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事実の概要

　本件は、廃棄物の最終処分場に大量の廃棄物が
違法に処分され、その周辺河川に汚染水が流入す
るなどの生活環境保全上の支障ないしそのおそれ
を生じさせたとして、敦賀市（Ｘ）が、廃棄物処
理業者Ａ社（（株）キンキクリーンセンター）への
委託によって同処分場に一般廃棄物（以下「一廃」）
を処分した地方公共団体らに代わって、行政代執
行によりその支障等を除去する工事等の措置を行
い、そのための費用の支出を余儀なくされたと主
張して、当該地方公共団体（一部事務組合である
南那須組合、東金市組合、高座組合、穂高組合およ
び普通地方公共団体である下諏訪町）を被告として、
①事務管理に基づく有益費償還請求権、②不当利
得返還請求権、③国家賠償法 1条 1項、民法 715
条 1 項および同法 709 条に基づく損害賠償請求
権に基づいて、それぞれ有益費等の金銭の支払い
を求めた事案である。本件の経緯は、次のような
ものであった。
　Ａ社は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以
下「廃棄物処理法」または単に「法」という）に基
づき、福井県知事に対し、産業廃棄物（以下「産廃」）
処理施設（以下「旧処分場」）を届出・設置、一廃
処理施設を届出していたところ、平成 4年 5月、
両施設の変更届出をし（処分場容量を 10 万 9018㎥
から 19 万 7998㎥に増加したもの）、旧処分場の隣
接区域に同施設（以下「本件増設処分場」、旧処分

場と併せて「本件各処分場」という）を設置した。
その後、Ａ社は、平成 8年 5 月以降、無許可で
本件増設処分場の容量変更を行い、平成 11 年 10
月には、周辺河川に流入する汚水検査で、排出基
準を超える全窒素、溶解性マンガンが検出された
ため、福井県は、平成 12 年 8 月に、Ａ社に、廃
棄物の搬入中止の行政指導を行った。福井県は、
平成 13 年 9 月、Ａ社の産廃処分業と同収集運搬
業の許可を取り消し、Ａ社は、平成 19 年 1月 25
日、破産手続開始決定を受けた。本件各処分場に
は、平成 4年から平成 12 年にかけて、届出容量
を大幅に超える、産廃 84 万 689 トン、一廃 35
万 3972 トンが埋め立てられていた。
　福井県（以下、知事が行ったものを含め単に「福
井県」と表記する）は、平成 13 年 3 月、同年 12
月、および平成 14 年 10 月にそれぞれ措置命令
を発し、平成 15 年 6 月までには、各代執行（以
下「第一次代執行」）を行った。この第一次代執行
の完了後、平成 16 年 2 月の福井県調査で、本件
各処分場内で 5項目、堰堤斜面部・護岸部で各 1
項目の排水基準超過があり、この後、福井県とＸ
は、協議会を設置、その検討結果を受けて、平成
18 年 3 月、福井県は、「敦賀市民間最終処分場
に係る特定支障除去等事業実施計画」（平成 25 年
3 月改訂）を策定し、同月、特定産廃特措法（特
定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別
措置法）に基づき、環境大臣の同意を得た。これ
により、同年 5月 9日、福井県は、Ａ社に対し、



2 新・判例解説Watch2

新・判例解説 Watch ◆ 環境法 No.99

本件各処分場に関し、遮水壁を設置するなどの漏
水防止対策、浸出液の浄化対策、これらの対策設
備等の適正な維持管理を求める措置命令を発し、
Ｘ市長は、一廃の処分に関し、同様の措置命令を
行った（以下「本件措置命令」、福井県のものと併せ
て「本件各措置命令」という）。福井県とＸは、平
成 18 年 6 月に、協定を交わし、本件代執行措置
（以下「本件措置」ともいう）を共同で実施し、経
費負担割合は、福井県 8割、Ｘ 2 割とした。福井
県は、本件措置について、平成 18 年 7 月に、事
業を開始、事業総額として、合計 100 億 2438 万
6730 円を支出し、Ｘは、福井県に対し、平成 16
年度分から平成 27 年度分まで合計 20 億 8046 万
6523 円の分担金を支払った。
　被告らは、Ａ社に委託して本件増設処分場に一
廃を搬入したものであり、Ｘは、被告らに対し、
本件措置に係る費用の一部を支払うよう催告し、
本件訴えを提起したものである。
　本判決では、事務管理に基づく有益費償還請求
が認められるため、他の請求については判断する
必要はないとされており、以下では、事務管理に
基づく請求についてのみ取り上げる。

