ただ し、
必要があ ると認めるとき は、担保を立 てさ せることが でき る。
昭(四七法 五 二 ・追加、平 元法九 一・一部改 正 )
第 四十 二条 の二十三 削除
平(元法九 一 )
職(権調停 )
第 四十 二条 の二十四 裁定委員会 は、相当と認めるとき は、職権 で事件を
調停 に付 したうえ、当事者 の同意を得 て管轄審査会等 に処理さ せ、又は
第 二十 四条第 一項及び第 二項並 び に第 三十 一条第 一項 の規定 にかかわ
らず、自ら処理す ることが でき る。
２ 前項 の規定 により事件を調停 に付 した場合 にお いて、当事者間 に合意
が成立 したとき は、責任裁定 の申請 は、取 り下げ られたも のと みなす。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
時(効 の中断等 )
第 四十 二条 の二十五 責任裁定 の申請 は、時効 の中断及び出訴期間 の遵守
に関 しては、裁判上 の請求 とみなす。
２ 責任裁定 の申請が第 四十 二条 の十 二第 二項 の規定 により受 理さ れな
か つた場合 にお いて、当該責任裁定 の申請を した者がそ の旨 の通知を受
けた 日から 三十 日以内 に申請 の目的 とな つた請求 に ついて訴え を提起
したとき は、時効 の中断及び出訴期間 の遵守 に関 しては、責任裁定 の申
請 の時 に、訴え の提起があ つたも のとみなす。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
訴(訟と の関係 )
第 四十 二条 の二十六 責任裁定 の申請があ つた事件 に ついて訴 訟が係 属
す るとき は、受訴裁判所 は、責任裁定があ るま で訴訟手続を中 止す る こ
とが でき る。
２ 前項 の場合 にお いて、訴訟手続が中止されな いとき は、裁定委員会 は、
責任裁定 の手続を中止す る ことが でき る。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
準(用規定 )
第 四十 二条 の二十六 の二 第 三十三条 の二 の規定 は、裁定委員会 の行う責
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任裁定 に ついて準用す る。
昭(四九法八四 ・追加 )
第 三款 原因裁定
昭(四七法 五 二 ・追加 )
申(請 )
第 四十 二条 の二十七 公害 に係 る被害 に ついて、損害賠償 に関す る紛争 そ
の他 の民事上 の紛争が生 じた場合 にお いて、当事者 の 一方 の行為 に因り
被害が生 じた ことに ついて争 いがあ るとき は、当事者 は、公害等調整委
員会規則 で定 めると ころにより、書 面をも つて、中央委員会 に対 し、被
原因裁定」と いう。 を)申請す る ことが で
害 の原因 に関す る裁定 以(下 「
き る。
２ 第 四十 二条 の十 二第 二項及び第 三項 の規定 は、原因裁定 の申請があ つ
た場合 に ついて準用す る。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
相(手方 の特定 の留保 )
第 四十 二条 の二十八 前条第 一項 に規定す る場合 にお いて、相 手方を特定
しな いことに ついてや むを得な い理由があ るとき は、そ の被害 を主張す
る者 は、相 手方 の特定 を留保 して原因裁定 を申請す る ことが でき る。
２ 裁定委員会 は、相 手方 を特定さ せることが相当 であ ると認めるとき は、
前項 の規定 により原因裁定 を申請 した者 に対 し、期間を定 め て、相 手方
の特定を命 じなければならな い。
３ 前 項 の規定 によ る命令 を受けた者 が当該命令 にお いて定 めら れた期
間内 に相 手方を特定 しな いとき は、原因裁定 の申請 は、取り下げられた
も のとみなす。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
職(権 による原因裁定 )
第 四十 二条 の二十九 裁定委員会 は、責任裁定 の手続 にお いて、相当 であ
ると認めるとき は、職権 で、原因裁定をす ることが でき る。
２ 前項 の原因裁定 に ついては、次条 の規定 は、適用 しな い。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
裁(定事項等 )

第 四十 二条 の三十 裁定委員会 は、被害 の原因を明ら かにす るため特 に必
要があ ると認めるとき は、原因裁定 にお いて、原因裁定 の申請を した者
が裁定を求 めた事項 以外 の事項 に ついても、裁定す る ことが でき る。
２ 前項 の場合 にお いて、裁定 の結 果 に ついて利害関係を有す る第 三者が
あ るとき は、裁定委員会 は、そ の第 三者若 しくは当事者 の申立 てにより、
又は職権 で、決定をも つて、相 手方と してそ の第 三者 を原因裁定 の手続
に参加さ せることが でき る。
３ 裁定委員会 は、前項 の決定をす るとき は、あら かじめ、そ の第 三者 及
び当事者 の意 見をきかなければならな い。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
通(知及び意 見 の申 出 )
第 四十 二条 の三十 一 中央委員会 は、原因裁定があ つたとき は、遅滞なく、
そ の内容 を関係行政機関 の長 又は関係 地方 公共団体 の長 に通知す るも
のとす る。
２ 中央委員会 は、原因裁定があ つたとき は、公害 の拡大 の防 止等 に資す
るため、関係行政機関 の長 又は関係地方 公共団体 の長 に対 し、必要な措
置 に ついて の意 見を述 べる ことが でき る。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
受(訴裁判所 から の原因裁定 の嘱託 )
第 四十 二条 の三十 二 公害 に係 る被害 に関す る民事訴訟にお いて、受訴裁
判所は、必要があ ると認めるとき は、中央委員会 に対 し、そ の意 見をき
いたうえ、原因裁定をす る ことを嘱託す る ことが でき る。
２ 前項 の規定 による嘱託 に基づ いて原因裁定がされた場合 にお いて、受
訴裁判所 は、必要があ ると認めるとき は、中央委員会 が指定 した者 に原
因裁定 の説明をさ せる ことが でき る。
３ 第 一項 の規定 による嘱 託 に基づ いて行なう 原因裁定 の手続 に要す る
費用 で、第 四十四条第 一項 の規定 により当事者が負担す べきも ののうち
民事 訴 訟費 用等 に関す る法律 昭(和 四十 六年法律第 四十号 の)規定 の例
によれば当事者 が負担す る こととな る費用 に相当す るも のは、訴訟費用
とみなす。
４ 第 四十 二条 の二十九第 二項 の規定 は、第 一項 の規定 による嘱託に基づ
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いて行なう原因裁定 に ついて準用す る。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
準(用規定 )
第 四十 二条 の三十三 第 四十 二条 の十三から第 四十 二条 の十九ま で、第 四
十 二条 の二十 一、第 四十 二条 の二十四及び第 四十 二条 の二十六 の規定 は、
原因裁定 に ついて準用す る。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
第 四節 補 則
昭(四七法 五 二 ・旧第 五節繰上 )
審(査会等 の資料提出 の要求等 )
第 四十三条 審査会等 は公害 に係 る紛争 に関す るあ つせん、調停 又は仲裁
を行うため、連合審査会 は公害 に係 る紛争 に関す るあ つせん又は調停 を
行うため、それぞれ、必要があ ると認めるとき は、関係行政機関 の長 又
は関係地方 公共団体 の長 に対 し、公害発生 の原因 の調査 に関す る資料 そ
の他 の資料 の提出、意 見 の開陳、技術的知識 の提供 そ の他必要な協力を
求 めることが でき る。
昭(四七法 五 二 ・昭四九法 八四 ・一部改 正 )
義(務履行 の勧告 )
第 四十三条 の二 中央委員会 又は審査会等 は、権利者 の申出があ る場合 に
お いて、相当と認めるとき は、義務者 に対 し、中央委員会 又は当該審査
会等若 しくは関係連合審査会 の行 つた調停、仲裁 又は責任裁定 で定 めら
れた義務 の履行 に関す る勧告をす ることが でき る。 こ の場合 にお いて、
当該勧告が連合審査会 の行 つた調停 に係 るも のであ るとき は、審査会等
は、あら かじめ、他 の関係審査会等 と協議 しなければならな い。
２ 前項 の場合 にお いて、中央委員会 又は審査会等 は、当該義務 の履行状
況に ついて、当事者 に報告を求 め、 又は調査をす ることが でき る。
昭(四九法八四 ・追加 )
紛(争処理 の手続 に要す る費用 )
第 四十四条 中央委員会 にお いて行うあ つせん、調停、仲裁、責任裁定、
原因裁定 又は証拠保全 の手続 に要す る費用 は、政令 で定 めるも のを除 き、
各当事者 又は証拠保全 の申立 てを した者が負担す る。

２ 審査会等 にお いて行うあ つせん、調停 又は仲裁 の手続 に要す る費用 は、
条例 で定 めるも のを除 き、各当事者 が負担す る。
３ 連合審査会 にお いて行うあ つせん又は調停 の手続 に要す る費用 は、関
係都道府県が協議 によ つて定 める規約 で定 めるも のを除き、各当事者 が
負担す る。
昭(四七法 五 二 ・昭四九法 八四 ・一部改 正 )
手(数料 )
第 四十五条 中央委員会 に対 し調停、仲裁、責任裁定若 しくは原因裁定 の
申請をす る者 又は証拠保全若 しく は第 二十三条 の四第 一項 の規定 によ
る参加 の申立 てをす る者 は、政令 で定 めると ころにより、手数料を納 め
なければならな い。こ の場合 にお いては、当該 手数料 は、国 の収入とす
る。
昭(四七法 五 二 ・平 一一法 八七 ・一部改 正 )
送(達 )
第 四十五条 の二 書類 の送達 に ついては、 民事 訴訟法 平(成 八年法律第 百
九号 第)九十九条、第 百三条、第 百五条、第 百六条、第 百七条第 一項及
び第 三項並びに第 百九条 の規定を準用す る。こ の場合 にお いて、同法第
九十九条第 一項中 「
執行官」とあ り、同法第 百七条第 一項中 「
裁判所書
記官」とあ る のは 「
公害等 調整委員会 の事務 局 の職員」と、同法第 百九
条中 「
裁判所」とあ る のは 「
公害等調整委員会」と読 み替え るも のとす
る。
昭(四七法 五 二 ・追加、昭五七法八三 ・平八法 一一〇 ・一部改 正 )
都(道府県知事 に対す る報告 )
第 四十六条 候補者名簿 から の指名 に係 るあ つせん委員、候補者名簿 から
の指名 に係 る調停委員 からな る調停委員会 又は候補者名簿 から の指名
に係 る仲裁委員 からな る仲裁委員会 は、そ の行うあ つせん、調停 又は仲
裁 の事件が終 了したとき は、都道府県知事 に対 し、す みや かに、そ の概
要を報告 しなければならな い。

