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シ
 ンポジウム「環境政策を市民の手に～オーフス条
約原則の海外での運用を参考に～」
福島県弁護士会
2016年４月６日午後６時から当委員会の環境法部会を

白鳥剛臣

し、本シンポジウムを開催しました。

中心に、
「環境政策を市民の手に～オーフス条約原則の

当日は、まず、当委員会委員小島智史会員（愛知県）

海外での運用を参考に～」と題するシンポジウム（以下

がオーフス条約と日弁連の取組について、報告しました。

「本シンポジウム」といいます。）を開催しました。

小島会員は、オーフス条約は、日本も参加して採択さ

オーフス条約は、正式名称を「環境に関する、情報へ

れたリオ宣言の第10原則を具体化するものであり、①環

のアクセス、意思決定における市民参画、司法へのアク

境情報を誰もが適切に入手できるようにする「情報アク

セ ス 条 約（The UNECE Convention on Access to

セス権」、②環境に関する政策決定に参加する権利を保

Information,Public Participation in Decision-making

障する「政策決定参加権」、③司法による適切な救済を

and Access to Justice in Envionmental Matters）」とい

受けられるようにする「司法アクセス権」を三本柱とし

い、1998年６月25日、デンマークのオーフス市で開催さ

て定めた国際的な最低限の基準といえること、しかしな

れた「第４回欧州のための汎欧州環境閣僚会議」が採択

がら、日本はいまだオーフス条約を批准しておらず、

した条約で、現在、ヨーロッパ諸国やEUなど、45の国

2016年３月８日の国会（環境委員会）において質問はな

と地域が批准しており、環境問題に関する市民の権利に

されたものの、政府は検討中との回答をするにとどまっ

ついてのグローバルスタンダードともいえる条約です。

ていることを報告しました。

日本は、同条約を批准していないばかりか、条約の存

また、日弁連の活動として、2015年４月６日開催の前

在自体も日本国民に広く認知されるに至っておらず、国

回のシンポジウムの報告及び海外調査等の報告をしまし

際的に取り残されている状況であるといえます。

た。海外調査では、国連欧州経済委員会にあるオーフス

そこで、2015年に続き、オーフス条約の批准を目指
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事務局など、現実にオーフス条約の実務・運用を行って
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いる組織などを訪れ、オーフス条約の基本的枠組みを学

EU法における義務が課されていることが説明されまし

び、日本でもオーフス条約を批准することで、抜本的な

た。

環境保護を図ることができると実感したことを報告しま
した。

また、オーフス条約においては、実効性の確保のた
め、遵守委員会が設置されており、同委員会はオーフス
条約の履行確保のために大変重要な役割を果たしている
との説明がありました。遵守委員会とは、締約国の法学
者や法律家により構成される委員会です。締約国内の個
人やNGOなどは、誰でも、オーフス条約の不遵守が疑
われる場面に遭遇した場合、遵守委員会に通報すること
で、遵守委員会が調査の上、不遵守や遵守が不十分であ
る等締約国会議に意見を出し、締約国会議が当該締約国
に勧告や措置を行うことになっています。このような遵
守委員会の存在により、各締約国に政治的な圧力を加え

