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はじめに

1 問題意識および課題

(1) 問題意識

ふ 士山

間 "iG

fJ:文タイトルσ)J~J五ア七7，，)ントとは、攻、;呈影響2'r~mのことである U

つまり、それは、 事業のたJ~íiが環境になほ寸 につしもど環境の構成

安井、にかかる::J-=J.目ごとに訓告、、下山lおよび司 を行うとともに、二れら

を行 7担在においてその事楽にかかる球j互の保全のための桁背キ検討

し、この措置が詩じられ1::J息子Tドおける環境影響を総fìJ-~ 仁司'íìJr -J るこ

とをいう，ニ オL(.士、 の IF-~~防をネ j とする~:皐月:J を
一- -

10 i二

めの重安な子校でありも科学的な恨拠に共ザゴ〈立 lL1決定、 t(士的なを1l;

u、定、ならひ、に総fr的な視点にった意思決定幸行ううえでの tjll提ごあ

り るJ2にぎ jしる内

五社党アセスメント制度の 153 印、;止、 196日 {J-~ ~.ご制対二されたアメ J カの凶家

1ft1ぬ日策法 !NEPi¥)にある "¥EP¥l之、政策・計両・事業フロジェク

その他の法制;支キ含わあっゆる人材ドjむを 'TT-li:j:.~羽査)，測・

し、適切な拍汽をj手ることを i的としている n これは、+'"続ロj詑な発展

のための環境管理のfj1~として世界 ~+j からげはを \t;l戸、環境出染力未

i これは、|本のf罰法;j沼1耐i法ヱ条 l去に設けられた定義である c また、 T景

」草ア寸スメミト県本，;.g百戸計呉寸;立。 フ片品!慢な宇き舎や計P::i、正;取などの人部行

為カ環境に jよほす B;警を島らかじめ日地・仇滅するための、弔業~によ令 LJ ，士i

3Sf!:(:h古配慮を~:'すにめの制度J (-定az.:.れる (f!:(J"古アセスメシド研JL会組 l段

涜戸てλ 〆〉「某本用語J字吹オ ム仕/1'1版局、フuu:;年)初頁--_..hの中』

とは、告j~ アセスメン人と;土、 :\1 "'"と主芸品ア!ゴジ工ク!の実施i主:こ'1と入る

時j主米特についこうT作、 子日"コ 4 ぴOlímí を"い、桜;員への忠~終合 γ|出ある L

(よ軽減γるとめの汁箭 ζ 指[[?を犯起l、追跡調会:を行ううえでの }J法と制度を

指す!:~:tt ;~，れている 報 i竜影響 ~';;'j同汁、フ法しこのぶつな~:A.規定は、 11

々、乃それこ Jまぽ I-ri. 乙であ令が、 ~'f{:ば対象およむ ~f-:~結来の反映を明記する小再

かの -'xで相還があるつ

，士二日お=持天'"-;-，-お1ンド戸己表:ι);-;)巧・サミ 後1I!年間グ)ヰ 1\1 グ )j~J 込ド;]i: 法

当~ift:~;人況」龍作法主主 3()-2; 3 :，;- (訂正)3'1 一例日コ

¥ -_I.)記直 l"t!ii.:I-:刻、[完フ収~ JJ (旬弦間、つ:)(;o平;.221頁I

131 ，1t品、oO¥3'21GiW10



中 1-，，::7));古底アヒスメノト法市山立の1551宣 主E::j ノ'lJJ県 1

然日方ιをI! 冬山 1グ〉原J克アピスメント法制度イヒの壬デんとなった， Iこ

し川)jlC;'，、るの

力 Cヲ，;'1 "[1二、 ~97(j年ぺj から、社ま: i義1.1と叫紋とあるといわ不してい

た米境汚染が社会宇設問中国ド長廷しているごとにうえづきは 1めた c

しかし、中川共産党l土、一克之配。)::統牲を緋持し、求心んを的めるため、

将済的な fil、、とりわけ開発-j!1fyl政栄を必化;こ'人政し続けてきい も

のような:悶た技法伐策 J (正、多績の資金を iJ~~ し/二【ばかりか、いわ

ゆる た限資涼」キ枯渇 iこ縮しさせ、連まユぃ球境汚染と口然様i~を巻

3起こ Lた結果、 j}z多くの「牛干士、難民」令を止み1円し、中川l土、いまや [11

4 環境アセヌえントi'1~i#:~B1-';a{'1 昔了環境，~;響円7↑而 i:fi i#:j U)稔77的財究 (11ぶ二

大ノνギ )';、研究;1f、 1009"'f-J99買を参日，，"，(

;; ~'，:瑞I林土端 :Fj 官 Jj;~~去宇北京ノゾ十 Hi版社、 109(_:1::') 84 ---83 Rc 
li 'wnをは、 i号、、(lぷ刊での大隊法政策、 fdj正予:製姉、森林・革 l旦を破t更Lての民地