判決の要旨

　１　排出自治体の義務――生活環境保全上の支障
　　　の除去又は発生防止措置を講ずる義務
　法は、一般廃棄物について、「市町村をその処
理責任の主体と定めて、一般廃棄物の処理につい
ての統括的な責任を負わせ」ており（法 4条 1項、
6 条 1 項、6 条の 2 第 1 項）、その処理を「他人に
委託して行う場合には、政令で定める基準に従わ
なければならない（法 6条の 2第 2項、施行令 4
条）」とされているところ、これらの委託基準の
規定に照らせば、市町村は、委託の場合でも、「一
般廃棄物の処理における市町村の統括的な責任」
を免れない。したがって、「排出自治体は、一般
廃棄物の不適切な処分を行って、生活環境の保全
上支障又はそのおそれを生じさせた場合には、支
障除去又は防止のために必要な措置を講ずる義務
を負う」のであって、「被告らは、本件増設処分
場における一般廃棄物の処理によって生じる生活
環境の保全上〔の〕支障又はそのおそれを除去す
るために必要な工事及び付随事務を行う義務」を
負う。

　２　立地自治体の義務――生活環境の保全上
　　　必要な措置を講ずる義務
　Ｘは、廃棄物処理施設の所在地を管轄する市町
村として、①報告徴収（法 18 条 1 項）、②立入検
査（法 19 条 1 項）、③改善命令（法 19 条の 3）お
よび④措置命令（法 19 条の 4）の権限が認められ
ているのは、「市民らに対してその生活環境を健
全に保つ義務を負っていることに基づく」もので
あり、Ｘは、本件各処分場の「立地自治体」とし
て、「生活環境の保全上必要な措置を講ずる義務」
を負う。
　３　行政代執行と事務管理の関係
　本件措置は、「行政代執行（法 19 条の 7第 1項、
19 条の 8第 1項）としてなされたもの」であり、
措置命令の対象たるＡ社に対しては強制徴収が可
能であるが、「被告らは、措置命令の対象とはな
らない」から、代執行費用を強制徴収できず、Ｘ
は、「被告らに償還を求めるためには、私法上の
請求によるほかなく」、措置費用は原告が支出し
た財産であるから、その「償還請求を私法上の手
続で行うことが許されない理由はない」。
　４　事務管理の要件充足性
　(1) 市町村は、一般廃棄物の処理の受託者が不
適正処分をした場合は、「当該受託者と連帯して、
生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止の
ための必要な措置を講ずる義務」を負う。本件措
置の実施は「被告らの事務」に当たり、Ｘは、「他
人のために事務の管理」を行ったものである。(2)
被告らは、本件「工事は必要最小限度の内容とは
言えず、原告は被告らのためにする意思をもって
本件措置をしたのではない」と主張するが、「本
件措置は、必要性、相当性」があり、「被告らの
主張は採用できない」。また、(3) 被告らの一般廃
棄物処理の統括的な責任は公益的な目的に基づく
ものであり、「被告らは、本件義務の履行を拒む
ことはできない」から、「仮に被告らの意思に反
していたとしても」事務管理の成立を妨げない。
　５　関係者の負担割合と事務管理
　(1) 本件では、民法 719 条 1 項が準用され、被
告らを含む排出自治体は、「全ての廃棄物との関
係において」、「生活環境の保全上支障の除去又は
発生の防止のための必要な措置を講ずる義務」を
負うものであり、それら義務相互の関係は、不真
正連帯債務に準じ、排出自治体の「内部的な負担
割合に応じて」責任を負い、本件の場合、「廃棄
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物の搬出量に応じて決するのが相当である」。
　(2) 本件では、上記２のように、Ｘは、「生活環
境保全上必要な措置を講ずる義務」を負い、「排
出自治体とは不真正連帯債務に準ずる関係」にあ
る。法は、一次的にはＸが各種「権限を行使する
ことにより……必要な措置を講ずることを予定し
て」おり、Ｘは、本件ではＡ社との公害防止協定
による権限も有し、平成 11 年以降の経過も把握
していたと認められ、その負担割合は、全体の 7
割を下らない。そして、「事務管理において、他
人の事務と自己の事務とが併存する場合について
は、自己の事務を超える部分については他人の事
務となり、連帯して給付を行う義務を負う複数の
者のうち一部の者が自己負担部分を超えて義務を
履行した場合には、その超える部分については他
人の事務を管理したものと解される」。
　(3) 本件でＸが支払った額のうち、福井県単独
執行分と消滅時効により消滅した額を控除する
と 20 億 2104 万 862 円であり、そのうち 7割は、
Ｘが負担すべきであり、Ｘは、残りの 6 億 631
万 2258 円について、各被告らに廃棄物の搬入量
に応じて有益費の支払いを求めることができる。