昭(四九法八四 ・一部改 正 )
不(服申立 て の制限 )
第 四十六条 の二 この章 の規定 によ つてさ れた処分 に ついては、行政 不服
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審 査 法 昭(和 三十七年法律第 百六十号 に)よ る不服申 立 てをす る ことが
できな い。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
公(害等調整委員会規則等 への委任 )
第 四十七条 こ の章 に規定す るも ののほか、中央委員会 におけ る紛争 の処
理 の手続 そ の他紛争 の処 理 に関 し必要な事項 は公害等 調整委員会規則
で、審査会等 における紛争 の処理 の手続そ の他紛争 の処理に関 し必要な
事項 は政令 で定 める。
昭(四七法 五 二 ・全改 )
第 四章 雑則
意(見 の申出 )
第 四十八条 中央委員会 は総務大臣 又は関係行政機関 の長 に対 し、審査会
は当該都道府県知事 に対 し、そ の所掌事務 の遂行を通 じて得られた公害
の防 止に関す る施策 の改善 に ついて の意 見を述 べることが でき る。
平( 一一法 一六〇 ・一部改 正 )
苦(情 の処理 )
第 四十九条 地方 公共団体 は、関係行政機関と協 力 して公害 に関す る苦情
の適 切な処理に努 めるも のとす る。
２ 都道府県及び市 町村 特(別区を含 む。 は)、公害 に関す る苦情 に ついて、
次 に掲げ る事務 を行わ せるため、 公害苦情相談員を置く ことが でき る。
一 住民 の相談 に応ず ること。
二 苦情 の処理 のために必要な調査、指導 及び助言をす ること。
三 前 二号 に掲げ るも ののほか、関係行政機関 への通知 そ の他苦情 の処
理 のために必要な事務 を行う こと。
昭(四九法八四 ・昭六〇法九〇 ・一部改 正 )
第 四十九条 の二 中央委員会 は地方 公共団体 の長 に対 し、都道府県知事 は
市 町村長 特(別区 の区長を含 む。 に)対 し、公害 に関す る苦情 の処理状況
に ついて報告を求 める ことが でき る。
昭(四九法八四 ・追加、昭六〇法九〇 ・一部改 正 )
防(衛施 設 )
第 五十条 防衛施 設周 辺 の生活環境 の整備等 に関す る法律 昭(和 四十九年

法律第 百 一号 第)二条第 二項 に規定す る防衛施 設 に係 る環境基本法第 三
十 一条第 一項 に規定す る事項 に関 しては、別に法律 で定 めると ころによ
る。
昭(四九法 一〇 一・平五法九 二 ・一部改 正 )
第 五章 罰則
第 五十 一条 第 十七条第 一項 第(二十三条、第 二十八条第 四項、第 三十 一
条第 四項及び第 三十九条第 四項 にお いて準用す る場合を含 む。 の)規定
に違 反した者 は、 一年 以下 の懲役 又は三万円以下 の罰金 に処す る。
昭(四七法 五 二 ・一部改 正 )
第 五十 二条 第 四十 二条 の十六第 四項 第(四十 二条 の三十三にお いて準用
す る場合 を含 む。 の)規定 により宣誓 した参考 人 又は鑑定 人が虚偽 の陳
述 又は鑑定を したとき は、六月以下 の懲役 又は三万円以下 の罰金 に処す
る。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
第 五十三条 次 の各号 の 一に該当す る者 は、 三万円以下 の過料 に処す る。
一 正当な 理由がなく て第 四十 二条 の十六第 一項第 一号 又は第 二号 第(
四十 二条 の三十三にお いてこれら の規定 を準用す る場合 を含 む。 の)
規定 による命令 に違 反 して出頭 せず、又は陳述若 しく は鑑定を拒 んだ
者
二 正当な 理由がなく て第 四十 二条 の十六第 一項第 三号 第(四十 二条 の
三十三にお いて準用す る場合 を含 む。 の)規定 による命令 に違 反 して
文書 又は物件を提出 しな か つた者
三 正当な 理由がなく て第 四十 二条 の十六第 一項第 四号 第(四十 二条 の
三十三にお いて準用す る場合を含 む。 の)規定 による立 入検査を拒 み、
妨げ、 又は忌避 した当事者 又は立入検査を受ける者
四 正当な 理由がなく て第 四十 二条 の十六第 四項 又は第 五項 第(四十 二
条 の三十三にお いてこれら の規定 を準用す る場合 を含 む。 の)規定 に
よる命令 に違 反 して宣誓を拒 んだ者

昭(四七法 五 二 ・追加 )
第 五十四条 第 四十 二条 の十六第 五項 第(四十 二条 の三十三にお いて準用
す る場合 を含 む。 の)規定 により宣誓 した当事者 が虚偽 の陳述を したと
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)

き は、 三万円以下 の過料 に処す る。
昭(四七法 五 二 ・追加 )
第 五十五条 次 の各号 に掲げ る違 反があ つた場合 にお いては、そ の行為を
した当事者を 一万円以下 の過料 に処す る。
一 正当な理由がなく て第 三十 二条 の規定 による出頭 の要求 に応 じな
か つたとき。
二 正当な 理由がな く て第 三十三条第 一項 又は第 四十条第 一項 の規定
による文書 又は物件 の提出 の要求 に応 じな か つたとき。
三 正当な理由がなく て第 三十三条第 二項、第 四十条第 二項 又は第 四十
二条 の十 八第 二項 第( 四十 二条 の三十 三 にお いて準 用す る場合 を含
む。 の)規定 による立入検査を拒 み、妨げ、 又は忌避 したとき。
昭(四七法 五 二 ・旧第 五十 二条繰 下 ・一部改 正 )
附 則 抄
施(行期 日 )
１ この法律 は、公布 の日から起算 して六月を こえな い範囲内 にお いて政
令 で定 める日から施行す る。ただ し、第 六条第 一項中両議院 の同意を得
ることに係 る部分 は、 公布 の日から施行す る。
昭(和四五年政令第 二五二号 で昭和 四五年 一一月 一日から施行 )
附 則 昭(和四六年 五月三 一日法律第 八八号 )抄
施(行期 日 )
第 一条 この法律 は、昭和 四十六年七月 一日から施行す る。
附 則 昭(和四七年六月三日法律第 五二号 )抄
施(行期 日等 )
第 一条 この法律 は、公布 の日から起算 して三十 日を こえな い範囲内 にお
いて政令 で定 める日から施行す る。
昭(和四七年政令第 二三五号 で昭和 四七年七月 一日から施行 )
２ 第 四条第 一号 の規定中裁定 に係 る部分 及び附則第 十 一条 によ る改 正
後 の公害紛争処理法 の規定中裁定 に係 る部分 は、この法律 の施行 の日か
ら起算 して三月を こえな い範 囲内 にお いて政令 で定 め る日から適 用す
る。
昭(和四七年政令第 三四四号 で昭和 四七年九月三〇 日から適用

中(央委員会等が した処分 に対す る不服申立 てに関す る経過措置 )
第 十 二条 こ の法律 の施行前 に こ の法律 によ る改 正前 の公害 紛争 処理法
の規定 による中央委員会、審査会等 又は連合審査会 次(条 及び附則第 十
四条 にお いて 「
中央委員会等」と総称す る。 が)した処分 に対す る行政
不服審 査法 昭(和 三十七年法律第 百六十号 に)よ る不服申 立 てに ついて
は、この法律 による改 正後 の公害紛争処理法第 四十六条 の二 の規定 にか
かわらず、な お従前 の例 による。
代(理人に関す る経過措置 )
第 十三条 こ の法律 の施行 の際現 に中央委員会等 に係 属 して いる調停 又
は仲裁 の手続 にお いて代理人に選任され て いる者 で、弁護士 でな いも の
に ついて のこ の法律 によ る改 正後 の公害 紛争 処 理法第 二十三条 の二第
一項 の規定 の適用 に関 しては、そ の者を同項 の規定 による調停委員会 又
は仲裁委員会 の承認を得た者とみなす。
時(効 の中断等 に関す る経過措置 )
第 十四条 こ の法律 の施行 の際現 に中央委員会等 に係 属 して いる調停 に
関 し当該 調停 の目的 とな つて いる請求 に ついて のこ の法律 によ る改 正
後 の公害紛争処理法第 三十六条 の二 の規定 の適用 に関 しては、この法律
の施行 の時 に、調停 の申請がなされたも のとみなす。
土(地調整委員会 又は中央 公害審査委員会 が した処分等 に関す る経過措
置 )
第 十六条 こ の法律 の施行前 に こ の法律 によ る改 正前 の法律 の規定 によ
り土地調整委員会 又は中央 公害審査委員会が した処分 そ の他 の行為 は、
政令 で別段 の定 めをす るも のを除き、この法律 又はこ の法律 による改 正
後 の法律 の相当規定 により、公害等 調整委員会が した処分そ の他 の行為
とみなす。
２ こ の法律 の施行 の際 現 に こ の法律 によ る改 正前 の法律 の規定 により
土地調整委員会 又は中央 公害審査委員会 に対 してさ れ て いる申請 そ の
他 の手続 は、政令 で別段 の定 めをす るも のを除き、こ の法律 又はこの法
律 による改 正後 の法律 の相当規定 により、公害等 調整委員会 に対 してさ
れた手続とみなす。
政(令 への委任 )
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第十七条 この附則 に定 めるも ののほか、この法律 の施行 に関 し必要な経
過措置 は、政令 で定 める。
罰(則 に関す る経過措置 )
第十八条 この法律 の施行前 にした行為 に対す る罰則 の適用 に ついては、
な お従前 の例 による。中央 公害審査委員会 の委員長、委員 又は専門調査
員 の職 にあ つた者 が こ の法律 の施行後 にした行為 に対す る罰則 の適用
に ついても、同様とす る。
附 則 昭(和四九年六月 一一日法律第 八四号 )抄
施(行期 日 )
１ この法律 は、公布 の日から起算 して六月を超えな い範囲内 にお いて政
令 で定 める日から施行す る。
昭(和四九年政令第 三 一八号 で昭和 四九年 一一月 一日から施行 )
経(過措置 )
２ こ の法律 の施行前 に この法律 による改 正前 の公害紛争 処理法 こ(れ に
基づく命令 を含 むも のと し、 以下 「
旧法」と いう。 の)規定 により審査
会、都道府県知事 又は連合審査会 以(下 「
審査会等」と いう。 に)対 して
された和解 の仲介 の申請 そ の他 の行為 は、この法律 による改 正後 の公害
新法」と いう。 )
紛争処理法 こ(れに基づく命令 を含 むも のと し、以下 「
の相当規定 により審 査会等 に対 してさ れたあ つせん の申請 そ の他 の行
為とみなす。
３ こ の法律 の施行前 に旧法 の規定 により指名さ れた仲介委員 又は和解
の仲介 のために置 かれた連合審査会 は、新法 の相当規定 によりあ つせん
委員と して指名され、又はあ つせん のため の連合審査会と して置 かれた
も のとみなす。
４ こ の法律 の施行前 に旧法 の規定 により審 査会等 又は仲介 委員 が した
和解 の仲介 そ の他 の行為 は、新法 の相当規定 により審査会等 又はあ つせ
ん委員が したあ つせんそ の他 の行為 とみなす。
附 則 昭(和四九年六月 二七 日法律第 一〇 一号 )抄
施(行期 日 )
１ この法律 は、 公布 の日から施行す る。
附 則 昭(和五七年八月 二四日法律第 八三号 )抄

