2020.1
CONTENTS

No.

71

土壌汚染対策法と弁護士実務…… 1
シンポジウム 「平成の大合併を検
証し，地方自治のあり方について考
える」 報告… ……………………… 3
リニア新幹線工事に関する大鹿村調
査報告……………………………… 5
シ ンポジウム 「リニア新幹線工事の
現状と課題～日弁連意見書の公表から
５年を経過して」 報告… ………… 6
第10回環境法に関するサマースクール
報告…………………………………… 7
「再生可能エネルギー ・ 原子力政
策に関するスペイン ・ フランス調
査報告」…………………………… 8

土壌汚染対策法と弁護士実務
鳥取県弁護士会 北野 彬子
１

ごあいさつ

き（法３条），②一定規模以上の土地の形質の変更の届

この度，土壌汚染対策法と弁護士実務との関わりにつ

出の際に，土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認

いて，専門的な公害環境問題とあまり縁のない弁護士に

めるとき（法４条），③土壌汚染により健康被害が生ず

おいても必要とされることを本ニュースでご紹介させて

るおそれがあると都道府県知事が認めるとき（法５条），

いただくこととなりました。おりしも，改正土壌汚染対

という①から③の場合に，土地の所有者等が指定調査機

策法が，2019年４月１日に全面施行となったことを踏ま

関に調査を行わせ，結果を都道府県知事に報告します。

えて，日弁連ライブ実務研修「土壌汚染対策法改正と実

また，④自主調査において土壌汚染が判明した場合に土

務への影響について」が公開されております。この法改

地の所有者等が都道府県知事等に区域の指定を申請する

正とライブ実務研修の紹介も含めて，土壌汚染対策法と

ことができます（法14条）。ここでの「土地の所有者等」

弁護士実務との関わりについてお話しさせていただきた

とは，土地の所有者，管理者及び占有者のうち，調査の

いと思います。

実施主体として最も適切な者として，通常は土地の所有

２

者が該当するとされています（土壌汚染対策法の一部を

土壌汚染対策法の概要
土壌汚染対策法（以下，
「法」といいます。
）の目的

改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行につ

は，「土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関

いて（2019年3月1日付け環水大土代1903015号）・５頁）。

する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止

そして，これら①から④において，土壌の汚染状態が

に関する措置を定めること等により，土壌汚染対策の実

指定基準を超過した場合，汚染の摂取経路の有無によ

施を図り，もって国民の健康を保護すること」（法１条） り，「要措置区域」（法６条）と「形質変更時要届出区
です。

域」（法11条）という二つの区域指定に分けられます。

この法においては，土壌汚染に関する問題を，土壌汚

「要措置区域」は，汚染の摂取経路があり，健康被害

染が存在すること自体ではなく，土壌に含まれる有害な

が生ずるおそれがあるため，汚染の除去等の措置が必要

物質が人の体の中に入ってしまう経路（摂取経路）が存

な区域です。この要措置区域においては，土地の所有者

在していることと捉えています。つまり，土壌汚染が

等は，都道府県知事の指示に係る汚染除去等計画を作成

あったとしても，摂取経路が遮断され，健康リスクの管

し，確認を受けた汚染除去等計画に従った汚染の除去等

理ができていれば問題がないものと捉えられています。

の措置を実施し，報告を行うこと（法７条）とされてお

そして，①有害物質使用特定施設の使用を廃止したと

り，土地の形質の変更の原則禁止（法９条）となってい
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ます。

