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え、水循環と生物多様性の保全の視点から総合的な施策
についても検討します。
　生態系サービスは、農林水産業者の生活基盤にもつな
がるため、開発か保護かの二者択一ではなく、バイオマ
スとしての森林利用、循環型農業等、地域の社会経済の
発展につながる環境保全型の新たなシステム創りが必要
で、日本各地の例をもとに検討します。
　それぞれの地域の資源の持続可能な利用と保全は、地
域の人々の生活・生存と密接に関連しているため、市民
をはじめとした利害関係者が政策等の意思決定に参加し
なければ、複雑につながり絡み合う生態系を総合的に管
理することは困難です。
　生態系サービスを低下させることなく維持管理し、持
続的な利用を可能にするためには、市民の皆さんが.生
物多様性の価値を認識し、これまでの行政主体の計画策
定から、地域住民をはじめとした市民の参加を組込んだ
計画策定・事業実施・評価（監視）の仕組みへと改善し
ていくことが不可欠です。そのための実効的な新たな法
制度を探ります。
　琵琶湖を舞台に市民の皆様方と、市民による生物多様
性の保全と地域社会の実現に向けて考えていきますの
で、是非ご参加ください。

　琵琶湖淀川流域は、遥か昔から内陸の水上輸送の中心
として、奈良・平安時代の繁栄をもたらし、現在も、多様
な文化を育むとともに、近畿圏1400万人の命を支えていま
す。その景観美から日本初の国定公園に指定（1950年）
され、訪れる観光客は年間4800万人にも上っています。
　近代化とともに、琵琶湖は京阪神地域の工業化・都市
化のための水資源となり、1972年から25年間かけて琵琶
湖総合開発が行われました。それに伴う湖岸改変や河川
改修などにより、琵琶湖沿岸域のヨシ帯の喪失、湖産の
固有魚の減少など生物多様性が大きく損なわれました。
他方で、1960年代には工業排水により、70年代になると
生活排水による栄養塩が原因となって琵琶湖の水質が急
速に悪化し始めました。近年は、都市化と人口増加がこ
の傾向に拍車をかけています。
　シンポジウムでは、供給サービス（食料、水など）、
基盤サービス（土壌形成、光合成など）、調整サービス

（気候、洪水調整など）、文化的サービス（景観美など）
といった生態系サービス（生物多様性を基盤とする様々
な恵み）を生み出す源となる生物多様性を持続的に賢く
利用し保全するための方法と、生物多様性を指標とした
国内法の整備について考えます。
　また、琵琶湖淀川流域が直面している問題と課題を明
らかにしつつ、流域の土地利用状況や自然状況を踏ま
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�COP22　パリ協定発効・第１回締約国会議から
京都弁護士会　浅岡美恵

マラケシュでCOP22開催
　2015年12月パリでのパリ協定採択の余韻の醒めやらぬ
2016年11月４日、パリ協定は早くも発効。11月７日から20
日までモロッコ・マラケシュで気候変動枠組み条約第22
回締約国会議（COP22）1とパリ協定第１回締約国会議

（CMA12）が開催されました。日弁連はCOP22でNGOとし
て参加を認められ、オブザーバー参加の資格を得ました。
今回からは自前での参加となり、第１週目には和田重太委
員、中島万里委員が、第２週目は私が参加しました。
　マラケシュは北アフリカの乾燥地帯のオアシスに築か
れた歴史的都市で、赤い土の城壁に囲まれた旧市街は世
界遺産。昼間は夏のように暑いのですが、夜にはコート
が必要なほど冷え込みます。早朝から深夜まで、公式会
合から山のようなサイドイベントがあるハードな会議のう
え、合意を確認するや否や帰国の途につくという旅のた
め、せっかくの世界遺産のまちも、ホテルから会場までの
バスの中から遠くに見る程度。残念でした。

CMA1の仮設の本会議場（カサブランカ）と歩道の上のテント

　気候変動のCOPの参加者は年々増え、既存の国際会
議場には収容できず、郊外に仮設の会議場を設けて開催
されています。今回は広い会場の真ん中に昼間の強い日
差しを避けるためのパラソルのようなテント屋根の歩道
をおき、その両側に大小多数の会議場や各国政府代表団
の部屋、展示場、メディアセンター、NGOなどのデス
ク、サイドイベントの部屋などが配されていました。
COP22のメインテーマはパリ協定の運用ルール作りに
ありましたが、再生可能エネルギーを軸としたアクショ
ンCOP、アフリカCOP、さらにトランプ次期大統領（当
時）へのリアクションCOPの様相をもち、多彩でドラ

１　気候変動枠組み条約締約国会議は1995年の第1回から毎年開
催され、2016年はCOP22となる。
２　CMA1は中断し、COP24でパリ協定の運用ルールを採択して
終えることとなった。