施(行期 日 )
第 一条 この法律 は、昭和 五十七年十月 一日から施行す る。
附 則 昭(和六〇年七月 一二日法律第九〇号 )抄
施(行期 日 )
第 一条 この法律 は、 公布 の日から施行す る。
附 則 平(成 元年 一二月 二二日法律第九 一号 )抄
施(行期 日 )
第 一条 この法律 は、公布 の日から起算 して二年を超えな い範囲内 にお い
て政令 で定 める日から施行す る。
平(成 二年政令第 二八三号 で平成 三年 一月 一日から施行 )
附 則 平(成 五年 一一月 一九 日法律第九 二号 )抄
この法律 は、 公布 の日から施行す る。
――――――――――
○民事 訴訟法 の施行 に伴う関係法律 の整備等 に関す る法律 平(成 八
法律 一一○ 抄)
公(害紛争処理法 の 一部改 正に伴う経過措置 )
第 三十八条 前条 の規定 の施行前 に書類 の送達 のため に郵便 を差 し出 し
た場合 には、当該送達 に ついては、な お従前 の例 による。
附 則 平(成 八年 六月 二六日法律第 一一〇号 )
この法律 は、新 民訴法 の施行 の日から施行す る。
施(行 の日＝平成 一〇年 一月 一日 )
――――――――――
附 則 平(成 一一年七月 一六日法律第 八七号 )抄
施(行期 日 )
第 一条 この法律 は、平成 十 二年 四月 一日から施行す る。ただ し、次 の各
号 に掲げ る規定 は、当該各号 に定 める日から施行す る。
一 第 一条中地方自治法第 二百五十条 の次 に五条、節名並びに二款及び
款名 を加え る改 正規定 同(法第 二百五十条 の九第 一項 に係 る部分 両(
議院 の同意を得 ること に係 る部分 に限 る。 に)限 る。 、)第 四十条中自
然 公園法附則第九項及び第十項 の改 正規定 同(法附則第 十項 に係 る部
分 に限 る。 、)第 二百四十四条 の規定 農(業改良助長法第十四条 の三 の
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改 正規定 に係 る部分を除 く。 並)びに第 四百七十 二条 の規定 市(町村 の
合併 の特例 に関す る法律第 六条、第 八条 及び第十七条 の改 正規定 に係
る部分を除 く。 並)び に附則第 七条、第 十条、第 十 二条、第 五十九条
ただ し書、第 六十条第 四項及び第 五項、第七十三条、第七十七条、第
百五十七条第 四項 から第 六項ま で、第 百六十条、第 百六十三条、第 百
六十四条並びに第 二百 二条 の規定 公布 の日
国(等 の事務 )
第 百五十九条 こ の法律 によ る改 正前 のそれぞれ の法律 に規定す るも の
のほか、この法律 の施行前 にお いて、地方 公共団体 の機関が法律 又は こ
れに基づく政令 により管 理 し又は執行す る国、他 の地方 公共団体 そ の他
公共団体 の事務 附(則第 百六十 一条 にお いて 「
国等 の事務」と いう。は)、
この法律 の施行後 は、地方 公共団体 が法律 又はこれに基づく政令 により
当該地方 公共団体 の事務 と して処理す るも のとす る。
処(分、申請等 に関す る経過措置 )
第 百六十条 こ の法律 附(則第 一条各号 に掲げ る規定 に ついては、当該各
規定。 以下 こ の条 及び附則第 百六十三条 にお いて同じ。 の)施行前 に改
正前 のそれぞれ の法律 の規定 によりさ れた許可等 の処分 そ の他 の行為
以(下 この条 にお いて 「
処分等 の行為」と いう。 又)は この法律 の施行 の
際 現 に改 正前 のそれぞれ の法律 の規定 によりさ れ て いる許可等 の申請
申請等 の行為」と いう。 で)、 こ の
そ の他 の行為 以(下 この条 にお いて 「
法律 の施行 の日にお いてこれら の行為 に係 る行政事務 を行う べき者 が
異な ることとな るも のは、附則第 二条 から前条 ま で の規定 又は改 正後 の
それぞれ の法律 こ(れに基づく命令 を含 む。 の)経過措置 に関す る規定 に
定 めるも のを除 き、こ の法律 の施行 の日以後 における改 正後 のそれぞれ
の法律 の適用 に ついては、改 正後 のそれぞれ の法律 の相当規定 によりさ
れた処分等 の行為 又は申請等 の行為 とみなす。
２ こ の法律 の施行前 に改 正前 のそれぞれ の法律 の規定 により国 又は地
方 公共団体 の機関 に対 し報告、届出、提出そ の他 の手続を しなければな
らな い事項 で、この法律 の施行 の日前 にそ の手続がさ れ て いな いも のに
ついては、この法律及び これに基づく政令 に別段 の定 めがあ るも ののほ
か、これを、改 正後 のそれぞれ の法律 の相当規定 により国 又は地方 公共

団体 の相当 の機関 に対 して報告、届出、提出そ の他 の手続を しなければ
ならな い事項 に ついてそ の手続がさ れ て いな いも のと みな して、この法
律 による改 正後 のそれぞれ の法律 の規定を適用す る。
不(服申立 てに関す る経過措置 )
第 百六十 一条 施行 日前 にされた国等 の事務 に係 る処分 であ って、当該処
処分庁」と いう。 に施行 日前 に
分を した行政庁 以下 この条 にお いて 「
(
)
上級行政
行政 不服審査法 に規定す る上級行政庁 以(下 こ の条 にお いて 「
庁」と いう。 が)あ ったも のに ついて の同法 による不服申立 てに ついて
は、施行 日以後 にお いても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁 があ るも
のとみな して、行政 不服審査法 の規定 を適用す る。 こ の場合 にお いて、
当該処分庁 の上級行政庁と みなされ る行政庁 は、施行 日前 に当該処分庁
の上級行政庁 であ った行政庁とす る。
２ 前項 の場合 にお いて、上級行政庁とみなされ る行政庁が地方 公共団体
の機関 であ るとき は、当該機関が行政 不服審査法 の規定 により処理す る
こととさ れる事務 は、新地方自治法第 二条第九項第 一号 に規定す る第 一
号法定受 託事務 とす る。
手(数料 に関す る経過措置 )
第 百六十 二条 施行 日前 にお いてこ の法律 によ る改 正前 のそれぞれ の法
律 こ(れに基づく命令 を含 む。 の)規定 により納付す べき であ った手数料
に ついては、こ の法律 及び これに基づく政令 に別段 の定 めがあ るも のの
ほか、な お従前 の例 による。
罰(則に関す る経過措置 )
第 百六十三条 こ の法律 の施行前 にした行為 に対す る罰則 の適 用 に つい
ては、な お従前 の例 による。
そ( の他 の経過措置 の政令 への委任 )
第 百六十四条 この附則 に規定す るも ののほか、この法律 の施行 に伴 い必
要な経過措置 罰(則 に関す る経過措置を含 む。 は)、政令 で定 める。
検(討 )
第 二百五十条 新 地方自治法第 二条第 九項第 一号 に規定す る第 一号法定
受託事務 に ついては、でき る限り新 たに設けること のな いよう にす ると
ともに、新地方自治法別表第 一に掲げ るも の及び新地方自治法 に基づく
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政令 に示すも のに ついては、地方分権 を推進す る観点 から検討を加え、
適宜、適 切な見直 しを行うも のとす る。
第 二百五十 一条 政府 は、地方 公共団体が事務 及び事業を自主的 か つ自立
的 に執行 でき るよう、国と地方 公共団体と の役割分担 に応 じた地方税財
源 の充実確保 の方途 に ついて、経済情勢 の推移等を勘案 し つつ検討 し、
そ の結果 に基づ いて必要な措置を講ず るも のとす る。
附 則 平(成 一一年 一二月八日法律第 一五 一号 )抄
施(行期 日 )
第 一条 この法律 は、平成 十 二年 四月 一日から施行す る。
経(過措置 )
第 三条 民法 の 一部 を改 正す る法律 平(成 十 一年法律第 百四十九号 附)則
第 三条第 三項 の規定 により従前 の例 によ る こととさ れ る準禁治産者 及
びそ の保佐 人に関す る この法律 による改 正規定 の適用 に ついては、次 に
掲げ る改 正規定 を除き、な お従前 の例 による。
一から 二十 一ま で 略
二十 二 第九十七条中 公害紛争処理法第十六条第 二項 の改 正規定
第 四条 この法律 の施行前 にした行為 に対す る罰則 の適用 に ついては、な
お従前 の例 による。
――――――――――
○中央省庁等改革関係法施行法 平(成 一一法律 一六〇 抄)
処(分、申請等 に関す る経過措置 )
第千三百 一条 中央省庁等改革関係法及び この法律 以(下 「
改革 関係法等」
と総称す る。 の)施行前 に法令 の規定 により従前 の国 の機関が した免許、
許可、認可、承認、指定 そ の他 の処分 又は通知 そ の他 の行為 は、法令 に
別段 の定 めがあ るも ののほか、改革関係法等 の施行後 は、改革関係法等
の施行後 の法令 の相当規定 に基づ いて、相当 の国 の機関が した免許、許
可、認可、承認、指定 そ の他 の処分 又は通知 そ の他 の行為とみなす。
２ 改革 関係法等 の施行 の際 現 に法令 の規定 により従前 の国 の機関 に対
してされ て いる申請、届出そ の他 の行為 は、法令 に別段 の定 めがあ るも
ののほか、改革関係法等 の施行後 は、改革関係法等 の施行後 の法令 の相
当規定 に基づ いて、相当 の国 の機関 に対 してされた申請、届出そ の他 の

行為とみなす。
３ 改革 関係法等 の施行前 に法令 の規定 により従前 の国 の機関 に対 し報
告、届出、提出そ の他 の手続を しなければならな いとさ れ て いる事項 で、
改革関係法等 の施行 の日前 にそ の手続がされ て いな いも のに ついては、
法令 に別段 の定 めがあ るも ののほか、改革関係法等 の施行後 は、これを、
改革関係法等 の施行後 の法令 の相当規定 により相当 の国 の機関 に対 し
て報告、届出、提出そ の他 の手続を しなければならな いとされた事項 に
ついてそ の手続がされ て いな いも のとみな して、改革 関係法等 の施行後
の法令 の規定を適用す る。
従(前 の例 による処分等 に関す る経過措置 )
第千三百 二条 な お従前 の例 による こととす る法令 の規定 により、従前 の
国 の機関がす べき免許、許可、認可、承認、指定 そ の他 の処分若 しく は
通知そ の他 の行為 又は従前 の国 の機関 に対 してす べき申請、届出そ の他
の行為 に ついては、法令 に別段 の定 めがあ るも ののほか、改革関係法等
の施行後 は、改革関係法等 の施行後 の法令 の規定 に基づくそ の任務 及び
所掌事務 の区分 に応 じ、 それぞれ、相当 の国 の機関がす べきも のと し、
又は相当 の国 の機関 に対 してす べきも のとす る。
罰(則に関す る経過措置 )
第 千三百三条 改革 関係法等 の施行前 にした行為 に対す る罰則 の適用 に
ついては、な お従前 の例 による。
政(令 への委任 )
第 千三百四十四条 第 七十 一条 から第 七十六条 ま で及び第千 三百 一条 か
ら前条 ま で並び に中央省庁等改革関係法 に定 めるも ののほか、改革関係
法等 の施行 に関 し必要な経 過措置 罰(則 に関す る経過措置を含 む。 は)、
政令 で定 める。
附 則 平(成 一一年 一二月 二二日法律第 一六〇号 )抄
施(行期 日 )
第 一条 この法律 第(二条 及び第 三条を除 く。 は)、平成十三年 一月六 日か
ら施行す る。ただ し、次 の各号 に掲げ る規定 は、当該各号 に定 める日か
ら施行す る。
一 第九 百九十五条 核(原料物質、核燃料物質 及び原子炉 の規制 に関す
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る法律 の 一部を改 正す る法律附則 の改 正規定 に係 る部分 に限 る。 、)
第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第 二項、第千三百二
十六条第 二項及び第千三百四十四条 の規定 公布 の日
――――――――――
附 則 平(成 一三年六月八日法律第 四 一号 )抄
施(行期 日 )
第 一条 この法律 は、平成 十四年 四月 一日から施行す る。
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○公害紛争処理法施行令
昭和四十五年八月三十 一日 )
(
政(令第 二百五十三号 )
公害紛争 処理法施行令 を ここに公布す る。
公害紛争 処理法施行令
内閣 は、公害紛争処理法 昭(和四十五年法律第 百八号 第)十 二条、第 二十
四条第 一項第 一号及び第 二号、第 二十六条第 一項、第 四十四条第 一項、第
四十五条第 一項、第 四十七条並びに第 四十九条第 二項 の規定 に基づき、こ
の政令 を制定す る。
公害等調整委員会 の管轄
(
)
第 一条 公害紛争処理法 以(下 「
法」と いう。 第)二十四条第 一項第 一号 の
政令 で定 める公害 に係 る紛争 は、次 の各号 の 一に該当す るも のを含 む紛
争 とす る。
一 人 の健康 に係 る被害 に関す る紛争 であ つて、大気 の汚染 又は水質 の
汚濁 による慢性気管支炎、気管支ぜ ん息、ぜ ん息性気管支炎若 しくは
肺気 しゆ若 しく は これら の続発症 又は水俣病若 しく はイタイイタイ
病 に起因 して、人が死亡 し、又は日常生活 に介護を要す る程度 の身体
上 の障害が人に生 じた場合 における公害 に係 るも の
二 大気 の汚染 又は水質 の汚濁 によ る動植 物 環(境 基本法 平(成 五年法
律第九十 一号 第)二条第 三項 に規定す る動植物を いう。 又)はそ の生育
環境 に係 る被害 に関す る紛争 であ つて、法第 二十六条第 一項 の申請 に
係 る当該被害 の総額が 五億 円以上 であ るも の
昭(四七政 二三七 ・旧第 三条繰上 ・一部改 正、昭四九政 三 一九 ・
平五政 三七〇 ・一部改 正 )
第 二条 法第 二十四条第 一項第 二号 の政令 で定 める公害 に係 る紛争 は、次
の各号 の 一に該当す るも のを含 む紛争 とす る。
一 航空機 の航行 に伴う騒音 に係 る紛争
二 新幹線 鉄道 全(国新幹線 鉄道整 備法 昭(和 四十 五年法律第 七十 一号 )
第 二条 に規定す る新幹線鉄道 を いう。 及)び新幹線鉄道 規格新線等 同(
法附則第 六項 に規定す る暫定整 備計 画 に係 る同項第 一号 の新幹線 鉄
道 規格新線 及び同項第 二号 の新幹線 鉄道直通線 を いう。 に)おけ る列