本ニュースでは概要にとどめます。

「形質変更時要届出区域」は，汚染の摂取経路がなく， ４
健康被害が生ずるおそれがないため，汚染の除去等の措

弁護士一般実務との関わり
このような土壌汚染対策法の概要からは，例えば，企

置が不要な区域です。この形質変更時要届出区域では， 業の倒産手続などで，工場などを廃止する場合に，その
土地の形質の変更をしようとする者は，都道府県知事に

工場が有害物質を使用していた場合は，法３条１項に基

届出を行うこととされています（法12条）。

づく調査及び報告の対象となると言えます。この法３条

そして，汚染の除去が行われた場合には，これらの区

１項による報告をせず又は虚偽の報告をしたときは，都

域の指定が解除されます。

道府県知事は是正の命令を出すことができます（法４条

３

１項）。この命令に違反した者は，１年以下の懲役又は

土壌汚染対策法の改正概要
このたびの法改正は，平成21年改正法の施行状況を点

検した結果からの課題に対応した改正となっています。

100万円以下の罰金という処罰規定（法65条１号）の対
象となります。

まず，土壌汚染状況調査の実施対象となる土地が拡大

また，一定規模以上（3‚000㎡以上又は現に有害物質

となりました。調査が猶予されている土地の形質変更を

使用特定施設が設置されている土地では900㎡以上）の

行う場合（軽易な行為等を除く）には，あらかじめ届出

土地の開発などを行う場合には，法４条１項に基づく届

をさせ，都道府県知事は調査を行わせるものとしまし

出を行うことが必要となります。この届出を行わず，又

た。この「調査が猶予されている土地」とは，有害物質

は虚偽の届出をした者は，３月以下の懲役又は30万円以

使用特定施設の使用を廃止したとき（法３条）におい

下の罰金という処罰規定（法66条２号）の対象となりま

て，
「引き続き工場事業場の敷地として利用される場合」 す。
に調査義務の一時的な免除を受けた土地のこととなりま

このような工場廃止や一定規模以上の土地開発といっ

す（法３条１項ただし書）
。この一時免除は，全体の７

た例は，専門的な公害環境問題とあまり縁がなかったと

～８割に適用されています。このような土地について， しても，一般的な弁護士実務の中で関わり得るもので
旧土壌汚染対策法下では土壌汚染状況の把握が不十分で

す。このような例において，土壌汚染対策法の対象とな

あり，地下水汚染の発生や汚染土壌の拡散が懸念されて

ることを弁護士が認識できなかった場合，法の目的が果

いたことから，この度の改正となりました。

たせず，土壌汚染対策が実施されないといった不利益だ

そして，汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命
令が創設される等の改正がありました。これは，都道府

けでなく，その弁護士自身の弁護過誤となってしまう可
能性があります。

県知事は，要措置区域内における措置内容に関する計画

また，この度の法改正によって，調査の対象が拡大さ

の提出の命令，措置が技術的基準に適合しない場合の変

れていることから，より土壌汚染対策法の対象となるか

更命令等を行うこととするものです。これは，旧土壌汚

否かについて，弁護士が認識する必要性が増していま

染対策法下においては，汚染の除去等の措置が必要な区

す。

域において，適切な措置が計画実施されていなくても，

他方，リスクに応じた規制の合理化といった改正もあ

是正の機会がなく，リスク管理が不十分であったという

ることから，この改正についての認識が弁護士にない場

課題からの改正です。

合，依頼人に対して，不要な手間と費用のかかる手続を

また，リスクに応じた規制の合理化がされました。こ

するように指示してしまうといった事態が生じてしまう

れは，①健康被害のおそれがない土地の形質変更は，そ

可能性もあります。

の施行方法等の方針についてあらかじめ都道府県知事の

５

おわりに

確認を受けた場合，工事ごとの事前届出に代えて年１回

土壌汚染対策法は，公害環境問題において重要な法律

程度の事後届出とすることや，②基準不適合が自然由来

の一つですが，いわゆる代表的な公害環境問題とは異な

等による土壌は，都道府県知事へ届け出ることにより， る一般的な弁護士実務においても大きな意味を持つ法律
同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌がある

です。本ニュースをきっかけとして，土壌汚染対策法へ

他の区域への移動も可能とすることです。この改正は， の関心を持っていただき，日弁連ライブ実務研修を受講
比較的リスクが低いと考えられる地域においての届出・

するなどして，土壌汚染対策法への理解を深めていただ

調査等の規制を緩和するものといえます。

くことにつながれば幸いです。

その他にも改正点はありますが，詳細な改正の内容

※参考資料：研修資料「土壌汚染対策法改正と実務への

は，日弁連ライブ実務研修「土壌汚染対策法改正と実務

影響について」（日本弁護士連合会）、「土壌汚染対策

への影響について」において説明がされていますので，

法のしくみ」（環境省・（公財）日本環境協会）】
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 ンポジウム「平成の大合併を検証し，
シ

地方自治のあり方について考える」報告
大阪弁護士会
１

はじめに
シンポジウム「平成の大合併を検証し，地方自治のあ
り方について考える」が，2019年11月６日，弁護士会館
で開催され，約60名の参加を得るとともに，大阪会場に
テレビ会議システムで中継されました。
日弁連は，2018年10月24日に「自治体戦略2040構想研
究会第二次報告及び第32次地方制度調査会での審議につ
いての意見書」を公表し，
「圏域」に関する法律上の枠
組みを設け，
「圏域」が主体となって「行政のスタン
ダード化」を進めていくことには重大な問題点があるこ
と，及び平成の大合併及び連携中枢都市圏の検証が必要
であることなどを指摘しました。
一方，2018年７月５日に発足した第32次地方制度調査
会では，
「圏域における地方公共団体の協力関係」につ
いて審議が進められていますが，調査会の委員から平成
の大合併についての検証が必要との意見が出されまし
た。しかし，総務省は合併の検証は改めて行わないこと
を表明しています。
第32次地方制度調査会は，2019年７月に中間取りまと
めを行い，2019年度内に最終取りまとめを行う予定で
す。それに対し，当委員会としても，平成の大合併の検
証を自ら行うべく，学者数名に参加いただき，
「平成の
市町村合併検証」のための連続勉強会を開催し，また，
静岡県の浜松市（旧龍山村・旧天竜市）
，長野県の長野
市（旧大岡村）と生坂村，岐阜県の高山市（旧高根村），
岡山県の美作市（旧東粟倉村）と西粟倉村，高知県のい
の町（旧本川村）と大川村，長崎県の佐世保市（旧宇久
町）と小値賀町，熊本県の阿蘇市（旧波野村）と産山
村，北海道の岩見沢市（旧北村）と新篠津村，福島県の
南会津町（旧南郷村）と昭和村の現地調査を実施して，
平成の大合併の検証作業を行ってきました。
そうした勉強や調査を踏まえ，平成の大合併について
の検証結果を公表するとともに，地方自治体のあり方に
ついて有識者や市町村の首長等を交えて意見交換を行う
ため，本シンポジウムを開催しました。
本シンポジウムでは，内山節氏（NPO法人森づくり
フォーラム代表理事，哲学者）からの基調講演，当委員
会委員の家田大輔弁護士，飯田昭弁護士からの報告の
後，若狭昌稔弁護士がコーディネーターを務め，太田昇
氏（岡山県真庭市長）
，立石隆教氏（前長崎県小値賀町
議会議長）
，関谷昇氏（千葉大学大学院社会科学研究科
教授）
，小島延夫弁護士（当委員会委員）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。
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山本 寛

