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2017年韓国調査を終えて
東京弁護士会
１

韓国の環境紛争処理制度の調査訪問

２

小島延夫

自然破壊型の大型公共事業などは環境紛争処理制度
では取り上げられていなかった。

日本においては、環境訴訟における司法アクセスが大
変良くない状況が続いています。欧米では広く環境訴訟

ヒヤリングの結果判明したことは、確かに、環境保護

ができるようになっていますし、アジア諸国でも、1980

団体は、自然生態系分野が破壊された場合、例えば国立

年代のフィリピン、インドネシアなどをはじめ、広く自

公園の中の工事が自然生態系の破壊と見られる場合には

然保護などのための訴訟提起が可能となっています。最

申立をする権利があるのですが、今まで、環境保護団体

近、中国でも環境公益訴訟として環境保護団体が訴訟提

からの申立は一件もないということでした。

起できる立法がされました。
そこで、訴訟外の紛争解決手段であり、準司法的機能
を持つ、公害紛争処理制度をもっと拡張して、対象を拡

したがって、自然破壊型の大型公共事業などは韓国の
環境紛争処理制度では取り上げられていなかったという
ことでした。

大できないかと考え、当委員会の中に、公害紛争処理制

ソウルの環境問題を取り扱っている弁護士に聞いたと

度に関するプロジェクトチームが設けられました。当プ

ころ、「自然破壊型の大型公共事業については、紛争処

ロジェクトチームでは、欧米ではなく、身近で、類似し

理制度を活用するということは今まで考えたことがな

た司法制度を持つ、韓国においてどうなっているのかを

い、多くは運動で社会問題化して、場合によっては、訴

調べることとしました。

訟を活用して対応する」ということでした。

そうしたところ、韓国では1991年からはじめた環境紛
争処理制度を改正し、自然環境に対する開発行為に対し
ても対象とし、かつ、環境保護団体に申立適格を認めて

３

実は大変活用されていた、環境紛争処理制度
では、韓国の環境紛争処理制度は活用されていなかっ

たのでしょうか。

いるということが判明しました。そこで、韓国に、この

実は、大変よく使われていることが判明しました。

４月（2017年４月）調査に行ってきました。

韓国でこの制度ができたのは、1991年ですが、できて

今回の調査では、①日本の中央政府の公害紛争処理制

から昨年（2016年）までの25年間で、総数として3657件

度である、公害等調整委員会に相当する、韓国の中央環

もの申立がされています（１年平均で146件）。日本で

境紛争調整委員会と、②日本の都道府県にある公害紛争

は、過去45年間で、1005件です（１年平均で22件）。件

処理制度である、公害審査会に相当する、ソウル特別市

数だけで、日本の約６倍です。最近日本でも申立が増え

の環境紛争調整委員会を訪ね、また、③韓国の環境問題

ていますが、年間50数件、韓国では、最近年間200件以

を扱っている弁護士にもヒヤリングを行いました。

上ということで、日本とは約４倍の差があります。
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また、調停を求めるのか、裁定を求めるのかという点

中央はもちろん、地方の環境紛争調整委員会にも相当

も大きな違いがあります。調停と裁定があることは、日

数の委員及びスタッフがいて、また、豊富な調査予算な

本でも韓国でも同一ですが、日本では、申立総数の７割

どもあり、それが充実した審理を可能としています。そ

強が調停です。それに対し、韓国では、約65％が裁定です。 のため、調査の実施が可能となっています。日本では、
韓国における、紛争の多く（75％）は騒音振動で、続

中央政府こそ調査費用の手当てがされるようになりまし

いて日照景観紛争も10％程度でした。また、本人申立が

たが、地方では、ほとんど予算もスタッフもなく、調査

ほとんどということも判明しました。

もできなければ、書面作成なども弁護士である委員任せ

2016年は、全162件のうち、144件（88.9％）が合意で

という状況です。そのため、地方で調停申立をしても、

終わっており、相当高い割合で解決しているということ

調査をする能力も予算もないとして進まない事態も多く

でした。

あります。地方から中央に調査依頼することもありま

近隣環境紛争処理制度として相当機能しているという

す。調査権限についての規定は日本と韓国ではほとんど

ことになります。

同じで、どちらも地方も含めて調査権限がありますが、

４

韓国の環境紛争処理制度を活性化させている５つの

それを支えるスタッフと予算の点、特に地方での予算整

ポイント

備に大きな差があります。

なぜそうなっているのでしょうか。

第５は、インターネット申立の充実です。

ヒヤリングの結果、５つの点がポイントと思われました。

申立はほとんどが電子申立です。そのため、本人でも簡

第１は、韓国においては、環境紛争について、規模や

単に申立てができます。もちろん、インターネット利用に

範囲による限定がない上、典型７公害以外も対象として

支障を感じる高齢者などもいますので、その場合は、スタッ

おり、近隣環境紛争が広く対象となっています。

フが直接面談してヒヤリングして、申立の手助けをします。

日本では、公害の定義で「相当範囲に及ぶ」という限
定がありますので、一対一のような近隣環境紛争は対象
となっていません。また、典型７公害に対象を限定して
います。そのため、シックハウスなどが審理を拒否され