海外調査の様子

ることができ、条約の効果的な実践がなされるというこ
とです。

次に、欧州環境NGOのClientEarthに所属するフラン

そして、アナイス氏からは、実際、オーフス条約の遵

スの弁護士であるアナイス・ベルティエ氏の講演が行わ

守がなされていないと争われた事例についても以下のと

れました。

おり説明がありました。①NGOや一般市民等には、EU

アナイス氏は、環境NGOに弁護士が所属することの

機関の決定について救済申立てを行うための原告適格が

大切さを述べた上で、気候変動やエネルギー問題のみな

ないことが条約に反すると争われた事例については、

らず、オーフス条約の遵守に関しても、法律専門家の立

2011年に条件付きで不遵守になるとされ、本シンポジウ

場から活動を行っている旨述べました。また、オーフス

ムの直後にも再度判断が出る予定である。②ドイツにお

条約の定める基本的な内容を述べ、環境保護のために

ける救済申立てについて原告適格が狭く、条約違反が争

は、市民が環境情報を適切に取得した上で、環境に関す

われた事例では、条約違反であるとの判断がなされた。

る意思決定には市民が積極的に参加してはじめて正当性

③イギリスにおいて、裁判費用が高く司法アクセスの障

が確保されるとの説明がありました。さらに、市民が司

壁になることが条約に違反するとされた事例では、結果

法による救済を受けることも確保することにより、政府

としてイギリスにおいて法改正がなされ、裁判費用の上

の説明責任が果たされるとも述べていました。オーフス

限が設けられた。

条約はこれらを確保するもので、国際的には最も野心的
な条約であると述べていました。
そして、オーフス条約の下では、環境情報はデータ

そして、アナイス氏は、今後、日本がオーフス条約を
批准することがあるのかなど、今後の動向に注目してい
ると締めくくりました。

ベース化されることが義務付けられており、意思決定に

最後に、アナイス氏、名古屋大学大学院環境学研究科

おいては、実際に市民がその過程でコメントや意見を述

教授高村ゆかり氏及び上智大学大学院地球環境学研究科

べることが確保されていると説明がありました。もっと

准教授岡崎雄太氏を迎え、パネルディスカッションが行

も、EU自体における司法アクセスの確保は現段階では

われました。コーディネーターの当委員会特別委嘱委員

不十分であることの説明もありました。

喜多自然会員（沖縄）から、日本での状況はどうか、課

オーフス条約は、ヨーロッパの各国のみならず、EU

題は何かと問いかけました。以前、環境省でも勤務して

自体も批准していること、EUはこれにより、自らの組

いたことがある岡崎氏は、少しずつ進展はしていると述

織のみならずEU内の各国にオーフス条約を遵守させる

べ、①情報アクセスについての化学物質排出移動量届出

立場にあること、実際に、EUの各指令によって各国に

制度（Pollutant Release and Transfer Register：PRTR

2

公害・環境ニュース63号（2016年５月）

制度）の導入や2007年のCO2の開示制度等の説明があり、 た。アナイス氏は、反対は公式には締約国からである
非開示を求める企業数も少なくなったと説明がありまし

が、実施したくない理由について、裁判所で争うべきで

た。また、②市民参加においても、2000年になり環境影

はないとの意見があると述べました。その上で、産業界

響評価法（アセス法）が制定され、戦略的アセスもス

はEU法上の救済申立てに原告適格を有しているのに

タートするなど、少しずつ進化していると説明しまし

NGOは有していないのは不均衡であり、各国レベルで

た。もっとも、意見聴取については、世間の関心も低

はNGOにも原告適格が認められることからすればEUで

く、形骸化しているとも説明がありました。

も認めるのが民主主義にかなう旨述べました。

高村氏からは、国際的な現状について、前回のシンポ

そして、当日は、ウルグアイで南米版オーフスに関す

ジウム以降リオ10原則の強化が進んできていること、ラ

る会議に出席していた大阪大学法学研究科教授大久保規

テンアメリカの地域条約の交渉会合が進んでいることな

子氏からインターネット電話で発言があり、ラテンアメ

どの説明がありました。また、日弁連の活動を評価して

リカ及びカリブ諸国について説明がありました。リオ10

いるが、次のステップとして、日弁連がオーフスセン

原則に基づき進めていこうとの採択をしたことから、

ターを作り、市民への支援をし、条約の内容を見える形

オーフス条約に入るか、より革新的な条約を目指すか、

にしてもらいたいとの提案がありました。また、高村氏

独自の地域条約を目指すかの議論がなされました。議論

からアナイス氏に対し、EUも自国でオーフス条約の理

の末、地域特性を反映させるべきということで、地域独

念を実践化する法律が定められているが、それでも条約

自の条約を作ることになりました。また、現在の議論状

が必要な理由は何かとの質問がありました。アナイス氏

況として、20か国が署名済みであり、期間中に数か国署

は、制度が整っていない国もいまだ存在し、その底上げ

名予定であることが報告されました。

のために条約が必要であること、遵守委員会があること

この報告を受け、喜多会員から東アジアはどうか、特

により、加盟国の実践を確保しているという点で条約の

に中国の状況はどうかとの質問があり、岡崎氏から中国

存在が大きいとの回答がありました。高村氏からアナイ

もオーフス条約批准にはほど遠いとの説明がありまし

ス氏に、オーフス条約に関し、日弁連と協力する道はあ

た。

るかとの質問がなされると、アナイス氏は、日本にも
オーフスセンターがあれば素晴らしいと述べた上で、日
弁連と知識や専門性、経験等情報交換を行うなど協力す
る道があると述べました。
また、岡崎氏からアナイス氏に対し、司法アクセスに
ついてEUが不十分である点につき、各国の反対がある