判例の解説

　一　措置命令・代執行制度と民法上の事務管理
　　　の関係に関する裁判例・学説
　廃棄物処理法は、廃棄物の不適正処理が行われ
生活環境保全上の支障が生じ又は生ずるおそれが
ある場合について、措置命令（19 条の 4、19 条の
4 の 2、19 条の 6）・代執行（19 条の 7、19 条の 8）
の制度を置いている。すなわち、都道府県知事ま
たは市町村長は、措置命令の対象者に対し、期限
を定めて「支障の除去等の措置」（以下「代執行措置」
ともいう）を命じることができ、対象者がこれを
講じないなどの場合は、自ら義務者に代わって代
執行措置を行い、その費用を国税滞納処分の例に
より徴収することができる１）。この法の定める措
置命令・代執行制度によっては適切に費用回収が
できない場合、民法上の事務管理が利用された裁
判例として、次のようなものがある。
　第 1は、民間事業者に対し、措置命令を出し、
事務管理として調査や原状回復措置を行い、その
費用償還請求権を被保全権利として仮差押えの申
立てを行うものである。このタイプの申立てを認

容した例として、青森・岩手県境産廃事件決定（盛
岡地決平 13・2・23 判例集未登載）２）、桑名市産廃
事件決定（津地決平 14・11・11 判例集未登載）お
よび岐阜市産廃事件決定（岐阜地決平 16・9・24
判例集未登載）がある３）。
　第 2 は、民間事業者に対して、措置命令・代
執行措置を行い、①廃棄物処理法の定める手続で
回収できる代執行費用については同法の定める手
続により、②同法の定める手続では回収できない
費用については、事務管理に基づき費用償還を求
めるものである。これを認容した例として、名古
屋地岡崎支判平 20・1・17 判時 1996 号 60 頁（措
置命令発出に際する調査費用の償還請求）、同控訴
審・名古屋高判平 20・6・4 判時 2011 号 120 頁
がある。
　第 3は、不適正処理を行った民間事業者に対し
て、措置命令・代執行措置を行い、①当該事業者
に対しては法の定める代執行手続による費用徴収
を行わず（例、当該事業者破産のため費用回収が困
難）、②当該業者に一般廃棄物の処分委託をして
いた（措置命令の対象から除外されている）地方公
共団体に対して事務管理に基づき費用償還請求を
するものである。このタイプの請求を認めたもの
として、福井地判平 29・9・27 判タ 1452 号 192
頁（措置命令対象者の破産）がある。本件は、これ
と同事案から生じた事件であり、同判決につづく
請求認容事例である。
　この福井地判平 29・9・27 に対しては、①法
律に規定される権力的行為に対して民法の事務管
理法理を適用するのは法治主義の観点から不適切
であること、そもそも②当該事務は「他人の事務」
ではなく、③相手から中止要求があれば管理行為
を継続できないこと（民 700 条）、また④「公法
上の事務管理」概念も想起されるが民法の法理を
そのまま流用できるものではないこと、などの指
摘がなされている４）。

　二　廃棄物処理法が定める行政代執行と
　　　民法上の事務管理
　１　本件代執行と事務管理の関係
　本判決は、本件措置は、「行政代執行」として
されたが、Ａ社と異なり、「被告らは、措置命令
の対象とはならない」から、その代執行費用を強
制徴収できず、原告は、「被告らに償還を求める
ためには、私法上の請求によるほかなく」、その「償
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還請求を私法上の手続で行うことが許されない理
由はない」としている（判決の要旨３）５）。廃棄
物処理法が、市町村を措置命令の対象から除外し
ているのは、第一次的には、都道府県知事または
市町村長が措置命令の対象者に対し代執行という
特別の手続で自力執行と費用徴収を行うことを予
定しているものと解することができよう（最判昭
41・2・23 判時 441 号 30 頁（但し、行政上の強制徴
収の事例））。しかし、他方、本件では、破産のた
め措置命令の対象者であるＡ社から費用徴収をす
ることは困難であり、そして廃棄物処理法が被告
らを措置命令の対象外としていることが、一般廃
棄物の不適正処理に係る被告らの責任をすべて免
除する趣旨であるとは解しがたく、被告らが民事
法上の責任を負う場合には、Ｘは、裁判所に救済
を求めることができると解されよう。