マティックな展開でした。なかでもひときわ注目されて
いたのは、アフリカゾーンとオバマ大統領の最後の
COPとなった米国のUSセンターでした。

パリ協定とは
　パリ協定の採択は、まさに21世紀をかけた壮大な国際
社会の挑戦を体現したものだと思います。約200か国の
全員参加、気温上昇を産業革命前から２℃を十分下回る
こと（1.5℃も目指す）、今世紀後半には温室効果ガス排
出実質ゼロを目的・目標とし（第２条、第４条第１項）、
５年ごとの目標改定の仕組みを組み入れ、脱炭素時代に
向かうことを明確にしたものです。ここに至るまでには
長い経過があります。1992年の気候変動枠組み条約の採
択、1997年の京都議定書の採択、2010年のカンクン合意
で２℃目標が確認され、2014年のIPCC第５次評価報告
書でついに、２℃目標の達成には今世紀中の排出ゼロが
不可避であることを示し、気候変動による大災害が現実
化するなかで、ようやくCOP21で排出実質ゼロの合意
に至ったのでした。それまでに、ブッシュ米国大統領の
離脱宣言（2001年）、中国など途上国の削減への抵抗な
どによるCOP15の失敗（2009年）など、幾多の辛酸も
経験してきました。今回の合意は、そうした米国と中国
が気候変動対策に前向きの国に変わり、むしろ先導役を
担って、辿り着いた合意でした。既に深刻化している適
応への対策、さらにLoss and Damageも位置付けられ
ています。
　ただし、パリ協定には重大な弱点があります。パリ協
定の採択の前に条約の締約国の９割を超える国が自国の
削減目標（NDC）を提出していますが、そのすべてを
足し合わせても２℃目標に到達するラインから外れてお
り、これを引き上げていかなければなりません。しか
も、その目標達成は義務とされていません。この弱点を
解決するために、５年毎のグローバル・ストックテイク
と、その後の目標改定に反映させる仕組み（「後戻しし
ない歯車」という意味でラチェット・アップ・メカニズ
ムと呼ばれています。）が組み込まれています。しかし、
それも各国の気候変動と戦う意欲次第ともいえます。政
治は流動的ですが、今回は、途上国を含めて地球規模で
脱炭素経済への大変革が始まるとのシグナルをビジネス
界に送ったものです。温室効果ガスの排出削減、気候変
動への適応にも、新たなビジネスチャンスを見出す動き
は既に始まっています。その鍵は、原発にではなく、急
激にコスト競争力をもってきた再生可能エネルギーにあ
ることが明確に示されたCOPでもありました。
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なぜ１年で発効に
　パリ協定は採択から発効まで10か月余。京都議定書は
７年であったことをみても、極めて早い発効です。もと
もと各国の政治的意思にかかる条約で、早期発効が期待
され、2020年までの締約国がとるべき義務条項も含まれ
ていました。けれども、隠れた懸念は米国大統領選に
あったことはいうまでもありません。次期米国大統領の
トランプ氏は温暖化懐疑論を述べ、オバマ政権の石炭規
制などの廃止を表明していたからです。そこで、パリ協
定の発効と離脱の要件3に二つの考慮がなされ、締約国
はパリ協定の発効後４年間は離脱できないことになって
います。オバマ大統領の在任中に米・中がそろって批准
し、EUとカナダ、日本、インドなどの批准で2016年内に
も発効要件を満たすというのが当初のシナリオでした。
　米・中が９月に揃って批准したのは予定どおりでした
が、10月２日のインドの批准によってさらに加速され、
COP22はCMA1ともなりました。日本が批准したのは11
月８日。締約国の立場となったのはCOP22の閉幕後で
した。

トランプショック？
　COP22開会後、３日目に米国大統領選挙結果が判明
した時、「トランプショック」ともいうべき衝撃が会議
場をかけめぐりましたが、予定された交渉は粛々と進め
られました。確かに米国大統領の影響力は甚大です。に
もかかわらず、粛々と交渉が進められているCOP会場
の様子を、「Elephant in the room」（見て見ぬふりをす
るという例え）と形容したコラムもありました。表面的
な静けさが衝撃の大きさを物語っていたのかも知れませ
ん。日本の記者たちの関心はトランプ政権のパリ協定へ
の影響、とりわけ日本の気候変動政策への（悪）影響に
あり、実際、国内の報道は「パリ協定交渉に暗雲」と
いった見出しで溢れていました。
　とはいえ、COP22開会までにパリ協定は発効してお