２ 基調講演「平成の大合併と持続可能な社会」（内山
節氏）の概要
地域は，自然と人間の関係，人間同士の関係，文化・
歴史との関係の集積により作られています。戦後は都市
部も田舎も経済発展をしたが，どちらも経済発展の仕方
を間違い，都市部においては関係を感じ取れる地域がな
く，田舎は地域を衰弱させる，このような地域を壊すよ
うな経済発展をしました。地域に関係を作り，地域に絡
ませながら経済を発展させることが必要です。
日本において社会とは，自然と生者と死者により作ら
れています。伝統的な日本の自然観では山々から気の流
れを受けて，水の流れを受け，目の前に自然があるかど
うかは問題ではありませんでした。このようなつながり
を感じられなくなったら，住むところは不動産となり，
働くところはお金を稼ぐところになり，社会を壊してし
まいます。つながりを感じられるところが地域です。
つながりが感じられるから住民自治ができます。この
つながりが感じられなくなると住民たちが自分たちで
守っていく基盤が崩壊します。住民自治と行政自治は本
来地域社会の両輪になっていかなければならないもので
す。災害，高齢者，子育て支援，行政側のあり方と住民
が支えていくあり方が上手に回って地域となります。こ
れを可能とするものは何かを真剣に考えていかなければ
なりません。
遠い将来の歴史家は，フランス革命が失敗の始まりで
あったと評価するかもしれません。フランス革命から個
人を中心とする社会となりましたが，この時に多くのこ
とが検討されませんでした。すなわち，中央権力と地方
権力とはどういう関係であるべきか，強力な中央集権権
力を自由と平等の社会においてどのようにすべきか等で
す。これらを検討することなく，フランス革命後も強力
な中央集権権力を存続させました。これが今の中央集権
国家体制が持つ問題につながっています。中央と地方は
どうあるべきか。自分たちがどういう風に主権を持つべ
きか。関係を持つことができる基礎的自治体が全権を持
つべきです。基礎的自治体ができないことをもっと上の
行政機関に委託し，そして何を委託するのか委託しない
のかを地域自身が決めることが重要です。委託先が自分
たちの意思に沿わない決定をした場合には，従わない権
限を持つ。地域から国を監視できることが，地方自治の
本来の姿です。
現在，国はより大規模な圏域を作っていこうとしてい
ますが，話としては逆です。どのように全権を基礎的自
治体に与えるか，行政と住民の力を結集し，一つずつ何
を委託し何を委託しないかを考えていかなければなりま
せん。平成の大合併を検証することは，地域社会とはど
3

のようなものかというあり方を検証すると同時に，国の
あり方を検証することです。
３ 日弁連からの報告１「合併・非合併市町村の人口動
態等の分析」
（家田大輔委員）
⑴ 分析の結果
隣接した合併旧町村と非合併町村47組94自治体の検討
を行った結果，人口減少率，高齢化率の進捗率，公務就
労者の就業人口寄与率については，47組中43組で合併町
村が非合併町村よりも高いことが報告されました。
財政については，非合併町村は，収支の黒字も増え，
財政の弾力性も高くなり，毎年度支払う実質的な地方債
の負担も減っていました。一方，合併市については財政
の効率化を検討するために，合併市の新市財政計画の最
終年度と同年度の決算額を比較したところ，１自治体を
除き新市財政計画の最終年度の歳出額を決算額が超過し
ていたことが報告されました。
⑵ 報告書から見る平成の大合併の検証
都道府県及び総務省の検証状況について，合併の検証
を行った都道府県は半分に満たず，総務省は合併後約10
年経たないと合併の効果が発現しないと言っていたが，
10年後の検証を行っていないことが報告されました。
都道府県及び総務省の報告書の内容について，合併市
町の旧町村地区と非合併市町村の人口動態の比較を行っ
た検証報告書がないこと，財政指標による合併市町と非
合併市町村の比較分析において，意味のない比較が多い
こと，住民アンケートの分析が偏っていること，有識者
の中立性が保たれていないことが報告され，地域に大き
な影響を与えた平成の合併の効果及び弊害について，総
務省及び都道府県の適正な検証はいまだ行われていない
と訴えました。
４ 日弁連からの報告２「現地調査で判明した実態」
（飯田昭委員）
合併市町村と非合併市町村を比較した現地調査とし
て，岡山県の西粟倉村，旧東粟倉村（美作市）調査，高
知県の大川村，旧本川村（いの町）調査について，調査
概要と合併検証が報告されました。
そして，当委員会が行った全９か所の現地調査を総括
し，①人口減少・高齢化率のいずれも合併していたとこ
ろのほうが，合併しなかったところよりも悪化している
こと，②合併した市町村に置かれている支所などは，従
来の役場よりも人数が大幅に削減され，地元出身者も本
庁に流出するなどし，さらに職務が限定されるなどに
よって，従来の役場が有していた機能は大きく失われた
こと，③合併したところは，小学校や中学校がなくなっ
たり，保育園が休園したりなくなったりしている例が多
いこと，④合併したところは，地域の産業振興が停滞ま
たは落ち込んでいるのに対し，合併しなかったところ
は，産業振興で成功している例が多いことが報告されま
した。
５ パネルディスカッション
まず，小島委員から，平成の大合併の概要について，
1999年３月31日時点で3,232あった市町村数を1,727まで
減少させるものであり，制度的特徴として全ての自治体
4

