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も大きな課題です。
　継続的な検査体制を誰がどのように行っていくか。
　さらに、放射線防護とは放射線を減らすということで
すが、それと健康を守ることは必ずしもイコールではあ
りません。キノコを食べると内部被ばくが増えますが、
食べないことは楽しみを奪うことでもあり、家族間で意
見が違うことがあります。
　避難について、20km圏内の患者は搬送しなければな
らないということで搬送しましたが、事故前と比べ、事
故後は死亡率が顕著に上昇しました。90日以内に25％の
方が亡くなりました。脳梗塞は２．４倍に増えました。
糖尿病の頻度も上がり続けています。こういうと、放射
線の問題を否定しているように聞こえますが、そうでは
なく、他の健康問題と併せてどう健康を守っていくの
か、このことを考えていく必要があります。
３　�中村多美子弁護士（大分県）からの講演－TMI事故か
らの教訓

　今回のシンポジウムで、アメリカのスリーマイル島事
故（TMI事故）に関する司法手続について調査しました。
　事故直後から、アメリカでは多数の訴訟が提起され、
最大の争点は身体的損害、健康影響が事故によってもた
らされたのかという点です。高血圧だった人がTMI事
故で被ばく後、高血圧が悪化し、固形がんを発症した、あ
るいはペットショップを経営していた人が避難により経
営が悪化し、ストレスが増大し、そのために生活習慣病
を患ったとします。このようなとき、事実的因果関係は
いずれの場合もありますが、相当因果関係や保護義務が
このうちどこまで認められるでしょうか。
　坪倉医師からの報告は、私から見ると、事故による被
害の事実的因果関係の連鎖が拡大する中で、我が国の社
会が救済すべき「保護範囲」をどう考えるかという点に

はじめに
　第58回日弁連人権擁護大会及びシンポジウムは2015年
10月１、２日、千葉市で開かれました。
　当委員会が中心となったシンポジウム第３分科会は

「放射能とたたかう～健康被害・汚染水・汚染廃棄物～」
をテーマとして開催しました。以下にシンポジウムの概
要を報告します。

第１　健康被害－健康管理と医療体制
１　�渡辺淑彦弁護士（福島県）、平岡踏子弁護士（福島県）
によるイントロダクション

　健康被害というと、まず放射線被ばくによる健康被害
が連想されますが、喫緊の課題として避難による健康被
害も挙げられます。避難による環境の変化でたくさんの
人が命を落とされました。福島県では、関連死が直接死
を上回っています。これはもはや関連死と呼ぶべきでは
なく、原発事故原因死と呼ぶべきです。避難による生活
環境の変化で怒り、心労、ストレスが生じ、心身への悪影
響により医療ニーズも高まっています。しかし、介護職
員がいないなどで施設には入れないという事態も生じて
います。放射性物質への不安も当然あります。放射性物
質は目に見えません。
２　�坪倉正治氏（東京大学医科学研究所特任研究員、南
相馬市総合病院内科医師）の講演－原発災害後にお
ける相双地区での健康問題について

　今、南相馬市で内科医として働いています。多くの課
題があり、いろいろな側面があります。
　特に多くばらまかれたのがセシウムという物質で、セ
シウムの検出は初期と比べると次第に下がってきていま
すが、今でも検出される人もいます。一人一人にどう対
応するか、弁護士もそうだと思いますが、医師にとって
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ついて、法律家に示唆を与えます。TMI事故以後も、被
害者救済が不十分であるなどの議論がなされています。
TMI事故の経験を踏まえ、因果関係をどうとらえるか、
科学的証拠をどうとらえるか、議論する必要があります。
４　�津田敏秀氏（岡山大学大学院環境生命科学研究科教
授）－疫学と因果関係そして法制度

　福島県内の健康調査によると、がんの症例が平均の何
倍も多発しているというデータがあります。既に25名の
症例が報告されています。多い方から県北部、中部、郡山
市の順で、放射性物質が流出したルートとも符合していま
す。チェルノブイリでも５年後くらいから甲状腺がんが
増えだしました。福島県も、この時期が近づいています。
　必要な調査も行われていません。調査と正確な情報が
不可欠です。
５　�パネルディスカッション－原発事故後のあるべき健
康管理と医療体制

