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環境･公害問題および 選挙制度（日本、欧州） 

講師：田口和也氏 （公害等調整委員会事務局） 

日時；2019年 9月 27日（金） 14:00〜16:30 

場所：群馬大学理工学部(桐生キャンパス)  

３号館（電気電子棟）２１５号室（ＥＬ会議室） 

概要： 

１． 環境・公害問題 

 (1)「騒音公害」に関する最近の傾向 

   ○ 最近の騒音公害のいろいろ 

   ○ 保育園・幼稚園に関する騒音問題（子供の声は騒音か？） 

 (2) 公害苦情相談と公害紛争処理 

 

２． 選挙制度の話（国会議員の選び方） 

 (1) 参議院議員選挙 

 (2) 各国の選挙（ヨーロッパ各国の選挙制度と最近の結果） 

 

３． その他（平成から令和へのお代替わりに関連して） 

  ○ 崩御ではなく、譲位によるお代替わりは、200年ぶり 

  ○ 200年前に譲位を行った光格天皇は「幕末をつくった天皇」と     

最近、注目されている 

     ○ 江戸時代における天皇と幕府の関係について 

 

大学・高校時代の友人に会うと、進んだ分野・経歴は様々であるが、同じ 類の本

を読んでいることに気が付く。年齢とともに関心が移っていくが、 同じ年代では

同じようなことに関心をもっていることを実感する。 

 

 

関係ファイル： 

https://kobaweb.ei.st.gunma-u.ac.jp/news/pdf/2018/2018-78-6taguchi-report.pdf 
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田口和也氏 講演の様子 (写真提供 群馬大学 桑名杏奈先生) 
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田口和也氏 講演レジュメ 

 

１ 環境・公害問題 

 (1) 「騒音公害」に関する最近の傾向 

○ 騒音問題のいろいろ（騒音制御 2019年８月号から抜粋) 

 

1)  近隣の家屋･住宅…マンション･アパートも含めた住宅からのエアコン室外機や 

ヒートポンプ給湯器などによる騒音。しばしば低周波音が問題となる。 

2) 同一施設内…ビルやマンション内で、他のテナントや住戸からの作業音をはじ 

め足音･物音を含めた騒音。建物の上下階で問題となる場合もある。 

3) 商業施設…飲食店などの小規模な店舗や深夜・終日営業のスーパー、コンビニ 

からの騒音。悪臭などが問題となる場合もある。後者では、特に深夜・早朝の騒 

音被害を訴える事例が目立つ。 

4) 町工場…住宅に近接する小規模な工場からの機械の稼動、作業の実施に伴う騒 

音・振動。他にも、悪臭や粉塵などが問題となる場合もある。 

新たな住工接近と言われる問題だが、以前は工場が集まっていた地域で、廃 

業・移転により生じた空地が再開発されて宅地化し、残っている工場と新しく入 

居してきた住民との間で紛争が発生する事例がある。 

5) 駐車施設…上記 3)、4)に関連するケースが多いが、商業施設の利用客や、運 

送・配送のための作業、トラックの出入りなどに伴う騒音･振動。特に、運送･配 

送関係では、早朝における騒音･振動が問題となる。 

6) 各種の施設…学校やスポーツ施設（体育館、運動場、プール等）など様々な施 

設からの騒音。 

学校などでは音楽関係の部活や校内の合唱大会のための練習、グラウンドや体 

育館では部活や体育の授業など、様々な活動に対し、苦情や紛争が起こる。 

7) 近隣の工事現場…1)～6)は、恒久的な施設が発生源となる継続的な事案につい 

ての分類だが、これは一時的な行為によって発生する公害となる。戸建て住宅や 

マンション等の建設工事などに伴う建設機械の稼動、作業の実施に伴う騒音･振 

動で、健康被害のほか、住戸などの破損を訴える事例が多い。 

小規模な道路改修などの公共工事もこれに該当する。また、建設工事とは反対 

の、建物の解体工事に伴う騒音・振動も問題となることがある。なお、解体工事 

が終わった後に、同じ土地でビルやマンションなどの新たな建設工事が始まるこ 

とが普通であり、解体工事の時にきちんとした解決がなされない場合は、再度ト 

ラブルとなることが多い。 
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8) 在来鉄道、道路（被害を訴える者が１又は数世帯、マンション１棟程度の場 

合）…これも施設というよりは、列車の運行、自動車の走行による騒音、振動。 

 

(1) 「騒音公害」に関する最近の傾向（続き） 

 ○ 保育園・幼稚園に関する騒音問題（子供の声は騒音か？） 

 

(2) 公害苦情相談と公害紛争処理 

   公害苦情は、年間７万件弱（平成 29年度 新規受付 68,115件） 

   公害紛争は、年間 100件程度（裁判所への訴訟を合わせた数字） 

（平成 30年度 国(公害等調整委員会)の新規受付 24件） 

（  同   都道府県(公害審査会等)の新規受付 38件） 

 

