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こと等，気候危機への日本の対応の不十分さと今後の
課題の報告がなされました。
　�　次の報告者の高田秀重東京農工大学教授は，「プラ
スチックを『燃やす』日本，『減らす』欧州」につい
て話しました。プラスチックは海洋生物に物理的ダ
メージを与え，そして，プラスチックは遅かれ早かれ
マイクロプラスチックになり，食物連鎖を通して汚染
が生態系全体に広がっていくこと，プラスチック形成
の添加剤の環境ホルモンによる健康被害，日本で行っ
ているプラスチック焼却によるダイオキシンの発生，
地球温暖化への悪影響，これらが将来世代に付け回さ
れていること，石油ベースのプラスチックの大量消
費，大量リサイクルは持続的ではなく構造的な転換が
必要であることの報告がなされました。
　�　最後に，地球規模の拡がりと長期間に影響が拡大す
る典型例の報告を受けて，それらを解決する規範につ
いて，大久保規子大阪大学大学院教授から「多様な主
体が未来を描くために　SDGsと参加原則」の報告が
されました。SDGsの参加原則はリオ宣言，オーフス
条約等の基礎の上にあり，このうちオーフス条約が定
める情報アクセス権，決定への参加権，司法アクセス
権が環境権の実効的保障のために必須の権利であると
ころ，日本ではそれぞれの権利の展開において不十分
であるとの話があり，情報アクセス権については，公
益事業者も開示対象とし，リスク情報は積極的に提供
すべきこと，決定への参加権については，政策・決定

１�　日弁連公害対策・環境保全委員会50周年記念シンポ
ジウム「わたしたちは未来を描けるのか～環境法・参
加と公開・裁判所の役割～」を，2020年11月21日㈯午
後１時～午後４時，Zoomウェビナーを利用したオン
ラインで開催しました。
　�　私たちは，唯一無二の地球という環境の中において
生存し，生活しています。そして，この環境に悪影響
を与える事態は，小さな地域レベルにとどまるもので
はなく，地球規模の広がりを見せ，また，直近の時間
軸ではなく，将来の長期間の時間軸で考えなくてはな
らない問題が発生しています。将来を見据えて環境を
保全すること，地球規模の環境問題を解決すること
は，これまでの公害訴訟，環境訴訟で培われた理論で
可能なのか，仮に現行の理論では困難というのであれ
ば，どのような点を変換させなければならないのか，
日本と世界の動きにどのような差があるのか等々につ
いて議論し，未来の環境保全，未来の法の展開を描く
ために３部構成でシンポジウムを行いました。
２�　「第１部　2020年，解決されるべき問題」の冒頭の
基調報告は，大島堅一龍谷大学教授の「気候危機と国
内外のエネルギー政策」です。今や気候変動というよ
りも気候危機に認識は変わりつつあること，今から10
～30年後には気温は1.5℃上昇するからできるだけ早
くCO2排出量をゼロにしなければならないこと，しか
し，日本はグランドデザインがないので個別の政策を
集合しても環境保全型社会が形成されるとは思えない
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段階での参加も環境的視点も不十分であり，許認可段
階では参加機会も少なく参加期間も短く意見交換の場
を設定して意見を反映させる制度が義務付けられてい
ない現状，司法アクセス権については，狭隘な原告適
格，環境権・環境団体訴訟を認めない等環境訴訟に消
極的な現状を強い批判とともに語りました。
３�　「第２部　未来を描くために」では，環境保護に積
極的な企業の活動から見た未来社会，グローバルな環
境問題解決のために新たな視点で未来を射程に入れた
司法判断，日本環境訴訟の課題の克服による未来の展
望について報告を受けました。
　�　佐藤潤一元パタゴニア日本支社環境・社会部門ディ
レクターから「環境保全がビジネスを営む理由になる
時代」と題する企業の根幹に関わる報告を受けまし
た。資本主義の信頼性，企業の信頼性にとって，倫理
的要因が能力よりも３倍の重要性を持つというデータ
は，企業の見方を変えるものです。グリーン・エネル
ギーだけで稼働する世界を創り上げることを目指す企
業，化学物質依存から再生型の農業へ転換して農業生
態系を守ることを目指す企業，売上げの１％を環境活
動に寄付する企業の紹介がなされ，持続可能な新しい
社会の胎動が感じられました。「死んだ地球からはビ
ジネスは生まれない」という心に響く言葉の紹介も受
けました。
　�　続いて，浅岡美恵弁護士から「気候の危機に訴訟で
立ち向かう　国内外の動き」の報告がなされました。
オランダでは，温室効果ガス削減目標の引上げをオラ
ンダ政府に命ずる判決が下されました。気候変動の影
響は現実の切迫した危険な人権侵害であり，国民をこ
の人権侵害から保護することは国の責任であるという
理由です。ドイツでは，ペルーの氷河湖決壊の危険と
ドイツ大手電力会社の排出するCO2の因果関係が判断
対象とされています。コロンビアでは，自然・環境自
体が権利の享有主体であるとして川を権利主体と認
め，将来世代が現代世代と同一の環境的条件を享有す
る権利を有するとし，現代世代は将来世代のためにも
環境を保護する義務を負うとされました。ポーランド
では，将来的に収益見込みのない化石燃料への大規模
な投資は会社の利益を損なうとして株主総会決議の無
効が認められました。このような世界の司法の法理論