３　55か国と最新の世界の排出量の55％を占める国の批准から30
日で発効する（第24条）。また締約国は発効後３年間は離脱でき
ず、離脱申し入れの１年後に離脱（第25条）。
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り、ラチェット・アップ・メカニズムは動き出そうとし
ています。再生可能エネルギーは飛躍的に伸びつつあ
り、価格も低下し、低炭素経済への確たる流れとなって
います。米国のエネルギー政策の多くは州政権に権限が
あり、カリフォルニア州などでは日本よりもはるかに先
進的な目標と政策を実施しています。
　それでも、第２週はトランプ次期政権へのリアクショ
ンCOPといった感がありました。冒頭でパリ協定の発効
を祝い、閣僚級会合では元首級が80人も集まり、中国を
含めて、発効後の各国の取り組みの前進を誓約する場と
なりました。2020年までに策定し、提出するとされた低
排出型長期発展戦略（Mid-Century Strategy）について
も、ドイツに加え、米国、メキシコ、カナダがCOP22で
前倒し発表し、スウェーデン、ポルトガルが2050年まで
にカーボン・ニュートラルを目指すと宣言しました。最
終日の夜に2018年のCOP24（ポーランド）でパリ協定の
運用ルールを採択することを決定し4、2017年のCOP23で
もその進捗を確認することを決め、閉幕しました。
　さて、2017年１月20日、トランプ大統領が就任し、そ
の日にホワイトハウスホームページから気候変動に関す
るページが削除され、オバマ政権時代の気候政策は消し
去られつつあります。トランプ政権８年との声もありま
すが、気候変動問題は現在・将来世代の生存がかかる問
題であり、また安全保障問題であるとともに、その対策
は今後の経済成長をもたらすと認識されています。日本
は今後、どう立ち向かうのか、日本の気候変動政策が一
層、重要になっています。

再エネと原子力
　COP22が開かれたモロッコでは、サハラ砂漠に巨大
な太陽光発電設備の建設が進行中でした。再エネのコス
トがこの数年の間に顕著に低減し、今後さらに低廉とな
る見通しです。いまだ多くの無電力人口を抱える途上国
に、蛙飛び発展の道を開くものです。脱化石燃料を代替
エ ネ ル ギ ー の 側 か ら 言 い 換 え た「RE100（ 再 エ ネ
100％）」運動も注目されました。気候変動に特に脆弱な
国によるClimate Vulnerable Forum （気候脆弱国連合）
は最終日に、2020年までに削減目標引き上げ、2030～
2050年に再エネ100％を目指すと宣言しました。これら
の国の排出量を合計すると日本の排出量を超えます。
　他方で、COP22の期間中に原子力のサイドイベント
はただ一つ、しかも参加者はほとんどなかったそうで
す。世界の趨勢を見る思いでした。
　マラケシュでのCOP22は、気候を護るためにいかな
る困難も乗り越えていこうとする国・ビジネス界・自治
体や市民の熱い思いと行動が、パリ協定とともに、重要
な一歩を進めた会議でした。

４　パリ協定第1回締約国会合（CMA1）は中断し、COP23で再
開、さらに中断し、COP24で閉じる予定です。そのため、CMA1
は３年にわたって継続することになります。
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�鞆の浦・尾道・倉敷調査報告
第二東京弁護士会　日置雅晴

１　当委員会大気・都市部会は、2016年11月19日から11
月21日まで鞆の浦・尾道・倉敷の景観対策や空き家問題
に関する調査を実施しました。
　11月19日には、鞆の浦で元ＮＨＫ解説委員の毛利和雄
氏、鞆の浦景観訴訟原告団事務局長の松居秀子氏からヒ
アリングを行いました。
　20日は尾道市民プラットフォーム事務局事務局長の後
藤昇氏、NPO法人尾道空き家再生プロジェクトの渡辺
義孝氏、空き家対策協議会の山本学司法書士からヒアリ
ングを行いました。
　21日は倉敷市役所都市景観室室長の藤井秀忠氏、同主
任河田頼治氏からヒアリングを行いました。また、各地
域の視察も行いました。
２　鞆の浦
　広島県福山市の鞆の浦
は、歴史的な港湾の遺産
が全部残っているという
意味で貴重な歴史的価値
のある港です。
　福山市では2004年に市
長が代わり埋め立て架橋
計画推進を表明しまし
た。これに対して反対派
住民は、2007年４月、広
島地方裁判所に行政事件訴訟法３条７項による埋め立て
免許差止め訴訟を提訴しました。翌5月、広島県と福山
市が埋め立て免許を出願しました。
　広島地裁は2009年に埋め立ての差止めを認めた画期的
な判決を出しました。この判決は、行政訴訟としての差
止め訴訟として、公共事業の差止めを認めた最初の判決
です。その後県は埋め立て計画を撤回し、これを受け
て、訴訟は取り下げ、埋め立て架橋計画自体は中止され
るに至りました。しかし、その後も、県と市、地元住民
間の対立が解消されておらず、未だに重要伝統的建造物
群保存地区の保存対策等は進まない一方で、埋め立て架
橋に代わる護岸工事計
画が登場するなど、景
観の危機は存続してお
り、景観保護が順調に
進展しているとは言い
がたい状態にあること
がわかりました。