そして、会場からは、市民が泣き寝入りしてしまって
いる現状があるとの発言がありました。
本シンポジウムにより、日本も国際水準であるオーフ
ス条約を批准することの大切さや、そのためには、市民
の関心を高めることが必要であることが明らかになり、
大変有意義なシンポジウムでした。

のは、産業界も関係しているのかとの質問がありまし

パネルディスカッションの様子
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講演の様子
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 浜原発運転差止仮処分
高
－史上初めて、司法判断によって運転中の原発が停止－
福井弁護士会
１

はじめに
３月９日、大津地方裁判所は、関西電力高浜原発３、
４号機の運転を禁止する仮処分決定を発令しました。史
上初めて、司法判断により、運転中の原発が停止したこ
とになります（2015年４月福井地裁決定のときは、高浜
原発は停止していました。）。
２ 2
 014年福井地裁判決と同年大津地裁決定…
‐2016年大津地裁決定への序曲
2014年５月21日に福井地方裁判所が大飯原発３、４号
機の運転差止を命じる判決を言い渡したのは、言うまで
もなく、生命の喪失を含む、福島第一原子力発電所事故
の深刻な被害を重く受け止めたからです。
2014年11月の大津地裁決定も、基準地震動の策定方法
など、原発の危険性そのものは福井地裁判決と同様の認
識に立ちました。ただし、仮処分においては、被保全権
利（住民が関西電力に差止めを請求し得るか）に加え、
保全の必要性（判決を待てないほどの緊急性）が必要で
あるところ、当時の大津地裁は、このような危険な原発
について規制委員会が「いたずらに早急に（省略）再稼
働を容認する」
（同決定55頁）はずがないと判断したの
です。つまり、2014年大津地裁決定は、いわば「あるべ
き規制委員会」の存在を前提として、規制委員会に慎重
な審理を求めたものといえます。
しかし、周知のとおり「現実の規制委員会」は、2014
年大津地裁決定にもかかわらず、「いたずらに早急に
（省略）再稼働を容認」してしまいました。
３ 2016年大津地裁決定の判断内容
（１）総論
福井地裁判決（その後の2015年４月福井地裁決定も同
様）は、その理由として①基準地震動を超える地震動が
大飯原発を襲う可能性があること、②基準地震動以下の
地震動によってすら外部電源や主給水ポンプが破損し、
原子炉の冷却ができなくなる可能性があること、③使用
済み核燃料が堅固な容器で覆われていないことなど、基
準地震動の問題点を端的に分かりやすく指摘しました。
今回の大津地裁決定は、コンパクトながら、より理論
的な追求を行っているといえます。いくつか代表的なも
のを取り上げます。
（２）判断枠組み
①立証責任についての（行政訴訟である）伊方最高裁
判決の判示「被告行政庁の側において、まず、その依拠
した前記の具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過
程等、被告行政庁の判断に不合理な点のないことを相当
の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、被告
行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、被告行政
庁がした右判断に不合理な点があることが事実上推認さ
れるものというべきである。」を的確に理解し（福島第
一原子力発電所事故以前の民事訴訟では、この判示がし
ばしば曲解され、規制当局の審査を通ったことをもって
4
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「主張、立証を尽くした」ことにされてしまいました。）、
②また、同判決後に明らかになった福島第一原子力発電
所事故の実態や、③仮処分の性質（被保全権利に加えて
緊急性が要求される反面、申立人は権利の存在を「証
明」することまでは要せず、「疎明＝一応確からしいこ
とを示す」ができればよい）を踏まえて、電力会社側に
安全であることに関する高度の主張、立証を求めました
（なお、2015年４月福井地裁決定を取り消した同年12月
の決定は、「危険性が社会通念上無視できる」という一
見これに類する基準を立てましたが、住民側が提出した
著名な科学者・技術者の意見書を無視するなど、総論と
各論が矛盾していました。）。では今回の大津地裁決定
は、どの程度の主張、立証を求めたのか、基準地震動を
例に見ていきましょう。
（３）基準地震動
「松田式が地震規模の想定に有益であることは当裁判
所も否定するものではないが（省略）科学的に異論のな
い公式と考えることはできず（省略）現段階においては
一つの拠り所とし得る資料とみるべきものである。」（49
頁）
つまり、採用した方法が単に「有益である」だけでは
足りず、「科学的に異論のない」ことまで求めています。
これは、批判的科学者の見解を排除し続けた結果、福島
第一原子力発電所事故が起こったことを考えれば、極め
て当然のことです。
（４）規制委員会への批判的視座
また、その背景として、2014年大津地裁決定の警告に
もかかわらず、規制委員会がこれを無視したことも挙げ
られるでしょう。決定はこう述べています。
「二度と同様の事故発生を防ぐとの見地から安全確保
対策を講ずるには、原因究明を徹底的に行うことが不可
欠である。この点についての債務者の主張及び疎明は未
だ不十分な状態にあるにもかかわらず、この点に意を払
わないのであれば、そしてこのような姿勢が、債務者ひ
いては原子力規制委員会の姿勢であるとするならば、そ
もそも新規制基準策定に向かう姿勢に非常に不安を覚え
るものといわざるを得ない。」（44頁）
４