帯]相、 :-[}T1ihfi:I主同J ¥人民公引対IW;kの政策で、食慌明J'fのために湖岸，cJfめ

ウて耕地にすることやうてIWJ する J~t策 l こいつ F 速の政策、 1980甘え;]I.ttJ ~-~-~jÏ 

I111 され子「内モンゴルを全固め同封l糧志J~にする 政訴、「ι鉱;11をん々的ド

朝廷し、小鋭、111を民大せよ， .1<が/Jればそれを速くじιL、凶説 集|司 E人:;;t

:w! (，こ鉱山に」オ) とl、行政策l土、;平交:Jな交流浪貢とよ長崎破壊を叶 3起ごす治

思となった(:r;f，~{ii'年 平 !fZ~ 呑 .:Eie'編著 T中華人民共1，1:'1環境野警汗↑BIíi1;l'~義

(1:: ~司法引!l';版千十、主的3 イ1--) ::; ----4ヌ)。なお、阿書(立公定解釈的なも rヲごあ:)、

~<f自の中司時有主主二響clú曲目の紹介;二|守]亭:こはう r よろがよきい{

'; i3Uえ(芝、「仁五]かり(九五J までのWJにμ 民投資的失策読は初出にj主1、1000

よ山)()j立]I::K心費じたと"ミわれる¥.1-l: I~:-"; 中=柴没新 lE仕治問碍:':;';*()型!不 1:'告) J 

企業よfヒ2G06年~ ~~18口 1 なお、〔仁 lイ矧I"Jとは、第 7大ー刀年二l自のこと

であり、つまり 19:附乍~刷)午の罪問を指Lごいる。':'r町立、建問から lU~2--~

までのl占 l凶を回民主正済的 :;1:復汚限エ L 、 :9fì:3 ，1下かり 19fì5λτの悶 I~J を回民計ir;(/)

，;;~J素ん時期三..ていたごとを除けば、 19G3{行か lコソ濯を主デ 1レに L 、 JJi. (に起る

まで r-5か年計1刊 を:ユミぬ ì，~ -c きたり つま i) 、ょ~b3年 19~jí 年の期間""第 1 ::i、

5フ']f: ~I-l曲部 II\] (.して、以 1'-Sノ，'-'r'つIfli'l引手引 )11する}、 C-~:~ .Ti.: 期 11 \1 は1986

年 1 ~)DG年にあ九，;、リ{事]期間は1日96 字 20(j(J年μあたゐ

き生翌日虫色叉(環境汚民) とは、とと話条イ"か人数のとと存f 拘，:，1':，;L-えない、あるい

は取材:fJな牛行が1"難~ある;II:Y刀、牛み伊l す移民心、ここでめる( 自「主主主E移
民l'f{J限怒」主立人正l出押2叫J3年 5日ns子D

1":己ω::)':21引 lO叩



界最大のをち岩IJ;i家，-なハたりに

ふ 士山

間 "iG

:た;長の fU山ょ深刻でめ:)、究1，f<的な権力集 r-t-;;~r 王立泊、 WtM撚了ヰが，\!ゴ艇

をtiわしている c ぞれゆえ、政策的!と敗を空前に反省〆、考委ね判1まJ斉保

全メカニズムを構築すみ二と(止、ポ境問題を緩杭ずるうえでも、指導者

丈ちじ求められて u与る長大の課題であるこ与えられる

ところで、ま以士走法、終{持の而におい((土、 少Ijわ ~'T 9'10:.'.十一代段、iから、

3し11;"，:0)環境法布1:去を政襲した二ともあ M人異例のスピ ドで環境保誌

やλL慾保全間違法整備が進めら :r~ てさたへ将仁、 J岩j克アでスメント 1大引j

度化。〕出re:土、 [9'79与の環境保設法 ;1~，ト 179と伝」という)