鞆の浦　常夜灯

鞆の浦　波止

３　尾道
　尾道は、歴史のある街ですが、土地が狭く、斜面地に
多くの住宅などが建っていることもあり、人口減少と高
齢化に伴い特に高齢者の生活が厳しくなる斜面地を中心
として空き家が多数生じて問題となっています。
　尾道では、建築物の保存運動の状況や空き家活用のい
くつかのプロジェクトや空き家対応の市民組織の話を伺
いました。
①公会堂保存運動
　尾道市公会堂は、増田友也が設計し、1963年に竣工し
た歴史的価値のある建物であり、瀬戸内では非常に珍し
い建物でした。ところが、公会堂を壊して更地を作り、
そこに新しい市庁舎を作ろうとする計画が持ち上がり、
反対運動が起こりました。反対の理由は、１つは、歴史
的価値のある建物を残すべきというもの、もう１つは、
地震が起きた際に液状化のおそれがある場所に公共の建
物を建てるのは問題という点で、尾道市民プラット
フォームを事務局として住民投票を求める運動が起こり
ましたが、議会は住民投票条例を否決、公会堂は既に取
り壊されてしまいました。
②空き家保全運動
　尾道市中心部の千光寺山などの斜面地において、住民
の高齢化等により空き家が増える傾向がありました。山
の斜面に建つ築50年以上の家屋は私道のみに接している
ため、建築基準法で建て替えられず、改修・撤去費用も
かさみ、空き家が放置されてきました。尾道市が2001年
に調査したところ、空き家が100軒を超えていました。
市は2002年に「空き家バンク」を始め、空き家の賃貸や
売買を希望する所有者を登録し、情報提供をしてきまし
た。しかし2007年度までの6年間で入居者が11件と利用
は伸び悩み、2008年には休眠状態になってしまいまし
た。その後、2009年から、NPO法人尾道空き家再生プ
ロジェクトが市から委託を受けて空き家紹介事業を展開
しています。空き家再生プロジェクトは、空き家探しか
ら、内装工事、残された家財道具の搬出や改修機材の搬
入のサポートも行っています。
　空き家再生プロジェクトは、宅建業の免許がいる斡旋
行為にあたらないように、上記事業を無償で行っていま
す。尾道の良さを共有できる者と、空き家を資源にまち
づくりをしていく考えで、仲介業としてはコスト的に成
り立たない部分をサポートしています。
　現在、空き家登録は、120件から130件であり、80数件
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が既に誓約済みです。800人から900人の希望者が空き家
物件が登録されることを待っており、希望者に対して、
空き家が足りない状態です。空き家再生プロジェクト
は、尾道の空き家に移住することを希望する者に対し、
実際に、尾道に来てもらい、現地を見てもらうことにし
ています。くみ取り式のトイレであること、虫が出るこ
となど、実際に現地に来なければ分からないことがたく
さんあります。
　一方、空き家対策協議会は、専門家と事業者の協力に
より、市場ベースでの対処が可能な物件の処理を始めよ
うとしています。このように尾道では市民と自治体、事
業者が協力して空き家活用を進める体制が動きつつあ
り、空き家の斡旋や修理などの体制も整いつつあり、い
くつかの実績も上げています。
③「みはらし亭」再生プロジェクト

　千光寺山に大正
時代に建てられ、
も と も と は 別 荘
で、1969年 か ら
1989年まで旅館と
して利用されてい
た空き家を、空き
家再生プロジェク
ト が「 み は ら し

亭」というゲストハウスとして再生させています。空き
家再生プロジェクトは、空き家だった元旅館を実物から
設計図書を再生し、2013年に文化財登録をした上で、ク
ラウドファンデイングを利用して改修の資金を集めてい
ます。登録文化財に登録することで国や市の補助金や寄
付も集まりやすくなります。またボランティアの手も借
りて再生を進めたことにより、多くの人の思い入れのあ
る場所となっています。
　当部会の視察団も、この「みはらし亭」に宿泊し、眼
下に広がる市街と尾道水道の景観を堪能しました。
④ガウディハウス
  空き家再生プロジェクト代表の豊田雅子氏が2007年に
購入し、同プロジェクトが活
動を開始するきっかけとなっ
た通称「ガウディハウス」
は、1930年代に市内中心部の
山の南斜面地に地元の大工が
３年がかりで建てた木造2階
建ての和風建築住宅です。
1981年に建築主の妻が死亡し
て空き家になり、尾道出身の
大林宜彦監督の映画「さびし