(3) 欧州地域に係る環境騒音ガイドライン（2018年 10月） 

   ＷＨＯ欧州事務所は、交通騒音(鉄道・道路・航空機)、風力発電機からの騒音 

及びレジャー騒音について、人の健康を保護するためのエビデンスに基づく政策 

ガイダンスの策定作業を進めてきた。 

   その結果、2019年 10月 10日、欧州地域向けの環境騒音ガイドラインを公表 

した。 

   本ガイドラインは、欧州地域で活用するため作成されたものであるが、米国、 

アジア、豪州など欧州以外の地域でも適用可能と記載されている。 

 

 ・ 環境騒音ガイドラインの内容 

   鉄道騒音…………Ｌden 54dB以下（１日平均）、Ｌnight 44dB以下（夜間） 

   道路騒音…………Ｌden 53dB以下（１日平均）、Ｌnight 45dB以下（夜間） 

   航空機騒音………Ｌden 45dB以下（１日平均）、Ｌnight 40dB以下（夜間） 

   風力発電機………Ｌden 45dB以下（１日平均） 

   レジャー騒音……ＬAeq 24h 70dB以下（１日平均） 
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２ 選挙制度 

 

(1) 参議院議員選挙 

○ 制度…選挙区と比例代表の組合せ。任期は６年で、３年ごとに半数改選。 

・ 選挙区は、都道府県単位。平成 28年の通常選挙から、鳥取と島根、 

徳島と高知がそれぞれ合区された。定数 148人、改選定数は 74人。 

  このうち改選定数が１の選挙区（定義上、小選挙区となる）は 32県、 

改選定数が複数の選挙区は 13都道府県で、その定数合計は 42人 

・ 比例代表は全国１区。定数 100人、改選定数は 50人。 

各党への議席配分は、ドント式で決定。 

各党における当選者の決定は、非拘束名簿式(候補者個人への投票を 

  認めて、個人の得票が多い順に当選）。 

 

○ 昭和 22(1947)年の参議院発足当初は、地方区（今の選挙区）150議席と 

全国区（全国 1区で個人を選ぶ）100議席 

地方区には、各都道府県１議席＋人口比例で定数を配分。その後、人口 

の変動で定数の較差が５倍を超えるまでに広がったが、定数是正は、平成 

７年選挙からようやく実施。 

しかし、改選定数が最大の時でも 76人（現在は 74人）と少ないために、 

47都道府県に厳格な人口比例による定数配分を行うことは事実上不可能。 

人口比例の原則を厳格に貫くべきとの立場から見ると、抜本的な是正には 

ほど遠い。また、制度改革や定数是正を、衆参それぞれが独自に行ったた 

め、現在では、衆参両院の選挙制度が似たようなものになっている。 

 参議院については、アメリカ上院のような別の考え方に基づく配分が 

（憲法改正が必要と思われるが）必要かも知れない。 

 

 ○ 令和元年７月選挙 

   令和初の国政選挙となったが、投票率も低く、３年前の参議院選挙結果 

とあまり変わらない結果となった。 

 

(2) 各国の選挙 

 

① ＥＵ議会 

 ○ 751議席、加盟国に人口に応じて配分（人口の少ない国に対しては、 

人口比例より多くの議員数を配分。最多はドイツの 96、フランス 74、 

イギリス・イタリア 73、スペイン 54など、最少の国で６）／任期５年 
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   選挙制度は各国が自由に決めることができる。ただし、ⅰ比例代表制 

とすること、ⅱ比例代表制の趣旨に影響しなければ、複数選挙区の設置 

は可能、ⅲ最低得票率の設定は５％以下であれば可能、との原則がある。 

 

 ○ 2019年５月の選挙では、ＥＵ懐疑派が躍進すると予想されたが、親 

ＥＵ派が踏みとどまり、全体の２／３を占めた。 

   なお、投票率も、これまで低下を続けていたが、今回は 51％と反転 

した。 

 

② スペイン下院 

○ 350議席／選挙権、被選挙権ともに 18歳 

・ 任期４年（解散あり） 

・ 拘束名簿式比例代表制…348議席が、選挙区(県単位で 50区、 

定数は２～36議席)に人口比例（ヘアー式最大剰余法）で定数配分 

比例代表の候補者名簿は、政党が名簿順位を予め決める拘束名簿式 

なお、アフリカにある海外領土の２都市は、小選挙区制 

・ 議席配分は、選挙区ごとに各政党の得票に応じてドント式で配分 

 

○ 2015年 12月総選挙のあと政権が組織できず、16年６月に再度総選挙 

が行われたが、前回選挙と同じような結果となり、結局、第１党の国民 

党(134議席)が、中道右派のシウダダノス(32議席)などの閣外協力を得 

ながら、少数与党によるラホイ政権が発足した。 

18年５月に、汚職事件で国民党の元幹部ら 29人及び同党自体が有罪 

判決を受けたことから、中道左派の社会労働党(84議席)が中心となり、 

同党のサンチェス氏を次期首相候補とする不信任決議案を提出、小規模 

政党の多くが賛成して６月に可決され、ラホイ首相は退陣した。 

サンチェス政権もまた少数与党で発足したが、19年予算案が否決さ 

れたため、政権は上下両院を解散した。 

19年４月の総選挙では、下院で、社会労働党が 123議席を得て議席を大きく伸

ばしたが、過半数を獲得することはできなかった。なお、国民党は 66 議席で大

敗、シウダダノスは 57 議席で大幅増、急進左派のポデモスは 42 議席で大幅減。

一方、極右政党のボックス(VOX)が、国政選挙で初めての 24議席を獲得した。 

   サンチェス氏による組閣交渉は難航し、下院で信任投票が２度不成立 

に終わっている。結局、11月に再び総選挙を行う方向となっている。 
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 ③ ラトビア 