結語
2014年福井地裁判決や2015年４月福井地裁決定に続く
今回の大津地裁決定は、福島第一原子力発電所事故後に
おいて、万が一にも同様の事故を起こしてはならないと
いう広範な国民一般の良識を改めて明らかにしました。
2016年４月６日の福岡高裁宮崎支部決定は、結論として
は住民の訴えを退けたものの、火山の評価に関する新規
制基準（の一部をなす審査ガイド）が不合理であると明
言しました。新規制基準では原発の安全が確保されない
ことは、誰の目にも明白となっています。今後も日弁連
は、福島第一原子力発電所事故のような悲惨な事故を二
度と繰り返さないため、脱原発を強く求めていきます。
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 気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に
電
関する特別措置法改正に関する意見書の提出
東京弁護士会
日弁連は、2016年２月18日に、電気事業者による再生
可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（以下
「特措法」といいます。）改正について意見を取りまと
め、２月22日に経済産業大臣、資源エネルギー庁長官及
び環境大臣へ提出いたしました。
同意見書では、2015年12月12日の気候変動枠組条約第
21回締約国会議において採択されたパリ協定に基づき、
日本もより一層の温室効果ガスの削減を求められるとこ
ろ、日本政府の国際公約では、原子力発電を今以上に活
用するというもので、おおよそ実現可能性がありませ
ん。そのため、再生可能エネルギー電気の大幅な増加が
必要となりますが、我が国の再生可能エネルギー導入目
標を大幅に引き上げるためには、現在の固定価格買取制
度をより一層充実させることが必要不可欠となることを
述べました。
その理由として、ヨーロッパにおいては、固定価格買
取制度を導入することにより、再生可能エネルギー電気
が爆発的に普及し、発電コストも急速に低減したこと
や、日本でも、2012年に固定価格買取制度を導入する特
措法が施行され、太陽光発電においては、制度導入前に
比べ４倍の発電能力までの大幅な増加をみて、2015年夏
には、発電量で太陽光が全発電量の６％前後を占めると
ころまで来たことを挙げました。また、各地で予定して
いる地方自治体主導型や市民出資方式などの小規模太陽

小島延夫

光発電事業者の多くはいまだに事業を実施できていない
状況にあります。さらに、太陽光発電以外の風力、小水
力、バイオマス、地熱などは、環境アセスメントや自然
公園法の規制、水利権者との調整、燃料となる木材など
の安定供給の確保などの問題からまだほとんど進んでい
ません。現時点（2016年２月時点）では、発電できる可
能性（30％から40％）と比較して、その導入量は少ない
状況にあるとし、したがって、現在の固定価格買取制度
を、複数年の固定価格を明示して 予見可能性を高める
などして、より一層充実させることが必要不可欠である
としました（意見の趣旨１）。
他方、2016年２月９日に閣議決定された特措法の改正
法案は、現行特措法第５条の接続義務を削除し、再生可
能エネルギー電気の系統への優先的な接続が確保される
か不明確な状態とし、さらに、買取価格の決定方法とし
ての入札方式を導入し、その結果、再生可能エネルギー
電気事業への参入促進による再生可能エネルギー発電設
備の大幅な増加が困難となり、買取価格の低減が阻害さ
れるおそれがあります。そのため、それらの点（現行特
措法第５条の接続義務の規定を削除する点、固定価格買
取制度における買取価格の決定方法として入札方式を現
時点で導入する点）については、反対であるとしました
（意見の趣旨２）。