再生された「みはらし亭」

現在のガウディハウス

んぼう」や「ふたり」のロケにも使われました。ドイツ
壁の建物は内部がぼろぼろになっており、現在、改修が
行われています。同プロジェクトは、実物から設計図書
を再生し、客観的な価値があることを記録し、文化財登
録をしています。「ガウディハウス」と名称をつけたこ
とにより、魅力が多くの人に伝わっています。空き家再
生プロジェクトは、空き家を宝の山とみなし、建物の魅
力を伝えるように発信に力を入れています。
４　倉敷
　倉敷は、早くから景観保全・まちづくりに力を入れて
きた街です。最近の動きとしては2005年に美観地区景観
条例（景観法に基づく景観地区へ移行）制定、2010年に
倉敷市景観計画と計画を実行するための景観条例を施行
しています。
　また、電線の地中化にも力を入れています。2008年に
美観地区の景観保存及び防災上の観点から事業に着手
し、2011年に４工区のうち３工区が完了、2014年に残り
１工区が完了し、美観地区の地中化が完了しました。
2005年からは、美観地区内の建築物のライトアップを実
施しています。さらに、中心市街地活性化事業にまちづ
くり会社で取り組み、2012年から「林原十郎商店」、
2013年からは「奈良萬の小路」等を整備しています。
　美観地区の面的整
備は大変充実してい
ますが、地区外の駅
前などの高層建築が
美観地区から見えて
しまう点などが問題
となっています。
　今回３つの地域を
視察し、ヒアリング
を行いましたが、経済成長の望めない中、地域資源を生
かした良好な景観が保全されている地域が観光客などの
増加により活性化している状況を見ることができました。
　一方で、空き家の活用については、観光地などでは一
定の可能性があり、空き家の利活用策が機能している状
況を見ることもできました。他方で、一般の住宅街では
相当の工夫がないと空き家の対策がうまく機能しない面
も窺えました。
　また、尾道以外にも高度成長期以前に建築された公共
建築物が建築から半世紀近く経過し、耐震化が困難等と
いう理由で解体されるという事例が増えています。この問
題も今後ますます大きな問題となることが予想されます。
　当部会では、今回の視察などの経験も踏まえ、今後と
も景観保全などの提言や、空き家対策に関する提言など
を行っていく予定です。

写真は美観地区。奥に地区外の高層
建築が見えている。
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�「景観シンポジウム－景観法の成果と課題－」報告
大阪弁護士会　山本寛

　「景観シンポジウム－景観法の成果と課題－」は2017
年２月３日、弁護士会館で開催され、約60名が参加する
とともに、全国６会場にテレビ会議システムで中継され
ました。
　2004年に景観法が制定されてから、景観施策に取り組
む景観行政団体は681地方公共団体、景観計画は523団体
が策定済み（2016年３月31日）と着実に増加していま
す。また、景観法制定後、鞆の浦の景観訴訟判決、芦屋
市の景観地区におけるマンション建設不認定事例など画
期的な判断がなされ、良好な景観に対する国民の関心が
高まっています。本シンポジウム開催の趣旨は、当委員
会大気・都市環境部会で実施した国内外の調査（広島県
鞆の浦・尾道市、岡山県倉敷市、大阪府河内長野市・富
田林市、三重県関宿、名古屋市有松、中国上海市）の結
果を踏まえ、景観法施行から現在に至るまでの日本の景
観問題の現状と課題に関する理解を深め、今後必要な提
言を検討する契機とすることにあります。
　本シンポジウムでは、五十嵐敬喜氏（法政大学名誉教
授）、小浦久子氏（神戸芸術工科大学教授）、日置雅晴当
委員会特別委嘱委員からの基調報告、飯田昭当委員会委
員からの特別報告の後、針原祥次当委員会副委員長が
コーディネーターを務め、五十嵐名誉教授、小浦教授、
小島延夫当委員会副委員長、日置特別委嘱委員の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。
　まず、五十嵐名誉教授は、景観論の今後をテーマとし
て、⑴少子・高齢化の時代に入り、戦後の人口増にとも
なう開発至上主義は変更を余儀なくされていること、⑵
空き地・空き家問題を解消するため所有者に使用、収
益、処分の自由が保障された絶対的土地所有権から共同
体としての土地利用を保障する現代総有論への制度変
更、⑶土地・建物を「商品」と考える意識の転換、⑷感
覚よりも理性を重んじるデカルト流の合理主義の見直し
を考えること、が重要であると指摘されました。そし
て、人を「感動」させることが景観の共通言語になりう
ると考え、それを社会学的・客観的にどのように位置づ
けるかが今後の課題であると報告されました。
　次に、小浦教授は、景観法の可能性をテーマとして、
北海道東川町の景観計画策定による樹木伐採の開発管理
事例、芦屋市の景観地区におけるマンション開発不認定
事例を紹介され、地域らしさの持続のためには、住民が
景観、規範、伝統、技術あるいは作法等その地域で公共
性を有する価値観について関心を持ち、その価値観と結
び付けて説明できる景観基準を策定し、専門家・議会の