（津田医師）症例把握が検診以外ではほとんど行われてい
ないというのは大きな問題です。因果関係の立証をその
有無にかかわらず立証する上で、大きな妨げとなってい
ます。原爆被ばく者医療を参考に、がん登録システムを
早く整える必要があります。
（坪倉医師）検査なんかしてくれるな、これ以上モルモッ
トになりたくないという声もあり、調査の必要性と、そ
の人としての健康をどうするかとのバランスを考える
と、迷うところも多いです。
（中村弁護士）津田医師がおっしゃるように、調査しない
と正確なことが分かりません。一方、坪倉医師がおっ
しゃるとおり、症状が顕在化していない状況における検
査の負担も無視できません。ただ、被害が多発したとき
に、またTMI事故のように集団訴訟になった時に裁判所
が救済してくれるかを考えると、調査によるデータがな
いと、大変な時間と労力をかけた不毛な議論になること
が予想されます。
（足立弁護士）原爆症認定訴訟における立証活動を考える
と、何らかの形でデータを取得しておくことが非常に有
用です。現行の被ばく者援護施策は健康診断と医療の給
付を柱としています。単に検査するだけでなく、それに
従った医療をすることが福島県の人にも必要です。
（中村弁護士）TMI事故では因果関係について医師に聞
いても、法律家が考えることだと言われました。私たち
が正確な情報を知るための設計としてどうしたものが考
えられるでしょうか。
（津田医師）食品衛生法では「調査しなければならない」
と書いてある以上、食品衛生法施行規則など、付随する
文書で、調査方法が明記されています。まず法律に明記
することが重要だと思います。

第２部　汚染水問題
１　�米村俊彦弁護士（横浜）からの報告－汚染水処理対策
の現状

　今回考える汚染水問題は、海に向かう地下水の流れに
より、建屋内に流入した地下水が放射性物質と混ざり新
たな汚染水を形成しているという問題です。放置する
と、海洋にも流出し海洋汚染となります。一日300～
400ℓ発生しています。
　全体の事故処理については政府が中長期ロードマップ
を策定し、汚染水対策がロードマップに組み込まれてい
ます。まず、汚染源に水を近づけない、２つ目に、汚染水
を漏らさない、３つ目が汚染源を取り除く、この３つが
基本方針となっています。
　これがアンダーコントロールと言えるのか、対策の実

効性について専門家に議論いただきます。
２　�佐藤暁氏（原子力コンサルタント）からの講演－遮水
計画に見る福島事故の処理問題

　政府と東京電力は、汚染水問題を解決するためのいわ
ば３本の矢があって、それぞれに見通しが立っていると
言っています。しかし、失敗に陥れる４つの落とし穴が
あります。
　まず、凍土壁を作って維持するため多くのお金と人を
使わなければならない、これが第１の落とし穴です。ま
た、延々と運転していかなければならない、これが２つ
目の落とし穴です。政府も東京電力も建屋の残留水を下
げるといっているわけですが、実はこれが、一番危険な
３つ目の落とし穴です。最後に、汚染源に地下水を近づ
けない、これは結構なことですが、燃料デブリは発熱源
でもあるので、これに積極的に水を注ぎこまないといけ
ない、したがって、どんどん汚染水を作り続けていると
いうことでもあります。ここにロードマップの根源的な
問題が含まれています。これが４つ目の落とし穴です。
　４つの落とし穴の特徴が、大変解決の困難な放射能と
の戦いに引きずり込んでいく要因になっています。ずっ
と冷却を続けなければならない、燃料デブリの取り出し
が終わるまで冷却を続けなければならない、しかし、取
り出しが未遂に終わる可能性が高い。信頼性の薄いロー
ドマップとなっています。それにひきずられて汚染水が
超長期化する可能性があります。コスト・人員の確保が
問題となります。
　「毒性」は、コバルト60の500倍とか3300倍とかあるも
のが含まれているわけです。そうした物質を取り扱うこ
とは大変な落とし穴です。労働者がばくろされる、非常
に危険な環境をスキームにしたロードマップは修正され
なければならない。危険にさらさない工法を研究しなけ
ればならないのは当然のことだと思います。
３　�浅岡顕氏（名古屋大学名誉教授）からの講演－福島イ
チエフでの凍土壁の有効性を問う

　原子炉建屋に毎日320tを投入しており、地下水も同じ
くらい流入しています。一部が循環しているとしても、
毎日400tたまっています。
　地中壁が必要ということは2013年にようやく国も認め
られましたが、地中壁としてなんと凍土壁が採用されて
しまいました。これほど大規模な凍土壁は世界にも例が
ありません。他の遮水方法と比べて優位性が検討されな
いまま、いつかは溶けてなくなる遮水壁が採用されてし
まったわけです。遮水能力が高い、施工が容易、管理が容
易という理由は、今では全て誤りと明らかになりました。
　まず、土木工学的にこのようなものが本当にできるの
か。凍結管から80cm以上離れたところの土は、全く凍っ
ていません。間隔が1.5－2mと間が空いてしまうと、上
下の土は凍らないということになります。凍土壁はたと
えできても、穴だらけの壁となります。
　より大きな問題は、凍土壁は仮設でしかない、いつか
は溶けてなくなるということです。
　結局のところ、凍土壁工法は、汚染水の増加も防げない
最悪の工法です。本来の遮水壁は、一旦できあがればあ
とは何もしなくても、地震や津波が来ても遮水できるもの
です。では、恒久的遮水壁とはどのようなものか。鉄板
を入れるのが一番早くて簡単といわれています。どのよ
うなことがあっても、絶対に漏らさないことが重要です。

