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動が不十分であることなどが課題となっています。除染
に伴う廃棄物の仮置場が不十分なため、廃棄物が村内の
いたるところに置かれています。
　教育関係への影響も深刻で、児童・生徒の数は原発事
故前に比して６割ぐらいに減少しています。
　さらに、飯舘村は、原発産業に依存せず、飯舘牛など
村の独自ブランドを構築し近年ようやく全国的に認知さ
れ始めた矢先の原発事故被害でした。今後ブランド力の
回復は極めて困難な状況にあると言わざるを得ません。
　加えて、飯舘村では、生活環境についての除染はこれ
からの課題となっています。今回の調査にて、飯舘村内
の学校施設周辺の放射線量を測定したところ、地上1m
程度の高さで2.68μSv/h、ガイガーカウンターを地面に
直置きした状態では6.23μSv/hを計測しました。
3　浪江町調査について
　４月４日午後１時からは、浪江町役場二本松事務所で

第１　福島現地調査報告
1　調査の趣旨及び概要
⑴第56回人権擁護大会シンポジウム第１分科会実行委員

会では、2013年４月４日から５日にかけて、福島第一
原発事故の被災地である福島県内の飯舘村、浪江町、川
内村、環境省の福島除染プラザへの調査を行いました。

⑵当実行委員会では、10月３日に広島市で開催される第
56回人権擁護大会において原発問題をテーマとするシ
ンポジウムを予定しております。当実行委員会では、
今回の福島現地調査をシンポジウムの基礎となる重要
な調査と位置づけ、これを実施しました。
2　飯舘村調査について
　まず、飯舘村役場の調査班において、2013年４月４日
午前10時から、飯舘村役場での聞取り調査を行い、翌５
日には飯舘村現地調査を行いました。
　飯舘村は、2012年７月17日に区域再編が行われました
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福島現地調査報告・第56回
　人権擁護大会シンポジウム第１分科会への
お誘い

福島県弁護士会　湯 　聖史

飯舘村内の学校施設 ガイガーカウンターの表示

が、現在でも全村民の99％を超える
6662人が村外に避難しています。
　村では、避難に伴い健康を害する人
が多く、要介護者数及び村民の医療費
が原発事故前の約1.5倍に達していま
す。年間死者数も増加しています。
　また、除染については、村は独自に
5mSv/y以下を目標値と定めました。
しかし、国の除染に関するガイドライ
ンと現実の乖離は大きく、農地の除染
と農業用水用のため池や山の除染と連



2 公害・環境ニュース54号（2013年5月）

の聞き取り調査を行い、その後に二本松市安達運動場に
ある浪江町仮設住宅の視察を行いました。また、翌５日
には浪江町現地について調査を行いました。
　浪江町は、2013年４月１日から区域再編がなされたも
のの、安全とは程遠い現状です。浪江町は、原発事故前
に町民の８割が居住していた地域が、避難指示解除準備
区域及び居住制限区域となり、立入りの制限は解除され
ています。しかし、放射線量が低い地域は海岸線の津波
被害が甚大であった地域が中心で、帰還困難区域への検
問所付近（居住制限区域内）にて調査班が線量を測定し
たところ、地上高約1mにて2.7μSv/ h、地面に直置き
した状態で12.1μSv/hを計測しました。 また、浪江町では子ども達にガラスバッジを配って外部

被曝線量検査が続いています。さらには、町独自で甲状
腺検査や染色体の検査もしており、2013年からは血液検
査にて白血球分析などを行う体制を整えています。
　区域再編を受けて、浪江町ではこれからようやく復興
が始まります。しかし、除染や仮置き場の問題につい
て、住民が離散した状況下でいかに同意を得ていくか原
子力災害に特化した問題に直面しています。
4　川内村調査について
　川内村調査班は、４月５日に川内村役場、川内村商工
会を訪問して聞き取り調査を行うと共に、商工会が運営
する直売所や除染現場等を視察しました。
　村では原発事故前は、500人ほどが富岡町方面に行っ
て原発関係で働いていました。また、村民は、就労、教
育、医療、物流、買物といった生活のあらゆる場面にお
いて、警戒区域に指定された富岡町に依存してきまし
た。原発事故によりこれらの地域的な関係が崩壊する事
態に直面しています。村は、村民の生活に必要な施設等
を原発立地地域に依存してきたため、村内には代替施設
が存在しない状況です。
　川内村では、2012年１月に帰村宣言を行って以降、こ
のような村民の就業場所の確保や、生活・医療に必要な
施設の設置に尽力していますが、原発事故前の村民3028
人の内、帰村した人は1200人弱、10歳未満の帰村者は
10％程度です。現状では、原発事故が高齢化の問題を一
気に推し進めた形で、高齢化率は実に65％に跳ね上がっ
ています。
第２　人権擁護大会シンポジウム第１分科会へのお誘い
（まとめに代えて）