インターネット申立の制度がない日本とは大違いです。
５

日本でも参考にできる韓国の制度
日本だと、韓国で、環境紛争調整委員会で裁定されて

いる案件はどこに行っているのでしょうか。

た例もあります。他方、韓国ではそのような規模や範囲

地方自治体が設けている、苦情処理制度や日照紛争な

による限定がありません。その上、日照眺望通風、階間

どのあっせんや調停制度、あるいは、簡易裁判所の民事

騒音、人工照明による光害も対象としています。

調停の一形態である、公害調停などでしょうか。

第２は、地方の審査会にも、裁定権限があるというこ

しかし、これらの制度では、強制力を持った公権的判
断ができません。また、独自の調査権限やそれを実施す

とです。
日本では、地方では調停だけしかできませんが、韓国
では、地方でも裁定ができます。そのため、小規模な紛
争についても、一定の公権性を持った判断がされます。

る予算措置などがありません。そのため、紛争解決機能
は限定的で、当事者の不満は残ります。
そうした点を考えると、韓国の制度に学ぶべき点は多

第３は、基準の設定とその公表です。

くあるように思います。もともと韓国のこの制度は、

騒音振動などでは、騒音振動のレベルや時間などに応

1970年当時、世界で最も最先端と言われた、日本の公害

じて損害賠償額がどうなるかというマニュアルが設定さ

紛争処理制度を参考にして作られました。しかし、その

れ、それが公表されています。そのためある程度予見可

後45年が経ち、韓国がいつの間にか追い越して先へ行っ

能な制度となっています。

てしまいました。日本でも制度の全面的な見直しが必要

第４は、スタッフと予算の充実です。

ソウル市特別環境紛争調整委員会
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な時期になってきているように思われます。

中央環境紛争調整委員会の所在するセジョン市の近未来的な政府の建物
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 権擁護大会シンポジウム第３分科会実行委員会
人
ドイツ・滋賀県調査報告
①ドイツの自然保護制度

鹿児島県弁護士会
１

はじめに
現在、開発や乱獲等による生物多様性の危機が深刻な問
題として認識されています。この生物多様性の危機の問題
は日本のみならず全世界で共通の問題となっています。
2017年５月14日から同21日にかけて、第60回人権擁護
大会シンポジウム第３分科会実行委員会の委員にてドイ
ツの自然保護に関する現地調査を行いました。
ドイツにおいては自然保護の制度のみならず再生可能
エネルギーの調査など多様な調査を行いましたが、本稿
ではドイツにて行った調査のうち、開発に対する代償措
置（ミティゲーション）の制度について紹介します。
２ ドイツにおける代償措置の制度
ドイツにおいては、侵害規制、すなわち自然環境や景
観に影響を及ぼす全ての活動、例えば道路工事や防災対
策や学校建設などの活動について、自然環境や景観に及
ぼす影響を可能な限り回避最小化し、代償しなければな
らないとされています。
このため、事業者が開発行為を行うためには、回避、
最小化、代償について検討し、許認可官庁の許認可を受
ける必要があります。
しかし、開発行為を行おうとする事業者は自然保護に
ついての専門的な知識を有しているわけではありません。
そこで、調査において聞き取りを行ったドイツバイエ
ルン州アウグスブルグ郡では、事業者が開発をする際、
計画書を提出する前に郡政府自然保護局がコンサルテー
ションを行います。自然保護局は事業者に対し、代償措
置を行う必要がある場合には、ビオトープのつながり等
の自然条件を考慮してどのような代償措置を行うかにつ
いての提案を事業者に行います。
このように事業者が自然環境や景観に影響を及ぼす開
発行為を行うためには回避、最小化、代償を行うことに
なりますが、この代償措置について、開発の度にその開
発に対する代償措置を行うだけでなく、いわば代償措置
の貯蓄制度ともいうべき制度が定められています。
３ 代償措置の貯蓄制度
この制度はエコ口座、代償地プール等と呼ばれており、
ドイツ連邦自然保護法16条に規定されています。
このエコ口座、代償地プールの制度は、事業者や自治体
が将来の事業の見通しが立っている場合に、先に代償用の
土地を確保しておいて、実際の開発行為に先立ち、その土
地で代償措置を始めておくという制度です。実際に開発行
為を行うときが来れば、既に進めている代償措置を当該開
発行為の代償措置として使うことができます。すなわちこ
れまで溜めていた代償措置のポイントをそこで清算すると
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いうことになります。いわば代償措置のポイントを口座に
貯蓄しておくというような制度となっています。
さらに、利子制度ともいうべきシステムとなっていま
して、例えば事業者が将来行う予定の開発行為について、
何年も前からそのための代償措置を行ってポイントを貯
蓄していた場合、そのポイントには年率３％というよう
な利子ポイントを上乗せすることが認められています。
このため事業者としては早い段階で代償措置を開始すれ
ばするほど必要な代償措置を少なくすることができると
いうことになるのです。
４ 実際の代償措置の実例
実際に代償措置が行われた現場の視察も行いました。