における問迫土問先をU品公とする建設プロジコク j、環境ア令スメント刺肢

が、必数.{t の経験を積み重ねた結 J14 、 2002 1 1 の J京岐~t';響評自Wi去(1孔 l' r-h↑ 

(オi法」こ Uミう)剖j疋へと発/長L、ィ uを集めている 1(1ピ

しかし士がら、;970.~ナ it ，こ立ちトげられ?蕊呪γセスメント制度が、

そのf~四 1 世紀にわたる工~JIj内庁べ\なせまL:境行来 (1岐i衷ノを食い止め

ることがでさなかッたのか、そ J て、評自Ibまhfli:f了後、 1主み状況にいかな

る変化元、とじたのかか羽ゎオtl;;必嬰がある 未然防止キは棋とする漂泣

アセスメン、社、口jj支の，f，，}，:]主Y役割を問し 'i~-J 作業が、環境危機

るうえで、所、腐の~5f~}îH となっているように与えられる〕

(2) 本稿の課題

木{陥[土、 L11のぶうな現状認ロ哉のもとで、 ゼスメ〆ト t士制度の

Wf 1).!.8~'f士罰 <51. ;-お上ア}'J;I~記合的構造:こメスを人れるこノによって、 ぞれが

どのような慢治的常僚を有し、 L、元、なる問{fTI/Cを内';)しているのかをり:

作 '1'到の，説法全1~"(!)危機山状泌 1，，-ついて、次の若さが詳い4 勺 '1 '同研:h;fi-'rR話苦

Ir'T匝の1景j克司題， (刃 I'~"了話、 199:1平}、ハぃツラフ・ン l ミ lレ(;'J- i蕗イジ己 主

土iニ〉認可副;) ~ 1 I1 ::;~1 (! )卓品fP:殺、 fヰF.i'fr'，きき足、 19%1"、井村秀丈ニ勝味骸編汁 l

iつの桜「克問題巳(出ì-'r件減新郊で~.， 190í'年 ~'J~')~新聞出 [r;，環境問題以十，1111 '出

判官境目-{-'; 雨情寸.::':， --j、地~.~詰る刀、 111中山片足、 1(:約イ:)、小品J:JL'こ稿=中戸!

の段段!rijill 研71と実践のふ]lli官係 」、医長応誌E皇太苧!十j収、 2的 1午人 l立川幅

詰 1;宇田は持続 '1詐な社公か 口業と民主j~~í. n，~ 8.14ァ;白ら検証する ， ([CJ友館、立O()f:".

千ド人井七五丈~ ':; ri;.: 0コ碍境問領 今ご~i..こが起き亡いるのかH¥イヒJ子炉i人、 2007

年:

l 王|疏 菜八二主〔鈴木片え~; ↑j;; ~品片 2 ・ OG 自れ

[51 ，it品、oO¥3'214il:)c.8



中 1-，，::7));古底アヒスメノト法市山立の1551宣 主E;:j ノ'lJJ県 1

らか1:-jゐことを主題 lJζ する。そのうえで、このような持経アセ

スメント;1;$:JI正治 u 、かなるフロセスで道府~ ;H~ 、いかなる問題:こ 1白iHÎ l- 、

またいかなる効果をあげているのかということの究明を l謀議E とす

み。ごのような課題や究明するために、社会初庁長を念頭に聞きつつ、

H 木法との比較"、ほ律の条文4' 上ぴ実作dの分析を通して実;i~ L-(いき

た0，

2 先行研究の検討

厄知の小う仁、 E では中1，，10)i君主問題;、ついて盛んに針究されてい

ここで、fTl~九(U~7 ，t:スメシ\;土問JJ主に問予/~-)':才T引先を[イ、jE と

'1'何百frの論考に分けて詰除する。

る

( (1 日本語の論考

1 )判司(1)環iえγ セスメント!J、下l皮についての代表的な付記者(土、北

川秀樹である U 地Ji:G')刊叱成果として、特に以下の 4つの論jしがあげら

れる。

/む 引 1"11::おける戦眼的環fH:アセスメント事J&J現代中l:Jii78号

ι75.当

(2004 

こilLIよ、+'ド[の:段階的環境アセスメン入制度のT九ムiî'"析を ~~i~g とする〕

訟の|ヘJ'子r;:日本でもほとんと導入ちれといない E欲的なものである

"日本出炉比較する忠義ば少な(~ (V 七次のワ内にある 震い、 1:本!立公需

環J党'f~:i:(ì)綬級 tí であゐこと ， r日以Jよろに、 : 1本は1960'11'1:のl商用芝日立記期ι

おして、白書1H月現を引さ起干したか、その後の積'I~:'自な対抗 L よ 1) ~連会な市i完

全取り Jf~- L.え;η 前 2に、叶 ιドが、呉なる討会体制を有すむこと l 環境保ヤ消極

は社会仏告:J):ぷくか/1寸J 、ているこ 2はいうまでもない 口，~土、宍なる什会

体制を告するから比較の対象に三 l二ない〉いう批判がふろうか、竿('k -Ei iフ仕

るとまさにでのJ註であるこ'1'1司は、長い問、;:会全五「司であることに係越感を

f:i'ジて、町会 i 設fιa に公害が右イJ~ ':~ないと互い;，~充けに会たp 仇方、資本 l 義

トJ:よ、いわゆる 資本二王手記|五の産:;Jわであるノバ古間!也4自らノニ|法L、制Jがとして

いゐ そこ「、な申、行会十ttF司がそのi口[qhi，~_雑却し q /~のか、いわゆゐイ十37十

義体川の後遺げはとこに求められ毛の去が何日と!~ゐ c このぷ与:にこ考えると、

口 i 汁iのF培}ほ比問』坦白坦町をi此t
られるは1ずでε上あ】ろう

~Lì:.土砂コ::j.:2B)lOつ7



エム 壬尚
ロ間 関 L

としながら、その制どの経緯と意義、内容について許制11に分析し、さら

に今後の説垣についても指摘している。また、分析にあたっては、上海、

西安の専門家からの聞き取り調交の内容を山川しながら論述している).~

で特徴的である η

②「中川における環境影響許価ィ去の制定と意義」半野q:編 T中|引の環

境と球境紛争J (日本評論社、 2ω5年)28頁

中川の評価法は戦時的環境アセスメント法であると{す置つけ、法制度

化によって百|固についても深境アセスメントを'五行できるようになった

ことは、一郊の政府i百動に対する環境アセスメントの安請を可能にした

点で大きな意義があるとする c

「中間の環境影響評仙制度における公衆参加に関する考察」龍谷法

平37巻4サロω5年)47頁

これは、中同環境アセスメント制度における公衆(この用荷について

は、本稿はじめに 4け、4むを参照されたい)参加の実態と特色を解明する

ことを両県題とする c この論文は公衆参加の沿革を概制したうえで、現行

法制度における公衆参加のあり hについて考察しながら実例を通して分

析し亡いる。また、日本の縦士克アセスメントにおける公衆参加との比較

検討および今筏の課題の13察により、中同の公衆参加の実態と特色がさ

らに明確に浮かび上がっているつ

む「中|主lにおける参加担環境アセスメントの現状と課題」帝塚山法学

11号 (2006午) I頁

これは、中川の環境行政の特色および最近の法制定の状況について苔

祭 tることによって、巾国の諜境保全に資 tる公衆参加型環境アセスメ

ント制度とはどのようなものであるべきかについて考究するものであ

る。この前よは、球境行政・公衆参加のわ竿およびその現状について検

討し、事例分析やH本法との比較という干法で、中川における参加型環

境アセスメントのあり方・課題を指摘してし、る。

かくして、以上の諸論丈は、それぞれの課題に沿って、実例をあげ、

日中の比較を行うという手法で論述を進め、堅実なl人l容となっていると

曹、われる υ

なお、 ト記の環境アセスメント制度を中心lこ扱った 4つの論文のほか

r71 iti士60(3' 212) 1006 



中 1-，，::7));古底アヒスメノト法市山立の1551宣 主E;:j ノ'lJJ県 1

(も、山1，1の原1党政策などを抜"，た北I11の論文がある12

2) 1}11:1進 による次の必耐えも面要ヨ:先行研冗であるの

)111-:'-lcぅ環騎影響評f可法にまける住民多加の f帯保一

市、学会iE2巻 2~; (20il4年 39頁

とスメン

この論文l士、:~~境影響司 flm!.主に設l ァムオL丈言11凶i アセスメ/卜ゃ公衆参

加に悶寸る内衿・類7現を紹介寸ると 1"1e;rに、その問主化を高くみ祉した

つえでそ二で存ィ証する活i同認をJヨtriJしている c

l〆2>イ下半直行編 -'Y ジ 7 の]者エ克アセスメント市:j;支こそのi車Jf，l~ 、アジア

経 JT官庁究所間交汁究セ←ターリ向子叶究i(-IQ-::S吉j、2005年)に ilA録され

ている以下の 2つめ論丈

宇なわちも(T') r-j ド唱のJ~J見ア七スメン)，-':'引;fJIJ (:;_8.)1' l)と、 r.[[) 1'1' 

国の環J克?でスメント;ーおける公衆参方 [J '.89頁) ごある

( T )土、中]:，10)環 i長γセスメントがお1:;支をごく街並に紹介し、 1[[) 