サポートのうえで行政が責任をもって判断することがで
きる仕組みを整えることが重要であると報告されました。
　日置特別委嘱委員は、紛争事例から見た景観法をテー
マとして、国立マンション最高裁判例以降、景観に基づ
いて救済を認めた民事判決が出ておらず、景観計画に基
づく変更命令の義務付訴訟は30日間の期間制限から住民
の司法救済の余地は少なく、景観地区の認定処分に対す
る取消訴訟についても住民の原告適格、本案審理におけ
る行政の裁量性の問題があり難しいと分析し、景観に関
する司法的救済は望みが少ないのが現状であると報告し
ました。
　飯田委員は、京都の新景観政策の「深化」と問題点を
テーマとして、京都市市街地景観整備条例に基づき、地
域景観づくり協議会が９地域で認定され、地域でのすべ
ての建築行為について、協議会との「意見交換」をしな
ければ景観手続きに入れない制度ができた点が深化であ
るが、一人地区計画（一人の所有者だけで都市計画法第
12条の４第１項第１号の地区計画を定めること）を利用
した規制緩和、エコ・コンパクトシティ（郊外への無秩
序な都市化を抑制し中心市街地への集約を図る都市政策
のこと）を名目とした規制緩和、世界遺産のバッファ
ゾーン（世界遺産を保護するためにその周囲に設けられ
る利用制限区域のこと）・神社仏閣敷地内の開発等の逆
流が生じていることが課題であると報告しました。
　パネルディスカッションでは、まず、景観法の問題点
として⑴景観形成に違反しているか否かの判断が難しい
こと、⑵都市計画法・建築基準法の規制との関係、⑶原
告適格、⑷手続期間の問題が指摘され、五十嵐名誉教
授、小浦教授が行政側の立場から、小島副委員長、日置
特別委嘱委員が住民側の立場から議論がなされ、都市計
画法・建築基準法・景観法等の規制がバラバラになって
おり、特に建築確認行政が民間に移譲されている現在の
都市法制を調整し、住民参加の機会を保障し、行政が裁
量をもって責任ある開発許可の判断を行える制度づくり
が必要であることが確認されました。そして、景観法の
将来のために、日本の裁判所において、財産上の価値よ
り環境上の価値が上回るとする発想転換が必要であるこ
と、実利を追う人にも、美しいものを残したほうがむし
ろ経済的に価値があることに気づかせること、景観を商
品として扱うのではなくその地域の営みのなかで住民に
共有された価値観を大切にすること、美しいところには
価値があるということを自信をもって言い続けること等
が提言されました。
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�放射能汚染廃棄物にかかる千葉県調査
山梨県弁護士会　三枝重人

　公害・環境ニュース64号でご報告したとおり、廃棄物
部会は、放射能により汚染された廃棄物（以下「放射能
汚染廃棄物」といいます。）の処理に関する調査・研究
の一環として2016年９月、県外の放射能汚染廃棄物を受
入・埋立処分している秋田県内の最終処分場（以下「本
件最終処分場」といいます。）等の現地調査を行いまし
たが、同年11月９日、今度は本件最終処分場に放射能汚
染廃棄物を搬出している千葉県流山市、松戸市、市川市
の３市を訪れて、聴き取り調査を行いました。
１　流山市からの聴取概要
　流山市内には、一般廃棄物の焼却施設はありますが、
最終処分場はなく、遅くとも1982年以降は、市外に焼却
灰を全量搬出しています。具体的な搬出先については、
風評被害のおそれがあることを理由に開示していないと
のことです。
　2011年６月下旬、環境省の通知を受けて焼却灰の放射
能濃度を測定したところ、28,100Bq/kgの放射性セシウ
ムが検出されましたが、福島第一原発から200km以上離
れていることから、このような高濃度の放射性物質が検
出されることは予測していなかったとのことです。環境
省の通知を受けるまでは、放射能濃度を測定することは
一切ないまま焼却灰を搬出していたため、その間に搬出
した焼却灰の放射能濃度は不明とのことです。
　高濃度の放射性物質が検出されたことから、本件最終
処分場への搬出は一時受入停止によりできなくなりまし
た。流山市は、１箇所のみの最終処分場に委託している
と今回のような事態が発生した場合に対応できないと反
省し、現在は複数の最終処分場に委託しているとのこと
です。委託先の選定に当たっては、当該最終処分場の自
主的な受入基準を確認した上で、周辺住民の感情等も検
討しているということです。
２　松戸市からの聴取概要
　松戸市内には、クリーンセンター（以下「CC」とい
います。）及び和名ヶ谷クリーンセンター（以下「WCC」
といいます。）の２箇所の焼却施設と日暮最終処分場が
あります。日暮最終処分場は本来、不燃ごみを埋め立て
ることになっていましたが、原発事故を受けて草木の一
時保管場所として利用されており、現在は埋立処分がで
きない状態です。また、1976年から千駄堀最終処分場に
焼却灰、不燃ごみ、粗大ごみを埋め立てていましたが、
1981年３月で埋立処分を終了し、焼却灰は市外に搬出す
るようになりました。
　2011年６月下旬、環境省の通知を受けて焼却灰の放射
能濃度を測定したところ、CCの焼却灰から47,400Bq/
kg、WCCの焼却灰から10,500Bq/kgの放射性セシウム
が検出されましたが、このような高濃度の放射性物質が
検出されることは予測しておらず、環境省の通知を受け
るまでの間に搬出した焼却灰の放射能濃度は不明とのこ
とです。
　本件最終処分場への搬出が一時受入停止によりできな
くなった後、新たに市外の搬出先を確保したとのことで