　今回の福島調査では、字数の制限から当報告書で挙げ
られなかった点も含めて、原発事故による被災地域の深
刻な被害が明らかとなりました。原発事故は仕事、物
流、医療、教育、介護、果ては冠婚葬祭に至るまで被災
地域にて人が生活するために必要な要素を広く深く破壊
しました。そして、この被害はこれからも長期間継続し
ていきます。国の電力政策の結果としての、このような
広範かつ深刻で継続的な被害に対して今後どのように対
処していくべきか、国民的な議論が必要な段階に来てい
ます。
　その意味で、今回、当実行委員会では人権擁護大会シ
ンポジウム第１分科会をかかる国民的議論への礎として
いきたいと考えています。是非、多数の皆様に御参加い
ただき、まずは、原発事故被災地の被害の実情と苦悩を
御理解いただければと存じます。

検問所付近の様子

ガイガーカウンターの表示

　また、町内はいまだに震災当時のままであり、町の中
心部の建物も崩壊寸前のまま放置され、放射線量も地上
高約1mで１～３μSv/h、アスファルト地面に直置きし
た状態で6.71μSv/hを計測しました。
　このような状況の中で、浪江町では、全町民21,434人
全員が避難生活を送っており、震災関連死は250名以上
に上っています。また、浪江町内の約1000の事業所も事
業停止を余儀なくされており、浪江町総生産額約600億
円が失われました。
　浪江町仮設住宅には、浪江町が独自にホールボディカ
ウンターを設置しており、診療所も併設されています。

JR浪江駅周辺の建物

ガイガーカウンターの表示
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ツバル調査報告～沈みゆくサンゴの島～
東京弁護士会　島　昭宏

電力システム改革に関するセミナーの御報
告－あるべき電力システムの実現に向けて

静岡県弁護士会　増本　志帆

　南太平洋の赤道近くに浮かぶ４つのサンゴ礁に囲まれ
た島と５つの環礁からなる小さな国ツバルは、海抜が3 
mを越える土地がほとんどないことから、海面上昇等気
候変動の影響に対し極めて脆弱だと言われています。
　今回は弁護士５名で、2013年２月７日から12日までの
６日間、首都のあるフナフティ環礁のフォンガファレ島
に滞在し、ツバルにおける気候変動の被害調査を敢行し
ました。国会議員、地方議員、80歳を超える長老、元国
連職員でもある富豪を含む15名の方々から聴き取りを行
い、さらには首相とも面談しました。
　彼らによれば、少なくともここ10数年の間に砂浜は見
る見る小さくなり、ココナッツの木は次々に倒れていま
す。主食であるプラカ芋やタロ芋の畑にも海水がたま
り、味が変わったり、収穫できなくなったりしました。
以前は普通に見られたウミガメが、なぜか全く姿を現さ
なくなっています。ほぼ全員の人たちが、ツバルは将
来、海に沈むと考えており、いずれはニュージーランド
などへ移住するつもりだとのことでした。もっとも、国
全体の移住について、首相はきっぱりと否定しました。