は、よ碍Ti:.大山市などが制!~する 1 、くつかの地)jtliム鋭 lJi こおける球

7 ~lヲスメン 1' (1)公ff;参加をめぐる長体的決況を笠間・うす析しながら、

I"I~乙渋しベルグ).[罰法アセスメント:'，-~おける 1:と衆参仰の今後グ〉実施モデル

をf.損UL tし、る「

3ノ 主た、 i百五汚了;こよる':1不からみた'l'l"'iの環境影響評僻制反の

4 と巾;司C')発電所いおける時境影響副白;Ij境と公栄考古

会科学研究年報37号 (200G年 17頁も先F研 究JこLてあげるこ ζ ができ

1 ~ r 111 何百ぶれ岐における f:-J!D宗法の状J兄と政策 出ぷ大潟 ;i::;と持続保全れ

よJ~ 点かり 」出i;'話、主主引き 4¥j、2l)O:-3年1一点、 l中l:_:_;J();部境保護対決と

牡JT科学台1):究イ刊t35号位以川/1'-1 i iど、「中l卦の1:';主主移民政策に関する J3察

!N~ rJ:~ 当良付のすトヲi かり J ~1公式|学研究年者日出口 (200に年 l豆、「中ヨの}日

j-#，J:文京とL己主化に|品iすゐ与祭 行政土導と公衆怠.lJI:(1)却、大 J :11凶j;jlヲt!J禄m
zzii号 (2叩 :i-f-) 1.3頁、 ';1'1司の段諸問題と必 .;Fý~ 抗 :jj、律文イ[11 、:2008午 j
i--" (ε 
d、L ，

1" 地主性法ァ.)!よ lよ、省、自治Rお工ぴ省、白 1古 F芸人l~ß': 千， ))所ι都市、?司干与

主が指てするん--Isr七の人民ft予三ん会「その市議委民会(以? H 、う;