 岡市・生物多様性地域戦略の
豊
実践の視察報告
兵庫県弁護士会
１

はじめに
当委員会自然保護部会は、生物多様性の保全と人間社
会の豊かな発展を両立させる制度の調査研究の一環とし
て、2016年３月21日から22日、兵庫県豊岡市を訪問・視察
しました。旅程は表１のとおりで、12名が参加しました。
【表１】旅程概要
主要訪問先
コウノトリ文化館
３月21日 田結湿地
ハチゴロウの戸島湿地
３月22日 豊岡市役所

２ 豊
 岡市生物多様性地域戦略
（2013年９月）
について
⑴ 「いのち響きあう豊岡をめざして」と題された豊岡
市生物多様性地域戦略は、2027年までの15年の戦略であ
り、５年ごとに短期戦略が策定され見直されます。最初
の５年の短期戦略は、地域の自然の豊かさや脆さについ
て「まずは知る」
、多様な生き物が住める環境が増える
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吉江仁子

よう「行動に移す」、「基盤（第一次産業）を守る」、人
と人、地域と人が「つながり合う」などです。最終目標
は、1960年当時の出石川の日常の風景…水浴びをする但
馬牛、それを見つめる農婦、川面に舞い降りたコウノト
リ…。農業が暮らしの基礎をなし、山から海への水系の
つながりに支えられて川にたくさんの生き物がいまし
た。様々な条件が合い、人と家畜と大型の野生生物がす
ぐそばにいるという風景が成り立ちます。豊岡市が目指
すのは、このような様々な命が穏やかに響き合い、共に
生きる地域社会です。
⑵ 1971年、豊岡を最後に野生のコウノトリが日本の空
から絶滅しました。豊岡市は、それに先立つ1965年、保
護のため野生のコウノトリを捕獲し人工飼育を始めま
す。25年後の1989年、初の繁殖に成功し、1997年からは
コウノトリの住める環境づくりとして、あいがも農法や
有機農法の研究・実践が始まりました。その甲斐あって
2002年、野生のコウノトリがハチゴロウの戸島湿地に飛
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来して定住するほどに環境が回復しました。2005年初の
放鳥を行い、現在は、野生の個体は78羽、飼育下で100
羽にまで回復しています。
３ 豊
 岡の現在の実践（紙幅の都合で視察のごく一部の
紹介となります。）
⑴「知る」
「行動に移す」
兵庫県立コウノトリの郷公園に併設された豊岡市立コ
ウノトリ文化館は、2000年に開館しました。来館者数
は、放鳥直後（2006年）には48万人超、近年は29万人前
後。豊岡の豊かな自然と人の生活とのつながりについて
啓発普及の拠点となっています。また、豊岡市の主催で
小学生による「生き物調査」を実施し、地域戦略策定に
は高校生も関わりました。
⑵「つながり
あう」
田結湿地・
ハチゴロウの
戸 島 湿 地 は、
円山川河口の
汽水域に広が
る 湿 地 で、
2012年 ラ ム

サール条約に登録されました。2008年にコウノトリが飛
来した田結湿地では、ただの耕作放棄地が、世界の研究
者が注目する生物多様性の宝庫であることを知り、地元
婦人会を中心に結成された「案ガールズ」がボランティ
アで案内をしてくれています。私たちがお世話になった
方たちも、コウノトリへの愛情と豊岡の豊かな自然への
誇りをもって、笑顔で案内をしてくださいました。
４ 最後に
豊岡市は、コウノトリをシンボルにした「ふるさと」
づくりを長い時間をかけて進めてきたことを実感しまし
た。自然と共生し豊かに発展するまちづくりのモデルと
して、今後も注目していきたいと思います。