日 本 等 にODAに
よる援助を求める
立場からは、移住
政策を口にするこ
とができないのは
当然のことなので
しょう。
　また、２月10日

　2013年４月１日、経産省総合資源エネルギー調査会電
力システム改革専門委員会（専門委員会）委員の松村敏
弘氏、高橋洋氏を講師にお招きし、電力システム改革に
関するセミナー「日本の電力システム改革をいかに進め
ていくか」を開催しました。2013年２月に専門委員会が
まとめた最終報告書を受け、委員を務めたお二人から、
同報告書に対する評価や電力システム改革実現のための
今後の課題、改革実現後の展望等について伺おうとした
ものです。
　まず、松村氏からは、電力システム改革は、今のとこ
ろ順調に進んでおり、正しい方向が示されているとの評
価が示されました。もっとも、細部の設計次第では深刻
な骨抜きの可能性も残っており、今後も、我々国民が粘
り強くその進行過程を注視していく必要がある、との指
摘もなされました。
　次に、高橋氏から、電力システム改革後の電力産業の

展望について、発電・小売り・送電の各分野における新
しいビジネスモデルが国内外における様々な事例ともに
紹介され、さらに、電力改革に伴う具体的な課題や、今
後、電力産業が成長産業となっていくための指針等が示
されました。
　 政府は、４月12日、「電気事業法の一部を改正する法
律案」を今国会に提出しました。法律案によれば、三段
階で進められる電力システム改革の最終段階である発送
電分離・小売全面自由化は、2018年から2020年までを目
処に実施するとされています。
　もっとも、法律案の行く末は未知数であり、我が国の
電力システム改革が実効性のあるものとして実現するか
否かは、いまだ予断を許さない状況です。
　当委員会では、あるべき電力システムの実現のため、
今後も長期的な視点に立ち、改革の過程をフォローアッ
プしていきます。

のキング・タイド（大潮）を中心に、島内の至る場所に
海水が溢れる状況を見分しました。キング・タイドの満
潮時には、普通の道路が地面から湧き出す海水で川のよ
うになり、子どもたちが無邪気に水遊びをしていまし
た。
　これらの状況は、海が砂浜を侵食しているのであっ
て、海面上昇とは関係ないとの見解もありますが、ほと
んどの人たちは、やはり海面が上がってきているのを感
じると述べています。現地を見た感想としては、いずれ
か一方のみが原因だとは考えられず、双方によってツバ
ルが確実に沈みつつあるのだと強く感じました。
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石木ダム調査報告
埼玉弁護士会　佐柄木　優

1　調査の目的
　2013年２月11日から２月12日まで、日弁連公害対策・
環境保全委員会の委員７名及び長崎県弁護士会所属の弁
護士２名が、長崎県東彼杵郡川棚町で建設が予定されて
いる石木ダムの調査を行いました。
　同委員会では、無駄な公共事業が止まらない現状を改
革するため、現地調査、シンポジウム、公共事業改革基
本法（試案）の公表、院内集会などを行ってきました。
今回は、ダムの必要性に疑問があり、住民らの強い反対
運動が展開されている石木ダムについて、現地を視察し
住民らのヒアリングを行いました。
　なお、石木ダムは、1972年に予備調査が開始され、
2009年に長崎県が強制収用のための事業認定申請を行っ
ています。

2　石木ダムの必要性に対する疑問
　石木ダム事業の目的は、①洪水の調節、②水道用水の
供給（渇水対策）、③流水の正常な機能の維持とされて
います。しかし、これらにはいずれも重大な疑問があり
ます。
　まず、洪水の調節についてですが、石木ダム建設予定
地の下流域である川棚町では、過去に数回浸水の被害が
ありました。しかし、過去の浸水の原因は排水設備が不
十分であること（内水氾濫）であり、越流による洪水が
発生したことはありません。すなわち、過去の浸水被害
はダムの有無とは無関係であり、ダムを建設しても同様
の浸水を防ぐことはできないものです。むしろ、川の水
が堤防を越えたことがないことからは、ダムは不要であ
ると考えられます。
　次に、渇水対策ですが、佐世保市水道局によれば、佐
世保市の水道の需要は将来大きく増加するとされていま
す。しかし、現実の水道使用量は大きく減少しており、
人口も減少していることも含めて考えれば、将来の水需
要が増加することは考えられず、むしろ、現状でも十分
に余裕がある状態です。すなわち、佐世保市の需要予測
は、石木ダムを建設するために意図的に作られたものと
考えられます。
　そして、流水の正常な流量の維持については、現状で
も正常な流量は維持されているとの観測結果があり、ダ
ムの必要性を何ら理由付けるものではありません。
　むしろ、ダムが建設されることにより、水没する地域
が発生し、貴重な生物の生息地がなくなるなど生態系へ