を日本でも展開することが，我々に求められていると
思います。
　�　最後に，小島延夫弁護士から，日本の環境訴訟の軌
跡と，現在の立ち遅れた状況の報告がなされました。
情報開示の遅れ，不十分な参加保障，司法による政府
判断の過度な尊重，直ちに生命・健康被害に結び付か
ないような被害に対する対応の遅れ，社会資本を大切
にする視野を欠いた成長戦略，自然保護の価値の軽視
という日本の問題が指摘されました。
４�　第３部は「どのようにして舵を切るのか」のパネル
ディスカッションです。パネラーには，大島教授，高
田教授，大久保教授，佐藤氏のほかに，新たに樋口英
明元裁判官が加わりました。
　�　樋口氏は，原発裁判を担当した経験から，原発訴訟
だからといって難しく考えず，要件事実に従って判断
すればよいと地震を例に引いて話しました。それを皮
切りに，現在の裁判所の環境保護能力，政府の政策過
程への公平な参加の確保が話し合われました。
　�　佐藤氏は，裁判は環境保護の一つの手段だが，裁判
では現状を変えるのは難しいと率直な見解を述べまし
た。そして，大久保教授は，現状の裁判を変えるため
に，世界の裁判はどのような判断をしているかを知る
ための裁判官の研修の重要性，各種の条約に基づくガ
イドラインを裁判で考慮する必要性を指摘しました。
　�　大島教授は，エネルギー政策審議会の構成の不公正
さと，原子力政策における文書が不開示，会議の存在
も非公開という参加以前の閉鎖性を指摘し，高田教授
は，政策決定段階で政府に都合の良い研究者が委員会
の委員になっている現状の打破を訴えました。大久保
教授も審議会の不公正な委員構成，それ以前のアジェ
ンダ設定段階への市民参加がない現状の変換を訴えま
した。そしてコーディネーターの小島延夫弁護士がド
イツの建設法典では案が固まらない状態で複数の案を
市民に開示し，サンフランシスコでは大地震後の高速
道路の撤去について徹底した住民参加による議論がな
されていることを紹介しました。　
　�　その後，環境保護のために弁護士に期待するものと
して，高田教授は，生産者責任，予防的対策の枠組み
策定に協力をすることを，大島教授は予防的な政策を
裁判に落とし込んでいくこと，制度設計段階への関与
を望み，佐藤氏は問題の多い裁判制度を環境保護に向
けて変更する必要性を訴えました。
　�　そして最後に樋口氏から，裁判官がその権限を行使
しないことは国民に対する無責任であり，行政が環境
を守るために動いていない現在，裁判官は環境を守る
という自覚を持って権限を行使すべきである旨の発言
がなされました。
５�　現状でも環境保護のための司法判断が可能な部分が
あります。しかし，新たな環境問題の解決のために
は，参加手続，権利主体，訴訟主体，予防原則，因果
関係等々についてパラダイムシフトが必要です。この
シンポジウムはそのための重要な問題提起の一つに
なったと思います。
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…実務研修「景観まちづくり訴訟の動向と可能性」
愛知県弁護士会　家田…大輔

１　はじめに
　日置雅晴弁護士が講師を務めた日弁連ライブ実務研修
「景観まちづくり訴訟の動向と可能性」が開催されまし
た。同実務研修の内容について報告します。
２　都市を巡る司法判断の歴史
　都市を巡る司法判断において，これまで，法律や判例
で救済されていないものであっても，新たな権利が主張
されてきました。本研修において，法律家が裁判におい
て勝ち取ってきた権利が紹介され，現時点で，法律や判
例で救済されていないとしても，新たな権利主張をする
べきという話がされました。本研修で紹介されたのは次
のような権利です。
⑴ 日照権　市民が作った判例法
　日照権は，昭和30年代，昭和40年代ごろ，適切な法制
度がない中，法律家が係争の中から作り出したもので
す。当初は個別のケースごとに，民事訴訟の中で受忍限
度を超える被害が生じている場合に救済判断が積み重ね
られていき，やがて判例法理が作られていきました。そ
の後，1976年の建築基準法改正の際に日影規制が導入さ
れました。現在では，民事の差止判断が激減し，特殊な
事案に限定されています。それは，行政の事前規制が行
われ規制に適合されている場合には，民事上は受忍限度
内と判断されることが多いからです。
⑵ 景観利益　新しい可能性を開いた判例
　景観利益を争点にした訴訟として，国立市の建築物撤
去請求事件があります。この訴訟の最高裁判決（最判平
成18年３月30日）において，「都市の景観は，良好な風
景として，人々の歴史的又は文化的環境を形作り，豊か
な生活環境を構成する場合には，客観的価値を有するも
のというべきである」と判示されました。
　その後，国立に続きいくつか景観利益侵害を係争した
事例があり，景観利益の存在を認定したものはあります
が，その侵害として賠償や差止めを認めた事例はありま
せん。
　他方，行政訴訟では，鞆の浦の判決において，国立最
高裁判決で認められた景観利益侵害を引用しつつ周辺の
住民に原告適格が認められました。このように，民事上
の救済ができなくとも，行政訴訟の原告適格の基礎とで
きれば，行政法規の解釈により救済の可能性が生まれま
す。また新しい権利主張が裁判の結果に結び付かなかっ
たとしても，次の裁判で生かされることがあることを示
す例でもあります。
⑶ まちづくり権　将来を開く新たな権利の形勢
　日田市場外車券売り場設置許可無効・取消請求事件に
おいては，地元自治体がまちづくり権に基づく原告適格
の主張をして係争しました。また，高塚山まちづくり権
訴訟においても，宅地分譲のための開発行為に対し，近