 ○ 一院制 100議席、任期４年（解散あり） 

  ・ 比例代表制、全国で選挙区は５つ 

  ・ 大統領・首相は、それぞれ国会で選出（ともに非議員でも可。大統 

領は任期４年、首相の任命は大統領が行う。） 

大統領は、名誉職的な側面もあるが、外交では一定の役割を果たす 

ほか、首相候補の指名や国会解散の発議等の権限を持つ。 

 首相は、内閣を組織して行政全般を担当する。 

  

 〇 2018年 10月の国会選挙では、連立与党(３党)が 61→32議席と大敗 

した。ベーヨニス大統領は、首相候補者の指名のため、議席を獲得した 

７政党と個別協議を行ったが、新政権樹立に向けた協議は難航した。 

19年１月下旬に、ようやく５党による協定がまとまり、「新・統一」 

所属のカリンシュ欧州議会議員を首相とする連立政権が発足した。国会 

では、賛成 61、反対 39で新政権が承認されたが、５名の造反者が出た。 

   また、大統領の選出については、国会での選挙が 19年４月に前倒し 

で実施され、レヴィッツ欧州司法裁判所判事が次期大統領に選出、７月 

に新大統領の任期がスタートした。 

 〇 国会選挙では、14年、18年とも「調和」が第一党の座を占めたが、 

同党は親ロシア政党であるため、ラトビアとロシアを巡る歴史的な事情 

により、政権与党からは排除されている。 

 

 2018年 10月 2014年 10月 

政 党 名 獲得議席 (得票率)  獲得議席 (得票率)  

緑と農民連合 11議席  ( 9.9％)  21議席  (19.5％) ◎ 

ナショナルアライアンス 13    (11.0  ) ◎  17    (16.6 ) ◎ 

新・統一(2014年は統一)   8    ( 6.7 ) ◎  23    (21.9 ) ◎ 

調和  23    (19.8 )   24    (23.0 )  

ＫＰＶ ＬＶ  16    (14.3 ) ◎  ――  

新保守党  16    (13.6 ) ◎   0    ( 0.7 )  

発展・Ｆｏｒ！  13    (12.0 ) ◎  ――  

ラトビア地域連合   0    ( 4.1 )    8    ( 6.7 )  

心からラトビアのために   0    ( 0.8 )    7    ( 6.9 )  
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東幸一氏 講演の様子 (写真提供 群馬大学 桑名杏奈先生) 
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東幸一氏による講演の提供写真と説明 

A） 滋賀、大津、オランダ堰、お雇いのオランダ人技師、ヨハネス・デ・レーケの指導で 

完成、130 年経ってダム湖は土砂でほぼ埋没。 
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Ｂ）群馬、長野原、建設中の八ッ場ダム、去年 9 月、今年 6 月。 
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Ｃ）徳島、三好、祖谷渓、「ひ」の字谷、小便小僧。 
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Ｄ）静岡、川根、奥大井湖上駅（大井川鐡道）下車した乗客はスリルを味わい列車脇を渡橋。

 
E）北海道、十勝岳、噴火口、南麓の吹上温泉、女優の宮沢りえさんが。。。
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F）長野、佐久穂、白駒（の）池、標高 2000m 以上では日本最大 
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Ｇ）広島、三原、久井の岩海、岩盤が水の力で割れ、表土が流されてできたとか、 

本当かな…、確かに。

 

Ｈ）山口、長門、元乃隅稲成神社（もとのすみいなり、not 荷）、6 年前は閑散、CNN 等 

世界的なメディアの力はスゴイものがある。
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Ｉ）岐阜、関、根道神社のモネ（画家）の池、皆さんハートやＶの模様の鯉（恋？）を必死で

探している…、小生が対面したいのは人面魚（これも鯉）、昔の名前で頑張っていますな。 
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Ｊ）茨城、ひたち、ひたち海浜公園、11 月赤くて丸いコキアとコスモスの丘、 

2 月は寂しい。 
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Ｋ）大分、臼杵、国宝の臼杵摩崖仏、仏様の力か、裏山のタケノコは勢いが良い。 
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Ｌ）香川、観音寺、高松道豊浜 SA の名物うどん、ランドマークの寛永通宝の銭型砂絵の蒲鉾

がアクセント。
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Ｍ）岩手、遠野、ＪＲ東日本釜石線、眼鏡橋（宮守川橋梁）、恋人の聖地のベンチ、 

列車の通過時間をお忘れなく。 

 

Ｎ）群馬、桐生、群馬大学桐生キャンパス 3 号棟、田口先生講演会、コンパの学生諸君。 
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ファイル作成 群馬大学 電子情報部門 小林春夫 