第３部　放射性物質に汚染された廃棄物
１　�山口仁弁護士（千葉県）からの報告－汚染廃棄物をめ
ぐる問題と日弁連の取組
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　放射性物質汚染対処特措法（以下「特措法」といいま
す。）ができたのは、これまで、原子力発電所から放出さ
れた放射性物質による環境汚染に対処する法制度がな
かったことによります。原子炉等規制法は起こってし
まった事故には対応しておらず、環境基本法、廃棄物処
理法等では東日本大震災まで、放射性物質は規制対象外
でした。これまでの原子炉規制法上のクリアランスレベ
ル、つまり放射性廃棄物かどうか、産業廃棄物と同様に
扱えるかの基準は100ベクレル／kg以下でした。ところ
が、特措法においては、クリアランスレベルは8000ベク
レル／kgとなっています。
　千葉県の候補地選定においては、ホットスポットと言
われる柏市、人口密集地が上位に挙げられ、政令指定都
市である千葉市の埋立地も候補となっています。基本方
針の設定及び候補地選定に対する非民主性・不透明性か
らの不満が出ています。
２　�関口鉄夫氏からの講演－何がどう歪んでいるのか�
放射能汚染、矛盾だらけの指定廃棄物候補地選び

　大前提として廃棄物処理場とはどういうものか、また
その立地選定はどうあるべきか、管理型とするか否かと
いうコンセプトをまず固めないと立地選定はできないは
ずですが、そういう検討なしで結論だけが進んでいます。
　福島市大波の除染廃棄物置き場を見ると、フレコン
バッグの袋が全て破れています。茨城県高萩市が候補地
とされていますが、周辺には土砂崩れが多くありまし
た。簡単に土砂崩れが発生します。少しでも山を知って
いるなら避ける場所です。宮城県加美町も山頂、土石流
の候補地です。栃木県塩谷町も豪雨災害が起こったとこ
ろです。地形を見ても等高線が崩れており、土砂崩れが
明らかに起こる所です。
　現在の立地選定基準は、小さな自治体に押し付け、反
対運動をできるだけ小さくするためのようであり、これ
は無条件に撤回すべきです。また、除染の優先順位を明
確にすべきです。焼却による減容は、有害物質の濃度を
高めるので、すべきではありません。最終処分のリスク、
技術の目的と限界を明確にし、国、県の検討委員会は、被
災者や、施設の事故や公害の専門家で構成されるべきで
す。そして、全ての施策について費用対効果を予測し、
結果を検証すべきです。
３　�見形和久氏（栃木県塩谷町長）からの講演－放射性物質

を含む指定廃棄物最終処分場問題と、どう向き合うか？
　放射能を含む廃棄物とどう向き合うか、町にある高原
山は名水の産地です。この名水を次の世代に引き継ぐに
はどうするのか、日夜取り組んでいます。
　では、最終処分場はどこに作るのがよいのでしょう
か。まず、封じ込め、拡散させないことが大原則だと考
えています。世界的にはフランスやドイツでは国に１か
所とされています。放射性物質が外部に漏れないよう、
安全に処理し得る所を選定すべきだと思います。そし
て、指定廃棄物は、汚染の低いところから高いところへ、
分散処理ではなく一か所に集めるのが良いと思います。
一方で、中間貯蔵、最終処分場の建設にはまだまだ時間
がかかるので、当面、万が一の災害にも耐えられるよう
に施設を作ることが必要ではないかと感じています。
４　�猪俣洋丈氏（宮城県加美町長）からのビデオメッセージ
　2014年、三候補地の一つに、宮城県加美町が指定され
ました。この問題を考えるとき、３つの視点が重要であ
ると考えます。
　まず、新たな被害者を出してはならない。宮城県の三
候補地は全て水源にあり、そもそも不適地です。さらに、
傾斜地にも該当します。二つ目に大事なことは、この放