車 の走行 に伴う騒音 に係 る紛争
昭(四七政 二三七 ・旧第 四条繰上、平三政 一五四 ・一部改 正 )
代(表者 の選定 )
第 三条 都道府県公害審査会 以下 「
審査会」と いう。 審
(
)(査会を置 かな い
都道府県 にあ つては、都道府県知事 と し、 以下 「
審査会等」と いう。 )
に対す る法第 二十六条第 一項 の申請 又は審 査会 によ る法第 二十七条 の
二第 一項 の規定 によ るあ つせん若 しく は法第 二十七条 の三第 一項 の規
定 による調停 これら に係 る法第 二十三条 の四第 一項 の規定 による参加
(
の申立 てを含 む。次項 にお いて 「
申請等」と いう。 に)係 る当事者 が多
数 であ る場合 にお いては、当該当事者 は、そ のうち から 一人若 しくは数
人 の代表者を選定 し、 又は これを変更す る ことが でき る。
２ 代表者 は、各自、他 の当事者 のために、申請若 しくは参加 の申立 て の
取下げ 又は和解 の締結若 しくは調停案 の受諾を除 き、当該申請等 に係 る
一切 の行為をす ることが でき る。
３ 代表者が選定されたとき は、当事者 は、代表者を通じて のみ、前項 の
行為をす ることが でき る。
４ 第 一項 の規定 による代表者 の選定 及びそ の変更 は、書 面をも つて証明
しなければならな い。
昭(四七政 二三七 ・旧第 五条繰上 ・一部改 正、昭四九政 三 一九 ・
一部改 正 )
申(請書等 )
第 四条 審査会等 に対 して提出す る法第 二十六条第 一項 の書 面 以(下 「
申
請書」と いう。 に)は、次 に掲げ る事項を記載 し、申請 人、前条第 一項
の代表者 又は代 理人が記名押印 しなければならな い。
一 当事者 の氏名 又は名称及び住所
二 代理人 又は前条第 一項 の代表者 を選任 又は選定 したとき は、そ の者
の氏名及び住所
三 当該 公害 に係 る事業 活動 そ の他 の人 の活動 の行わ れた場所及び被
害 の生 じた場所
四 あ つせん、調停 又は仲裁を求 める事項及びそ の理由
五 紛争 の経過
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六 申請 の年月 日
七 仲裁 の申請 の場合 にお いて、当事者が合意 によ つて選定 した仲裁委
員があ るとき は、 そ の者 の氏名
八 前各号 に掲げ るも ののほか、あ つせん、調停 又は仲裁を行う に つい
て参考 とな る事項
２ 仲裁 の申請 の場合 にお いて、当事者 の 一方 から仲裁 の申請をす るとき
は法 の規定 による仲裁 に付す る旨 の合意を証す る書 面を、法第 二十四条
第 三項 の規定 により合意 によ つて管轄 を定 めたとき はそ の合意 を証す
る書 面を申請書 に添付 しなければならな い。
昭(四七政 二三七 ・旧第 六条繰上 ・一部改 正、昭四九政 三 一九 ・
一部改 正 )
第 五条 審 査会等 に対す る法第 二十三条 の四第 一項 の規定 によ る参加 の
申立 ては、書 面をも つてしなければならな い。
２ 前条第 一項 第(七号を除 く。 の)規定 は、前項 の書 面 以(下 「
参加申立書」
と いう。 に) ついて準用す る。 こ の場合 にお いて、同条第 一項第 四号中
「
あ つせん、調停 又は仲裁を求 める事項」とあ る のは、 「
参加を申 し立
てる調停事件 の表示並 びに参加 により調停 を求 める事項」と読 み替え る
も のとす る。
昭(四七政 二三七 ・追加、昭四九政 三 一九 ・一部改 正 )
申(請 の変更 )
第 六条 審 査会等 によるあ つせん 又は調停 の手続 におけ る申請 人 又は参
加 人は、書 面をも つて、あ つせん若 しくは調停を求 める事項 又はそ の理
由を変更す ることが でき る。ただ し、これ により当該 あ つせん 又は調停
の手続を著 しく遅滞さ せる場合 は、 この限りでな い。
昭(四七政 二三七 ・旧第 八条繰上 ・一部改 正、昭四九政 三 一九 ・
一部改 正 )
相(手方 に対す る通知 )
第七条 審査会等 は、当事者 の 一方 からあ つせん、調停 又は仲裁 の申請が
なされたとき は申請書 の写 しを添え てそ の相 手方 に対 し、前条 の規定 に
より申請 人 又は参加 人から変 更 の申請がなさ れたとき は同条 の書 面 の
写 しを添え てそ の相 手方 に対 し、 それぞれ、遅滞なく、書 面をも つて、

そ の旨を通知 しなければならな い。
昭(四七政 二三七 ・旧第九条繰上 ・一部改 正、昭四九政 三 一九 ・
一部改 正 )
手(続 の受継 )
第七条 の二 審査会等 による調停 の手続 における当事者が死亡、手続をす
る能力 の喪 失 そ の他 の事 由 によ つて手続を続行す る ことが できな い場
合 には、法令 により手続を続行す る資格 のあ る者 は、手続 の受継を申 し
立 てることが でき る。
２ 都道府県 に係 る調停委員会 は、前項 の場合 にお いて必要があ ると認め
るとき は、同項 の資格 のあ る者 に手続を受継さ せることが でき る。
昭(四七政 三五 一・追加 )
手(続 の分離 又は併合 )
第 八条 都道府県 に係 るあ つせん委員 又は調停委員会 は、適当と認めると
き は、あ つせん 又は調停 の手続を分離 し、 又は併合す ることが でき る。
２ 都道府県 に係 るあ つせん委員 又は調停委員会 は、前項 の規定 によりあ
つせん 又は調停 の手続を分離 し、 又は併合 したとき は、当事者 に対 し、
遅滞なく、書 面をも つて、 そ の旨を通知 しなければならな い。
昭(四七政 二三七 ・旧第 十条繰上 ・一部改 正、昭四七政 三五 一・
昭四九政 三 一九 ・一部改 正 )
当(事者 に対す る通知 )
第九条 審査会等 は、法第 二十三条 の四第 一項 の規定 による参加 の申立 て
がなされたとき は参加申立書 の写 しを添え て当事者 に対 し、参加 の許否
の決定があ つたとき は当事者 に対 し、それぞれ、遅滞なく、書 面をも つ
て、そ の旨を通知 しなければならな い。
２ 審査会 は、法第 二十七条 の二第 一項 又は法第 二十七条 の三第 一項 の規
定 による議決を したとき は、当事者 に対 し、遅滞なく、次 に掲げ る事項
を記載 した書 面をも つて、 そ の旨を通知 しなければならな い。
一 事件 の表示
二 当事者 の氏名 又は名称及び住所
三 あ つせん又は調停 の目的とな る事項
四 議決 の年月 日
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五 あ つせん委員 又は調停委員 の氏名
六 前各号 に掲げ るも ののほか、あ つせん 又は調停 の開始 のために必要
と認める事項
３ 法第 三十条第 一項 の規定 によりあ つせんを打ち切 つたとき は、審査会
等 は、当事者 に対 し、遅滞なく、書 面をも つて、そ の旨を通知 しなけれ
ばならな い。
４ 法第 三十五条 の規定 により調停 を しな いも のと したとき、法第 三十六
条第 一項 の規定 により調停 を打ち切 つたとき、又は同条第 二項 の規定 に
より調停が打ち切られたも のとみなされたとき は、審査会等 は、当事者
に対 し、遅滞なく、書 面をも つて、 そ の旨を通知 しなければならな い。
昭(四七政 二三七 ・旧第 十 一条繰上 ・一部改 正、昭四七政 三五 一・
昭四九政 三 一九 ・一部改 正 )
関(係 人 の陳述等 )
第十条 都道府県 に係 る調停委員会 又は仲裁委員会 は、調停 又は仲裁を行
なうため必要があ ると認めるとき は、事件 の関係 人若 しくは参考 人に陳
述若 しく は意 見を求 め、 又は鑑定 人に鑑定 を依頼す る ことが でき る。
昭(四七政 二三七 ・旧第十 二条繰上 ・一部改 正 )
秩(序維持 のため の措置 )
第十 一条 都道府県 に係 るあ つせん委員、調停委員会 又は仲裁委員会 は、
あ つせん、調停 又は仲裁をす る場合 にお いて、 そ の職務 の執行を妨げ、
又は不当な行状をす る者 に対 し、退場を命 じ、そ の他職務 の円滑な執行
のため必要な措置を執 ることが でき る。
昭(四七政 二三七 ・旧第 十三条繰上 ・一部改 正、昭四九政 三 一九 ・
一部改 正 )
調(停案 の受諾 の勧告 の方式等 )
第 十 二条 法第 三十 四条第 一項 の規定 により都道府県 に係 る調停委員会
がす る調停案 の受諾 の勧告 は、当該 調停案 及び指定さ れた期間内 に調停
案 を受諾 しな い旨 の申 出が到達 しな ければ 当事者 間 に調停案 と同 一の
内容 の合意 が成立 したも のと みなさ れ る旨を記載 した書 面をも つてし
なければならな い。
２ 都道 府県 に係 る調停委員会 に対す る法第 三十四条第 三項 の受諾 しな