隣居住者や文化研究者などの原告等は人格権の具体化さ
れたものとして「まちづくり権」を主張しました。両訴
訟とも裁判所に認められなかったものの，まちづくり権
の主張の萌芽があります。
３　各種の係争手段
　事後的な司法救済はかなり困難なのが景観まちづくり
の問題です。例えば建築工事が完了した場合においては
訴えの利益が失われることから，工事が完了する前に訴
訟提起する必要があります。
　原則として訴訟提起では工事が停止しないので執行停
止が重要になりますが，執行停止が認められるのは容易
ではありません。
　また，原告適格は，抽象的な法律の性格や目的規定だ
けではなく，細かな根拠規定の保護法益を巡る解釈論を
展開することが重要です。原告適格に関して，小田急最
高裁大法廷判決や，大阪サテライト事件最高裁判決が紹
介されました。小田急判決では都市計画事業の認可に関
する都市計画法の規定の趣旨及び目的を踏まえて，騒
音，振動等によって健康又は生活環境に係る著しい被害
が考慮されました。他方，大阪サテライト事件判決で
は，生活環境に関する利益は公益とされ，法・施行令・
施行規則・告示を踏まえて，法令に周辺住民等の被害が
自転車競争法上違法となる判断基準が設けられているか
が考慮されました。生活環境に関する利益は公益と捉え
られますが，騒音等が具体的な利益として保護されるか
関連法令を含めて具体的に主張する必要があります。
４　行政不服審査法改正の影響
　2016年に改正施行された行政不服審査法では，①審理
員制度の採用により準司法的になったこと，②異議申立
てがなくなり原則審査請求になったこと，③多くの手続
で審査請求前置がなくなったこと，④代理人としては訴
訟か審査請求かの選択が問題になることの指摘がありま
した。
５　まちづくり条例などに関わる動き
　景観まちづくりにおいては，事後的な司法救済はかな
り困難であり，事前に様々なルールを定める制度が用意
されています。各制度をいかに活用して事前に望ましい
景観を保全する工夫を行うか，現行制度で不十分なとこ
ろを条例によりいかに補完するかが重要です。
　最近の特色のあるまちづくり条例の紹介や，事前調整
の仕組みの導入についての説明がなされました。
６　景観まちづくりは，多くの弁護士にとってあまり馴
染みがないものかもしれませんが，本研修では，行政事
件とするのか，民事事件とするのか等の切り口や，取り
組み方について紹介され，参考になるものと思われま
す。
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…行政訴訟の出訴期限に御注意
第二東京弁護士会　日置…雅晴

　環境問題でよく使われる行政訴訟や行政不服審査請求
には出訴(申立)期間の制限があります。
　行政処分が行われた時から比較的短い期間の経過によ
り，提訴できなくなるという規定です（行政事件訴訟法
14条，行政不服審査法18条）。
　似たような期間制限として時効がありますが，民事の
時効は弁護士なら日常的に注意していて見落としはあま
りないと思われる一方，行政訴訟を日頃手掛けていない
場合には出訴期間制限は民事にはない訴訟法上の制約と
いうことでついつい見落としがちです。さらに時効は５
年や10年と年単位で，今動いている事件に関しては差し
迫る事態はあまり考えなくてよいですが，出訴期間は原
則として処分を知った日から６か月（審査請求は３か
月），知らなくても処分の日から１年と，かなり短期で
あり，うかうかしていると相談継続中にも期限が来てし
まう場合が結構あります。しかも時効の中断のような手
軽な期限延長方法も存在しません。
　さらには，時効は実定法の問題であり，提訴した後，
本案の中で係争することができますので，仮に時効が成
立したと判断されるとしても，本案の係争が可能です
が，出訴期間は訴訟法上の規定であり，期間を徒過した
と判断されると，本案の判断を受ける前に却下されてし
まうこととなり，多くの住民が原告になったような事案
だと大変がっかりされてしまう結果になりかねません。
　特に問題となるのが，開発許可や建築確認，林地開発
許可など，事業者が事業に関する許可を取得して開発事
業をこれから進めようとし，周辺住民等がこれに反対し
ている事案です。
　許可を申請した者が拒否処分を受けてこれを係争する
場合には，拒否処分の名宛人でもあり，その内容も熟知
しているので速やかに係争することは比較的容易といえ
ます。
　ところが，第三者に対する許可処分を周辺住民が係争
する場合，そもそもいつ許可が出たのか，その内容はど
のようなものなのか，判断資料にどのようなものがある
のかなどを住民側が明確に知ることは容易ではありませ
ん。
　法律上出訴期間は処分を知った日の翌日から進行しま
すが，何をもって処分を知ったといえるのかは，明確で
はありません。処分の具体的内容まで知らなかったとし
ても，許可が出たという情報を得ていたとされると，
知ったと判断される可能性があり，さらには官報や広報
に公告されたり，現地に看板が出ていたりすると，それ
をもって知ったとされてしまう可能性もあります。処分
の日から６か月以内に提訴すれば，行政側が出訴期間を
問題にする余地はありませんが，知った日から６か月の
期限内ぎりぎりの提訴の場合には，原告が処分をいつ
知ったかが争点になることが多いといえます。不要な争