す。現在は、一種の保険として複数の搬出先を確保して
いるとのことですが、具体的な搬出先については、受入
先の自治体から風評被害のおそれがあることを理由に口
止めされており、開示できないとのことです。
３　市川市からの聴取概要
　市川市内には、一般廃棄物の中間処理（可燃物の焼却
と不燃物の破砕）を一括して行う施設はありますが、最
終処分場は確保できないため、1980年から市外への搬出
を行っています。
　2011年６月下旬、環境省の通知を受けて焼却灰の放射
能濃度を測定したところ、焼却灰の放射性セシウム濃度
は3,650Bq/kgであり、10,000Bq/kg以上の高濃度が検出
された流山市や松戸市と比べると低い数値でした。これ
は、市川市の焼却方式がストーカ式焼却炉（階段状の火
格子の上でゴミを移動させながら焼却する方式）である
のに対し、流山市と松戸市は流動床式ガス化溶融炉（ゴ
ミをガス化炉で焼却し可燃性ガス、未燃分、灰に分解
し、溶融炉で前二者を完全燃焼して灰溶融しスラグ化す
る方式）であるため、流山市・松戸市の生成物（スラグ
等）の方が、市川市の焼却灰よりも濃縮率が高いことに
基づくと考えられます。
　本件最終処分場など遠方への焼却灰の搬出は2006年頃
から実施しており、2011年以降は本件最終処分場の一時
受入停止という経験を踏まえ、リスク分散の必要から、
本件最終処分場のほか、山形県や千葉県銚子市などにも
搬出しているとのことです。
４　まとめ
　３市は、いずれも都心に近いことから市街化が著しく
進展しており、自区内に最終処分場を確保することが困
難であることから、本件最終処分場等、市外の最終処分
場へ焼却灰を搬出している自治体です。
　一般廃棄物の最終処分場は全国的にも少なく、関東圏
から搬出するとなると東北方面の最終処分場しかないと
いうことですし、受入先の了解が得られるのであれば当
然の経済的取引であるということなのかも知れませんが、
都市圏のごみが遠方の過疎地で埋立処分されるという広
域処理の現実に、私は少なからぬ違和感を抱きます。
　とりわけ、放射能汚染廃棄物の広域処理は、放射性物
質の拡散という現象を招来しますし、流山市や松戸市の
ように具体的な搬出先を開示しなければ、どの程度の放
射性物質が、どこに、どのように拡散しているのかを検
証することすら覚束なくなります。
　加えて、福島第一原発事故から2011年６月下旬に環境
省の通知が出されるまでの３か月余の間、本件最終処分
場等に搬入・埋立処分された廃棄物については、放射能
濃度の測定が一切されていませんから、前記のとおり検
出された高濃度の放射能濃度をも超える放射性物質が含
まれていた恐れも否定できません。
　当部会としては、広域処理や情報公開の観点からも、
放射能汚染廃棄物の在るべき処理制度を引き続き調査・
研究していきます。
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めて判断しています。なお米軍機については、両判決と
も最高裁判例を踏襲した、差止請求の棄却ないし却下で
した。
３　平成28年12月８日最高裁判決とこれから
　弁護団としては、米軍機に対する差止めや、民事訴訟に
よる自衛隊機の差止めに関する最高裁判例の変更も、訴訟
活動の目標にしていました。そのための上告理由書・上告
受理申立理由書も詳細なものを提出していました。
　しかし最高裁（第一小法廷）は、これらの論点について
は一顧だにせず、自衛隊機の行政訴訟による差止請求の訴
訟要件と違法性判断に絞って弁論を開き、高裁判決からわ
ずか１年４か月後の2016年12月８日に判決を言い渡しまし
た。自衛隊機差止請求を棄却する逆転判決でした。
　この判決の、自衛隊機差止めに関する判断の特徴と問
題点は、次のように指摘できます。
①　自衛隊機の運航の差止請求を、行政事件訴訟法３条７
項・37条の４の差止めの訴えとして肯定し、その場合の訴
訟要件「重大な損害を生ずるおそれ」について、航空機
の離着陸による反復継続的な被害は「事後的にその違法
性を争う取消訴訟等による救済になじまない性質のもの」
だとして、いわば類型的にその要件の存在を肯定したこ
とは、重要な先例になります。
②　問題は違法性についての判断で、防衛大臣の自衛隊
機の運航に係る権限の行使は、高度の政策的、専門技術
的判断を要し「広範な裁量に委ねられている」とし、そ
の裁量権の逸脱・濫用が認められるかは、「同権限の行使
が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められ
るか否かという観点から行うのが相当」だとした点です。
これは、最初から裁量の広範な風呂敷を広げてしまい、
違法性を認める場合を「著しく」限定してしまう論理に
ならないかと危惧されます。そして実際最高裁は、本件
騒音被害の深刻性を認めながらも、自衛隊機の真夜中の
運航の「公共性」を優先させたのです。
　最高裁の裁判官は、軍用機が轟音をとどろかせて飛び
交う現地に行くことはありません。現地に赴き、住民の
生の声を聴いてその被害実態に思いを馳せ、夜間飛行の
一部差止めという重い決断をしたであろう下級審の判断
を、いともたやすく覆してしまいました。５人の小法廷
裁判官一致の意見であることにも驚かされます。
　しかしながら、地裁と高裁で自衛隊機差止め判決がな
されたという事実は残ります。判決が２件重ねられたこ
とは、その客観的妥当性を示しています。私たちは現在、
第５次訴訟を準備中です。第４次訴訟で得たものを手が
かりとしつつ、本丸である米軍機の差止めを含め、さら
なる取組が始まろうとしています。
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公害・環境関係重要判決報告
　飛行場の騒音の差止めについては、1981年の大阪国際空港訴訟最高裁判決以来認められてこなかったところ、
行政訴訟という形ではあるが、地方裁判所及び高等裁判所において差止めを認めた裁判（厚木基地訴訟）について
最高裁判決が出たので、弁護団の福田護弁護士に寄稿いただいた。