い旨 の申 出は、書 面をも つてしなければならな い。
３ 法第 三十四条第 三項 の受諾 しな い旨 の申 出がな く同条第 一項 の規定
に基づ いて指定された期間が経過 したとき は、審査会等 は、当事者 に対
し、遅滞なく、書 面をも つて、当事者間 に調停案 と同 一の内容 の合意が
成立 したも のと みなさ れた旨を通知 しなければならな い。
昭(四七政 二三七 ・追加、昭四七政 三五 一・一部改 正 )
公(害等調整委員会 に対す る通知等 )
第 十 二条 の二 法第 四十 二条 の二十四第 一項 法(第 四十 二条 の三十三にお
いて準用す る場合 を含 む。 の)規定 により審査会等が処理す る事件 に つ
き、当事者間 に合意が成立 したとき、法第 三十六条第 一項 の規定 により
調停が打ち切られたとき、又は同条第 二項 の規定 により調停が打ち切ら
れたも のと みなさ れたとき は、審査会等 は、 公害等調整委員会 に対 し、
遅滞なく、書 面をも つて、そ の旨を通知 し、か つ、公害等調整委員会 か
ら送付さ れた当該事件 の記録を返付 しなければならな い。
昭(四七政 三五 一・追加 )
仲(裁委員 の指名等 )
第 十三条 法第 三十九条第 二項ただ し書 の規定 により審査会 の会長 審(査
会を置 かな い都道府県 にあ つては、都道府県知事 と し、以下 「
審査会 の
会長等」と いう。 が)仲裁委員を指名す る場合 には、当事者 の意思等を
勘案 してす るも のと し、仲裁委員を指名 したとき は、当事者 に対 し、遅
滞なく、書 面をも つて、 そ の者 の氏名を通知 しなければならな い。
昭(四七政 二三七 ・旧第十四条繰上 ・一部改 正 )
仲(裁委員が欠けた場合 の措置 )
第十四条 仲裁委員が死亡、解任、辞任そ の他 の理由 により欠けた場合 に
お いては、審査会 の委員 審(査会 を置 かな い都道府県 にあ つては、 公害
審査委員候補者名簿 に記載され て いる者と し、 以下 「
審査会 の委員等」
と いう。 の)うち から、当事者 が合意 によ つて選定 した者 に つき、審査
会 の会長等が後任 の仲裁委員を指名す る。ただ し、当事者 の合意 による
選定がなされな か つたとき は、審査会 の委員等 のうち から、当事者 の意
思等を勘案 して、審査会 の会長等が指名す る。
２ 審査会 の会長等 は、前項ただ し書 の規定 に基づ いて仲裁委員を指名 し
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たとき は、当事者 に対 し、遅滞なく、書 面をも つて、そ の者 の氏名を通
知 しなければならな い。
昭(四七政 二三七 ・旧第十五条繰上 ・一部改 正 )
立(入検査 の場合 の措置 )
第 十五条 都道 府県 に係 る調停委員会 又は仲裁委員会 が法第 三十三条第
二項 又は法第 四十条第 二項 の規定 により立 入検査 をす る場合 にお いて
は、立ち 入る場所及び検査す る文書 又は物件を明示しなければならな い。
２ 前項 の立入検査をす る場合 にお いては、調停委員 又は仲裁委員 は、そ
の身分を示す証明書を携帯 し、関係 人 の請求があ つたとき は、これを提
示しなければならな い。
昭(四七政 二三七 ・追加、昭四九政 三 一九 ・一部改 正 )
調(書 )
第十五条 の二 都道府県 に係 る調停委員会 又は仲裁委員会 は、調停 又は仲
裁 の手続 に ついて、調書を作成 しなければならな い。ただ し、調停委員
会 又は仲裁委員会 にお いてそ の必要がな いと認めたとき は、こ の限り で
な い。
昭(四七政 三五 一・追加 )
記(録 の閲覧 )
第十五条 の三 当事者 は、審査会等 の許可を得 て、事件 の記録を閲覧す る
ことが でき る。
昭(四七政 二三七 ・追加、昭四七政 三五 一・旧第 十五条 の二繰 下 )
参(考 人等 に対す る費用 の支給 )
第十六条 第十条 の規定 により陳述若 しく は意 見を求 められ、又は鑑定を
依頼された参考 人 又は鑑定 人に支給す る鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿
泊料 又は鑑定料 の額及びそ の支給方法 は、都道府県 の条例 の定 めると こ
ろによる。
昭(四七政 二三七 ・昭四七政 三五 一・一部改 正 )
手(続費用 )
第十七条 法第 四十四条第 一項 の政令 で定 める費用 は、次 の各号 に掲げ る
も のとす る。
一 法第 四十 二条 の十六第 一項第 一号若 しく は第 二号 の規定 により陳

述若 しく は鑑定 を命ぜられた参考 人若 しく は鑑定 人 又は公害等 調整
委員会規則 の規定 により陳述若 しく は意 見を求 められ、若 しく は鑑定
を依頼された参考 人若 しく は鑑定 人に支給す る鉄道賃、船賃、車賃、
日当、宿泊料 又は鑑定料
二 調停委員会若 しく は仲裁委員会 が提出を求 め、又は裁定委員会若 し
く は法第 四十 二条 の十七第 二項 の規定 により指名さ れた者 が提出を
命 じた文書 又は物件 の提出 に係 る費用
三 あ つせん委員、調停委員、仲裁委員、裁定委員、法第 四十 二条 の十
七第 二項 の規定 により指名された者、専門委員 又は職員 の出張 に要す
る鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、 日当 又は宿泊料
四 呼出 又は送達 のため の郵便料 又は電信料
２ 前項第 一号 の参考 人 又は鑑定 人に支給す る鉄道賃、船賃、車賃、日当
又は宿泊料 の額 は、 一般職 の職員 の給与 に関す る法律 昭和 二十五年法
(
律第 九十 五号 第)六条第 一項第 一号 イに規定す る行政職俸 給表 一
( の)二
級 の職務 にあ る者 が、国家 公務員等 の旅費 に関す る法律 昭(和 二十五年
法律第 百十四号 の)規定 に基づ いて受ける額と同 一の額とす る。
３ 第 一項第 一号 の鑑定 人に支給す る鑑定料 の額 は、当該鑑定 をす るに当
たり必要と した特別 の技能 の程度 又は これ に要 した時 間及び費 用を考
慮 して公害等調整委員会が定 める額とす る。
昭(四七政 二三七 ・昭四七政 三五 一・昭四九政 三 一九 ・昭六〇政
三 一七 ・平六政 二五 一・一部改 正 )
手(数料 )
第十八条 法第 四十五条 の手数料 の額 は、別表 の上欄 の申立 て の区分 に応
じ、それぞれ同表 の下欄 に掲げ る額とす る。ただ し、法第 三十六条第 一
項 の規定 により調停が打ち切られ、又は同条第 二項 の規定 により当該 調
停 が打ち 切ら れたも のと みなさ れた事件 に つき そ の旨 の通知 を受 けた
日から 二週間 以内 に当該 調停 の申請 人 又は参加 人からさ れた仲裁 の申
請 に ついては、同表 により算 出 した額 から当該 調停 の申請 又は当該 調停
の手続 への参加 の申立 てに ついて納 めた手数料 の額を控除 した額と し、
原因裁定 があ つた事件 に つき当該 原因裁定 がさ れた後 三月以内 に当該
事件 の申請 人 又は参加 人からされた仲裁 の申請、責任裁定 の申請 又は責
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任裁定 の手続 への参加 の申立 てに ついては、同表 により算 出 した額 から
前 の原因裁定 の申請 又は原因裁定 の手続 への参加 の申立 てに ついて納
めた手数料 の額を控除 した額とす る。
２ 別表 にお いて手数料 の額 の算 出 の基礎 とされ て いる調停、仲裁 又は責
任裁定を求 める事項 の価額 は、申請 又は参加 の申立 てにより主張す る利
益 によ つて算定す る。この場合 にお いて、価額を算定す ることが できな
いとき は、 そ の価額 は、 五百万円とす る。
３ 第 一項 の手数料 は、公害等調整委員会規則 で定 めると ころにより、手
数料 の額 に相当す る額 の収 入印紙をも つて納 めなければならな い。
４ 公害等 調整委員会規則 の規定 により調停 又は責任裁定 を求 め る事項
の価額を増加す るとき は、公害等調整委員会規則 で定 めると ころにより、
増加後 の価額 に つき納付す べき手数料 の額 と増加前 の申請 又は参加 の
申立 てに ついて納 めら れた手数料 の額 と の差額 に相当す る額 の収 入印
紙をも つて納 めなければならな い。
昭(四七政 二三七 ・昭四七政 三五 一・平 一一政 三 二六 ・一部改 正 )
手(数料 の減免 又は納付 の猶 予 )
第十九条 公害等調整委員会 は、調停、仲裁、責任裁定若 しく は原因裁定
の申請 又は証拠保全若 しく は法第 二十三条 の四第 一項 の規定 によ る参
加 の申立 てをす る者 が貧 困 により法第 四十 五条 の手数料 を納付す る資
力がな いと認めるとき は、公害等調整委員会規則 で定 めると ころにより、
当該 手数料を軽減 し、若 しくは免除 し、又はそ の納付を猶 予す ることが
でき る。
２ 前 項 の規定 によ る手数料 の軽減若 しく は免除 又はそ の納付 の猶 予を
受けようとす る者 は、公害等調整委員会規則 で定 めると ころにより、書
面をも つて、 そ の旨を申請 しなければならな い。
昭(四七政 二三七 ・昭四七政 三五 一・平 一一政 三 二六 ・一部改 正 )
都(道府県連合 公害審査会 による紛争 の処理手続 )
第 十九条 の二 都道 府県連合 公害審 査会 によ るあ つせん及び調停 の手続
に ついては、審査会等 によるあ つせん及び調停 の手続 に関す る規定 の例
による。
昭(四七政 三五 一・追加、昭四九政 三 一九 ・一部改 正 )

総(務省令 への委任 )
第 二十条 この政令 に定 めるも ののほか、審査会等 における紛争 の処理 の
手続 の細 目は、総務省令 で定 める。
昭(四七政 二三七 ・追加、昭六〇政 二二四 ・旧第 二十 一条繰上、
平 一二政 三〇四 ・一部改 正 )
附 則 抄
施(行期 日 )
１ この政令 は、法 の施行 の日 昭(和 四十五年 十 一月 一日 か)ら施行す る。
附 則 平(成 一二年六月七 日政令第 三〇四号 )抄
１ この政令 は、内 閣法 の 一部を改 正す る法律 平(成十 一年法律第 八十八
号 の)施行 の日 平(成 十三年 一月六日 か)ら施行す る。
附 則 （
平成 一四年 一二月 一八日政令第 三八六号） 抄
（
施行期 日）
第 一条 この政令 は、平成 十五年 四月 一日から施行す る。
附 則 （
平成 一八年 二月 一日政令第 一四号）抄
（
施行期 日）
第 一条 この政令 は、平成 十八年 四月 一日から施行す る。
附 則 （
平成 一九年 六月 二二日政令第 一八七号）
この政令 は、 公布 の日から施行す る。
別表 第(十八条関係 )
昭(四七政 三五 一・追加、昭五九政 四五 ・一部改 正 )
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調停を求める事項 の価額 に応じて、次 に定 めると ころにより算 出 して
得た額
一 調停を求 める事項 の価額が百万円ま で
千円
ニ 調停を求 める事項 の価額が百万円を超え 一千万円まで の部分
そ の価額 一万円までごとに 七円
三 調停を求 める事項 の価額が 一千 万円を超え 一億円まで の部分
そ の価額 一万円までごとに 六円
四 調停を求 める事項 の価額が 一億円を超え る部分
そ の価額 一万円ま でごとに 五円

下欄

一 調停 の申請

仲裁を求める事項 の価額 に応じて、次 に定 めると ころにより算 出 して
得た額
一 仲裁を求 める事項 の価額が百万円ま で
二千円
ニ 仲裁を求 める事項 の価額が百万円を超え 一千万円まで の部分
そ の価額 一万円までごとに 二十円
三 仲裁を求 める事項 の価額が 一千 万円を超え 一億円まで の部分
そ の価額 一万円までごとに 十五円
四 仲裁を求 める事項 の価額が 一億円を超え る部分
そ の価額 一万円までごとに 十円