実際に代償措置が行われた土地

この写真の奥に見える建物が、スーパーマーケットを
経営する事業者が建設した配送センターです。この配送
センターを建設した土地は元々農地（畑）でした。農地
を開発して配送センターを建てるという行為は侵害行為
にあたるため代償措置が必要となります。
この開発行為の代償措置として配送センターの隣の土
地、この土地も元々は農地だったのですが、この土地を
全て石で埋めて草地にしました。これにより農地のよう
な土壌の肥沃な土地では育たない、または生息できない
動植物の貴重な生息場所を確保したのです。すなわち、
この代償措置が行われた場所はあえて石を埋めて栄養分
の少ない土地にしているのです。この場所には現在レッ
ドリストに載っている５種類の昆虫が生息していること
が確認されているとのことでした。
５ 最後に
以上のとおり、ドイツでは自然保護、生物多様性の保
護のために、様々な工夫を凝らした制度を作り実際に運
用しています。ドイツにおいてもエコ口座の制度などは
新しい制度であり、実例を積み上げていっている段階の
ようです。
このような制度を日本に導入できるか、今後、検討し
ていきたいと考えています。
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②市民が進めるエネルギーヴェンデ
－南ドイツの再生可能エネルギー調査
１ エネルギーヴェンデ（エネルギーの大転換）
ドイツでは、2000年の再生可能エネルギー法（EEG法）の固定価
格買取り制度の下、再生可能エネルギーの普及が図られてきました。
2011年の福島第一原発事故後には、2022年に脱原発を、2050年に脱
化石をそれぞれ達成し、再生可能エネルギーへの転換を図る政策が
決定されました。
今、ドイツ各地では、単に技術的な電源構成の転換だけではなく、
エネルギーの消費削減や利用効率化を行いつつ、地域の特性に合っ
た再生可能エネルギーによる、小規模で分散型のエネルギー供給シ
ステムを、地域住民の共同参加で担うという、社会的変革としての、
より広義の「エネルギーヴェンデ（Energiewende）
」が、着実に推
し進められています。
その現状を確かめるため、2017年５月、私たちは、南ドイツに赴
きました。

島根県弁護士会

水野彰子

て我々の生活を営んでいくのか」が話し合われました。この議論を
経て、同年、
「2030年までに地域のエネルギーヴェンデを実現する
こと」を目標に掲げるソーラー・コンプレックス社が、20人の市民
により設立されました。
同社は、①未来の課題に具体的に取り組むこと－企業活動を行い
建設すること、②これを共同で行うこと－誰もが新たに生まれつつ
あるエネルギーシステムに参加できること、③地域限定で活動する
こと－プロジェクトや設備は現地の雇用と経済価値を創出し、循環
を閉じ、エネルギーコストの流出を減らすこと、の３つを基本姿勢
としています。
2001年、初のプロジェクトとしてジンゲンの学校の屋上に18kW
の太陽光発電を設置して以降、2017年４月現在、30MW近くの太陽
光発電設備をはじめ、木質バイオマス熱電併給システム、バイオガ
スプラント、太陽熱、風力発電、小水力発電など、地熱以外のすべ
ての再生可能エネルギー設備を次々と設置し、また、多くのバイオ
マス村を実現しています。特に現在は、同社の事業として熱供給が
重要になっています。
また、同社では、本社ビルの省エネ改修工事を大々的に行いまし
た。1960年代に建てられた改修前のビルでは、１㎡当たり年間
100kWhを消費していました。これに対し、建物躯体の断熱強化、
３層断熱窓への交換、熱交換式機会換気設備の導入、電気設備と
証明設備の交換、外壁と屋根への太陽光パネルの設置、バイオガス
コジェネ、熱を貯める貯湯槽の設置など、様々な改修を行った結果、
年間約15kWh/㎡と、ドイツのパッシブハウス基準をクリアするまで
になりました。
「まず隗より始めよ」を示すとともに、本社ビル自体
がさながらパッシブハウスのショールームです。
同社は、2007年に非上場株式会社に組織変更し、現在では、出資
者数1200件、総資産約6300万万ユーロ、従業員40人の会社に成長
し、これまでの投資総額は、１億ユーロ以上に上っています。