の影響は大きいものと考えられます。
　さらに、これらの疑問がありながらダム建設が中止さ
れないのは、諮問機関の構成がダム推進派の者が多数と
なっており、公平な第三者としての評価が期待できない
点などが指摘されています。

3　住民の強い反対運動
　２月11日に行った住民のヒアリングには、住民ら約50
人が公民館に集まり、約40年にわたって行っている強い
反対運動の経過が説明されるとともに、住民の方々が現
在も苦悩の日々をすごしていることを強く訴えていまし
た。
　住民の方々は、ダムがなくて困ることは何もない、ダ
ム推進派の主張は誤った予測に基づくものであると説明
しました。そして、「長い間苦しめられ続けて、心はず
たずたにされた」、「強制収用によって長い間ここで暮ら
してきた生活のすべてが奪われることになる。このよう
なことが許されてよいのか」、「早くこの苦しみから解放
されたい」と強く訴えていました。
　この様子は、地元のメディアが多数取材に訪れてお
り、翌日の新聞、テレビなどでも報道されました。

4　長崎県庁と佐世保市水道局のヒアリング
　今回、日弁連は、長崎県庁及び佐世保市水道局に対し
ても、ヒアリングの申し入れを行いました。しかし、い
ずれも、日程の調整ができないとの理由で実現しません
でした。そこで、2013年７月に再度現地を視察するとと
もに、長崎県庁、佐世保市水道局に対しヒアリングを行
う予定となっています。

住民とヒアリングの様子
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埋立免許差止め判決とその後の鞆の浦
　（調査報告）

第二東京弁護士会　中島　敏

　公有水面の埋立てによる環境破壊が進んでいるなか
で、注目される裁判例に広島地裁2009年10月１日判決

（以下「本件判決」といいます。判例時報2006号３頁）
があります。この判決は瀬戸内海に面する鞆の浦の公有
水面の埋立免許を広島県知事が行うことに対して、その
差止めを命じたものです。公害対策・環境保全委員会で
は2013年３月に、判決の舞台となった広島県福山市所在
の鞆の浦を訪ねましたので、状況を報告します。

1　鞆の浦と埋立て橋梁建設計画
　鞆の浦は、古くから瀬戸内海の潮待ちの港町として栄
え、常夜燈を中心とする鞆港の景観や江戸末期の町並み
が保存されていることで知られています。この鞆港内の
一部である西側の公有水面約１万9,000平方メートルを
埋め立て、駐車場用地、道路用地、フェリー埠頭用地、
小型船だまり埠頭用地等として利用し、埋立地の東端と
既成道路との間に長さ約179メートルの橋梁を建設し、
幅14メートルの自動車道路を新設する計画（以下「本件
事業計画」といいます。）が持ち上がりました。本件事
業計画のための埋立免許付与申請に対し、原告らは鞆の
浦の景観を損なうとして、行訴法37条の４の規定に基づ
き埋立免許の差止めを求めて提訴しました。

2　本件判決の判断
　本件判決は、広島県知事が埋立免許を行うことは裁量
権の範囲を超えた場合に当たるとして、その差止めを命
じました。本件判決のポイントは次の３点です。
　①原告適格　本件判決は、原告ら（159名）のうち、
鞆町に居住する大多数の者について、良好な景観による
恵沢を享受する利益（景観利益）を有し、これは、法律
上保護に値するとし、原告適格を認めました（行訴法37
条の４第３項）。
　②重大な損害を生じるおそれ　行訴法37条の４第１項
の「重大な損害を生ずるおそれ」の要件についても、景
観利益は、一度損なわれたならば、金銭賠償によって回
復することは困難な性質のものであることなどを総合考
慮すれば本件埋立免許がされることにより、景観利益に
重大な損害を生ずるおそれがあると認めました。
　③裁量権の逸脱　埋立地の用途が環境保全等に関する
法律に基づく計画に違背していないことが、埋立免許の