点を増やさないためにも，可能であれば，行政訴訟は処
分の日から６か月以内(審査請求だと３か月以内)提訴
（申立て）するべきです。
　そもそも，行政訴訟は通常の民事訴訟に比べると，提
訴に際して調査確認すべき事項も多く，処分前から提訴
準備していたとしても，出訴期限内の提訴はそれほど余
裕があるわけではない事案が多いのですが，ここは最優
先で対応するしかありません。
　とはいえ，近隣住民などは何らかの方法で処分があっ
たことを知らない限り，その処分の係争には思い至ら
ず，弁護士に相談に行くことにも思い至らないことが普
通ですので，この問題は大変悩ましい問題です。
　現実問題として，住民などが環境問題の法律問題につ
いて速やかに弁護士に相談できることは必ずしも多くな
く，特に行政訴訟を手掛ける弁護士はそれほど多くあり
ませんので，処分を知った後で適切な弁護士を探して相
談に来た時点でかなりの時間が経過している場合が多
く，出訴期間との関係でぎりぎりの相談，既に期間を徒
過している相談も目につきます。
　また，許可が出た後，住民等が事業者と交渉などを
行っていると，その間は交渉中だからとして弁護士に相
談するのを先延ばしにすることもあり，交渉が決裂した
段階で弁護士に相談に来たときには，既に出訴期間を経
過している場合もあります。
　出訴期間の規定には，「正当な理由があるときは，こ
の限りでない」という救済規定もありますが，これは手
続期限ということでかなり厳格に解釈されていて，通常
の場合には適用は困難と考えた方がよいといえます。
　ということで，弁護士としては相談継続中に出訴期間
を徒過してしまうなどというのはもってのほかです。行
政訴訟の可能性のある相談を受けたときには，必ず出訴
期間の確認を行うことが重要となります。相談の予約を
受ける際にも，出訴期間をまず確認して，それを踏まえ
て，必要なら至急の相談日程を入れるなど柔軟な対応が
必要です。
　また，その時点で具体的な処分が出ていないとして
も，前もって相談を受けた場合には，相談者に行政訴訟
特有の出訴期間のことを説明して，処分がなされた場合
には速やかに相談する必要があることを理解してもらう
必要があります。
　ちなみに，相談時点で出訴期間が既に経過している場
合，それをリカバリーすることは容易ではなく，多くの
場合，出訴期間の制約のない民事訴訟などほかの係争方
法を模索することとなります。しかし，問題の内容に
よっては，当該処分についてその後変更処分がなされる
場合や，後続の別の処分がなされる場合があり，そのタ
イミングで提訴することができる事例もあるので，手続
の流れを踏まえた対応が求められます。
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１　はじめに
　第11回環境法サマースクールが2020年９月19日㈯に開
催されました。例年東京会場での開催で，遠方在住の参
加希望者のニーズにどう応えるかが課題でしたが，折り
しもコロナ禍での開催となり，弁護士会館とZoomウェビ
ナーの同時開催形式を初採用し，合計135名の申込みを受
けました。例年の倍以上の人数であり，ポストコロナで
もオンライン開催が有力な選択肢となることを感じさせ
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
　法科大学院生を対象として始まった当スクールですが，
法曹養成教育を取り巻く状況の変化に伴い，大学生や若
手弁護士の参加が増加しています。昨年，未来世代に向
けて環境分野でのキャリア形成を模索するプログラムを
実施したところ，好評であったため，昨年に続き，環境
分野で活躍する４名のパネラーを招き，ディスカッション
を行いました。
　環境事件を多く扱う法律事務所に所属する渡部貴志弁
護士は，選択履修するまではさほど関心がなかった環境
事件に現在は大きなやりがいを感じているといい，多忙
な中でも現地に行き見て聞くことで楽しみも得られると，
環境事件に関わる醍醐味を強調しました。自然を感じら
れる生活を追求し，愛知県から鹿児島県西之表市（種子
島）に移住して開業した西谷祐亮弁護士は，都会からで
はなく現場から環境事件に関わることを選択したといい
ます。堀江彩生・環境省環境再生資源循環局職員は，仕
事時間の100％を環境分野に注ぎ込みたいと環境省へ入省
し，行政で環境分野に関わる意義は制度改革に直接関与
できることだといいます。政策担当秘書として活躍する
江口智子弁護士も，おかしいと思うことを法的に整理し
て国会議員にインプットし変革につなげていくことが，政
策秘書として弁護士が活動することの意義だといいます。
自分らしさの追求とともに，立法，行政，司法の各分野
の利点を生かした仕事への真剣な取組がパネラーの皆さ
んの充実を支えていると，強く感じさせました。
３…　北村喜宣上智大学教授「大気汚染防止法の下でのア
スベスト規制の展開」
　北村教授は，元司法試験考査委員の視点から，大気汚
染防止法2020年改正を題材に，試験問題として出すなら
ばどういう論点が有り得るかを解説しました。北村教授
の講義は当スクールに欠かせないものとなっています。
今年は，遠方在住の学生の皆さんがウェビナーにより参
加できた点で，司法試験選択科目によく見られる学習環
境格差の是正に少しでも役立ったのではないでしょうか。
４　福田健治弁護士「気候変動を法廷で争う！」
　福田弁護士は，世界の気候変動訴訟の最新動向を詳細
に報告しました。政府を被告に直接的に緩和対策や規制
権限の行使等を求めるものから，民間企業に気候変動の
影響の責任を追及するものなど，様々な形式の訴訟が見