２ 再生可能エネルギー村－ヴィルトポルズリート
ヴィルトポルズリートは、バイエルン州シュバーベン行政管区内
の南西に位置する人口約2500人の農村です。
1999年に実施された、2020年の村の将来像に関する住民アンケー
トの結果を基に、2000年１月、村議会は、
「WIR」
（Wildpoldsreid
Innovativ Richtungweisend）という計画を可決しました。WIRの
プロジェクトの一つが、2020年までに村の需要を越えるエネルギー
を再生可能エネルギーで創出するというものです。最大限の省エネ
と再生可能エネルギーの創出で、地域に付加価値をもたらすことが
このプロジェクトの柱の一つです。
恵まれた風況を活かし、2000年から2012年までに７基の風力発電
設備（設備容量12100kW）が建設され、2015年には、高さ130ｍ、
ブレードの長さ40ｍのギアレス風車２基（設備容量計6000kW）が
建設されました。いずれも、住民の出資によるものです。
太陽光発電も盛んで、村の公共施設には439.2kWの太陽光パネル
が設置され、地域住民により269個所に総設備容量5135kWの太陽光
ヴィルトポルズリート村とソーラー・コンプレックス社、ともに地
発電パネルが設置されています。
域の未来を描くところから始めた、市民の具体的な取組が、エネル
畜産農家が事業主体となり、家畜のし尿を主原料とするバイオガ
ギーヴェンデの大きなうねりへと続いています。
ス発酵設備を、３個所設置しました。バイオガ
スは、パイプラインでコジェネレーション（熱
電併給）施設に送られ、発電の際に発生する熱
は、公共施設や住宅の暖房・給湯用の熱として
供給されています。
2000年EEG法を追い風に、具体的な取組の
積み重ねによって、今では、村内の電力需要の
688％、熱需要の55％を再生可能エネルギーで
創出し、総売電価格だけで年間625万ユーロ
（自家消費と熱供給を含まない）の経済価値を
ヴィルトポルツリート村のバイオガス発酵 ヴィルトポルツリート村の風力発電設備の
生み出す再生可能エネルギー村となりました。
施設
足元でアルノ・ツエンゲーレ村長を囲んで
村では、蓄電池メーカーを誘致し、人口も増加
しています。
３ ソーラー・コンプレックス社
ソーラー・コンプレックス社は、バーデン
ビュルテンブルク州ジンゲン市の街に本社を置
き、再生可能エネルギー資源を用いる発電及
び熱供給施設の計画、建設、運営、資本の提
供を行う市民企業です。
2000年５月末ジンゲンで開催された「具体的
なユートピアを求めて」というワークショップ
で、
「次世代の人々につけを回さず、如何にし
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ソーラー・コンプレックス社屋上・東西両
方向に設置された太陽光パネルとジンゲ
ンの城山

ジンゲンの街中・かつて製材水車のあっ
た水路を活用したソーラー・コンプレック
ス社の小水力発電所
公害・環境ニュース66号（2017年8月）

③滋賀県琵琶湖調査
愛知県弁護士会
2017年４月６日～７日、第60回人権擁護大会第３分科
会実行委員会で滋賀県琵琶湖調査を行いました。今回の
滋賀県琵琶湖調査は人権擁護大会第３分科会シンポジウ
ムのため、滋賀における生物多様性保全のための取組等
を視察することを目的としたものでした。
私たちは最初に琵琶湖博物館を訪問しました。この博
物館は、理念として博物館法が掲げる目的である「教育」
を掲げるのではなく「交流」をコンセプトにしていると
いう点が大きな特徴でした。このような特徴的なコンセ
プトは、元滋賀県知事である嘉田由紀子さんらが1985年
にこの博物館を構想した時からの発想だそうです。実際、
博物館は広く展示も充実しており、子ども連れの方など
多くの方が来館されていました。また、博物館の取組と
しても、20以上のNPO等の団体が博物館の運営に協力す
る「はしかけ」
（琵琶湖博物館の理念に共感し、共に琵琶
湖博物館を作っていこうという意志を持った人のための
登録制度。登録を行うことで博物館内外での活動ができ、
活動に関する情報を知ることができるほか、自分たちで
様々な活動を企画・運営することもできる。琵琶湖博物
館HPより）となっているなど多くの市民が積極的に博物
館の運営に関わっているようでした。
博物館の紹介の中で、学芸員の方が、博物館の「ファ
ン」になってもらうことを大切に考えているとおっしゃっ
ておられましたが、正にそれが体現されており、地域か
ら個々の住民の環境を守る意識が醸成されていく場所と
なっていることを実感しました。また、このような取組
にとって、多くの学芸員の方が、「学」を極めると同時に
市民と楽しみながら進める「芸」を意識しこれを融合さ
せることで、博物館と市民とをつなぐ大切な役割を担っ
ていることも重要であると感じました。
その後、私たちは滋賀県琵琶湖環境科学研究センター
にて説明を受けた後、滋賀県庁での調査を行いました。
まず、琵琶湖の水質については、1979年には赤潮が発
生したのを機に石鹸運動が起こったり条例の制定がなさ
れるなどしたこともあり、大きな時系列でみれば水質は
徐々に改善し、現在は現状維持の状態とのことでした。
ただ、水質は改善されているものの、新しい課題が大
きな問題となっているとのことでした。すなわち、外来
種（ブルーギル、オオクチバスなど）の繁殖が原因で在
来種が減少し、また、オバナミズキンバイなど水草が大
量繁茂し、琵琶湖の生態系に悪影響を与えているとのこ
とでした。
外来種の駆除については、色々な政策で進めているも
のの、一定程度減って以降はなかなか減らなくなってし
まうということでした。
これらの現状の報告は、琵琶湖博物館や滋賀県琵琶湖
環境科学研究センターでの報告とも概ね合致するもので
した。
２日目の調査は、２グループに分けて調査を行ったた
め、以降は私の参加したグループのみの報告となること
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小島寛司