は高度化する行政事務に的確に対応できる専門的職種を
含む職員集団にすること，都道府県の関与を強くしたこ
との２点が挙げられると報告がありました。太田氏，立
石氏からそれぞれ合併をした自治体，合併をしなかった
自治体の現場からの報告がされました。続いて，関谷氏
より平成の大合併を検討する前提として補完性の原則
（①より狭域の主体の自由意志と自己の判断に基づく活
動の自由をより広域の主体が制限すべきではない，②よ
り狭域の主体の判断と活動に限界がある場合は，その限
りにおいてより広域の主体が補完する）について説明が
されました。
そして，合併が地域にどのような影響をもたらしたの
か，住民サービスの観点，まちづくりの観点，住民の意
見が行政に反映されるのかという観点からの議論がさ
れ，住民の声が届きにくくなるのは否めないことが確認
されました。
合併によって行財政基盤が強化されたか，専門職員の
配置が増えたのかという点については，合併の財政効果
はあまりないこと，合併しない市町村の財政が成り立た
なくなることはなかったこと，専門職員について真庭市
は増加しているものの全体として増加は進んでいないこ
とが確認されました。
歴史文化が失われる，地域の連帯感が薄まったかとい
う点については，周辺部の歴史文化が失われる，多様性
が失われる，住民間に合併のしこりが残る等の意見が出
されました。
国・都道府県の平成合併の進め方については，地方分
権の進め方を考えることなく進めてしまった，政令市の
本来の理念に反する合併が行われた，議会のあり方を考
えることなく議員数を減らすことだけが行われた，全国
一律に合併を論じる態度であった，住民に情報が正確に
伝わらなかった等の意見が出されました。
最後に大田氏からは日本の均衡のとれた国土形成をす
るという観点から地方自治の充実を考える必要がある，
立石氏からは多様性を第一に考えて国づくりをして欲し
い，関谷氏からは国主導ではなくそれぞれの地域ごとで
課題を考えていくことが必要である，小島委員からは現
時点で平成の大合併のきちんとした検証をするべきであ
ると提言がされました。

パネルディスカッションの様子
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リニア新幹線工事に関する大鹿村調査報告
愛知県弁護士会
１