が、憲法、氏伊、行政法規に対蝕 ~0了い限りで、地hc)実状にさ長づき制定する

)UJ[ごある vト問 ll~jJ:=f'i'ìド資 -11-) 見洋~=ゴ同 111 干 HIl '三世代中1_:_G1U人門[法

~立1. (有玄関、 2Ulif，年)ν7貝j

r:己ω::j，:211)lO叩 :&1 
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る。

この論丈は、増川が上述の北川とともに参加した共同研究、「巾国の

環境影響評何制度における公衆参加と環境利掃の保護に関する研究」に

おいてまとめられたものである。同研究は、巾国の大気汚染の主因であ

る禿電所のアセスメントの現状分析を通して、 H中の比較から中|引の環

境アセスメント制度の特色を浮き脳りにしたものである。

りさらに、片岡直樹による「中川の r環境影響許価制度」胤範史論

(上・下)-1979年環境保説法(試行)から 1986年緋法まで 」現代法

学13号 (2007年) 3貝 14号 (2007年)93J司もあげなければならない。

この論文は、中国環境アセスメント法制度の全体設計をマク目的に説

明するものではない。これは、環」見アセスメント制度の形成過程、とり

わけ79年法から 1986年の建設項リ環境保全信理新法(以下 '86年耕法」

という)までに制定された環境アセスメントに関する中央胤範内容を、

ほほ同時期の地)jのそれと刈比・検討したうえで、その変行と特徴を明

らかにしたものである c これは、中同環境アセスメント法制度の形成史

上主嬰な法規範ともいえる 1981年の基本建設項H環境保護管理耕法(以

下 '81午掛法」という)干上記制作紙法の規定|付存とその君主存を瓜解す

るうえで欠かせない先行業績であると与えられる。

日)巾国の剖イ山法制定灯、前の司令考として、桑原勇進の「巾国の探境影

響評例市lj!1[J 東海法学27号 (2ω2年)77頁があげられる c

この論丈は、中国の城境アセスメント制度の|付存を紹介し、また日本

法と比較した制度的特徴を論述している。したがって、この論文は、何

年条例までの巾国諜境アセスメント制度の内科・ 4寺俄を理解するうえで

の貴重な文献であるといえる。

このほかに、郭皮遠(小川竹 訳) ，巾園球境53響評価制民研究」環

境法研究17-0.(1985年) 3 3'.ft、~:k )ll f( ，中川の環境影響評価法制度」早稲

川法苧会誌43巻 (1993年) 137頁、作本直之「巾国の球境影轡詐イ曲制民」

財凶法人地王水・人附I毘J苑フォーラム編 r世界の環境アセスメント J(ぎょ

うせい、 1996年)3ω頁、 J"岡直樹 r巾国環境i-1j染防 ~fìl'土の研究， (成文

堂、 1997{下) 226ftなどがある。しかし、紙帽の関係で、詳細な紹介を

省附する υ

(2) 中国語の論考

191 iti士60(3'210)1004



中|斗|の環喧アセスメント法市111止の構造 、E川 剤1):*(11

近年、環境アセスメント制度について、個別的な問題に関して考察し

た論丈は巾固の各雑誌に少なからず堂載されている η 本稿で利用したも

のは脚沖や参考文献に記載されているので、訂細な紹介を控えることに

する η ここでは、特に次の 3つの論考を紹介しておきたい。

1)汗効 「中外環境影響評伺制度比較け究 環境与開花決策的 11当法

律程序1 (北京大学山版社、氏)06年)

これは、 i干到の「中外環境アセスメント¥ri'去の比較的術究」プロジェ

クト(教育部主催「優秀な若子教師への助成基令百[liffiJ) における研究

成果であり、評価法をフォローアップする狙いから、実際のプロジェク

ト実施時期より遅らせて発表したものである(同書序 3頁)υ

具体的には、定同{去の特に重大な|制発政策決定における紛争について

の凶顧・分析を切り口として、政策決定の拝観性と科学性を主張する U

そのうえで、主要同(地区)の関連環境アセスメント制度の立法化、 ~f

何対象・評価内科、公衆参加およひ、実施プロセス、意義等について、巾

阿のそれと比較的に分析する c さらに、中間の許制法実施彼のいくつか

のTト例の分析を通して、アセスメント法制度の実施における問題点を客

観的に指摘しているつ

*'米は、評何法の、'!~i'士に向けてf丁われた研究の成果であるがゆえに、

諸外国(地区)の域境アセスメント法制度の立法化と実施の紹介を巾心

にするが、それでも、従liijの環境アセスメント法制度の研究の中で、比

較的重要なものであると考えられるの

2) 李~ßh: r公衆参守環境影響評何市1[&研究J (中ド|人民大学問版朴、

2004年)

|司書は、環境アセスメント法制度の恭本理念を時まえながら、環境ア

セスメント公衆参加と球境権とをリンクさせて前述を進めるハそして、

環境権を、環境アセスメント市I[JJ[における公衆参加佐利の枚拠として杭

世づけることを課題として設定しているc

3)邸主y，r環境影響評価等論J (化学L業向版+十、 2003年)

同書は、環境アセスメント技術提供者、環境て事技術者、大学なとに

おける関連分野専攻者を読者として、環」見アセスメント制度の某本状況、

とりわけ、環境アセスメントにおける羽状調査・ f汎Jj.許何のプロセス

および方法から、公衆参加、法的責任までを紹介するつさらに、汚染総

北1*朕)(3'209)1003 1
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量抑制l、追跡評価、グリーンヰ単、環境リスク評何なと守の法的体系につ

いてよりE平しく百己述している η

このように、上述の優れた先行研究は本稿へも示唆するところが大き

い。しかしながら、これらの先行け究は、次の 2).~において、議論が不

卜分であるように思われる η 第1に、各論考は、央なる姐点から球境ア

セスメント法制度に関するi固目Ijrn1l'皇について論述しているため、 1毘J昆ア

セスメント法制度の 部分をある程反則らかにしているが、それが全休

としてどのような伏置づけや構造になっているのか、必ずしも明らかに

していないし第 2に、環境アセスメント法制皮の運用および司法による

救済システムについてほとんど議論していない。その結来、環境アセス

メント法制度の役割や効果について|分に考究されているとはいえな

い。本稿は、先行研究の成果を踏まえながら、このような 2つの点題の

究明を試みるものである U

3 本稿の構成および意義

(1) 本稿の構成

上述の先行耐究を踏まえながら、*'稿では、 ):1卜の順序でよ与察が逆め

らfLるη

第 l巾は、環境アセスメント法制度の沿草を扱う。木市では、環境ア

セスメント法制度の陪史的変遷・位置づけに者円 L、環境アセスメント

法制度の形成7
0

ロセスにおける特質および問題点の解明を試みる 3

第2章は、環境E2管官十{曲iまの構造を論述宇る。本章では、評価法の理

論的構造を分析し、その判後と問題点を指摘する。

第3章は、実際の環境アセスメントの子i士をとりあげる。本章では、

実際の環境アセスメントを行う際の手順・プロセス・手法について明ら

かにする。

第4市は、環境アセスメントにおける情報公開と公衆参加の実態につ

いて論述する U イ豆半では、情報公開と公衆参加のJJi.状と位置づけに焦点

を当て、環JJiアセスメント法制度の実態に迫る。

第5早は、環境アセスメントにおける紛争処理について論述するし本

章では、環」見アセスメン lに関する何らかの紛争が発生した場合、いか

l
 

i
 

i
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中|斗|の環喧アセスメント法市111止の構造 、E川 剤1):*(11

