無実のクマを救え 三重県ツキノワグマ放獣問題
クマ捕殺は違法 住民の声を届けた住民監査請求
弁護士石田達也

(滋賀弁護士会)
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7
年 6月初旬、日本熊森協会
平 成2

マの殺処分を全面的に撤回するに
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だ、ったと言えるだろう。

れば、その支出もまた 違法で、 ある。

会員を中心としてクマ捕殺に反対す

とで住民監査請求の対象となるべき

しかし行政は、不安を訴える声や

末筆ではありますが、本件住民監
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る県民 7
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の鳥獣保護法 9条に基づく捕獲許可

まった。三重県のクマ捕殺問題に対
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乗りを上げた県民の願いが実を結ん
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位には、この場を借りて深く感謝の

だ瞬間であった。

ロールにもつながらない。位置情報

意を表したいと思います。

しての要領や計画に反することは明
らかであった。

住民監査請求で違法な捕獲許
可に基づく補殺のための支出
の差止請求
裁量基準に違反する行政処分は、
1
2 環績と正義 2
0
7
5
.
7
2
f
i
号

えるのではないか、と考えた。

6月12日、三重県監査委員会事務

監査請求の活用法を考えていきたい。
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