はじめに
リニア新幹線問題に関するPTは，シンポジウム「リ
ニア新幹線工事の現状と課題～日弁連意見書の公表から
５年を経過して～」の開催に向けて，2019年９月23日，
24日に長野県下伊那郡大鹿村におけるリニア新幹線工事
の現状と課題について現地調査を行いました。
2014年６月19日に公表した「リニア中央新幹線計画に
つき慎重な再検討を求める意見書」では，①南アルプス
をトンネルで貫くことなどによる自然環境に対する悪影
響，②工事に伴う残土処理等の問題など，様々な懸念を
指摘しています。
大鹿村は，南アルプス，中央アルプス，伊那山脈の雄
大な自然に囲まれた人口約1,000人の山村で，春は花桃
や桜，夏は新緑，秋は紅葉，冬は雪と四季折々に美しい
ところです。
このような自然豊かな大鹿村において，リニア工事の
影響が生じていましたので，以下，報告します。
２ 残土問題
⑴ 大鹿村では，2016年11月南アルプストンネル長野工
区（8.4km）の工事が始まりました。トンネルの延長
は約25㎞で山梨・静岡・長野の３県に跨がり，標高
3,000m級の山岳地帯を貫きます。３箇所の非常口か
ら掘削する予定で工期は2026年までとなっています。
大鹿村釜沢等から掘削により排出された残土が既に積
み上げられていました。
⑵ 未定の処分先
 急傾斜面が多い大鹿村は大量の残土処理に不向き
で，JR東海は当初からの掘削残土約300万㎡のほぼ全
量を村外へ運ぶ意向のようです。しかし，受け入れ先
が決まらないまま，工事は着工され，残土がどんどん
と村内に積み上げられていました。
 JR東海側は，住民の意見を無視して，当初計画にな
かった荒川荘跡地を地権者の了承を得ているからと本置
場としての釜沢地区の山裾に残土を搬入していました。
⑶ このように，リニア新幹線が地下を通ることから，
工事を進めれば絶えず残土が発生していきますが，処
分先がいまだ定まっておらず，発生する残土置き場が
行き詰り，村内において残土が積み重ねられている状
態が発生していました。
 さらに，大型車両のために道路は拡幅され，村全体
が大きな工事現場と化しており，交通事故や観光客の
減少が懸念されます。
３ 生活環境等の破壊
残土運搬のために，一日最大1,736台もの工事用車両が，
今後約10年間にわたって村の道を走ります。朝から晩ま
で続く騒音，振動，粉塵，排気ガスが発生します。また，
付随する道路の拡幅工事により村内の景観は変わってき
ていました。例えば，鎌倉時代に建立され，重要文化財
に指定されている福徳寺と村の素朴な景色のように，
人々の生活，文化の営みによって形成されてきた景観
（景域＝ランドスケープ）も破壊されていました。
大鹿村は，南アルプス等の山々に囲まれて四季折々の
自然が美しい静かで，それが好きで移り住んでくる方も
公害・環境ニュース71号（2020年1月）
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多い地域でしたが，リニア新幹線工事，及び付随する道
路の拡張の工事により住民の生活環境等が破壊されてい
ました。
４ 生態系の変化
⑴ 釜沢の集落に永年住む住民によれば，リニア工事が
始まってから，シカ，サル，リス等を見かけなくな
り，クマとの遭遇もなくなった。鳥のさえずりの代わ
りにエンジン音が轟き，イヌワシ，クマタカ（共に
レッドリスト「絶滅危惧種 ⅠB類」），アカショウビン
（長野県レッドリスト「絶滅危惧種Ⅱ類」）の姿を見る
こともなくなったと寂しそうに語っていました。
⑵ 南アルプス一帯は，国立公園をはじめ，原生自然と
しての厳重な保全が求められる「大井川源流部原生自
然環境保全地域」で，2014年には，「自然環境の保全
と調和した持続可能な発展の国内外のモデルとなりう
る取組が行われていること」が認められ，ユネスコの
エコパークに登録されました。
 一つの山塊としては，地下にも地上にも横断構造物
が存在していない本州唯一の南アルプス故に，日本の
生物多様性を支え，後世に引き継ぐべき財産です。そ
の南アルプスに大きな穴を穿つことがどのような結果
を招くか，人知をもっては計り知れないです。
５ おわりに
大鹿村に住んでいる方にとって，突然，自分たちの住
む村の地下にリニア新幹線が通ることになり，工事車両
が村内を行き交い，掘削された残土が村内に積み上げら
れ，生活環境が破壊され，村の生態系が変わっていま
す。しかし，JR東海からは，工事について説明が不十
分であって曖昧な回答のまま工事が進められています。
2014年６月19日に日弁連が公表した意見書で懸念して
いた，①南アルプスをトンネルで貫くことなどによる自
然環境に対する悪影響，②工事に伴う残土処理等の問題
などが現実化されていたとともに，住民に対しての説明
が不十分であったことなど手続上の問題も生じていました。
本現地調査で得られた事項は，シンポジウム「リニア
新幹線工事の現状と課題～日弁連意見書の公表から５年
を経過して～」において報告するとともに，シンポジウ
ム内のパネルディスカッションにおいても議論しました。

谷間の残土仮置き場―中央アルプス方面を望む 釜沢地区三正坊
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シ
 ンポジウム「リニア新幹線工事の現状と課題～日弁連
意見書の公表から5年を経過して」報告