なる手段 .Jii土で処理されるのか、環境保護の見地から紋済団楳を達成

ごき亡いるのかを明らかにするつ

そして、第 1中・第 2:r';-iの考察を通じて、課題 Iの解明がなされる。

また、第3章から第 5章までの考祭を通じて、環境アセスメント法制民

の運JIJトの特徽と問題点を実証する。そして、全体の考察の流れの中で、

本稿の課題Eを掘り下げて指摘することにする。

(2) 本稿の意義

これまで、巾国の環境問題に関しては、内外の研究者によって盛んに

附究されているが、その多〈が、環境汚染や中態破壊に関するいわゆる

公害問題を巾心としており、よ;Iifiのうじj丁研究のような未然防止子段とし

ての環域アセスメント法制度に闘する研究は少ないc さらに中同人研究

者による研究は極めて稀であり、許何法制定後の総合的研究としては、

本附究がはじめての試みである。それゆえ、本4高には:のような意義が

あると考えられる c

(1)環崎アセスメント法制度の瑚論的発展への合与c 本稿は、社会背景

を念頭に置きながら、環境アセスメント法制度の歴史的広みと理論的構

造を分析し、このような法制度を生み山す母体の実態に迫る。また、制

度の運JiJJーの問題点を指摘し、環境的染未然防止の見地から、戦略的環

境アセスメント法制度の構築について検討するので、学術上示唆的な志

義を有すると与えられる。

ヨ〉灘境保全民主的怠思決定の仕組みの構築への寄与っ本稿は、現行環

境アセスメント法制度における情報公開と公衆参加の現状を分析すると

同時に、巾国の球境アセスメント子続の不足・欠如による環境被害救i訴

の実態について、はじめて実証自Jな究明に取り組む。また、公衆参加が

保障されていない現行法制度の致命的な欠点の所在を採る。このような

け究は、本然防止を柱とする環境アセスメント法制度の氏To0意巴決定

メカニズムの構築、さらにこれを切り口と fる巾国民主化の発反に対し

て重要な意義があると考えられる c

4 用語の説明および日本語訳・表記

(1) 用語の説明

環境影響評{山

北1*朕)(3'207)1001 r 121 
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間 "iG

t事1党 Yセスメ〆ト6t木;11語許 1Jil.:よれば、 J蓑境影響ぞi;:hを時境アてス

メン i'C:もν￥う ρl究1f?では L1¥-irOll111CElal ImlJaCL ~'\SSCSSfllC~1i..であり、

EIAという時泳も立:く慢111されるロ琉j京汚染やじj然環Jゥグ〉妓必;をへに

み1~すふため間活行為が環境 iご及ぼすについてあらかじめ 1:11;荏 11

伏 3るための 1副長公聞にもとノ〈子続 J この丈 pおの却が、

h0、その結果を公表し、これに対ヲる:E児を求める v これ C;の烹凡を

反映して事業。γ夫万1[t(..::絡し、 LミJ完影響JO)回滋低減にどう努めゐ訪を事

.~者は説明し、 I官境保全対;立中元行する c ごう l て公専のめ :1 、肉然球

誌の保全、)立史的・文化的遺産の保全をの他の漆境保全の見地から遺11

な ~ê疋がなされる干縦士j をいう とされて v、る f

本稿における 環境ア廿スメン J と のイ吏い旬、けに

ついては、え目立タイトルのl品frはそのまま「環境出響しというえ言

を佼q札、 制度」、']マL、1"t~ 苫書ー、その他に 1日与 lっき l之、一般的に

)1)し、ιれてし ιる 環境マゼスメン也、 j とし、 ~;ι? を i主計j する)

なお、特段の説明がないJ話会、 l;tミキI'.百l法解釈緬 i8i主乙に泌されてい

る「中些人民た利 1:'1ーといろ丈百をお日7，'~9-'~ ( 

建設ブロジ l ク人(事禁)