射性廃棄物の処分は、電力会社が責任をもって処分する
ということです。三つ目の視点として、福島県の復興の
足を引っ張ってはならないということです。福島県以外
の五県に最終処分場を造る努力は並大抵ではありませ
ん。そのような方法ではなく、まず福島県の廃棄物の処
分に集中し、一刻も早く処分することが福島県の復興に
とって重要です。
　まず、現在管理している場所で、国の責任で、安全に保
管することです。減容化が必要なら、燃やすのでなく他の
方法で、稲わらなら発酵させてエネルギーとして活用して
減容する、汚泥なら微生物を活用する、その上で、福島県
内の廃棄物のめどが立ったら、福島第一原発の跡地で厳
重に管理すべきだと思います。その間に自然減衰もあり
ますし、福島県に過大な負担を押し付けることにはならな
いと思います。計画は白紙撤回すべきです。被害者を出
さない現実的な解決策はあるのではないでしょうか。
５　各地の住民の方々から
⑴宮城県栗原市の鈴木健三氏
⑵千葉県千葉市の長谷川弘美氏
⑶千葉県市原市の濱屋郁生氏
⑷千葉県富津市の鈴木紀靖氏
⑸千葉県君津市の佐々木悠二氏
⑹福島県塙町の和田央子氏
　上記の各氏から、それぞれの地域が抱える汚染廃棄物
問題について、問題点の指摘がありました。いずれの住
民も、過疎地というだけで、あるいは人口密集地にもか
かわらず東電の敷地というだけで、科学的根拠なく廃棄
物を押し付けられることの不合理性、また意思決定プロ
セスにおける民主性の欠如、住民無視について指摘して
いました。
６　パネルディスカッション
（見形町長、住民参加について問われて）昨年、栃木県塩
谷町に環境副大臣の井上信治氏が来て、突然、ここに決
まった、ということで来たのです。全く民意を反映して
おらず、コンセンサスも得られていません。
（千葉市の長谷川氏）住民として意思を届けたいと思い、
情報公開請求したところ、資料が出てきません。議事録
が公開されたのは全て終わった後でした。環境省も、住
民のご意見を聞きたいと一見低姿勢ですが、どんなに指
摘しても、見直すとは一度も言いません。
（見形町長、一県一か所という環境省方針を問われて）先
ほども申したとおり、汚染の低いところから高いところ
に集めて処分すべきです。それによって被ばくに苦しむ
国民を減らすことができると考えています。世界的に
も、各県処分としているのは日本だけです。
（千葉市の長谷川氏、排出者責任を理由とした東電敷地
利用を問われて）液状化は技術的に対処できる、コンク
リートはお金をかければ100年もつ、と言っています。
逆に言うと、お金をたくさん使わないと危ないというこ
とです。そんなことに税金を使ってよいのでしょうか。
（関口氏）これから、塩谷町、加美町を国民全体で応援し
ていただきたいです。塩谷町や加美町のような首長を孤
立させずに、国民全体で守っていくような運動を全国で
作っていく必要があります。
（コーディネーター及川智志弁護士（千葉県））住民が政府
と対峙しているとき、日弁連は常に、大衆と共にあるべ
きと思います。集中管理、分散管理、いろいろな思いが
あるでしょうし、科学的にも様々な見解があります。し
かし、皆さんをこのような窮地に追い込んだ理由は何で
しょうか。原発ですよね。原発をなくしていきたい、そ
ういう思いで動いていきたいと思います。
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…「普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立て
の承認の取消しに関する会長声明」について

福岡県弁護士会　吉野隆二郎

１　会長声明の公表
　2015年10月13日、沖縄県知事は、前知事が2013年12月
27日に行った普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有
水面埋立ての承認を、公有水面埋立法第４条第１項の承
認要件を充足していない瑕疵があるとともに、取消しの
公益的必要性が高いことを理由として、取り消しまし
た。
　その沖縄県知事の承認の取消しという判断を踏まえ
て、日弁連は同日、「当連合会は、国に対し、沖縄県知
事の承認取消しという判断を尊重するよう求める」とい
う内容の会長声明を公表しました。

２　辺野古の価値
　辺野古崎・大浦湾は、環境省レッドリスト絶滅危惧Ⅰ
Ａ類かつ天然記念物であるジュゴンや絶滅危惧種を含む
多数の貴重な水生生物や渡り鳥の生息地として、豊かな
自然環境・生態系を保持してきた場所でした。
　私は、2013年７月の日弁連の調査、2015年２月の九州
弁護士会連合会の調査と２回現地調査に参加しました
が、美しい海を見て、そこに生息する生物の説明を聞く
と、どうして、この海を埋め立てなければならないのか
疑問が深まるばかりでした。

３　過去の日弁連の意見
　日弁連は、2000年７月14日付けで、「ジュゴン保護に
関する要望書」を発表し、国などに対し、ジュゴンの絶
滅の危機を回避するに足る有効適切な保護措置を早急に
策定、実施するよう求めていました。
　さらに、日弁連は、2013年11月21日付けで、「普天間
飛行場代替施設建設事業に基づく公有水面埋立てに関す
る意見書」を発表し、国に対し「普天間飛行場代替施設
建設事業」に係る公有水面埋立ての承認申請の撤回を、
沖縄県知事に対し同申請に対して承認すべきでないこと
をそれぞれ求めるなどしました。
　同意見書の理由としては、この海域は沖縄県により策
定された「自然環境の保全に関する指針」において自然
環境を厳正に保全すべき場所に当たり、この海域を埋め
立てることは国土利用上適正合理的とはいえないことや

（公有水面埋立法第４条第１項第１号）、環境影響評価書
で示された環境保全措置等では自然環境の保全を図るこ
とは不可能であること（同第２号）など、同法に定める
要件を欠いているということなどが挙げられていまし
た。