上覧

ニ 仲裁 の申請

責任裁定を求 める事項 の価額 に応じて、次 に定めると ころにより算出
して得た額
一 責任裁定を求 める事項 の価額が百万円ま で
千四百円
ニ 責任裁定 を求 める事項 の価額が 百万円を超え 一千 万円ま で の部
分
そ の価額 一万円までごとに 十三円
三 責任裁定 を求 める事項 の価額が 一千 万円を超え 一億 円ま で の部
分
そ の価額 一万円までごとに 十円
四 責任裁定を求 める事項 の価額が 一億円を超え る部分
そ の価額 一万円までごとに 七円

項

三 責任裁定 の申請

被害を主張す る者 一人に つき三千三百円
三百円

四 原因裁定 の申請
五 証拠保全 の申立 て
六 法第 二十三条 の四第
一項 の規定 による参
加 の申立 て

一 調停 の手続 への参加 の申立 て
一の項 により算出 して得た額
ニ 責任裁定 の手続 への参加 の申立 て
三 の項 により算出 して得た額
三 原因裁定 の手続 への参加 の申立 て
参加 人 一人に つき三千三百円
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○公害紛争処理法施行規則
昭和四十七年六月三十 日 )
(
総(理府令第 四十七号 )
公害紛争 処理法 昭(和四十五年法律第 百八号 を)実施す るため、及び公害
紛争 処 理法施行令 昭(和 四十 五年政令 第 二百五十三号 第) 二十 一条 の規定
に基づき、 公害紛争処理法施行規則を次 のよう に定 める。
公害紛争 処理法施行規則
委員等 の名簿
(
)
第 一条 都道府県公害審査会 以(下 「
審査会 」と いう。 は)委員 の名簿 を、
審査会を置 かな い都道府県 の知事 は公害紛争処理法 以(下 「
法」と いう。 )
第十八条第 一項 の公害審査委員候補者名簿 を備え、希望者 の閲覧 に供 し
なければならな い。
２ 前項 の名簿 には、次 の各号 に掲げ る事項を記載 しなければならな い。
一 氏名、生年月 日及び住所
二 経歴 及び弁護士とな る資格を有す る者 にあ つては、 そ の旨
三 任命 又は委嘱 の年月 日
四 任期満 了 の日又は委嘱期間 の満 了 の日
代(理人に ついて の承認 の申請 の方式等 )
第 二条 都道府県 に係 る調停委員会 又は仲裁委員会 に対 して弁護 士 又は
弁護 士法 人 であ る代 理人 の権 限を証明す る法第 二十三条 の二第 三項 の
書 面には、代理人 の所属す る弁護士会 の名称及び代理人 の事務 所を記載
しなければならな い。
２ 都道府県 に係 る調停委員会 又は仲裁委員会 に対 し、弁護士 又は弁護士
法 人以外 の者 を代 理人とす る こと に つき法第 二十三条 の二第 一項 の承
認を求 めるには、そ の者 の氏名、住所、職業、当事者 と の関係 そ の他代
理人と して適 当 であ るか否 かを知 るに足 る事項を記載 した書 面をも つ
てしなければならな い。
３ 前項 の書 面には、代理人 の権限を証明す る法第 二十三条 の二第 三項 の
書 面を添附 しなければならな い。
（
平十四総省令 ニ六 ・一部改 正）
事(件を担当す る社員 の届出 )

第 二条 の二 代 理人とな つた弁護士法人は、遅滞なく、当該事件を担当す
る社員 の氏名 を都道 府県 に係 る調停委員会 又は仲裁委員会 に書 面 で届
け出なければならな い。
（
平十四総省令 ニ六 ・追加）
事(件 の移送等 の場合 の措置 )
第 三条 審査会 審(査会 を置 かな い都道府県 にあ つては、都道府県知事 と
し、 以下 「
審査会等」と いう。 は)、法第 二十五条 の規定 により事件を
移送す るとき、又は法第 三十八条第 一項 の規定 により事件を引き継ぐと
き は、当事者が提出 して いたす べて の文書 及び物件 そ の他当該事件 の関
係文書 及び物件を公害等調整委員会 又は管轄審査会等 に送付 し、 か つ、
当事者 に対 し、遅滞なく、書 面をも つて、そ の旨を通知 しなければなら
な い。
昭(四九総府令 六 一・一部改 正 )
出(頭要求 の方式 )
第 四条 都道府県 に係 る調停委員会 が法第 三十 二条 の規定 により当事者
の出頭を求 めるには、出頭す べき 日時、場所、正当な 理由がなく て出頭
の要求 に応 じな か つたとき の法律 上 の制裁 そ の他 必要な事項を記載 し
た書面をも つてしなければならな い。
文(書等 の提出要求 の方式 )
第 五条 都道府県 に係 る調停委員会 又は仲裁委員会 が法第 三十三条第 一
項 又は法第 四十条第 一項 の規定 により文書 又は物件 の提出を求 め るに
は、提出す べき文書 又は物件 の表示、提出期限、正当な理由がなく て文
書 又は物件 の提出 の要求 に応 じな か つたとき の法律 上 の制裁 そ の他 必
要な事項を記載 した書 面をも つてしなければならな い。
昭(四九総府令 六 一・一部改 正 )
令(第十五条第 一項 の規定 による明示 の方式等 )
第 六条 都道府県 に係 る調停委員会 又は仲裁委員会 が 公害紛争 処 理法施
行令 以(下 「
令 」と いう。 第)十五条第 一項 の規定 により立ち 入る場所及
び検査す る文書 又は物件を明示す るには、書 面をも つてす るも のと し、
当該書 面には、正当な 理由がなく て立入検査を拒 み、妨げ、又は忌避 し
たとき の法律上 の制裁をあわ せて記載 しなければならな い。
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２ 令第 十五条第 二項 の証明書 の様式 は、 別記様式 のとおりとす る。
昭(四九総府令 六 一・一部改 正 )
記(録 の閲覧 の請求 の方式等 )
第七条 令第十五条 の三 の規定 により記録 の閲覧 を請求す るには、次 に掲
げ る事項を記載 した書 面をも つてしなければならな い。
一 閲覧請求 人 の氏名 又は名称及び住所
二 事件 の表示
三 閲覧請求 の理由
四 閲覧請求 の年月 日
２ 記録を閲覧す る者 は、閲覧 の場所、時間そ の他閲覧 に関す る事項 に つ
き審査会等 の指 示す ると ころに従わなければならな い。
昭(四九総府令 六 一・一部改 正 )
附 則
１ この府令 は、昭和 四十七年七月 一日から施行す る。
２ 公害紛争処理法施行規則 昭(和四十五年総 理府令第 四十 一号 は)、廃 止
す る。
附 則 昭(和四九年九月三日総 理府令第 六 一号 )
この府令 は、昭和四十九年十 一月 一日から施行す る。
附 則 平(成十四年三月十三日総務省令第字 ニ六号 )
この省令 は、平成十四年 四月 一日から施行す る。
別記様式

第

セ ンチ メート ル
12
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印

氏名

日生
月
年

号

氏名

公害紛争処理法施行令第

15 条第 2 項の規定による

身分証明書

（
昭四九総府令 六 一・一部改 正）

調停委員会委員
仲裁委員会委員
都道府県公害審査会
都
道
府
県

発行年月日
発行者所在地

都道府県公害審査会会長
都道府県知事

○福岡県公害紛争処理条例
昭和四十五年十月十 二日
福岡県条例第 四十 一号
福岡県公害紛争 処理条例を ここに公布す る。
福岡県公害紛争 処理条例
趣(旨 )
第 一条 こ の条例 は、 公害紛争 処理法 昭(和 四十五年法律第 百八号。 以下
「
法」と いう。 に)基づき、 公害 に係 る紛争 に処理に関 し必要な事項を
定 めるも のとす る。
審(査会 の設置 )
第 二条 法第 十三条 の規定 に基づき、福岡県公害審査会 以(下 「
審査会」
と いう。 を)置く。
審(査会 の委員 の定数 )
第 三条 審査会 の委員 の定数 は、十五人とす る。
（
専門調査員）
第 四条 審査会 に、専門 の事項を調査さ せるため、必要 に応 じ て専門調査
員を置く。
２ 専門調査員 は、学識経験 のあ る者 のうち から、知事が任命す る。
３ 専門調査員 は、当該専門 の事項 の調査が終 了したとき は、解任される
も のとす る。
（
平 一九条例七三 ・一部改 正）
紛(争処理 の手続 に要す る費用 )
第 五条 法第 四十四条第 二項 の条例 で定 める費用 は、次 の各号 に掲げ るも
のとす る。
一 公害紛争処理法施行令 昭(和四十五年政令第 二百五十三号。以下 「
施
行令 」と いう。 第)十六条第 一項 の規定 により参考 人 又は鑑定 人に支
給す る費用
二 調停委員会 又は仲裁委員会 が提出を求 めた文書 又は物件 の提出 に
係 る費用
三 あ つせん委員、調停委員、仲裁委員、専門調査員 又は職員 の出張 に
要す る費用

四 呼出 又は送達 のため の費用
（
平 一九条例七三 ・一部改 正）
手(数料 )
第 六条 審 査会 に対 し法第 二十三条 の四第 一項 の規定 による参加 の申立
て 以(下 「
参加 の申立 て」と いう。 を)す る者 又は法第 二十六条第 一項 の
調停若 しくは仲裁 の申請をす る者 は、次 の表 に定 める手数料を納 めなけ
ればならな い。ただ し、法第 三十六条第 一項 の規定 により調停が打ち切
られ、又は同条第 二項 の規定 により当該 調停が打ち切られたも のとみな
さ れた事件 に つきそ の旨 の通知を受 けた 日から 二週間 以内 に当該 調停
の申請 人 又は参加 人からさ れた仲裁 の申請 に ついては、同表 により算 出
した額 から当該 調停 の申請 又は当該 調停 の手続 への参加 の申立 てに つ
いて納 めた手数料 の額を控除 した額とす る。
２ 前項 の調停若 しく は仲裁を求 め、又は参加 の申立 てをす る事項 の価額
は、申請 又は参加 の申立 てにより主張す る利益 によ つて算定す る。この
場合 にお いて、価額を算定す ることが できな いとき は、そ の価額 は、五
百万円とす る。
３ 施行令第 六条 の規定 により調停 を求 め る事項 の価額 を増加す るとき
は、増加後 の価額 に つき納付す べき手数料 の額と増加前 の申請 又は参加
の申立 てに ついて納 めら れた手数料 の額 と の差額 に相当す る額 を納 め
なければならな い。
昭(六〇条例 一六 ・平 一二条例 二二 ・平 一九条例七三 ・一部改 正 )
手(数料 の減免 又は納付 の猶 予 )
第七条 知事 は、調停若 しくは仲裁 の申請 又は参加 の申立 てをす る者 が貧
困により前条 の手数料を納付す る資 力がな いと認めるとき は、規則 で定
めると ころにより、当該 手数料を軽減 し、若 しく は免除 し、又はそ の納
付を猶 予す ることが でき る。
２ 前 項 の規定 によ る手数料 の軽減若 しく は免除 又は納付 の猶 予を受 け
ようとす る者 は、規則 で定 めると ころにより、書 面をも つて、そ の旨を
申請 しなければならな い。
平( 一二条例 二二 ・平 一九条例七三 ・一部改 正 )
規(則 への委任 )
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一