　２　民法上の事務管理の成立要件
　民法上の事務管理の成立要件として、①他人の
事務の管理を始めること（第 1要件）、②他人の
ためにすること（第 2要件）、③義務なく管理す
ること（第 3要件）、④本人の意思に反し、また
は本人に不利であることが明らかでないこと（第
4要件）、が挙げられる６）。
　(1)　第 1要件に関し、本判決は、本件措置（代
執行措置）の実施は「被告らの事務」に当たり、
Ｘは、「他人のために事務の管理」を行ったもの
であるとしている（判決の要旨４(1)）。本判決の述
べるように、被告らが「生活環境の保全上支障の
除去又は発生の防止のための必要な措置を講ずる
義務」を負い、本件措置の実施がこの義務（事務）
の実施に当たるということであれば、Ｘは、他人
である被告らの事務を代わって行ったと評価する
ことができよう。
　(2)　本判決は、第 2要件について、被告らの
主張に対応して、本件措置の「必要性、相当性」
を挙げている（判決の要旨４(2)）。しかし、この要
件は、事務管理の結果を他人に帰属させる意思を
もつことであると解され７）、本件の場合は、被告
らがなすべき事務は法的義務であることから（判
決の要旨１）、被告らが負うこのような事務をＸ
が行う意思を有すれば足りるように思われるとこ
ろである。
　(3)　第 3 要件は、処理者が本人に対してその
事務を処理すべき義務ないし権限を有しないこ

とを意味すると解される８）。ただし、義務の範囲
を超えて事務処理を行った場合には、その超えた
部分については、事務管理が成立するとされてい
る（大判大 6・3・31 民録 23 輯 619 頁）。本判決は、
本件の場合、被告らの義務（判決の要旨５(1)）と
Ｘの義務（判決の要旨５(2)）は、併存し、「自己の
事務を超える部分については他人の事務」となり、
「連帯して給付を行う義務を負う複数の者」のう
ち「一部の者が自己負担部分を超えて義務を履行
した場合」、その「超える部分については他人の
事務を管理したもの」と説明している（判決の要
旨５(2)）。この説明は、①本件でのＸの義務（事務）
内容を判決の要旨２のように解し、②Ｘは、この
義務（事務）に関し、排出自治体と不真正連帯債
務に準ずる関係にあるという理解を前提としてい
ることに注意する必要がある。
　(4)　本判決は、第 4要件に関し、「被告らは、
本件義務の履行を拒むことはできない」から、「仮
に被告らの意思に反していたとしても」事務管理
が成立する、としている（判決の要旨４(3)）。本人
の意思は、強行法規または公序良俗に反しないも
のでなければならないとされており（大判大 8・4・
18 民録 25 輯 574 頁）、被告らの義務（事務）（判決
の要旨１）の存在を前提とすれば、仮にその事務
処理が被告らの意思に反して行われたとしても、
事務管理が成立すると解することができよう。

●――注
１）本制度について、詳しくは、大塚直『環境法〔第 4版〕』
（有斐閣、2020 年）462～470 頁。
２）事案の概要が窺える文献として、北村喜宣「先手必勝！
――措置命令対象者の財産仮差押え」同『自治力の冒険』
（信山社、2003 年）76 頁以下、津軽石昭彦＝千葉実『自
治体法務サポート　ブックレット・シリーズ 2　青森・
岩手県境産業廃棄物不法投棄事件』（第一法規、2003 年）
78 頁以下。

３）津軽石昭彦「判批」北村喜宣編著『産廃判例が解る』（環
境新聞社、2010 年）47 頁。

４）北村喜宣『環境法〔第 5版〕』（弘文堂、2020 年）504 頁。
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「判批」判例自治 456 号（2020 年）68 頁。
６）近江幸治『民法講義Ⅵ　事務管理・不当利得・不法行
為〔第 3版〕』（成文堂、2018 年）7～12 頁を参考にした。

７）四宮和夫『事務管理・不当利得』（青林書院、1981 年）
17 頁。

８）二見絵里子「環境損害に対する事務管理制度の適用の
可能性」法研論集 150 号（2014 年）404 頁。