られ，被告敗訴判決も少なからず出ている中，被告の行
為と気候変動の因果関係立証の困難が世界共通の課題と
なっているとのことです。世界を見渡すと，各国の弁護
士が工夫を凝らした成果として，法廷闘争が気候変動を
めぐる闘いの主戦場となりつつあることが実感されまし
た。
５　中野宏典弁護士「原発差止弁護士の理想と現実」
　原発訴訟弁護団での活動体験を報告した中野弁護士は，
たまたま誘われ原発差止訴訟に関与し，素人であること
を逆手にとってベテラン弁護士と渡り合い原発差止訴訟
に取り組んできたといいます。中野弁護士の経験談は，
機動力と自由な発想で特定の分野を極めたサクセスス
トーリーとして抜群に面白く，学生の参加者にとっては
キャリア形成の参考となったのではないでしょうか。な
お，中野弁護士も環境事件で弁護士が稼げるシステムが
必要であると指摘し，これは，当スクールで毎年話題に
上る重要なテーマでもあります。
６…　大久保規子大阪大学大学院教授「環境訴訟の国際的
展開～環境をめぐる権利の拡大～」
　環境をめぐる権利の分野の最新動向として，大久保教
授は，実定法化などにより国連加盟国の２/３以上の国が
環境権を認めており，近年は，実体的環境権を実効的な
ものとするための手続的環境権の広がりが顕著であると
いいます。一方，アジア主要国で唯一，環境公益訴訟制
度を持たない日本がこの分野で後進国であることは否め
ません。また，人間中心主義を脱却し，自然の権利を実
定法化する国が南米を中心に現れているとのことで，日
本が多くの途上国にも後れをとっていることを改めて実
感させられました。
７　最後に
　オンサイト・オンライン両形式の開催は，技術的不具
合もなく，参加者，講演者ともに概ね好評でした。一方
で，担当部会内では，環境法サマースクールらしさとし
て，現場に行って見て聞く体験を提供するべきではない
のか，参加者が集って交流することこそに意味があるの
ではないかという議論もあります。環境法学習の機会格
差を是正し，環境弁護士の輩出に貢献するという当スクー
ルの目的を実現すべく，今後もより良いプログラムを提
供できるよう模索していきたいと考えています。