をご容赦いただきたいと思います。
２日目は、まず高島市からヒアリング調査を行いました。
琵琶湖の西に位置する高島市は、山地から湖岸まで変化
に富んだ様々な自然環境があり、その中で生物多様性が育
まれているとのことでした。市としてもこういった生物多
様性を保全するため、様々な取組を行っていました。
例えば、
「高島市バイオマスタウン構想」を掲げ、木質
バイオマスの利用や排出食用油の利用、生ゴミの堆肥化
を進めるなど循環型社会の推進に取り組んでいるとのこ
とでした。
また、農業について低農薬・無農薬の認定をする農産
ブランド認証制度を立ち上げたり、
「生き物田んぼプロ
ジェクト」として田んぼに産卵のために遡上する魚のた
めの魚道の設置する取り組みや、休耕田を利用したビオ
トープの設置、カエルやオタマジャクシが避難できるよ
う、田んぼの畔に沿って水がたまるようにする仕組みな
ど、生きものに配慮した取組を行っているとのことでし
た。このような取組によりナゴヤダルマガエルという絶
滅危惧種のカエルも数多く見られるようになっているよ
うです。
また、高島市の話を踏まえて、実際地域で行われてい
る取組として市民の立場からゆりかご水田プロジェクト
や有機農業に取り組んでいる石津大輔さんのお話を聞き
ました。
市民の方の視点からみると、行政の制度は十分なもの
ではないという指摘があるなど考えさせられるところも
ありましたが、市民の側からのエネルギーを持った活動、
取組がとても大切であると感じました。
その後、針江地区・生水（しょうず）の里において、
川端（かばた）文化の見学をしました。
「かばた」は、江
戸時代から用いられており、地下の水脈まで筒状のパイ
プなどを差し込んで湧き出た水を利用する仕組みです。
一番上流の水を料理等に使い、その一段階下で野菜や茶
碗を洗い、一番下で鯉やマスなどを飼ってご飯カスなど
を食べさせ、その水を水路に流す、といった循環型の仕
組みをとっています。このような「かばた」は、昔はど
こにでもあったそうですが、徐々に不便さ等もあり廃れ、
針江の人々の中にも貧乏くさいという意識があったそう
です。しかし、外からの風が入ってくることにより、地
域の文化が見直され、人々も誇りを持つようになったと
のことでした。
その後、いくつかの視察を行った後、最後に、巨木と
水源の郷をまもる会の方から、樹齢400年を超えるような
貴重なトチの巨木を守る取組について報告を受けました。
残念ながら現地の視察はできませんでしたが、トチノキ
の巨木群を伐採業者から守るために、行政を巻き込み、
裁判所でもたたかうなど、非常にダイナミックな運動が
展開されていることを知り、里山を守ろうという地域の
市民の持つ強い力を感じました。
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オ
 ーフス条約に関する意見書・院内集会報告
沖縄弁護士会
１

はじめに
日弁連では，2017年２月16日付けで「環境に関わる市

喜多自然

大久保規子教授に「オーフス条約と日本・アジア」と題
してご報告をいただきました。①情報アクセスについて

民参加を保障するためにオーフス条約への加入と国内法 は、行政の透明性を確保し国民の監視下におくことは民
制の拡充を求める意見書」を発表し、これを踏まえて同 主主義の観点から重要であること、そのこと自体がオー
年４月４日、
「院内学習会・オーフス条約加入を考える」 フス条約では公益と扱われているものの、日本の情報公
を開催しましたので、報告します。
２ 日弁連のこれまでの取組と意見書の発表
オーフス条約は、正式名称を「環境に関する、情報へ