４　声明の理由
　今回の会長声明においては、過去の日弁連の意見に加
えて、沖縄県知事が2015年１月26日に設けた「普天間飛
行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認手続に関
する第三者委員会」においても、本件承認について、公
有水面埋立法第４条第１項第１号及び同条第２号の要件
などを欠き、法律的な瑕疵があるとの報告が出されるに
至ったことも理由に挙げています。
　日弁連の指摘だけでなく、沖縄県知事が設置した第三
者委員会においても、法律的な瑕疵が存在したと指摘さ
れたことを踏まえて、会長声明は「本件承認には、法律
的な瑕疵が存在し、瑕疵の程度も重大であることから、
瑕疵のない法的状態を回復する必要性が高く、他方、本
件承認から本件承認の取消しまでの期間が２年足らずで
あり、国がいまだ本体工事に着手していない状況である
ことからすれば、本日の沖縄県知事による本件承認の取
消しは、法的に許容されるものである。」と結論づけま
した。

５　その後の状況
　この承認の取消しに対して、国は行政不服審査法に基
づく審査請求を行った上で、執行停止の申立を行い、こ
れが国土交通大臣から認められています。その一方で、
国は承認の代執行を求めて福岡高等裁判所那覇支部に提
訴し、期日が重ねられています。しかし、個人的な意見
でありますが、国が私人の立場として行政不服審査を行
うことと、国が機関として代執行の裁判を提訴するとい
うことは、理論上は両立しないのではないかと思うとこ
ろです。今後も、この問題について関心を持ち、美しい
海を守るために何か協力できることがないか考えている
ところです。

大浦湾の対岸からの辺野古
（2015年２月九州弁護士会連合会現地調査にて）
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…気候変動枠組条約第21回締約国会議
（COP21パリ）参加報告

愛知県弁護士会　中島　万里

　2015年11月30日からパリで開催されたCOP21に、当
委員会地球温暖化問題に関するPTメンバーである浅岡
美恵特別委嘱委員（京都）、和田重太委員（大阪）と共
に、オブザーバーとして参加しました。
　COP21は、2020年以降の温暖化対策の新しい国際ルー
ルの合意を目指すものです。産業革命前からの平均気温
上昇を1.5℃～２℃に抑制する国際合意に達することが
できるか、米国や途上国を含む全ての国が温室効果ガス
の排出量削減に向けた行動をとることを明記できるか、
期待に満ちた会議の幕開けでした。
　初日には、150か国の首脳がパリに集結し華やかに開
幕、11月30日夜から実質的な議論がスタートし、12月５
日に合意案が締約国会議（パリ委員会）に送られ、12月
７日から閣僚級会議が開始しました。
　私がパリ入りしたCOP21期間後半戦では、合意に向
けて明るい見通しが共有されていたようです。誠実かつ
的確な手腕を発揮するファビウスCOP21議長に対する
評価は、「Fabius is Fabulous！（ファビウスはファビュ
ラス！（素晴らしい）」という賛辞に。複数回の会議を経
て会期は延長され、採択は12月12日にずれ込みました。
採択に至ったのは12月12日午後７時30分頃。会場内では
５分以上拍手が鳴りやまず、涙ぐむ参加者もいました。
　パリ協定は、目標達成自体には法的拘束力がないもの
の、産業革命前からの平均気温の上昇が２℃を十分下回
る状態とし、更には1.5℃にとどめるよう努力し（２条
１項）、今世紀後半に人為的排出量を人為的吸収量にと
とどめる（３条）長期目標の下、各国の削減・行動目標
を５年毎に再提出し（４条９項）、進捗状況の検証も行
う（４条）ことを義務化しています。途上国にも相応に
削減努力を求め、先進国が資金支援を継続し、南南支援
も踏まえるなど、先進国・途上国間のバランスもとれて
います。積み残した課題がないわけではありませんが、
未来につながる合意であるのは間違いありません。
　ところで、COP21期間中の日本の存在感についていえ
ば、薄かった、と言わざるを得ません。受賞の常連である
化石賞からも無視され、会議での発言は、発効要件に批
准国の排出量割合を加えるべきとの点のみ。これは、早期
の発行を前提とした会議の流れに水を差すものでした。
　11月中旬の同時テロ発生により非常事態宣言下にあっ
たパリ。参加断念が相次いだと聞きますが、それでも
ル・ブルジュ交渉会場への交通機関は毎日大混雑でし
た。フランス国内でのCOP21への注目度は高く、日々