１ はじめに
2019年11月２日㈯，日弁連でシンポジウム「リニア新幹
線工事の現状と課題～日弁連意見書の公表から５年を経過
して～」を開催しました。３連休の初日で晴天，行楽日和
でしたが，約70名の参加者を得ました。
２ シンポジウムの趣旨
2014年６月19日，日弁連は，
「リニア中央新幹線計画につ
き慎重な再検討を求める意見書」を公表しました。リニア
中央新幹線計画について，①南アルプスをトンネルで貫く
ことなどによる自然環境に対する悪影響，②低周波音や強
い電磁波の発生のおそれ，③工事に伴う残土等処理等の問
題，④過大な電力消費，⑤交通機関としての安全性などか
ら，国土交通大臣やJR東海に対し，上記を踏まえた慎重な
再検討を求めるものです。
 今回のシンポジウムは，意見書の公表から５年を経過し
た今，工事の実態はどうなっているのか検証をし，今後の
取り組むべき課題を議論しようというものです。
３ 日弁連公害対策・環境保全委員からの報告
シンポの冒頭では委員から，５年前に公表した日弁連意
見書の説明と，本年９月に，長野県大鹿村と愛知県春日井
市で行った現地調査の報告がされました。
大鹿村現地調査の報告では，
「川のせせらぎ，鳥の鳴き声
と風の音しかしない」と言われ，
「日本の美しい村連合」の
一員である同村が，今，工事に伴う残土があちこちに置か
れ景観を損ねているだけでなく，土砂災害の危険を生じさ
せていること，工事の騒音が生活をかき乱しているなどの
問題が指摘されました。愛知県春日井市における建設現場
の状況のほか，残土に含まれるヒ素・フッ素・残留金属が
懸念され，当初残土置き場に予定された自治体が拒否をし
たという例が報告されました。
４ 基調講演
⑴ 基調講演の講師は，静岡県から塩坂邦雄氏（静岡県中
央新幹線環境保全連絡会議「地質構造・水資源専門部会」
委員），長野県から桂川雅信氏（日本科学者会議長野支部
幹事）
，山梨県から川村晃生氏（慶應義塾大学名誉教授）
をお招きしました。
⑵ 地質学の専門家である塩坂氏からは，JR東海は，トン
ネルを掘りやすいかどうかの調査をしているが，地下水
対策のために必要な調査が行われていないことが指摘さ
れました。例えば，現地は地質的に非常に複雑多様であ
るにも関わらず，遠く離れた１か所のボーリング調査結
果によるデータだけで，計画・地下水対策が立案されて
いること，現地の地下水は高圧の水圧がかかっているが
その対策が取られていないこと，JR東海に地質調査をし
たか尋ねても返事がなかったこと等の問題が指摘されました。
⑶ 土木工学の専門家である桂川氏は，残土を谷に埋めよ
うとしていること（谷埋盛土）の問題点を指摘しました。
残土の土砂崩れのリスクは，傾斜が緩やかなところでこ
そ起こりやすいこと（傾斜が急だと，地下水は下流方面
へ流れ出るが，傾斜が緩やかだと地下水がそのまま残り，
摩擦係数が極めて小さくなる）等の問題が指摘されまし
た。そして，近時の台風による水害等に対し，我々は低
頻度巨大災害から目を背けてはならないこと，事業者は
不幸な予測を回避しがちであるが，地域から犠牲者を一
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人も出さないための工夫を地域の皆で考えなければなら
ないと述べられました。
⑷ ストップリニア訴訟の原告団長である川村氏からは，
多くの市民がこの問題への異議申立てに立ち上がったこ
と，JR東海が市民になかなか情報を提供しないこと，比
較的スピードの遅い山梨実験線ですら既に騒音や振動，
日照被害（冬には庭木が凍土のため枯死し，池の鯉も凍
え死ぬなど）が発生していること等が指摘されました。
５ パネルディスカッション
⑴ 続いて講師お三方に加え，当委員会委員の高峰真弁護
士と笠原一浩弁護士がコーディネーターとなってパネル
ディスカッションが行われました。
⑵ 桂川氏からは，水循環基本法（2016年施行）が「水が
国民共有の貴重な財産であり，公共性の高いものである
こと」，「水の利用にあたっては，水循環に及ぼす影響が
回避され又は最小となり，健全な水循環が維持されるよ
う配慮されなければならない」と定めていることとの関
係で，一民間企業が大量の地下水を廃棄することは許さ
れないのではないか，弁護士会には検討してもらいたい
と問題提起がされました。
⑶ 川村氏は，景観破壊について問題提起されました。景
観は命に関わらないとしてどこでも軽視されてしまいが
ちですが，暮らしの景観が頭上の高架線により破壊され
ることや，蝉時雨が沁み入る場所で，一日150回も走行音
が騒音として延々と続くとなると生活が一変する。
「景観
破壊＝生活破壊」と考えるべきであると指摘されました。
⑷ 塩坂氏からは，環境アセスの根本問題が指摘されまし
た。現在のアセスは，事業を行うことを前提に，事業者
が実施する「事業アセス」であるが，そもそも計画の中
止も含めて検討する計画アセスを導入する必要があるこ
と，アセスも第三者により評価されるべきとの意見が述
べられました。
 そして，国土交通大臣が出した意見がどのように工事に
反映されたのか検証して欲しいというご指摘を頂きました。
⑸ 会場からも多くの質問が寄せられました。塩坂氏に対
しては，果たしてJR東海はこの事業を遂行するだけの技
術があるのか，桂川氏に対しては，廃土処理の安全性は
確保されるのか，川村氏に対しては，裁判を通じて何を
実現したいか等の質問が寄せられました。
⑹ 最後のまとめとして，塩坂氏は市民運動はぜひ私たち
科学者を活用して欲しい，桂川氏はマスコミに丁寧に情
報提供していけば次第に関心を持ってくれる，川村氏は
私たち市民が主権者として物を言い続けることが大切だ，
とそれぞれコメントいただきました。
５ おわりに
 今回のシンポは，様々な懸念材料のうち，地下水の問
題，残土処理の問題，市民に対する情報公開に関連する
問題に絞りましたが，それでも，議論は多岐にわたりま
した。これから工事がより本格化するにあたり，自然環
境破壊や騒音問題，安全性の問題など，検討すべき課題
は数多いことが分かりました。委員会としては，今回の
シンポジウムと現地調査の結果を元に，工事の進捗を引
き続き注視し，必要な提言を行う必要があることを実感
いたしました。
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第10回環境法に関するサマースクール報告
愛知県弁護士会
１