豊岡の空を舞うコウノトリ

田結湿地（案ガールズに案内されて）

日本アイソトープ協会の視察
茨城県弁護士会
当委員会廃棄物部会は、2016年４月５日、岩手県滝沢
市にある、公益社団法人日本アイソトープ協会滝沢研究
所の視察をしました。福島第一原子力発電所事故以前か
ら行われている、放射性廃棄物の処理の一端を見学する
ためです。
放射性廃棄物は、これまで、原子炉等規制法（核原料
物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律）、放
射線障害防止法（放射性同位元素等による放射線障害の
防止に関する法律）のほか、医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（旧薬事
法。以下「薬機法」といいます。）によって規制されて
いました。この協会は、薬機法に基づいて設立された法
人です。主務官庁は厚生労働省です。薬機法で規制され
るのは、医療機関から排出される放射性同位元素（以下
「RI」といいます。
）です。この協会は、医療機関に対
して、炭素11（半減期20分）、フッ素18（同110分）等の
RIを製造し、販売するほか、全国の医療機関から排出
されるRIの収集・運搬・処理を一手に行っています。
処理は、この滝沢市の研究所において、可燃物は焼却
して焼却灰を保管し、不燃物はそのままドラム缶に詰め
て保管します。焼却炉は、今から約30年前に造られたも
ので、ダイオキシン類対策特別措置法が制定される前の
ものだそうですが、飛灰対策として、セラミックフィル
タとHEPAフィルタの二重のフィルタを設置しており、
ダイオキシン類対策は十分なものとなっているというこ
とでした。しかし、ヨウ素、キセノン等の気体状の物質
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は、これらのフィルタを通過してしまうということでし
た。焼却灰や不燃物の保管は、焼却炉がある建物内の保
管庫において、厳重に保管されています。医療機関から
出るRIの半減期は極めて短いので、この保管庫で保管
されている廃棄物の放射能のレベルは極めて低いものと
なっているということでした。しかし、薬機法ではクリ
アランスという制度がないため、この法律によって規制
される放射性廃棄物は、100Bq／kgはおろか、1pBq／
kg以下になっても、廃棄物処理法に基づく処理をする
ことはできないということでした。
また、現在は、RI廃棄物の最終処分はまだなされて
おらず、今後、国立研究開発法人日本原子力研究開発機
構が行う予定となっているそうです。この最終処分場に
は、医療機関からのRI廃棄物だけではなく、研究機関
からのRI廃棄物（放射線障害防止法に基づく廃棄物で
あり、文部科学省が所管する。こちらにはクリアランス
制度がある。）も受け入れる予定だということです。し
かし、現在はまだ最終処分場の予定地は決まっていな
い、ということでした。
医療機関から排出されるRI廃棄物の処理は非常に厳
格になされているようであり、福島第一原発由来の放射
能汚染廃棄物の処理とは著しい落差があります。主務官
庁の縦割り行政により、法令に混乱があるということな
のかもしれませんが、前者のような処理の仕方こそが、
放射性廃棄物の本来の処理の在り方ではないだろうかと
思います。
公害・環境ニュース63号（2016年５月）