のニュースやトーク番組で頻
繁にCOP21の話題が取り上げ
られていましたし、デモが禁
止されていたそうですが、公
園で集会を行う市民の姿も見
られました。また、交渉会場
に併設された入場自由のサ
イドイベント会場（Climate 
Generation Areas）では、
100近い環境NGO等が独自の
プレゼンを行い、多数の若者
グループがダンス・歌などを披露して個性豊かなアピー
ルをしていました。これらのアピールで繰り返し聞かれ
たのが「ambitious（野心的）な合意を！」です。将来、地
球温暖化の影響を受けることとなる若い世代が、意思決
定世代に対して力強く放ったメッセージだと思います。
　最後に、サイドイベント会場で上映された映画から、
あるメッセージを紹介したいと思います。南米アンデス
では幾世代にもわたり巡礼行事が継承され、巡礼の果て
に氷河の氷の塊を持ち帰ることが慣習となっていまし
た。しかし、現地住民は、氷河の消失を目の当たりにし
て、数年前から突如、氷の塊を持ち帰ることをやめたと
いいます。現地調査をする学者は言います。「この人々
は自然の危機を見て長年の慣習を直ちにやめられるの
に、国家はいったい何回の国際会議を重ねれば合意に達
して行動に移ることができるのか」。
　今回のCOP21における合意の成功は、高く評価され
るべき実績であると思います。しかし、合意は終わりで
なく、スタートにすぎません。日本政府は速やかにパリ
協定を批准し、２℃未満実現のための国内対策の強化に
直ちに取り組まなければなりません。温暖化PTでは、
パリ協定を踏まえて、長期目標とその実現のための温暖
化対策を盛り込んだ温暖化対策基本法の制定へ取組を進
めていく予定です。

パリの町中でも

サイドイベント会場にて
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河内長野市における歴史を活かしたまちづくり
大阪弁護士会　奥村太朗

…中国・上海市における調査報告
大阪弁護士会　山本寛

　当委員会大気・都市環境部会では、都市景観保全の一
環として歴史的建造物保護を重視しており、2015年９月
下旬、大阪府南部にある河内長野市と富田林市の状況を
調査しました。寺内町が重要伝統的建造物群保存地区に
選定されている富田林市は比較的広く紹介されているの
で、本稿では、模索しながら取り組み中である河内長野
について報告します。
　河内長野市は、あまり知られていませんが国宝・重要
文化財数が全国的にみても多く、行政としては歴史的建
造物を活かしたまちづくりをしたいと考えています。
　例えば、市内には重要文化財山本家住宅をはじめ茅葺
き民家が約200軒あります。また、観心寺は、長い歴史を
有し、室町時代建立の金堂（国宝）がある古刹であると
ともに、昭和天皇即位の礼に際し京都に建てられた饗宴
場が移築され、講堂（国登録有形文化財）として現在も
活用されているという面もあります。
　市内を通る高野街道沿いには、古い街並みが残り酒蔵
や交番などの文化財建造物が点在しています。
　同市では、こうした文化財自体のみならず、その保存
修理のために欠くことのできない植物の自生地若しくは栽
培地又は鉱物の産出地を、文化財保護条例に基づく「選
定保存地域」に選定して保護を図るという、ユニークな
仕組みを設けています。現に民家の茅の葺き替えに使用
する茅が育つ茅場が選定されている他、観心寺境内の檜
林も、同寺の伽藍はじめ広く檜皮葺の葺き替えに役立て
るため、選定保存地域に選定されています。

１　はじめに
　当委員会大気・都市環境部会は、2015年11月１日から
11月４日まで中国・上海市の調査を実施しました。当部
会では、都市景観保全の問題に長年取り組んできてお
り、その一環として歴史的建造物等のリノベーション

（保存・活用）の重要性を指摘しています。この調査は、
世界的にも評価されている中国・上海市における歴史街
区・建造物の保存・活用の実情を調査することを目的と
しました。
２　視察の概要
　視察の日程としては、11月２日午前にリノベーション
事例である田子坊、新天地、国際ファッションセンター

　全国的に、修繕・模様替えして利用し続けようとして
も、最新の建築基準関係規定（建築基準法第６条）に適
合させるのが困難であるため、やむを得ず解体するとい
う事態が多発しています。一方で近年、文化財に指定さ
れるに至っていない建築物であっても、条例により同法の
適用を除外できるという同法第３条１項３号に基づき、同
条例を制定する自治体が現れ始めました。同市は、まだ
実例の少ない、この建築基準法適用除外条例の制定につ
いても関心を持っています。
　意見交換会では、市職員から、歴史的建造物保護への
取組について、市民の間で認知度が低い、総論賛成でも
規制強化に抵抗を感じる所有者も多い、との説明があり
ました。例えば、酒蔵の周辺住民が集まって杉玉を作り、
新酒の季節に家々の軒に吊すといった活動もされている
とのことですが、時間はかかっても、そのように行政主導
ではなく住民主導で進めることが大事だという点で、認
識を共有、再確認しました。簡単な答えはありませんが、
女性や学生による活動の積み重ねが効果的だという意見
も出されました。
　なお、意見交換会の会場とした旅館も国登録有形文化
財です。歴史的建造物の維持費負担と宿泊施設としての
魅力向上のための投資が両立しづらい状況を、クラウド
ファンディングの手法により小口出資を集めることで打開
し、別棟を露天風呂付客室に改装することとしました。
古いものを守るために新しい仕組みを活用していること
が印象的でした。