二

紛争処理を求める事項の
価額

金額

イ 調停を求め、又は参加
の申立てをする事項の価
額 百万円以下の場合

千円

ロ 同 百万円を超え一
千万円以下の場合

千円に百万円を超える部分
が一万円に達するごとに七
円を加えた金額

ハ 同 一千万円を超え
一億円以下の場合

七千三百円に一千万円を超
える部分が一万円に達する
ごとに六円を加えた金額

ニ 同
場合

六万一千三百円に一億円を
超える部分が一万円に達す
るごとに五円を加えた金額

一億円を超える

イ 仲裁を求める事項の
価額 百万円以下の場合

二千円

ロ 同 百万円を超え一
千万円以下の場合

二千円に百万円を超える部
分が一万円に達するごとに
二十円を加えた金額

ハ 同 一千万円を超え
一億円以下の場合

二万円に一千万円を超える
部分が一万円に達するごと
に十五円を加えた金額

ニ 同
場合

十五万五千円に一億円を超
える部分が一万円に達する
ごとに十円を加えた金額

一億円を超える
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第 八条 この条例 の施行 に関 し必要な事項 は、規則 で定 める。
［
第 六条 次 の表］

項

○福岡県公害紛争処理条例施行規則
昭和四十六年 一月 二十三日
福岡県規則第 五号
福岡県公害紛争 処理条例施行規則を制定 し、 ここに公布す る。
福岡県公害紛争 処理条例施行規則
趣(旨 )
第 一条 こ の規則 は、福岡県公害紛争 処理条例 昭(和四十五年福岡県条例
第 四十 一号。 以下 「
条例」と いう。 の)施行 に関 し必要な事項を定 める
も のとす る。
手(数料 の減免 又はそ の納付 の猶 予 )
第 二条 条例第 七条第 一項 の規定 に基づく手数料 の軽減 又は免除 は、次 の
各号 に掲げ る場合 に応 じ、それぞれ当該各号 に定 める額 に ついて行うも
のとす る。
一 申請 人が生活保護法 （
昭和 二十五年法律第 百四十四号）による保護
を受け て いる者 の世帯 に属 して いる場合 手数料 の額 の全額
二 申請 人及び これと生計を 一にす る者が いずれも所得税法 （
昭和 四十
年法律第 三十三号）による前年分 の所得税 （
毎年 一月 から四月ま で の
間 になさ れる申請 にあ っては、そ の年 の前前年分 の所得税）を納付す
べき義務 を有 しな い場合 手数料 の額 の二分 の 一
２ 知事 は、条例第 七条第 一項 の規定 により納付 の猶 予をす る場合 は、手
数料を納付す べき期限を別 に定 めるも のとす る。この場合 にお いて、当
該 手手数料を分割 し、そ の分割 した額ごと に、納付す べき期限を定 める
ことが でき る。
３ 前項 の規定 により納付す べき期限を定 める場合 にお いては、そ の期限
（
同項後段 の規定 により手数料を分割 し、そ の分割 した額ごと に納付す
べき期限を定 める場合 にあ っては、最終 の納付分 に係 る期限）が、条例
第 七条第 二項 の規定 によ る申請 のあ った 日から 二年を超えな いよう に
定 めなければならな い。
４ 知事 は、条例第七条第 二項 の規定 による申請 の許否 の決定 を したとき
は、当該申請を した者 に対 し、遅滞なく、書 面をも って、そ の旨を通知
しなければならな い。

（
平 一九規則七三 ・一部改 正）
第 三条 条例第 七条第 二項規定 による申請をす る者 は、別記様式 に申請 人
の氏名及び住所並びに申請 の理由を記載 し、次 に掲げ る事項を証明す る
書 面を添付 しなければならな い。
一 申請 人が生活保護法 によ る保護 を受 け て いる者 の世帯 に属 して い
るとき は、 そ の旨
二 申請 人及び これと生計 を 一にす る者 が いず れも所得税法 によ る前
年分 の所得税 （
毎年 一月から四月ま で の間 になさ れる申請 にあ っては、
そ の年 の前前年分 の所得税）を納付す べき義務 を有 しな いとき は、そ
の旨
三 前 二号 に掲げ るも ののほか、申請 人が手数料を納付す ることが困難
であ る事情があ るとき は、 そ の旨
（
平 一九規則七三 ・一部改 正）
猶(予された手数料 の納付 の方法 )
第 四条 条 例第 七条第 一項 の規定 により納付 を猶 予さ れた手数料 を納付
す るとき は、知事が指定す る書 面に納付す べき手数料 の額 に相当す る額
の領収証紙を は って納 めなければならな い。
（
平 一九規則七三 ・一部改 正）
審(査会 の庶務 )
第 五条 福岡県公害審査会 の庶務 は、環境部自然 環境 課にお いて処理す る。
昭(四六規則七六 ・昭五九規則五七 ・平 一〇規則 一九 ・平 一二規則
八六 ・一部改 正 )
附 則
この規則 は、公布 の日から施行 し、昭和 四十五年十 一月 一日から適用す
る。

附 則 昭(和 四六年規則第 七六号 )
この規則 は、公布 の日から施行 し、改 正後 の福岡県公害紛争処理条例施
行規則 の規定 は、昭和 四十六年八月 一日から適用す る。
附 則 昭(和 五九年規則第 五七号 )
この規則 は、 公布 の日から施行す る。
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附 則 平(成 一〇年規則第 一九号 抄)
施(行期 日 )
１ この規則 は、 公布 の日から施行す る。
附 則 平(成 一二年規則第 八六号 抄)
施(行期 日 )
１ この規則 は、平成 十 二年 四月 一日から施行す る。
附 則 （
平成 一九年規則第七三号）
この規則 は、 公布 の日から施行す る。

福岡県知事 殿

住所

福岡県公害紛争処理条例第７条の規定に基づき、下記の
理由により、
免除
手数料の
軽減
を申請します。
納付の猶予

記

平(十規則 一九 ・平 一九規則七三 ・一部改 正
年 月 日

別記様式

免除
手数料軽減
申請書
納付の猶予

福岡県公害審査会 運営規程
第 一章 会議
（
会議 の種類）
第 一条 審査会 の会議 は次 のとおりとす る。
一 公害紛争処理法 （
昭和 四十五年法律第 百八号。以下 「
法」と いう。）
第 十七条 の二 の規定 による審査会 の会議 （
以下 「
審査会議」と いう。）
二 法第 二十八条第 一項 の規定 によるあ っせん委員 の会議
三 法第 三十 一条第 一項 の規定 による調停委員 の会議
四 法第 三十九条第 一項 の規定 による仲裁委員 の会議
（
審査会議 の招集）
第 二条 審査会議 は、審査会議 の議決若 しく は過半数 の委員 から請求が
あ ったとき、 又は会長が必要と認めたとき、会長が招集す る。
２ 前項 の招集 に当た っては、書 面により、少なくともそ の期 日 の三 日
前 ま でに、会議 の日時、場所及び議題を委員 に通知す るも のとす る。
ただ し、緊急や むを得な い事情があ るとき は、 この限りではな い。
（
審査会議 の付議事項）
第 三条 審査会議 に付議す べき事項 は、次 のとおりとす る。
一 法第 二十五条 の規定 による移送 に関す る事項

六 法第 三十八条 の規定 による事件 の引継 に関す る事項

七 法第 四十三条 の規定 による資料提出 の要求等 に関す る事項

八 法第 四十三条 の二 の規定 による義務履行 の勧告 に関す る事項

九 法第 四十八条 の規定 による意 見 の申 出に関す る事項

十 前各号 に掲げ るも ののほか会長が必要と認める事項

２ 前項 の規定 にかかわらず、付議す べき事項が緊急 の処理を必要と

し、か つ、審査会議を招集す る暇 のな いとき 又は軽易なも のであ ると

き は、会長 はそ の付議す べき事項を自ら処理す ることが でき る。

この場合 にお いて、会長 は次 の審査会議 にお いてそ の承認を求 める
も のとす る。
（
あ っせん委員 の会議）

第 四条 複数 のあ っせん委員が指名さ れた場合 は、あ っせん委員長を置

く。あ っせん委員長 はあ っせん委員が互選す る。

２ あ っせん委員 の会議 は、あ っせん委員長が招集す る。

３ あ っせん委員 の会議 の議事 は、あ っせん委員長を含 む出席委員 の過

半数 で決す るも のと し、可否同数 のとき は、あ っせん委員長 の決す る
と ころによるも のとす る。

４ あ っせん委員長 は、必要 に応 じ て事案 の経過及び結 果を審査会議 に
報告す るも のとす る。

調停委員会 に調停委員長を置く。調停委員長 は調停委員が互選

（
調停委員会）
第 五条
す る。

２ 調停委員会 の会議 は、調停委員長が招集す る。

二 法第 二十六条 の規定 による申請 の受 理に関す る事項
三 法第 二十七条第 二項 の規定 による知事 への通知 に関す る事項

３ 調停委員会 は、調停委員全員 の出席 がなければ会議を開き議決す る

４ 調停委員会 の議事 は、調停委員 の過半数 で決す る。

ことが できな い。

四 法第 二十七条 の二 の規定 によ るあ っせん の開始 及び管 轄 の決定
に関す る事項
五 法第 二十七条 の三 の規定 による調停 の開始 に関す る事項
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５ 調停委員長 は、必要 に応 じ て会議 の経過及び結果を審査会議 に報告
す るも のとす る。
（
準用規定）
第 六条 前条 の規定 は、仲裁委員会 に ついて準用す る。
（
会議 の公開等）
第 七条 審査会議 は原則公開とす る。ただ し、別 に定 める基準 に基づ い
て非 公開とす ることが でき る。
２ あ っせん委員 の行うあ っせん の手続 は公開 しな い。

委員 は、病気 そ の他 の理由 により出席す ることが できな いとき

（
委員 の欠席）
第 八条

は、あら かじめ招集者 にそ の旨を通知す るも のとす る。

福 岡県 公害 紛争 処 理条 例 （
昭和 四十 五年福 岡県条 例第 四十 一

（
委員 以外 の者 の発言）
第 九条

号。 以下 「
施行令 」と いう。 第)四条 の申請書 又は施行令第 六条 の申
請変更申立書を受け付けるに当た っては、事実を聴取 のうえ、施行令

又は公害紛争 処理法施行規則 （
昭和四十五年総 理府令第 四十 一号。）

に定 める記載事項を審査 し、不備な箇所があ るとき は申請 人等 に対 し

紛争 処理 の手続

そ の補 正を求 めるも のとす る。
第 二章

（
申請受 理等 の通知）

第 十 一条 審査会 は、法第 二十六条第 一項 の書 面 又は施行令第 六条 の書

面を受理 したとき はそ の旨を、受理 しな か ったとき は理由を附 してそ

の旨を、当該申請者 に対 し書 面をも って通知す るも のとす る。

施 行令 第 七条 の規定 に基づ き、相 手方 に対 し通知す るとき

（
意 見書 の提出要求）
第 十 二条

は、期限を附 して意 見書 の提出を求 めるも のとす る。

第 十三条 会長 は、あ っせん委員、調停委員 又は仲裁委員を指名す る場

（
委員 の指名等）

則 （
昭和四十六年福岡県規則第 五号。）第 五条 に定 める庶務 を担当す

合 にお いて、当該事件 に直接利害関係 のあ る者を指名す ることが でき

号。）第 四条 に定 める専門調査員及び福岡県公害紛争 処理条例施行規
る職員 （
以下 「
職員」と いう。）は、会議 にお いて、指名 により特定

な い。
も のとす る。

２ あ っせん委員、調停委員 又は仲裁委員 の指名 は、書 面をも って行う

の事項 に ついて報告 又は説明をす ることが でき る。
（
議事録 の作成）

３ 会長 は、あ っせん委員 又は調停委員を指名 したとき は、当事者 に対

し、遅滞なく書 面をも ってそ の者 の氏名を通知す るも のとす る。

第 十条 審査会議 の議事 に ついては、そ の都度、議事録を作成 しておか
なければならな い。

（
あ っせん委員 又は調停委員 の欠けた場合 の措置）

第 十四条 会長 は、あ っせん委員 又は調停委員が欠けた場合 にお いて

（
申請 の受付）
第 十条 の二 職員 は、 公害紛争処理法施行令 昭(和四五年政令第 二五三
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は、遅滞なく後任 の委員を指名す るも のとす る。