はじめに
10回目の節目を迎える「環境法に関するサマースクー
ル」が，2019年９月７日（土），弁護士会館クレオＢＣ
にて開催され，様々な分野から合計約50名が参加されま
した。
本サマースクールでは，法科大学院生及びその他学生
の皆さんに環境法の学習方法の道案内を提供するととも
に，将来の環境弁護士を発掘し，環境問題に取り組む現
役・将来の専門家のネットワーキングの場となることを
期待して，毎年，充実したテーマを選んできました。
2019年は，
「環境法を扱う弁護士のキャリア形成」（パネ
ラー；乾由布子弁護士，岡崎行師弁護士，杉田峻介弁護
士，コーディネーター；増本志帆弁護士）と題したパネ
ルディスカッションを皮切りに，
「マンションの抱える
環境問題～都市・建築・住環境～」
（辻岡信也弁護士・
一級建築士）
，
「環境法体系とその学び方」
「廃掃法を学
ぶ」（北村喜宣上智大学法学部教授）
，
「弁護士と廃棄物
処理案件とのかかわり方」
（芝田麻里弁護士）とのテー
マで，講演を行っていただきました。
２ パネルディスカッション；環境法を扱う弁護士の
キャリア形成
これまでのサマースクール参加者アンケート等から，
環境事件に関わる現役弁護士の経験談を聞きたいという
ニーズがあると感じ，環境分野でキャリアを蓄積された
現役弁護士３名をお招きして，そのご経験を共有してい
ただきました。日本野鳥の会の職員経験を経て，現在は
外資系法律事務所にて再生エネルギー案件のプロジェク
トファイナンス等をご担当されている乾由布子弁護士
は，キャリアを存分に活かし，プロボノとして積極的に
環境問題に取り組まれる日常を紹介されました。岡崎行
師弁護士は法律事務所勤務を経て，現在は企業内弁護士
として企業の中から環境保護にアクセスしていくことの
重要性を説かれました。そして，杉田峻介弁護士は，法
律事務所にて中小企業法務等に関わりながら，環境事件
を通常業務の一つと捉え，多数の弁護団事件に関与され
る多忙な日常を報告されました。いずれの弁護士も，環
境問題は，市民側と企業・事業者側とを分断して捉える
のではなく，弁護士の業務を通じて企業側からも環境保
護を考えていくことの重要性を強調されていました。多
彩な経歴をお持ちの３名の弁護士によるリアルな経験談
の報告は，環境弁護士を志す皆さんにとって将来をイ
メージする貴重な機会となったのではないでしょうか。
３ 講義のご紹介
一級建築士でもある辻岡信也弁護士は，「マンション
の抱える環境問題～都市・建築・住環境～」と題して，
マンションの環境問題に注目し，マンションと都市計
画，建築物としてのマンションの位置付け，マンション
管理と住環境をサブテーマにお話しされました。マン
ションは環境分野において被害者とも加害者ともなり得
る存在であり，自然と住宅地の境界を明確にした都市計
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画の下で開発が行われる欧州各国と異なり，日本では少
子化や空き屋問題が深刻化する一方，無頓着にマンショ
ン建築が進められ，スプロール現象，ドーナツ現象など
の弊害が深刻化していく状況であるといえます。当該サ
マースクールの開催は巨大台風によりタワーマンション
等が甚大な水害に見舞われる直前であり，辻岡弁護士の
講義はそのような被害の切迫を予見させるものでした。
上智大学の北村喜宣教授は，「環境法体系とその学び
方」，「廃掃法を学ぶ」の二部構成で，元司法試験考査委
員の視点から，環境法の学習方法をお話しされました。
法科大学院間における環境法の学習環境の格差は深刻な
状況にあると見られ，これを是正することも本サマース
クールの目的であると認識しています。北村教授による
ユーモアを交えた講義は，そのような格差是正の機会と
なったものと期待しています。
芝田麻里弁護士は，廃棄物関連を業務の中心とする法
律事務所（その業務形態は日本では極めて珍しいもので
す。）における，廃棄物処理業者側の代理人・弁護人と
しての豊富なご経験を元に，「弁護士と廃棄物処理法案
件とのかかわり方」と題して講義をされました。廃棄物
に関わる刑事事件及び行政事件について具体例を紹介さ
れるとともに，産業廃棄物処理施設設置許可申請や住民
説明会などの場面における行政交渉のご経験も臨場感溢
れる語り口で紹介してくださいました。環境法が司法試
験の選択科目となった新司法試験初年度を含め，廃棄物
処理法は司法試験の頻出分野であり，北村教授の講義と
ともに，学生・修了生の皆さんにとって法の理解を深め
る機会となったのではないかと考えています。
４ おわりに
主として法科大学院生向けの学習会として始まり，10
年目の節目を迎えたサマースクールですが，法科大学院
生の全体数減少に加え，環境法選択者の減少もあり（平
成31年度司法試験での環境法受験者は初めて300人を
切った（新司法試験初年度を除く。）。），近年は法科大学
院生向けに限定しない形で開催しています。環境法学習
の機会格差を是正し，より多くの環境弁護士の輩出に貢
献するという本サマースクールの目的は変わらず維持
し，今後も充実したテーマを開拓して開催を続けていき
たいと考えています。