１　爆音反対運動と訴訟の歴史
　1960年７月、厚木基地の滑走路大改修直後からの米軍
機の爆音のひどさに市民団体が結成され、「平和で静かな
空を」との願いを実現するための運動が、現在に至るま
で半世紀以上にわたって続けられてきました。その間厚
木基地は、1971年７月に海上自衛隊も移駐して米軍との
共同使用となり、1973年には横須賀を母港化した空母の
艦載機の本拠地ともなりました。周りは神奈川県第二の
人口密集地ですが、その上空で、夜間に及んで離発着や
訓練飛行が続けられてきたのです。
　住民の陳情、人権救済申立て、実力行使などの運動が
万策尽きて、飛行差止めと損害賠償を求める最初の訴訟
が大和市住民92人によって提起されたのは、1976年９月
でした。その後、周辺６市に原告を拡大した第２次訴訟
が1984年に提訴され、1993年２月25日に第１次訴訟の最
高裁判決があり、1997年には原告数を5000人余に一挙に
拡大した第３次訴訟が提訴されました。本件第４次訴訟
の7000人余による提訴は2007年12月のことです。
２　軍用機初の夜間飛行差止め判決
　厚木基地周辺住民の悲願は、米軍機・自衛隊機の飛行
差止め、とりわけ夜は飛ばないでくれというものです。
横田、小松、岩国、嘉手納、普天間で起こされてきた他
の航空基地騒音訴訟でも同様ですが、その差止請求は、
ことごとく却下ないし棄却されてきました。
　民間航空機の離着陸差止請求については、民事訴訟で
は不適法だとする大阪国際空港の最高裁大法廷昭和56年
12月16日判決がありますが、軍用機の差止請求でも、第
１次厚木基地訴訟の最高裁平成５年２月25日判決が、米
軍機については、被告国に対して「その支配の及ばない
第三者の行為の差止めを請求するもの」で主張自体失当
だとして棄却し、自衛隊機については、防衛庁長官（当
時）の権限による自衛隊機の運航は公権力の行使だとし
て民事訴訟は不適法だとしていました。
　このような判例に基本的な疑問を抱きつつも、第４次
厚木基地訴訟は、軍用機差止訴訟では初めて、民事訴訟
だけでなく、並行して行政訴訟も提起しました。折しも
2004年には、行政事件訴訟法が国民の権利の実効的な救
済を旨として改正され、「差止めの訴え」等の訴訟類型も
新設されたところでした。
　そして、横浜地裁平成26年５月21日判決と東京高裁平
成27年７月30日判決は、自衛隊機について、いずれも行
政訴訟において、夜10時から翌朝６時までの運航差止命
令（高裁は期限付き）を発するに至ったのです。地裁は
特殊な処分に対する無名抗告訴訟として構成し、高裁は
同法３条７項・37条の４の差止めの訴えの類型に当ては