圏
 央道建設公害調停における
みなし合意成立～横浜環状南線の事例
神奈川県弁護士会
第１ はじめに
神奈川県公害審査会の調停に係属していた平成23年
（調）第３号道路建設に係る計画の見直し請求事件（申
請人庄戸一・二・四・五丁目合同道路問題委員会外664
名、代理人弁護士岡田尚・西村隆雄・小倉孝之・畑中隆
爾、被申請人国・東日本高速道路株式会社）について、
2016年２月19日、調停委員会より当事者双方に対し、下
記調停案の受諾の勧告（公害紛争処理法第34条１項）が
なされました。
そして、指定された回答期限である同年３月25日まで
に被申請人らから受諾しない旨の回答がなかったことに
より、調停案と同一の内容の合意が成立したものとみな
されました（同法第34条３項）。
なお、申請人らの方は、回答期限内に受諾の意思を表
示していました。
記
１ 被
 申請人らは、次の事項について現実的な範囲で
最善を尽くすこととする。
⑴工事関係について
ア「一般国道468号首都圏中央連絡自動車道（金沢～
戸塚）
（以下「本件計画道路」という。）の庄戸四丁
目区間（以下「庄戸低土被り区間」という。）につ
いて
ア庄戸低土被り区間について、非開削工法の採用も
視野に入れ、工事中の周辺住宅地への騒音・振
動・粉塵発生等を低減すること。
イ庄戸低土被り区間において、地上からの施工が必
要な場合は、周辺住宅地の環境への影響に十分配
慮した対策を施すこと。
イ 本
 件計画道路の庄戸三丁目～五丁目に予定される
分合流の区間（以下「庄戸分合流区間」という。）
について
ア庄戸分合流区間における盛土部の切羽安定対策に
ついて、地上部での施工を行う場合は、周辺住宅
地への騒音・振動・粉塵発生等を抑制すること。
イ庄戸分合流区間において、トンネルの構造の検討
も含め、周辺住宅地の環境への影響に十分配慮
し、地盤沈下や地盤崩落を回避すること。
ウ 神戸橋の開口区間について
神戸橋の開口区間について、その構造（蓋掛け構
造・ルーバー構造）の採用につき真摯に検討し、必
要な換気、排気、避難路等を検討すること。
⑵地盤関係について
地盤関係の調査及び対策等に関する計画につき、申
請人らとの十分な話合いを含め、地域住民に丁寧な説
明を行い、問題の解決を図ること。
２ 被
 申請人らは、前１に定める事項及び工事後の事
業予定地の跡地利用等について、申請人らとの十分
な話合いを含め、地域住民に丁寧な説明を行い、現
実的な範囲で、申請人らを含めた地域住民の要望を
採り入れるよう最善を尽くすこととする。
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第２ 事案の概要と経緯
本件調停は、横浜環状南線の建設予定地となった横浜
市栄区庄戸地区の住民らが、国ら事業者に対し、道路建
設によって住環境に深刻な影響が及ぶおそれがあるとし
て2011年12月に申し立てたものです。
庄戸地区は、第一種低層住居専用地域・第二種風致地
区に指定されている閑静な住宅街です。横浜環状南線
は、圏央道（首都圏中央連絡自動車道）の一部で、横浜
横須賀道路の釜利谷ジャンクションと国道１号とを結
ぶ、延長約8.9kmの自動車専用道路です。
事業者の道路工事計画の特徴は、①庄戸地区の真ん中
を地下トンネルで通る、②交差する環状４号線を橋梁で
越えるため、庄戸地区内地下トンネルの土被りが極端に
浅い、③庄戸地区内に横浜横須賀道路との大規模な分合
流部が設けられる、というものでした。これがそのまま
実施された場合には、工事による騒音や振動、粉塵など
の大きな被害が発生する可能性が高く、供用後の大気汚
染の発生も予想されました。また、庄戸地区は大規模盛
土造成地を含むので、トンネル掘削による地盤崩落のお
それもあるものでした。
住民らは、1989年４月、住環境を守るため、各町会を
母体として合同道路問題委員会を設立し、庄戸地区内の
トンネルをより地中深くにし、環状４号線をトンネルで
下から越えるという代替案（「下越え案」）を事業者に提
案し、協議を試みてきました。住民らは、建設にただ頭
から反対するのではなく、より住環境への悪影響の少な
い代替案を具体的に示すという、理性的な態度をとった
ものでした。
しかし事業者は、十分な情報開示や検討をしたとは言
えないまま、2009年４月、協議を一方的に打ち切り、計
画案どおりの工事推進を加速しようとしました。そこ
で、住民らは、下越え案の検討と真摯な協議を求めて、
本件調停の申立てに及んだのでした。
その後は、調停内外において下越え案の再検討も一応
なされ、同案が環境負荷軽減の点で優れ、技術的・コス
ト的に実施可能であることまでも明らかとなりました。し
かし事業者は、2013年11月、住民らの納得できる説明は
しないまま、下越え案は採用できないと結論付け、従来
どおりの計画案で工事を進めることを宣言したのでした。
この結果、申請人らは、下越え案を維持して調停不成
立をやむを得ないとするか、下越え案を諦めて調停を続
行するかの苦渋の選択を迫られることとなりました。申
請人らは大勢の住民を抱えているので、このような状況
下ではともすれば空中分解しかねないところでした。し
かし、申請人らは民主的によく協議を重ね、実のある調
停を行うとの現実的方向性の下に意思を結集しました。
そして、事業者計画案を前提としつつも、できるだけ住
環境への悪影響の軽減を求めるという方針を固め、更に
調停期日を重ねました。
それでも事業者側は頑なで、なかなか合意の成立には
たどり着かず、調停の打切りも危惧されました。しかし
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最後は、第21回調停期日後に、調停委員会が調停案を示
した上で、受諾勧告を行うに至ったのでした。
第３ 本件調停の意義と評価
本件は、住民の反対にもかかわらず強引に既定計画を
進めていくという旧来の公共工事の在り方に、一石を投
じたものです。
調停条項の文言自体は割と抽象的なものとなりました
が、国等を相手とする調停でこのような形で成立を見た
ことは、異例のことです。紛れもなく、住民らの粘り強
くかつ柔軟な取組の結晶と言えます。住民らは、強い権
限の下に突っ走る事業者に対し、これまで徒手空拳で立
ち向かっていたのですが、この調停条項により、法的裏
付けのある拠り所を得たことになります。その意味で、
今回の合意のみなし成立の意義はとても大きいものと言
えましょう。
これは、住民らの28年間にわたる長い運動の一つの到
達点と言えますが、この先を考えると、まだ一里塚に過
ぎないものでもあります。住民らは、調停条項という拠り
所を最大限に活かし、今後始まる建設工事による住環境
への悪影響をできる限り軽減させるために、たゆまぬ活
動を行っていく所存です。まさにこれからが正念場です。