第10回環境法に関するサマースクール報告（2019年）

7

「再生可能エネルギー・原子力政策に関する

スペイン・フランス調査報告」
愛知県弁護士会
１ 調査背景・目的
2019年10月20日から25日まで，再生可能エネルギー
（以下「再エネといいます。）政策及び原子力政策等に関
し，スペインとフランスの調査を実施しました。海外で
は，原子力及び化石燃料から再エネへの転換の流れが大
きく動き出しており，再エネ拡大のための政策を導入し
ようとしています。しかし，日本は世界の動きに大きく
遅れをとっています。このような背景，問題意識の中
で，今回の調査を実施しました。
２ フランス調査
⑴ フランスは，日本と同様，原子力発電を推進してお
り，世界有数の原子力発電大国です。
 調査の初日は，核物理学者であり，原発に反対の立
場であるベルナール・ラポンシュ氏から，フランスの
エネルギー政策や原子力政策等についてヒヤリングを
しました。近年のフランスの原発に関しては，新型原
発であるEPRが2012年に稼働するはずだったにもかか
わらずいまだ稼働しておらず，当初30億ユーロ（約
3750億円）とされていた建設費も120億ユーロ（約
１兆5000億円）以上になるなど多くの問題を抱えてい
るとのことでした。
 再エネについては，2000年頃は主にコスト面で問題
があったが，低コスト化により，ドイツのモデルを用
いれば，日本やフランスでも非常に簡単にエネルギー
移行できるはずであるとのことでした。
 2015年にエネルギー移行法が成立し，2030年（その
後2035年に変更）までに原発比率を現状の75％から
50％とする目標ができたが（14基の原発が廃炉になる
計算）
，実際は，具体的な施策は決められていないと
のことでした。
 また，廃炉に関しては，廃炉技術が十分でなく難航
しており，廃炉計画を50年先送りにする原発もあると
のことでした。
⑵ その後，フランス電力（EDF）を訪問した後，シ
ラク大統領政権下で環境大臣も務めた弁護士のコリー
ヌ・ルパージュ氏からヒヤリングを行いました。ル
パージュ氏は，1980年頃から多くの原発訴訟に関り，
数回にわたり勝訴しているとのことでした。フランス
の原子力事業は政府の援助が必要な程，経済的に厳し
い状況にあるとのことでした。再エネについては，現
在の比率は17％であり，今後32％に引き上げる目標は
あるものの，原発を維持する限り再エネの普及は難し
いとのことでした。
３ スペイン調査
⑴ 調査の後半はスペインで行いました。スペインで
は，エネルギー省においてスペイン政府のエネルギー
計画について説明を受け，再生エネルギー財団から市
民団体としての取組についてヒヤリングをし，また，
送電会社であるREE及びヘマソラールの太陽熱発電
所の見学を行いました。
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⑵ スペインは，2000年以降，再エネの導入が急速に進
んだものの，発電設備容量の急増により，再エネの固
定買取価格制度（FIT）を見直すこととなり（段階的
な制限・縮小，2012年には買取りを停止），再エネの
開発が一旦は停滞していました。しかし，新たにスペ
イ ン 政 府 が 掲 げ た 環 境 政 策 は，2050年 に は 再 エ ネ
100％を目指すという，EU内でも先進的なものでし
た。

スペイン

エネルギー省におけるヒヤリングの様子

⑶ また，スペインは，送電システム的には日本と類似
する狭い送電網でありながら，高い変動性再エネ率を
実 現 し て い る 点 に 特 徴 が あ り ま す。 今 回 見学した
REEは，世界で初めて送電網管理に特化した電力会
社であり，送電に関する系統運用システムは高い評価
を得ています。このREEのシステムにつながった発
電所は，REEからの指示により発電量を調整するよ
うな制度がとられています。日本では，再エネは不安
定であるという欠点を指摘されていますが，スペイン
では，それを克服するシステムが既に導入され，実績
を上げている状況でした。日本においてもこのような
システムの導入が検討される必要があるといえます。
４ 結語
原子力推進国であるフランスと，原発を保有しつつも
再エネを積極的に導入し将来的には100％を目指す政策
を決めたスペインでの調査は，日本にとり大いに参考と
なるものでした。日本は両国の中間的な状況にあるとい
えますが，地震大国であり再稼働に一基一千億円近くか
かるような原発に固執する必要性は全くなく，世界の主
流となっている再エネへの速やかな移行（将来的には電
力の100％を再エネで賄う）を実現すべきでしょう。最
後に，今回の調査では，対照的なエネルギー政策をとる
両国の最前線で関わる人々に接し，現地の状況を肌感覚
で知ることができたことも大きな収穫となりました。
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