開法ではそのような観点は極めて限定的であるとの指摘
がありました。②政策決定参加権については、日本のよ
うな形式だけの市民参加ではなく、諸外国のように実質

のアクセス、意思決定における市民参画、司法へのアク
セス条約」といい、リオ第10原則を実現するため、1998
年６月25日、デンマークのオーフス市で採択されまし
た。現在、ヨーロッパ諸国やEUなど、47の国と地域が

的な市民参加を確保しなければならないこと、この差は
例えば公聴会の時間や回数などに表れることなどの指摘
がありました。③司法アクセスについては、環境法制の
手続が適法かどうか、司法の場において事後的にチェッ

批准しており、環境問題に関する市民の権利についての
グローバルスタンダードとなっています。

クできないと意味がないことが指摘されました。
その上で、ダイナミックに展開するアジアでの動きに

オーフス条約は、①環境情報を誰もが適切に入手でき
るようにする「情報アクセス権」、②環境に関する政策
決定に参加する権利を保障する「政策決定参加権」、③
司法による適切な救済を受けられるようにする「司法ア
クセス権」を三本柱（三原則）として定めています。日
本はまだ批准していません。
日弁連公害対策・環境保全委員会では、約３年間、
オーフス条約について調査研究してきました。
2015年４月には第一回目のシンポジウムを開催し、こ
の条約の意義について全体的な議論を行いました。2016
年４月には、第二回目となるシンポジウムを開催し、環
境NGOクライエントアース所属の弁護士のアナイス・
ベルティエ氏を招き、講演やパネルディスカッションを
行いました。
以上を踏まえて、日弁連では正式に上記の意見書を発

ついて紹介がありました。原告適格については、アジア
では、環境NGOに原告適格を与えたり、個人やコミュ
ニティの原告適格が肯定されたりしている国もあり、中
国でも環境民事団体訴訟の導入が検討されています。こ
れに対して日本では原告適格は制限的に解釈されてお
り、行政の手続違背を是正する機会に乏しいのが現状と
なっています。またアジアでは、環境裁判所が設置され
たり、通常裁判所等に環境部又は環境裁判官制度が設置
されたりしている一方、日本ではそのような動きはな
く、わずかに公害等調整委員会（ADR機関）が存在す
るのみです。環境法制を的確に適用するため、環境分野
に詳しい裁判官が判断することが必要不可欠で、その意
味でも日本の環境法制は遅れているとの報告でした。
次に、公害対策・環境保全委員会の委員の喜多から、
意見書の内容について報告を行いました。

表することになりました。意見書では、オーフス条約三
原則の重要性を指摘した上で、各原則ごとに、オーフス
条約の基準に満たない現状の国内法をどのような方向で
改正すべきか、具体的な意見を述べています。

また、NGOからの報告として、日本野鳥の会の葉山
政治氏が、生物多様性とオーフス条約と題して報告をし
ました。北海道での風力発電事業などを引き合いに出し
て、アセス図書を読みこなすだけで大変な作業であり、

３

院内学習会について
今回の意見書では、オーフス条約の三原則に即して国
内法を改正し、市民参加をより強固なものにすることを

実際には参加は困難となっていることや日本の原告適格
の問題などを指摘されました。
その後、会場から（公財）WWFジャパン・草刈秀樹

求めています。そのためには、国会や、また広く世論へ
の訴えかけが重要になります。そこで、今回の意見書の
内容を確認し、今後の立法につなげるため、上記の院内

氏、横浜環状道路対策連絡協議会・比留間哲夫氏、水源
開発問題全国連絡会・遠藤保男氏、千葉商科大学学長・
原科幸彦氏がそれぞれの問題意識を指摘され、閉会とな

学習会を開催しました（来場者数45名）。
りました。
冒頭に、出席国会議員からご挨拶をいただきました。 ４ さいごに
民進党、日本共産党、日本維新の会、社会民主党から１
今回の意見書と院内学習会で、日本の法制度の現状が
名ずつ計４名の国会議員が出席され（自由党は出席予定
であったものの事情によりやむを得ず欠席）、環境問題
や市民参加の重要性などをご指摘いただきました。
次に、基調報告として、大阪大学大学院法学研究科の
6

オーフス条約や先進的なアジア各国の動きなど、世界的
な基準に大きく遅れを取っていることが改めて明らかにな
りました。当委員会でも、今回の意見書をいかに実現し
ていくのか、更なる取組を行っていきたいと思います。
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「空き家対策シンポジウム