の視察を行い、午後に同済大学建築・都市計画学部の王
徳教授に同行いただき、上海万博跡地、浦東開発区の視
察を行いました。３日は午前に同済大学都市計画学部の
張松教授、元上海市計画局局員である上海交通大学建築
学部の王林教授より上海市における歴史街区・建造物の
保護制度のレクチャーを受け、午後に上海都市計画展示
館を見学し、衡山路・復興路、南京西路、外灘の歴史文
化風貌区及び上海市最初のリノベーション事例である
M50の視察を行いました。
３　上海市の歴史街区・建造物の保護制度
　上海市は、明清時代の中国の伝統的な建造物、租界時
代の西洋風の建造物、超高層ビル群等異なる時代の多様
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②建築確認や開発許可については、工事が完了してしま
うと訴えの利益が消滅するとの最高裁判決が存在してい
るので、救済の実をあげるためには工事完成前に少なく
とも効力を停止することが求められます。裁決で取消し
になれば、その時点で処分の効力が失効するのが審査請
求の特色です。いずれの手続でも執行停止が重要になり
ますが、どちらの手続においても容易には執行停止は出
ません。審査請求では最近執行停止事案が相次いで出て
おり、今後の動向に注視しつつ、積極的活用が求められます。
③証拠等の問題
　建築確認においては、指定確認検査機関は情報公開の
対象になりません。審査請求手続内においては、審査会
による文書提出要求の制度がありますが、処分庁が従わ
ない場合の規定がありません。訴訟では釈明処分の特則
や文書提出命令などの規定があり、審査請求よりは手続
が整備されています。関係図書の公開に関しては、立法
的解決も必要です。
３　自由選択主義の時代の実務
　今後は、自由選択主義を前提として、いずれの手続を
採用するか、あるいは平行して両方行うのかの選択が問
題となります。
　上記のメリット及びデメリットに加え、各分野の専門
家から構成される審査会と、法律家だけで構成される裁
判所という判断主体の特質も考慮して手続選択を行うべ
きです。
　法律そのものの問題あるいは政省令や通達・指針など
の本質を問うような事案は裁判の方が適している可能性
があります。逆に、技術的な判断や実務的感覚が問われる
ような問題は審査会の方が適している可能性があります。

シンポジウム「行政不服審査法改正と建築・開発審査会の今後」報告
第二東京弁護士会　日置雅晴

　シンポジウム「行政不服審査法改正と建築・開発審査
会の今後」は2015年11月６日、弁護士会館で開催され、
約70名が参加するとともに、全国15会場にテレビ会議シ
ステムで中継されました。
　当委員会大気・都市環境部会の針原祥次部会長から、
日弁連の行政庁・各弁護士会アンケートの結果報告、筆
者と飯田昭委員から最近の審査会情勢の報告があった
後、上智大学法科大学院北村喜宣教授の基調講演を受
け、筆者、飯田委員、北村教授及び都市計画コンサルタ
ントの稲垣道子氏の４名によるパネルディスカッション
が行われました。その概要を報告します。
１　審査会の公平性
　審査会が公平・中立的な判断をするためには、委員の
選任過程の透明性・委員就任後の身分保障が重要となり
ます。現在の委員の選任は、十分な透明性が確保されて
いません。法律委員の選任に際して、弁護士が選任され
ている場合、今回のアンケート調査では65％の自治体が
弁護士会推薦を活用していますが、公害環境関係の委員
会が選考に関わっている事例は一例だけにとどまってお
り、必ずしも専門知識を持った弁護士が委員に推薦され
ているとは言い難い状況にあり、今後会内の推薦手続の
改善が求められます。
２　審査会と訴訟の比較
①当事者適格に関しては、審査会の方が大変幅広く認め
る判断を行っている実情があります。
　このような事案で、裁決後に行政訴訟に移行した場
合、原告適格が維持できるかという問題はありますが、
審査請求で処分が取り消されてしまえば訴訟より広範囲
の当事者が救済を受けられることとなります。

な様式の建造物により独特の景観が形成されています。
中国では、歴史街区・建造物は、「文物保護法」、「歴史
文化名城名鎮名村保護条例」等で保護を図っています
が、上海市では更に「上海市歴史文化風貌区及び優秀歴
史建築保護条例」、「上海市文物保護条例」等が定められ
ています。上海市中心部では12か所約27km2の歴史文化
風貌区を設定し、各時代・各地域を代表する歴史的景観
を保護し、近時は優秀歴史建築に指定することにより江
蘇河周辺を中心に近代産業建造物の保護にも力を入れて
います。
４　上海市のリノベーション事例
　上海市では紡績工場跡地をアートスペースに転用した
M50をはじめ、2000年代から数多くのリノベーションが
行われています。田子坊は、従前からの住民が主体とな