…第11回環境法に関するサマースクール報告
大阪弁護士会　　和田…重太
愛知県弁護士会　中島…万里
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１　球磨川水害
　皆様も御存じのとおり，2020年７月３日～４日にかけ
て，熊本県の球磨川流域に線状降水帯による記録的な大
雨が生じました。報道によると，球磨川では，決壊や氾
濫が確認された箇所は12か所にもなったとのことです。
この水害によって熊本県内だけで56名の死亡が確認され
ています。
　この球磨川では，その支流である川辺川に「川辺川ダ
ム建設計画」（貯留型の多目的ダムの計画）がありまし
た。このダム計画は，利水訴訟にて住民らが勝訴し，
2003年５月には国の敗訴が確定し，2008年９月に当時の
熊本県知事が白紙撤回を表明したため，事実上頓挫しま
した。以後，国土交通省と熊本県が中心となり，球磨川
の治水計画についての協議を重ねてきたものの，現在に
至るまで治水計画（河川整備計画）は定まらず，かつ具
体的な治水対策がなされないままの状況が続きました。
　2020年11月19日には，現在の熊本県知事は「緑の流域
治水」の名の下に，その一部として，流水型ダム（穴あ
きダム）の建設を表明しました。球磨川とその流域住民
にとって，このような穴あきダムが本当に必要であるか
真摯な検討が求められるところです。
　この数年の豪雨では，いわゆる想定外の降雨量となっ
た事案が多くあります。気候変動に起因する災害の激化
はますます進んでいることが実感されます。このような
中で今後の河川治水を考えると，その効果に疑問がある
大規模ダムを建設する必要があるのでしょうか。
２　従来の治水政策の問題点
　ダムは，川をせき止めることによって，水，土砂及び
生物の移動を遮断します。山村や森林を水没させ，河川
の水質や河床状態の悪化をもたらし，海の水質悪化や砂
浜後退を引き起こす等，水域生態系や地域社会に回復不
可能な悪影響を与えるのです。従来の河川政策は，環境
上の悪影響については一切考慮せず，河川を単なる水が
流れる器としか考えず，いかにして河道に水を閉じ込め
るかという発想だったのです。この点，穴あきダムで
あっても大規模な横断構造物であるため，多様な生物や
土砂の移動を制限することとなり，構造上の特質から水
質への影響も問題となるところです。さらには特殊な人
工構造物がむき出しになるため，景観への悪影響は必至
です。
　しかも，ダムによる洪水対策は，ダム地点以外の流域
の洪水は削減できず，想定外の雨量が生じた場合には被
害を防ぐよう計画された治水効果は発揮できません。支
流である川辺川にダムを建設しても，本川である球磨川
に対する治水効果は非常に限定的なものであり，他の支
川に対しては効果を発揮できません。このようにダムに

よる治水効果は限定的です。
　ここ数年の豪雨では，上流域にダムがある河川流域に
おける洪水被害が多数報告されており（2015年９月の鬼
怒川水害，2018年７月の西日本豪雨，2019年10月の東日
本台風等），ダムによる治水政策では豪雨災害を防止す
ることは困難であることが具体的事例により明らかに
なっています。
３　日弁連の見解
　2010年６月17日，日弁連は「ダム依存から脱却し，総
合治水及び堤防の強化を求める意見書」を公表していま
す。ここでは「ダム建設や堤防の改新築・河道掘削など
の河道整備を続けてもすべて洪水を河道に閉じ込めるこ
とは不可能であり，この手法では破堤による壊滅的な被
害の発生を防止できないのであるから，こうした従来型
の洪水対策から脱却し，氾濫があることを前提とした総
合的な治水対策を実施すべきである。」との見解を明ら
かにしました。10年以上も前に日弁連は，これまでの治
水政策では十分な治水対策とはならないこと，そして総
合治水対策を採用すべきとの意見を表明しているので
す。
４　総合治水とは
　総合治水の定義は一様ではないものの，これまでの土
木技術万能の河川中心主義に対するもので，河川が氾濫
することを前提として，被害を最小限にするために流域
全体で総合的な対策を行うことです。
　流域全体で洪水を受け止める発想を根底とし，①流域
の特性に応じて，上中流では森林や水田の雨水貯留能力
を高め，中下流では，既存の堤防の強化や河道の拡幅や
浚渫，遊水地の設置等のハード面の対策を行うだけでな
く，②流域の特性に応じた土地利用規制により，氾濫原
や湛水池での住宅等の建築制限などを行い，水防活動の
拡充，ハザードマップの作成とその住民による有効利
用，住民が主体的に参加した避難計画の策定・修正や避
難訓練などのソフト面の対策（日弁連「2015年９月鬼怒
川水害に関する調査報告書」参照）を行うことが求めら
れているのです。　
５　最後に
　気候変動による豪雨災害の激甚化が進む現状において
は，従来型の治水対策では洪水被害を大きなままにして
しまい，流域住民の生命を守ることもできません。
　現在の治水政策においては，その効果が限定的なダム
建設が求められているのではありません。氾濫があるこ
とを前提とし，被害を最小限にするため，流域全体で，
地域住民が参加して作る総合治水対策こそが必要なので
あって，従来の政策はまさに転換すべき時期を迎えてい
るのです。

…球磨川水害について
福岡県弁護士会　緒方…剛
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…リニア問題　静岡県で何が起こっているのか？
第二東京弁護士会　藤田…城治