～全国実態調査を踏まえて～」報告
大阪弁護士会
本委員会は、法律サービス展開本部自治体等連携センター

山本寛

次に、伊藤委員は、全国の市町村及び特別区（1741団体）

と共同で、
「空き家対策シンポジウム～全国実態調査を踏ま

のうち702団体から回答を得た全国実態調査の分析結果を総

えて～」を2017年５月22日、弁護士会館クレオで開催し、

括して、⑴ 空き家法に基づく空き家対策については、当該

約230名が参加するとともに、全国37会場にテレビ会議シス

事務を扱う部署の専任担当者を置いている団体が半数に達

テムで中継されました。

していない状態にあり、結果的に空き家等の認定実績のあ

全国的に空き家が増加し社会問題となって以来、自治体

る自治体数とほぼ同程度であること、⑵ 空き家法そのもの

においては、それぞれの地域の実態を踏まえた条例を続々

については、自治体としては、その必要性をあまり感じら

と制定し、空き家等の適正な管理に積極的に取り組んでき

れていないこと、⑶ まちづくり・都市計画の視点を持って

ました。その後、
「空家等対策の推進に関する特別措置法」

空き家対策を実施している自治体は半数であり、このよう

（以下「空き家法」といいます。
）が2015年５月に施行され

な自治体では老朽化対策と同一部署が利活用を行ったり、

ましたが、法律施行後においても、地域の実情に応じた条

両部署が連携したりしているところが多いこと、⑷ 自治体

例制定は続いています。また、空き家対策としては、空き

として、弁護士の関与が有用であると考えている分野は、

家の適正な管理のみならず、空き家の再生、利活用への取

相続財産管理人・不在者財産管理人等民事手続の支援、協

組とともに、空き家を発生させる原因への対処も重要となっ

議会等への参加であること、と報告しました。

ています。本シンポジウム開催の趣旨は、日弁連で自治体

次に、渡邉氏は、尾道での空き家再生プロジェクトの10

の空き家対策の実態を明らかにするために実施した全国実

年間の教訓と課題をテーマとして、空き家再生プロジェク

態調査の結果を踏まえ、空き家対策の実効性を高めるため

トが、豊田雅子氏が尾道の魅力を次世代に残すために「ガ

には、どのような取組が必要であるのかについて理解を深

ウディハウス」と呼ばれる空き家の再生に取り組んだこと

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。

から始まり、2008年にはNPO法人化し、空き家の所有者と

本シンポジウムでは、北村喜宣氏（上智大学法科大学院

移住者とのマッチングを進める「空き家バンク」の運営、

教授）からの基調講演、伊藤義文氏（法律サービス展開本

空き店舗を再生してのゲストハウスの運営、移住者へのサ

部自治体等連携センター委員）からの基調報告、渡邉義孝

ポート等を行っていることについて報告されました。空き

氏（NPO法人尾道空き家再生プロジェクト理事・一級建築

家問題に対しては、建築、子育て、環境等、自分の関心の

士）からの報告の後、パネルディスカッションが行われま

ある切り口から取り組んでもらうことが重要であると報告

した。その概要を報告します。

されました。

まず、北村教授は、空き家法について、地方分権時代に

パネルディスカッションは、当委員会の幸田雅治委員が

おいて条例が先行する中で制定する法律は枠組み法にとど

コーディネーターを務め、北村教授のほか、空き家の所有

め、多くの自由を自治体に与えるべきところ、その配慮が

者問題に関する全国の実態を研究している民法学者の田處

なく、内容も条例をそのまま踏襲して作っており、法律と

博之氏（札幌学院大学法学部教授）、まちづくりや都市計画

してやるべきことをしていない法律と厳しく評価し、空き

の問題に取り組んできた当委員会の小島延夫副委員長、伊

家法制定後に新規制定又は改正した条例が少なくとも206条

藤委員の４名がパネリストを務めました。空き家の適正な

例あることを報告されました。そして、空き家法の実施に

管理、空き家の再生・利活用への取組、住宅政策・都市計

より様々な法律問題が顕在化し、私事に関することも適切

画、今後の空き家対策の政策の方向性等に関して問題の所

に管理されないことにより問題を起こせば公共的関心事と

在や解決策の方向性について議論がなされました。各パネ

して行政関与があることが明確になり、次の責任として国

リストからは、今後は分譲マンションの空き家問題が課題

においては、民事の一般的制度で対応できない空き家対策

となり高層マンションを建てずとも住宅需要にこたえられ

の特別措置についての議論が必要であろうし、戸建て住宅

るような住宅政策を考えていく必要があること、弁護士会

に限らずマンション対策の議論が必要であろうし、市町村

として空き家問題の対策を実現するため提言し、その実現

においては、住宅部門に限らず福祉部門も含めて総合的に

に向けて尽力すること、空き家問題を地域の問題として捉

対応することが必要になるであろうし、適正課税・徴収を

えていく必要があること、国は条例ではできないことを法

議論する必要があろうと報告されました。

律で定めること等の意見が述べられました。
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公害・環境関係重要判決報告
福島第一原発事故による住民の被害について、人格権の一内容である平穏生活権の侵害として東京電力及び国の
法的責任を明確に認めた判決が出されましたので、判決内容について弁護団の舘山史明弁護士に寄稿していただき
ました。