りフランス租界時代の居住区である里弄をアートスペー
スや店舗として貸し出し、街区の活性化を図った事例で
す。従前からの住民の生活とファッショナブルなアート
スペース、雑貨店、カフェ・バーが狭い路地の街区内に
混在する独特な景観が形成されています。新天地も里弄
を商業施設に転用した事例ですが、従前からの住民を立
ち退かせ再開発を行ったものであり、街区内に太い街路
が通され整然とした景観が形成されており、田子坊とは
対照的です。国際ファッションセンターは、12万m2の
紡績工場跡地をファッションショーのステージ、アウト
レットショップ等に転用した事例です。
　上海市の歴史街区・建造物の保存・活用の取組は、多
様性があり多くの示唆を受けました。
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…天敵を利用して殺虫剤削減に成功した
高知県のナス栽培施設を視察

東京弁護士会　橘高真佐美

…オーフス条約海外調査
－第２回シンポジウムに向けて－

秋田弁護士会　久島憲晴

　2015年９月11日、天敵を利用したIPM（Integrated 
Pest Management、総合的病害虫・雑草管理）技術を
視察するために、日本一のナスの生産地である高知県安
芸市と南国市に行ってきました。
　安芸市のナス栽培施設での天敵導入面積は約99％で
す。ナスに実をつけさせるために必要な花のホルモン処
理が農家にとって負担が大きい作業でした。省力化のた
めにハチを利用して受粉させる技術を導入しましたが、
殺虫剤によりハチが死んでしまうなど、うまくいきませ
んでした。また、害虫が殺虫剤に対して抵抗性を持つよ
うになっていたことや消費者の安全・安心志向の高まり
も天敵を導入することになった背景にありました。
　高知県では、農業技術センターで天敵に関する研究を
行い、農業改良普及指導員が熱意を持って地元の農家の
方たちに天敵を利用した栽培方法を指導しています。天
敵を利用するためには、同じ地域で同時に相当な量の天
敵が必要となりますが、土着の天敵は販売されていませ
ん。そのため、ナス農家が、ナスのハウスとは別に、

「天敵温存ハウス」を用意し、ナスの害虫を食べてくれ
る天敵が好む植物を育てるなど、様々な工夫がなされて

　2015年９月７日から同月11日まで、オーフス条約の実
施状況等を調査するため、当委員会環境法部会の部会員
５名が、オーフス条約事務局のあるジュネーブとEU環
境総局のあるブリュッセルを訪問しました。我々の調査
には、名古屋大学大学院環境学研究科の高村ゆかり教授
も同行してくださり、国際法に関する十分な知見に基づ
いた通訳をしてくださいました。今回の調査内容の詳細
については、自由と正義2016年１月号に掲載予定ですの
で、そちらをご覧ください。
　環境法部会では、情報アクセス、政策決定への市民参
加、司法アクセスの拡充を目指すオーフス条約に接し、
独自に調査研究を行い、オーフス条約への加盟やオーフ
ス条約と同等水準の国内法整備を目標に、2015年４月６
日に第１回シンポジウムを開催しました。第１回のシン
ポジウムでは、環境法部会の調査に基づき、オーフス条
約と我が国の法制度及びその運用を比較し、我が国の法
制度及び運用がオーフス条約の要求する水準に満たない
点を明らかにすることができました。第２回のシンポジ
ウムは、2016年４月頃に弁護士会館で行うことを計画し

いました。
　農家の方は、天敵を導入して一番良かったことは、農
作業の負担が軽減されたことだと話してくれました。費
用の点でも、殺虫剤よりは安く済むそうです。今では、
殺虫剤はほとんど使わなくなったものの、殺菌剤はまだ
使っていることから、今後は殺菌剤も使わなくて済むよ
うになることを期待しているということでした。

ナスの害虫であるタバココナジラミの天敵タバコカスミカ
メが好きなゴマを育てている「天敵温存ハウス」

ています。第２回シンポジウムでは、今回の調査を踏ま
え、パネルディスカッションに加え、オーフス条約の実
施状況、特に、オーフス条約加盟各国においてオーフス
条約があったことで市民の情報アクセス、政策決定参
加、司法アクセスが実現された事例を報告したいと考え
ています。また、今回の調査で我々が入手した資料につ
いても、一般向けに配布可能なものについて翻訳し、シ
ンポジウムで配布することを検討中です。さらに、訪問
先で部会員が面談した各機関関係者や弁護士など、条約
の実施等に直接関与したことのある方々をパネリスト等
としてお招きし、オーフス条約の現状についてシンポジ
ウムでお話しいただくことも企画しています。
　オーフス条約についてのシンポジウムは第２回以降も
行う計画です。そのため、第２回シンポジウムで紹介す
ることを検討中のドイツでの原告適格拡張につながった
事例やモルドバで政策決定への市民参加が認められた事
例等、今回の調査で判明した事例について、更に情報収
集を行うべく、2016年秋にも現地調査を行うことを企画
中です。