基準の一である（公有水面埋立法４条１項３号）ことか
ら、瀬戸内海環境保全特別措置法13条１項や景観法等も
参酌したうえで、本件事業が鞆の景観に及ぼす影響は、
決して軽視できない重大なものであり、瀬戸内法等が公
益として保護しようとしている景観を侵害するものとい
え、本件事業計画の必要性、公共性の根拠とする各点に
ついては、調査及び検討が不十分であって、合理性を欠
く等として、広島県知事が本件埋立免許を行うことは、
行訴法37条の４第５項所定の裁量権の範囲を超えたもの
と判示しました。

3　判決３年半後の状況と今後の課題
　第一審判決に対しては、敗訴した被告が広島高裁へ控
訴したものの、控訴審の弁論は一回も開かれていませ
ん。その間に、広島県知事が交代し、新知事は2012年６
月に埋立架橋計画を撤回し、通過自動車の排除策として
は山側にトンネルを通す案を公表しました。これに対し
て、福山市長が反発し、また住民との協議会を埋立推進
派がボイコットする等の対立が今も続いています。
　現地調査では、鞆の浦訴訟の原告側代理人でもある日
置雅晴委員（第二東京弁護士会）の案内で鞆港の常夜燈
や雁木、船番所跡、鞆町の坂の上の商家、保命酒製造元
である広大な太田家住宅等を廻り、改めて歴史的、文化
的な由緒ある町並みが保存されていることを感じ取りま
した。
　また、船宿「いろは」を会場として、松居秀子氏（原
告団事務局長）、毛利和雄氏（元NHK解説委員）から、
多くの方々の協力で町並み再生が行われていること、ま
たその困難さのお話を伺いました。
　本件事業計画が実施されると、常夜燈のすぐ背後に通
過自動車用の橋梁が目に入ることとなり、また、広大な
埋立てがなされ、駐車場等となってしまった場合に鞆港
の歴史的な景観は毀損されてしまいます。
　自動車に過度に依存した交通は、利便性の反面、公共
交通の衰退や環境への負荷、歩行者等の生命・身体に対
する威嚇、まちづくりの阻害要因となることが広く認識
されています。これに加えて、鞆の浦では、景観毀損と
の関連が指摘されました。鞆港の埋立ではなく、歴史
的、文化的遺産を後世へ伝えようとする住民の意思を反
映する行政への転換が求められています。
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1　もう海を埋め立てるべきではない
　昨年、当連合会は第55回人権擁護大会において「豊か
な海をとり戻すために、海岸線の新たな開発・改変の禁
止、及び沿岸域の保全・再生の推進を求める決議」を採
択しました。
　同決議では、沿岸域の自然破壊が続いている現状に鑑
み、沿岸域環境の悪化の原因となる埋立て等の改変を新
たに行うことを原則として禁止すべきであるとして、国
及び都道府県等に対し「現状の海岸線を保全し、原則的
に開発・改変をしないこと」を求めました。
　そこで今年３月、沿岸域の埋立てが問題となっている
地域を調査するため、公害対策・環境保全委員会では山
口県上関町で現地調査を行いました。
2　上関原発建設予定地
　上関町は、山口県南東部に位置し、室津半島を中心
に、長島、祝島などの島で構成された人口3000人余りの
町です。
　中国電力は、上関町の長島に原子力発電所の建設を計
画しています。この原発建設計画については、町全体で
は推進する意見が多数を占めていますが、建設予定地の
対岸にある祝島では島民の９割が反対しており、激しい
反対運動が続いています。
　2008年10月、山口県知事は、原発建設のための公有水
面埋立許可を出し、2011年２月、中国電力は、原発建設予
定海域の埋立工事に着工しました。その矢先、福島第一
原発事故が起こり、埋立工事は現在まで中断しています。
3　祝島
　私達は、上関原発建設予定地の対岸約３キロメートル
沖に浮かぶ祝島を訪問しました。
　柳井港から船に乗り、上関を経由して、祝島に到着。
祝島の港からは、原発建設予定地が目の前に見え、山肌
が削られているのが手に取るように分かります。
　島では、はじめに、郷土史研究家から祝島の伝統と文
化についてお話を伺いました。モットーは「祝島は離島
だが、一流の離島を目指す」。神舞と練塀、島の相互扶
助の精神など興味深いお話でした。
　その後、船に乗り、海上から上関の原発予定地を調査
しました。上関原発１号機・２号機建設のための埋立予
定海域、取水口、排水口のための埋立予定海域を視察しま
した。原発建設予定地である長島田ノ浦湾内は白砂青松
の瀬戸内海の原風景が美しく残っています。ここは、海
底から淡水が湧き出しており、この湧水によって砂質の
海底が維持され、希少な野生生物の宝庫となっています。
　長島周辺海域では、スナメリ（クジラの仲間）が多く
生息し子育ての姿を目にすることができます。また、絶