福島第一原発事故損害賠償請求訴訟
～全国初の集団訴訟判決としての前橋判決～

原子力損害賠償群馬弁護団

１

前橋訴訟の概要

事務局次長

舘山史明（群馬弁護士会）

額の考慮要素になるとしました。

2017年３月17日に前橋地方裁判所民事第２部（原道

③について、国は、本件原発の敷地を優に超える津

子裁判長）は、東京電力福島第一原子力発電所事故（以

波発生の可能性や、本件原発の被水に対する脆弱性を

下「本件事故」といいます。）損害賠償の集団訴訟とし

認識していたにもかかわらず、東電の自発的な対応や、

ては全国初の判決を言い渡しました。

国の口頭指示では適切な津波対策が期待困難になって

原告は、2013年９月11日の第一次提訴以降第三次提

いたことの認識があり、規制権限を行使して結果回避

訴まであわせて合計45世帯137名（避難指示区域内76名、 措置を講じさせるべきであるのにしなかったとし、こ
避難指示区域外61名）で、いずれも本件事故により福

の規制権限の不行使は著しく合理性を欠くもので、違

島県内から群馬県内に避難した人やその家族です。

法であるとしました。

東京電力ホールディングス株式会社（以下「東電」と

④について、中間指針に一定の合理性を認めつつ、

いいます。
）と国を被告とし、区域内外問わず、１人につ

特に、中間指針の示すものを超える場合には、裁判手

き慰謝料1000万円（2000万円の内金）と弁護士費用100

続等において個別にこれを主張立証することでその賠

万円の合計1100万円の損害賠償を求める訴訟でした。

償を求めることができるとしました。

前橋地裁の審理の特徴としては、被害者の早期救済

その上で、自己実現に向けた自己決定権を中核とす

という原告側の要望を受けた裁判所が極めて迅速な審

る人格権としての平穏生活権に対する侵害を認定して、

理を行ったこと（集団訴訟では異例の、およそ１か月

原告各自についての慰謝料額を認定しました。ここか

に１度というペースで期日が進みました。）、裁判所に

ら直接請求等での既払慰謝料額を控除した残金を認定

よる積極的な釈明が相当な量なされたこと、福島県外

し、その結果、原告のうち損害賠償が認容されたのは

の裁判所としては全国初の現地検証（南相馬市原町区、 62名（区域内最高350万円、区域外最高73万円）
、棄却
同市小高区、富岡町、楢葉町の各原告宅）や福島地裁

が72名となりました。

への出張本人尋問が行われたこと等が挙げられます。
２

前橋地裁判決の概要
本訴訟の争点は多岐にわたりますが、大きなものと

判決は、避難を強制されたことについて、平穏生活
権を侵害するものとして、慰謝料の支払いを命じまし
た。これまでたたかわれてきた公害裁判、環境裁判で、

しては①東電の津波の予見可能性、②事故の回避可能

避難を強制されたこと自体に対する慰謝料を認めた例

性、③国の規制権限不行使の違法性、④慰謝料額が挙

はあまりないようです。今回の前橋地裁判決は、これ

げられます。

を正面から認めたもので、その意味でも画期的と言っ

前橋地裁は、①について、遅くとも、2002年７月31

てよいと思います。

日の長期評価公表の数か月後の時点において予見可能

しかし、認定された損害額は総じて低い金額にとど

となったとし、さらに、東電が2008年５月に行った試

まり、原告らが受けた深刻な被害を十分に反映したも

算が、原発の敷地地盤面を優に超える結果となったこ

のとは言えないものです。この点については、控訴審

とから、実際に予見していたと認定しました。

での大きな課題となります。

②について、給気ルーバをかさ上げすること等複数

３

今後について

の手段のいずれかが確保されていれば本件事故は防げ

本件については、一審認定金額に承服できない原告

たとし、これは期間及び費用の点からも容易だったと

を中心に、本年３月31日、合計70名の原告が、控訴を

認定しました。

提起しました。

そして、これを怠った東電については、常に安全側

一方、国と東電は３月30日に控訴しました。

に立った対策をとるという方針を堅持しなければなら

控訴審では、前橋地裁判決が認定した国と東電の責

ないのに、経済的合理性を安全性に優先させたものと

任をさらに明確なものとするとともに、賠償額を被害

して、本件事故の発生に関し、特に非難するに値する

に見合った十分なものとするために取り組みます。

事実が存し、東電に対する非難性の程度は、慰謝料増
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