第 三章

雑則

（
書 面等 の様式）

あ っせん委員指名通知書

施行令第 十三条 の書 面

第十三条第 三項 の書 面

第十 一条 の書 面

府令第 五条 の書 面

府令第 四条 の書 面

府令第 三条 の書 面

調停委員指名通知書

申請変更申立受 理通知書

申請受理通知書

文書物件 の提出要求書

出頭要求書

引継通知書

移送通知書

施行令第 十四条第 二項 の書 面

書面

施 行令 第 九条 第 三項 及 び第 四項 の

施行令第 七条 の書 面

等

（
関係 人 の供述を求 める場合等 の措置）

調停 手続開始通知書
仲裁 手続開始通知書
申請変更申立通知書
あ っせん打ち切り通知書
調停拒 否通知書
調停打ち切り通知書
調停拒 否決定書

あ っせん打ち切り決定書

面

仲裁委員指名通知書

調停打ち切り決定書

書

次 の表 の下欄 に掲げ る書 面等 は、それぞれ中欄 に掲げ る様式

称

第 十九条

名

第 十五条 施行令第十条 の規定 により事件 の関係 人そ の他参考 人に供

の

のとおりとす る。

式

あ っせん手続開始通知書

様

述若 しく は意 見を求 め、若 しくは鑑定 人に鑑定 を依頼す るとき は、書

一

二
三

別紙

四

五
六

号

面をも ってす るも のとす る。

あ っせん、調停 又は仲裁 の期 日におけ る手続 の進行 に ついて

（
調書 の作成）
第 十六条
は、調書を作成 し保存す るも のとす る。
２ 調書 には、当該 あ っせん委員、調停委員 又は仲裁委員が記名押印す
るも のとす る。

あ っせんによ って当事者間 に合意が成立 したとき は和解契

（
和解契約書、調停調書 の作成）
第 十七条

約書を、調停 によ って当事者 間 に合意が成立 したとき は調停調書を、
それぞれ作成す るも のと し、当事者 のほか、あ っせん の場合 にはあ っ
せん委員が、調停 の場合 には調停委員が署名押印す るも のとす る。
２ 前項 の和解契約書 は三部作成 し、当事者 が各 一部を保管 し、 一部 は
審査会が保管す るも のとす る。
３ 第 一項 の調停 調書 は審査会が原本を保管 し、各当事者 はそ の正本を
保有す るも のとす る。

あ っせん委員、調停委員会 又は仲裁委員会 は、当該 あ っせん、

（
会長 に対す る報告）
第 十八条

調停 又は仲裁 の事件が終 了したとき は、会長 に対 し書 面をも ってそ の
概 要を報告す るも のとす る。

七
八
九
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番

十

十一
十二

十三
十四
十五
十六

附則

申請 不受 理通知書
申請変更申立不受理通知書
指名書
あ っせん手続 の分離通知書
あ っせん手続 の併合通知書
調停 手続 の分離 通知書
調停 手続 の併合 通知書
出頭依頼書
鑑定依頼書

第

第
回仲裁調書

回調停調書

回あ っせん調書

立入検査通知書

第
立ち 入り検査調書
参考 人 関(係 人 調)書
鑑定 人調書

こ の規程 は、昭和四十六年九月

第十 一条 の書 面

第十三条第 二項 の書 面
施行令第 八条 の書 面

第十五条 の書 面

府令第 六条第 一項 の書 面
第十六条 の書 面

日から施行す る。

こ の規程 は、平成十五年 三月七 日から施行す る。
こ の規程 は、平成十六年 二月 二日から施行す る。
こ の規程 は、平成 二十年 一月 二十三 日から施行す る。
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○福岡県公害審査会 の会議 の公開 に関す る基準
一 趣旨

｢

｣

こ の基準 は、福岡県公害審査会 （
以下 審査会 と いう。）会議 （
あ っせん委員、調停委員会 及び仲裁委員会 の行う手続 に関す るも のを除 く。
以下 「
会議」と いう。） の公開を行う に当たり、 そ の判断 の基準とな る事項を定 めたも のであ る。
二 公開 又は非公開 の決定等

三

(

)

一 審査会 は、審査会 の目的 を考慮 の上、 そ の審議状況を県民に明ら かにす る こと により審査会運営 におけ る透 明性 の向上を図 り、 も って審査
会 に対す る県民 の理解 と信頼を深 めると いう観点 に立ち、 そ の会議 の公開 に努 めるも のとす る。

(

)

二 会議を非公開とす る必要が生 じた場合、会長が審査会 に諮 って、非公開 の決定を行うも のとす る。
な お、会議が次 のいずれかに該当す る場合 は、 公開 しな いことが でき るも のとす る。

ア 個 人情報 に関 し審議等を行う会議 であ って、当該会議を公開す ることにより特定 の個 人情報が明ら かにな る場合

イ 事業情報 （
法人そ の他 の団体 に関す る情報を いう。）に関 し審議等を行う会議 であ って、当該会議を公開す ることにより、当該法 人等 の競
争 上 の地位 そ の他 正当な利益を害す ると認められる場合

ウ 審議、検討、調査研究等を行う会議 であ って、当該会議を公開す ること により、当該 又は同種 の審議、検討、調査研究等 に支障 を生ず るお
それがあ る場合

エ 県 の機関 又は国等 の機関が行う取締 り、許可、試験、争 訟そ の他 の事務事業 に関す る情報 に ついて審議等を行う会議 であ って、公開す るこ

と により、当該事務事業 の実施 の目的が失われ、そ の公正か つ適 正な執行 に支障を生ず るおそれがあ る場合 又は当該事務事業 に関す る関係者
と の信頼関係若 しくは協力関係が損なわれ、 そ の円滑な執行 に支障 を生ず るおそれがあ る場合

オ 当該会議を公開す ること により、個 人 の生命、身体、自由、財産等 の保護、犯罪 の予防、犯罪 の捜査 そ の他 の公共 の安全 と秩序 の維持 に支
障 を生ず ると認められ る場合

カ 法令 により会議を公開 しな いと定 められ て いる場合 又は法令 の定 めると ころにより公にす る ことが できな い情報 に関 し審議等を行う場合

(

)

三 会議 の公開 又は非公開 の決定後 にそ の決定を変更す る必要が生 じた場合 は、 そ の都度、会長が当該会議 に諮 り決定 の変更を行う ことが でき
るも のとす る。
公開 の方法等

（一）会議 の公開 は、希望す る者 に傍聴を認めること等 の方法 により行うも のとす る。
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（
二）審査会 は、会議が公正か つ円滑 に行われ るよう傍聴 に関す る遵守事項等を定 め、会長 は、会場 の秩序 を維持す るために必要な措置をとるこ
とが でき るも のとす る。
四 会議開催 の周知

審査会 は、 公開す る会議 の開催 に ついて、 ホー ムページ への掲載等 の方法 により、あら かじめ県民 へ周知す るよう努 めるも のとす る。
五 会議録 に ついて

（一）審査会 は、 二 の （
二） の基準 により、当該会議 の決定 を経 て、 公開 した会議 の議事概 要及び会議資料 の概 要を、 ホー ムページ掲載等 の方法
により公開す るよう努 めるも のとす る。
（
二）審査会 は、会議を非 公開とす る場合 にお いても、議事要旨等 の公開 に努 めるも のとす る。

そ の他審査会 の会議 の公開 に関 し必要な事項 は、会長が審査会 に諮 って定 める ことが でき るも のとす る。

そ の他

（
三）議事概 要 にお いては、発言者 の氏名 は明ら かにしな いも のとす る。
六
附則
この基準 は、平成 十六年 二月 二日から施行す る。
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○福岡県公害審査会議傍聴要領

本要領 は、福岡県公害審査会 運営規程第 七条第 一項 の規定 により公開さ れ る福岡県公害審査会議 （
以下 「
会議」と いう） の傍聴 の方法を定 めた
も のであ る。
第 一 傍聴者 の範囲
傍聴を希望す るす べて の者とす る。
第 二 配付資料

傍聴者 に対 しては、当 日 の会議出席委員 に配付され る資料 のうち、 公開が認められた資料を配付す る こととす る。
ただ し、資料 の枚数が大量 のも の、残部が少な い刊行物 又は有償頒布資料 に ついては配布 しな い。
第 三 傍聴 手続
（一）傍聴 は、会議 予定 日 の前 日ま でに電話、 FAX
、電 子メー ルによ って申 し込むも のとす る。
（
二）受付 は会議開催当 日に、会場 で開催時刻 の３０分前 から行う こととす る。
（
三）傍聴者 の行う写真撮影、録画、録音等 は認めな い。
ただ し、写真 及びビデ オ撮影 に ついては、会議 の冒頭 で の撮影 （
頭撮 り） のみ認める ことが でき る。
第 四 遵守事項

（一）円滑な運営 を確保す るため、福岡県公害審査会 は、傍聴 手続及び傍聴者 の遵守事項等 に ついて別途定 め、傍聴席 に掲示す ることとす る。

（
二）傍聴者 が遵守事項 に違 反 し、会議 の公正か つ円滑な進行を妨げ た場合 は、福岡県公害審査会長 は当該傍聴者 に対 し退場を命ず る ことが でき
る こととす る。
第 五 そ の他
報道機関 の公共性を考慮 し、報道機関 に対 しては、随時、 必要な情報 の提供を行う こととす る。
附則
こ の要領 は、平成十六年 二月 二日から施行す る。
こ の要領 は、平成 二十三年 一月 二十三 日から施行す る。
こ の要領 は、平成 三十 一年 一月 二十三日から施行す る。
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○福岡県公害審査会議傍聴者 の遵守事項

福岡県公害審査会議傍聴要領第 四 （一） の規定 に基づき、福岡県公害審査会議 （
以下 「
会議」と いう。） の傍聴者が遵守 しなければならな い事項
を定 めたも のです。
一 傍聴 でき る対象

会議 の公開 の決定後 にそ の決定 を変更す る必要が生 じた場合 には、会長が当該会議 に諮 り会議を非 公開とす る ことがあ ります。

こ のため、開会中 に非公開とさ れた場合 は、傍聴者 は退場 して いただく こと にな ります ので、御 了承くださ い。
二 注意事項
（一）会議開催中 は、静粛 に傍聴す る ことと し、拍 手そ の他 の方法 により公然 と賛 否を表明 しな いこと。
（
二）会議 の模様を撮影 し、 又は、録音 しな いこと。 （
ただ し、会議冒頭 の頭撮 りを除 く。）
（
三）会場 にお いて飲食、喫煙を しな いこと。 また、携帯電話等を使用 しな いこと。
（
四） そ の他、会議 の支障 とな る行為 を しな いこと。
三 会議 の秩序維持
（一）傍聴者 は、会議を傍聴す るにあた って、会長及び係員 の指 示に従 ってくださ い。
（
二）傍聴者 が、上記 二 の規定 に違 反 したとき は、退場 して いただく ことがあ ります。
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