上関調査報告
福岡県弁護士会　後藤　富和

滅が危惧されている国の天然記念物カンムリウミスズメ
（海鳥）も多数生息しています。長島周辺に生息するカ
ンムリウミスズメは、１年を通じてこの海域で生活をし
ています。私達の調査でも、多数のカンムリウミスズメ
を観察することができました。つがいの一方が単独で採
餌を行っているのを目撃しました。同海域で繁殖が盛ん
に行われていることを示すものです。このことからも、
上関原発建設予定海域の生物多様性が豊かであることが
分かります。
　初日夜から翌日午前にかけて、上関原発を建てさせな
い祝島島民の会、長島の自然を守る会の方々からお話を
伺いました。
　長島町全体では原発推進が多数を占める中、なぜ祝島
では原発反対が多数を占めているのか、その結束が長年
維持できているのはなぜか、また、上関の生物多様性の
価値、さらには祝島での自然エネルギー100％を目指す
取り組みなどについて、示唆に富む貴重なお話しを伺い
ました。特に、単に原発に反対するだけでなく、脱原発
の先の未来を描くこと、未来を目に見える形で提示する
ことが重要であるとの視点は印象的でした。
4　ここに原発ができたら
　２日目は天候の影響で定期便が運航せず、期せずして
祝島に留めおかれることとなりました。
　そのおかげで、自転車を借りて島のあちこちをめぐ
り、島の自然を満喫することができました。とりわけ、
島内のどの海岸も底がはっきりと見えるほど透明度が高
いのには驚きました。
　今回、船の欠航でのんびりと過ごすことができました
が、これがもし上関原発が完成し運転を始めた後であっ
たらどうでしょうか。津波や地震などの影響で原発事故
が起こっても、そこから約３キロメートルしか離れてい
ない祝島には橋がなく、唯一の移動手段である定期便
は、津波や地震の際には運行できないでしょう。つま
り、祝島島民は、原発事故が起こってもどこにも逃げる
ことができず、放射能を浴び続けなければならないとい
うことです。
　海を隔てた目と鼻の先に原発を突き付けられ、島民に
とって、原発の被害は他人事ではなく、将来自分達に降
りかかるかもしれない恐怖です。
　狭い日本列島に54基もの原発が存在し、私達は、日本
中どこにいても原発の恐怖から逃れることはできませ
ん。それなのに、私達は、祝島島民のように原発の被害
をリアルにイメージすることができていません。福島原
発事故を経験してもなお、原発の被害を自分の身に降り
かかる現実として想像することができていないのです。
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国際シンポジウム「グリーンアクセスの実
効的保障をめざして」報告

東京弁護士会　西島　和

逗子市条例の調査報告
横浜弁護士会　畑中　隆爾

　2013年３月30日から31日まで、「グリーンアクセスの
実効的保障をめざして―日本の成果と課題―」と題する
国際シンポジウムが兵庫県淡路島で開催されました。
　公害・環境問題はしばしば、行政や企業の独断によっ
て引き起こされます。企業や行政の独断を排し、必要な
協働を実現するには、情報アクセス権、政策決定への参
加権、及び司法アクセス権の実効的保障が重要です。
　シンポジウムを主催した「大阪大学大学院法学研究科
グリーンアクセスプロジェクト」（研究代表者：大久保
規子教授）は、情報アクセス権、政策決定への参加権、
及び司法アクセス権を「グリーンアクセス権」と名付
け、その実現をめざした継続的な取組を行っています。
今回のシンポジウムは、その取組のひとつであり、国内
外から21名の発言者による報告がなされ、意見交換が行
われました。
　日弁連は、かねてより市民参加の拡充や司法アクセス
の改善を提言していること等から、シンポジウムの後援
団体となりました。シンポジウム１日目に、当委員会の