１　はじめに
　2027年開業予定とされているリニア中央新幹線の品川・
名古屋区間。難工事箇所とされている南アルプストンネル
（25km）の中でも，最大の難所とされている静岡工区
（8.9km）について，JR東海（以下「JR」といいます。）は，川
勝平太静岡県知事の同意を得ることができないため，工事
は未着工，開業の延期は必至となっています。
　静岡県（以下「県」といいます。）は，リニア中央新幹線
整備自体には賛同していますが，なぜ，工事に同意しない
のでしょうか。
２　リニア中央新幹線整備計画
⑴�リニア中央新幹線は，全体では，東京・大阪間438kmを
67分で結ぶ計画です。費用は概算約９兆300億円で，2045年
に全線開業予定となっています。
⑵�このうち品川・名古屋間（286km）は2027年に先行して開
業予定となっています。この工事の最大の難所が，山梨県・
静岡県・長野県をまたぐ南アルプスの地中を貫く「南アル
プストンネル」（25km）です。中でも10.7kmの静岡県区間は，
全てが3,000m級の山での地下トンネル工事となり，最大深
度は1,400m，最小深度でも350mという過去に例のないトン
ネルを作ろうとしています。青函トンネル（23.3km）は最大
深度240m，東京湾アクアライン（15.1km）は最大深度57mで，
南アルプストンネルの深度は群を抜きます。
３　県の懸念
⑴�県が指摘する懸念は多くの項目に及びますが，主に議論
されているのは，静岡工区が間ノ岳（3,190m）に始まる大
井川の水源地帯と重なるため，水資源への悪影響と南アル
プスの自然環境への悪影響が生じるというものです。
⑵�水資源への影響
　大井川の水は８市・２町で利用され，流域人口は62万人
です。深刻な渇水が頻繁に発生し，30年前には発電ダムの
取水により水が涸れ，住民により「水返せ運動」が展開さ
れ，川の水を取り戻した歴史があります。大井川の水は地
域にとっての「命の水」と言われています。
　JRは，トンネル内での湧水量を2.67㎥/秒と予測し，これ
により，大井川の流量は２㎥/秒の減少と予測しています。
２㎥/秒は，60万人分の生活用水に匹敵します（県の資料参
照）。
⑶�自然環境への影響
　また，南アルプスはユネスコエコパークに認定されてい
る豊かな自然環境・生態系に恵まれた地です。上流の河川・
沢の水の減少，水質悪化により，水生昆虫が減少し，その
上位に位置する生物（ヤマトイワナ等）が減少し，生態系
のバランスが崩されることも懸念されています。
４　JR側の対応と県が指摘する問題点
⑴�JRの対策は，当初大井川の流量の減少分（２㎥/秒）につ
いて，導水路トンネルを設置して1.3㎥/秒分を回復し，残り
の0.7㎥/秒は必要に応じてポンプアップをして戻すというも
のでした。県は，トンネル湧水の全てを大井川に戻すこと
を求めました。JRはこれを受け，2018年に「原則としてト
ンネル湧水の全量を大井川に流す措置を実施する」ことを
表明しましたが，2019年には一転，工事期間中は全量を戻
すことは難しいと表明するに至りました。県は，全量を戻
すことを前提に設計することを求めています。全量は戻せ

ないこと（一時流出）を前提にした設計・工事計画では容
認できないというものです。
⑵�また，県は，そもそも，トンネル内湧水・大井川の流量
減少の予測の根拠とされた環境影響評価での調査の不十分
さも指摘しています。
　南アルプスは，西側は中央構造線，東側を糸魚川－静岡
構造線という大断層に区切られ，プレート活動により地層
が大きく重なるように曲がり，今も年３～４mmの隆起を続
けている地帯で，その地質は十分には解明されていません。
ところがJRは，２か所のみのボーリング調査で透水係数を
導き，トンネル湧水量を算出しました。そして，工事中に
先進ボーリングを慎重に進めること等により，リスクを直
前・事前に把握して管理を行う（工事を進める）とのこと
です。
　これに対し県は，断層破砕帯（断層面に沿ってできる岩
石破砕帯）には大量の地下水が帯水され，現在は土圧によっ
て少しずつ地下水として湧水しているが，そこにトンネル
ができることで一気に吹き出し，地下水の枯渇を招く危険
があるという点が，事前にリスクとして評価・対策が講じ
られていないことを問題視しています。
５　現状～国の有識者会議
⑴�環境影響評価において，静岡県中央新幹線保全連絡会議
の専門部会が，県との「対話」の場として用意されていま
した。しかし，JRは，追加調査・データ開示を求める県の
対応を，既に適切な環境影響評価を終えたから追加調査は
過大な要求と拒み，議論は前進しませんでした。トンネル
内湧水を全て大井川に戻す必要についても平行線でした。
⑵�そこで，2020年４月，国交省がJRへの指導と県との対話
促進を目的として「有識者会議」を設置しました。委員か
ら，JRの説明不足・データ開示の不足が指摘され，議論を
深める素地が出来つつありますが，会議が全面公開されて
いないところなど問題点は残ります。
５　2014年日弁連意見書
　日弁連は，2014年10月の国土交通大臣による工事実施計
画認可に先立ち，同年６月，環境影響評価に対する環境大
臣意見を踏まえ，自然環境に対する悪影響等を徹底的に再
検討した上で，懸念が解消されるまでは計画を認可するべ
きでないという意見書（日弁連「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」）を取りまとめ，国土交
通大臣，JRに提出しました。前例のない大規模な工事にも
かかわらず，短期間で十分な調査を尽くすことなく，環境
影響評価を行ったという問題点を指摘しました。地下水減
少への対策は，環境大臣意見でも指摘されていたことで，
沿線県知事からも情報や調査不足が指摘されていました。
今の問題は，当時の指摘が顕在化した形となっています。
現在の環境影響評価手続が，事業実施を前提に行う事業ア
セスメントにとどまっていることが根本的な問題です。
　仮に新型コロナウィルスが収束したとしても，リモート
会議の流れは変わらないことが予想され，ビジネスにおけ
る人の移動は大きく減少することでしょう。人口減少社会
も相まってリニア中央新幹線の採算はますます厳しくなる
ことが予想されます。国とJRは，この事態の変化を踏まえ
て，事業の必要性を含め，真剣にゼロから見直すべきです。
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…「地方公共団体の広域連携」に係る…
第32次地方制度調査会答申に対する会長声明