（東日本高速道路株式会社 工事説明資料より）

東
 京高裁での石綿除去工事時における石綿飛散事故
―全国の裁判所での38の改修等工事と、第三者委員
会の必要性―
東京弁護士会
2015年12月14日、東京高裁・地裁合同庁舎内の法廷等
で、石綿除去工事中、埃のような粉が見つかり、その
週、法廷の約３分の１が封鎖されました。翌週21日（工
事中断１週間後）に法廷の利用が再開されましたが、そ
の夜の法廷内等の空気に、１リットル当たり3.4本もの
石綿が発覚し、建物利用者の石綿曝露が明らかになりま
した。この件は以下３つの法令・マニュアル等に反して
います。また、類似の石綿漏洩事故では第三者委員会を
設置しています。なお、東京高裁だけでなく、2015年
度、全国の裁判所38か所で建物工事が行われたので、そ
れらのチェックも必要です。
①ダクトシャフトから石綿除去する難工事の作業基準違
反の可能性
大気汚染防止法（以下「大防法」といいます。）は、
神戸や東日本の大震災後、建物工事からの石綿漏洩を防
ぐために法改正し、厳しい作業基準（空気の流れを遮断
する養生・掲示義務など）と発注者に不適切な費用・工
期を定めない配慮義務を規定しました。
東京高裁（昭和59年竣工）には、ダクトシャフト８本
（通気用の吹抜け）に石綿が吹付けられており、うち６
本のダクトシャフトの石綿除去工事中断中です。
この養生には相当の技能と費用・工期を必要とします。
裁判所は養生に問題無いと発表しましたが、具体的な説
明がありません。工期が４か月強と短く、費用も適切
だったか疑問があるといわれています。掲示も、裁判所
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正面玄関など、大防法が求める「公衆が見やすい場所」
にはいまだに行われれていません。気付きにくい場所で
の掲示は、内容違反で東京都から是正が求められました。
②大気中アスベスト濃度測定のガイドライン違反
工事を中断した12月14日の夜に大気採取し、繊維状の
物の濃度を位相差顕微鏡で調べ、最大7.5本/ｌもの高濃
度であることが発覚しました。その時点で、より精密に
電子顕微鏡で繊維状の物が石綿か調べることが求められ
ていました。つまり、バックグラウンド濃度より明らか
に高い１本/ｌ以上の繊維が見つかった場合には、精密
チェックが求められているのです。裁判所は電子顕微鏡
の結果を待たずに、21日に法廷再利用を開始して、曝露
させたのです。
③今は無き「石綿工場」の敷地境界基準10本/ｌが大防
法に残存しているのを本件の「規制値」と裁判所は述べ
ていますが、本件は大防法のうち「建物工事」に関する
部分が適用される場合であり、環境省からも間違いとさ
れました。
④似たような改修工事中の石綿漏洩事故は、文京区立保
育園、藤沢市立保育園などでもあり、第三者委員会が設
置されました。
「被害者となりかねない者」やその推薦す
る専門家が関わる第三者委員会により、事実解明と事故
リスク理解と信頼回復を図ってきました。裁判所石綿事
故でも、これまでのリスク・コミュニケーションの実績
に則り、再発防止すべきではないでしょうか。
公害・環境ニュース63号（2016年５月）