委員が日弁連の活動について団体訴権導入の提言を中心
に報告しました。
　グリーンアクセスの考え方は、1993年のリオ宣言第10
原則に盛り込まれ、1998年には、グリーンアクセスを保
障するために、オーフス条約（環境問題における情報の
アクセス、意思決定への市民参加及び司法のアクセスに
関する条約）が採択されました。日本はまだこの条約に
加入しておらず、市民参加や司法アクセス改善などのた
めの法改正も遅々として進んでいません。今回のシンポ
ジウムで、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州
土地・環境裁判所長官が、「環境公益訴訟：成功のため
の条件」という題―ここでいう「成功」は環境保護の実
現である―で報告を行ったのに対し、日本の裁判官が一
人も参加しなかったことは、日本の司法アクセスの貧弱
の象徴ではないでしょうか。弁護士会としてさらなる取
組が必要です。なお、シンポジウムの資料はグリーンア
クセスプロジェクトのサイトに掲載されています。

　公害対策・環境保全委員会の自然保護部会では、2012
年11月１日、部会員10名で神奈川県逗子市役所でのヒア
リング及び関連現場視察を行いました。
　1992年施行の「逗子市の良好な都市環境をつくる条
例」（以下「つくる条例」といいます。）は、環境アセス
メントに実効性を持たせるという意味で先駆的であり、
注目すべき条例です。
　この条例の指針においては、市内全域が10mメッシュ
の区画に分けられ、区画ごとに「土地機能」「居住快適
性維持機能」「生態系維持機能」の観点から評価点がつ
けられています。そして総合得点によってＡからＤのラ
ンク分けがされ、開発に際しては、その対象区域内のＡ
ランクエリアの80％、Ｂランクエリアの60％、Ｃランク
エリアの40％は、改変せずに残さなければなりません。
自然度が低いＤランクエリアは、20％の緑被率の達成を
目指すこととされています。
　開発事業者は、計画段階から右指針に基づいた評価書
案を提出しなければならず、それについて市民参加手続
と情報公開が図られています。適用対象は開発区域面積
300m2以上の場合ですが、逗子市には他にまちづくり条
例と景観条例もあり、あわせて総合的政策で質の高い緑
地保全を目指しているとのことです。
　なお、違反者への罰則はありませんが、指導、勧告を
経て事業者名等を公表することができ、過去公表に至っ
たケースが３件あるそうです。

　現場視察では、まず、桜山コンフォートガーデンとい
う住宅地に行きました。ここは8ha余の林地だった場所
で、当初マンション建設が予定されていましたが、「つ
くる条例」の適用により計画が見直され、140数戸の戸
建住宅地に変更されました。現在、全体で約50％の緑地
が保全され、緑地協定に基づき各住戸でも25％以上の緑
地が残されています。樹木に囲まれた良好な街並みは、

「つくる条例」がよく機能した結果といえます。
　次に訪れた沼間地区の0.4haほどの斜面地では、現在、
特別養護老人ホームの建設中です。この土地の前所有者
は、2007年頃、条例手続を無視してＡランク区画を含む
土地の緑地を伐採してしまいました。しかし、市から原
状回復を強く指導され、開発を中断し、植生の復元を図
るに至りました。これは、地元業者として氏名の公表を
おそれたからと思われ、「つくる条例」が事後的に機能
した例です。
　「つくる条例」の大きな特色は、環境情報システムに
より、区域ごとの環境保全目標をあらかじめ示し、環境
アセスメント手続を定量的に行えるようにしていること
です。実際に、開発の歯止めとして有効に機能してきた
ようです。
　自然保護部会では、生物多様性保全の実効的手法につ
いて調査研究を続けていますが、定量的手法によるアセ
スの実効化という点で、大変参考になる調査でした。
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公害調停の呼出方法と打ち切りに裁量権逸脱の違法
があるとして、逆転勝訴を認めた高松高裁判決