第二東京弁護士会　幸田…雅治

　日弁連は，2020年６月26日付けで，「『地方公共団体の広
域連携』に係る第32次地方制度調査会答申に対する会長
声明」（以下「会長声明」といいます。）を公表しました。
１…　第32次地方制度調査会における答申に至るまでの
経緯
　第32次地方制度調査会（以下「第32次地制調」といい
ます。）は，2018年７月５日に発足し，２年間の委員任期
で，調査審議を行ってきました。
　当連合会は，同年10月24日付け「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」及び2020年３月18日付け「第32次地方
制度調査会で審議中の圏域に関する制度についての意見
書」において，平成の大合併及び連携中枢都市圏構想の
実証的な分析検証，国土政策の観点からの検討及び国土
形成計画・都市計画等との整合性の検討並びに地方自治
の本旨に立脚した検討と全国市長会及び全国町村会等の
意見等の十分な考慮をすることのないまま，「圏域」又は
それにつながる法律上の枠組みを設けることについて答申
することは，拙速であるとして，反対してきました。しか
しながら，結局，それらの検証等が十分に行われることの
ないまま，第32次地制調答申（以下「答申」といいます。）
は公表されるに至りました。
２　広域連携に関する答申の概要
　第32次地制調は，第36回専門小委員会（以下「専門小
委」という。）（2020年４月７日）での「統括的論点整理
（案）」で，「連携計画作成市町村（中心市の意味）が，…
合意形成過程のルール化や，進捗管理への適切な関与等
により，相手方の市町村の十分な参画を担保する仕組み
を設けることも考えられる」とし，中心市が主導する広域
連携についての新たな仕組みを設けることを提案しまし
た。それに対して，第37回専門小委（同年４月23日）での
地方６団体ヒアリングでは，６団体全てが，中心市が主導
する広域連携である「定住自立圏・連携中枢都市圏の法
制化」に反対を表明しました（知事会と都道府県議長会
は，市町村の意見を尊重すべきとの意見）。
　その後の専門小委での審議を経て，第５回総会（同年
６月17日）で答申（案）が審議され，「第４�地方公共団体
の広域連携�⑶定住自立圏・連携中枢都市圏　④�関係市
町村の十分な参画を担保する仕組み」の箇所で，「連携計
画作成市町村が連携計画を作成する際の合意形成過程の
ルール化や，連携計画の進捗管理を行う際の他の市町村
の適切な関与等により，他の市町村の十分な参画を担保

する仕組みを法制度として設け，…関係市町村による連携
施策のPDCAサイクルが確実に実施されるようにすること
が考えられる」，「こうした仕組みを法制度として設けるこ
とについては，…その是非を含めて，関係者と十分な意見
調整を図りつつ検討がなされる必要がある」とするととも
に，「（中心）市町村から都道府県に対して，近隣市町村
の区域に係る都道府県の事務の委託を要請できるように
する仕組みを法制度として設けることが考えられる」とし
ました。
　中心市による広域的な計画づくりのルールの法制化につ
いては，答申素案まで記載がなかったにもかかわらず，答
申案の段階から新たに「法制度化」という言葉を使用し，
「連携計画作成市町村以外の市町村の参画を担保する確実
な方策は法制度化であり」という記述を書き込み，法制化
に向けた検討を答申する内容となりました。
３…　中心市が主導する連携中枢都市圏等の広域連携制度
の問題点
　会長声明では，中心市が近隣市町村を主導するという
関係性を前提として，定住自立圏・連携中枢都市圏にお
ける中心市による広域的な計画作りのルール化及び都道
府県から中心市への近隣市町村を含めた権限移譲につい
て，法制化を指向する内容を答申したものであると指摘し，
改めて，平成の大合併及び連携中枢都市圏構想の実証的
な分析検証などを求めました。
　また，広域連合や機関の共同設置等の市町村の対等・
平等を前提とする既存の広域連携の様々な手法について
検討することなく，中心市が主導する仕組みである定住自
立圏・連携中枢都市圏のみをことさら取り上げており，中
心市に権限と財源を集中し，市町村の対等・平等を損な
い，中心市と周辺市町村との間に格差を生じさせ，周辺部
の衰退を助長してしまう可能性があり，憲法上の保障であ
る地方自治の本旨の基本的内容をなす，地方自治の基礎
的単位である市町村の「住民自治」と「団体自治」を脅
かすおそれがあると指摘しました。
４　まとめ
　会長声明では，憲法上の保障である地方自治の本旨と
の関係で問題を有する制度の法制化を指向する答申が，
拙速な審議により行われたことは遺憾であること，今後の
「地方公共団体の広域連携」の在り方の検討が，地方自治
の本旨にのっとり，より慎重に行われることを求めていま
す。