三重弁護士会　村田　正人

産業廃棄物最終処分場設置許可取消の義務
付け訴訟で住民勝訴の判決

茨城県弁護士会　坂本　博之

　徳島市上八万町の安定型最終処分場の周辺住民468名
は、トレンチ調査やボーリング調査の結果、有害重金属
等を含む廃棄物が埋められていることが判明したことか
ら、2007年11月、処理業者や排出事業者ら18業者を被申
請人として、徳島県公害紛争調停委員会に対し、公害紛
争処理法に基づく公害調停を申請しました。
　しかし、2008年４月の第１回調停期日には18業者の全
員が欠席しました。申請人らが調停の続行を求めるな
か、委員会は、「当事者間に合意が成立する見込みがな
い」として調停を打ち切りました。
　その後、18業者全員欠席の謎を調べていくうちに、奇
妙な事実が浮かび上がりました。委員会は、被申請人ら
に対する期日通知書に、「出席する意志がある場合は、
下記の日時・場所へお越しください」と記載し、さらに

「時間厳守とし、下記時間より30分以上遅れた場合、出

席する意志がないものとして扱わせていただきますの
で、ご留意ください」と記載していました。
　このように、「出席する意志がある場合は」などと書
けば、調停に出席したくない公害企業が欠席するのはあ
たりまえのことであり、談合による集団欠席の疑いもあ
りました。呼出状の特異性と調停の強行打ち切りは、公
害紛争処理法の公害調停の制度趣旨を没却した運用であ
り、制度の存続基盤を揺るがす対応だと言えます。
　高松高等裁判所は、2013年４月18日、１審の敗訴判決
を覆し、国家賠償法１条１項に基づき、控訴人７名に期
待権侵害を理由に１人10万円の慰謝料と１万円の弁護士
費用の支払いを命じました。
　判決を機に、1970年（昭和45年）に成立して以来、抜
本的改正のないままとなっている公害紛争処理法の抜本
的改正論議が起きることが期待されます。

1　2012年４月24日、福島地方裁判所で、被告福島県に
対して、産業廃棄物処理施設設置許可の取消を命ずる、
住民勝訴の判決が出されました。この訴訟は、いわゆる
非申請型の義務付け訴訟です。
　問題となったのは、福島県南相馬市に建設が予定され
ている産業廃棄物処理施設（管理型処分場と焼却炉）
で、1998年３月13日に福島県が設置許可を出したもので
す。
2　義務付け訴訟では、実体的な要件の他に、①一定の
処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれが
あること、②その損害を避けるため他に適当な方法がな
いこと、等の要件が必要です。
　判決では、①の点は、取消事由があるのに放置される
場合は、本件処理施設からダイオキシン類等の有害物質
が多量に且つ継続的に排出されることになり、原告等の
生命及び健康に損害を生ずるおそれがあるとされまし
た。②の点は、人格権に基づく差止訴訟も別に進行して
いますが、本件訴訟とは請求の相手方、要件及び効果に
おいて異なるとして、実効的な権利救済手段として義務

付け訴訟を排除すべきではない、とされました。
　実体的な取消要件は、次のようなものです。すなわち、
業者の代表取締役（2008年２月25日就任）は、業者の代
理人を勤めていた（2006年以降業者の監査役にもなっ
た）弁護士の元事務員であり、様々な事実を総合する
と、同人の業者における地位は名目的なものであって、
同弁護士が取締役と同等以上の支配力を有していたもの
と認められ、廃棄物処理法14条５項２号ニ所定の「役
員」に該当する。同弁護士は、2009年10月27日、法人税
法違反事件で懲役刑の判決を受けたため、同法の上記条
文の他、14条５項２号イ、７条５項４号ロに該当する設
置許可処分取消事由に該当する、というものでした。
4　その後、この判決に対しては、補助参加人である業
者が控訴しましたが、被告本人である福島県が控訴を取
り下げました。仙台高等裁判所は、福島県の控訴取下げ
を有効と認め、2013年１月24日、訴訟終了判決を出しま
した。業者は最高裁判所に上告をし、福島県はさらに上
告取下げをしています。最高裁判所の判断が注目されま
す。