I"'i:不環境保護総町内通知によると、 l建設ブ口ジコケ"原五iよ、建

設忠司日と;止、同定資;イー投資の万式行7わh6 切の却発建設治討を

J告す J 出有経済、域型車工長I{u，淫湾、)淫官、ずいに制、外資、 B'ト浴・マ

カオ・台;1;~>b!干、 f可人れ常 1 グ〉各?干の資-1\:による鴻主主活動である♂一切

(/) );1，、本建設、 、不正手J祥閉そ町、 ir司派Ixi$説、メ建設、 18

等やしぺ~ )最2克(こえ1官がある飲食以来の十ト lノスもざまれふJCdこされ

VどLミる〕

h J景f主γJスメ、入イl究会指j 〆ift~;+ 弓 39-Wtl なお、 1):凶では、 lie 

こ ifμ生ブ L1'シェケト i))'大 bí:~ i:之さにJr~牛しうる !-~j責務野;こっし、てうナザf' ， l~mljおよび

~::::'fai を?っ、部境への岩野警を予防ある1.， 4L土 It:f.はヲるための対策と治医を佐芯

，、 i目Z5E刺査をrrううえごのノ;if、よ制11ょせ折す」よ定えされてv、る l評「内訳2

条)

1: 凶活;1'景j~~í~u~弘、討が I 999 {I--' 'l}~ 引 1 :に公イ:した 速読プロジょク 1.)票総ア

セスメシト巾:1支の執1 問題に渇する通知 l に明言"さ J，!ごいるべ

UI ，it品、oO¥3'2UGil:)C.(J



中 1-，，::7));古底アヒスメノト法市山立の1551宣 主E;:j ノ'lJJ県 1

戦団長的原1党 Yセスメ〆ト

球技ア七スメント i恩二本hi諾u":=典に上 :jU工、戦略的地境アセスメント

(Stntegic En\'in 】nm t' n~

プログラム;、よ 1)I[ずる県境而¥の民営!を討悩[、ご f!.(1のl民政平日i

l市1 ・プ i寸グラムの意tl決定における{草地削肢を'11宇実なものとする体系的

な ゾU セスで SEムシ略干すされるJ'μ と定義される 'iz~ミベノロ I 到・ゾロ

グヲム(土事業よ:)ウ"の 1-，itiでのき思決定さある。手当さの [;IJに言丁j国l ブ口

ゲヲムという日11lii段階の，Q，君、iた乏があり、さらにその l位に弐災段街の

意jι決定があるのこれらは剥E分化付工さらにき手J全階の意jι決定j公1)

弓，6が、概念的には政策段階、日liiIi1段階、そして宇山長段治の順に

定がなされる。戦ヨ占的土器 I誌アh スメント(土、計両段階4 り!の主 LU士定

をわうアセスメントの桜花」17ごあるとさ h ている υ

F;h~iiγ セスメン L1 言il自J)

弓 I~出アセスメン、と l 士、 宅業より前の上位三到段階における環境ア

ピスメントのこと 111'であり、 磁の戦略的涼J完7 セスメントであるの

木前Jpv寸 fif:山iζ(土、が策ノ'Cすと3もので、実施絞環境に影響

ほしうる料済発展に関するp-)"[rlliをおす計iille?条>.;)条i土、エぷ涜ア

でスメン?を行うべき計山川こっ lにじにめているが、これら計山の'~f本

町範明については、同?寺院の槻境保設行政)管部河が同務it'C関係お門と

:でHで混として :1，::務院の詑nTをJ乏けるこ，-とされていゐ(計一1111'1主9
j-J;'Utiア七スメシ ι、文書;

1'; 草涜ア 1てスメント研究会編・日Ij抱i主 1 • Ii日頁、幹i八 十号 J)~! 陳栓Z手 口三五

l岩崎ft~量点的張主祇度目'11冗 I (い 1医法制J出版H、?007ザ 78ft!;:'とを参Uf-{ハ

1'; 正晴アヤスメ/汁#究会何回首j~~ìJ~ 1・w:.)長U

lf!事栄町市 l出が実崎市酬の段:;~:に唱。まで:は基本 )j計十出忠が悼らずし、基

本計同点ぎれられ、字業のヲミ他方引ベ在地計而が前定さ ;!'L/:.与えご呉外的な J丈1ft五

社;置が作われるこいう i環十~i 'j -!:タλメ>)'i引究会編‘ HIJt島注 1.37巨人

lリナ呉伯海 f~，J，t;~λ!cc-:'.t占根告・品 Hjf+- Gマ 2Ui:

1，ば会院関係ド[:門、 L政["テミ人間する J勺キ~i，;. r-: 0ワ人民政府とその月~ i，7~ 郊 uつが

策七二し λl地干IJJ+j ~，ご闘する訂 l向、ま也i或 . ~JíU或・海j或の建設 c': :+;:i発干IJ.i-l.j引l曲、お

よぴ I業恥炭業・牧品業株業エネルヰ ・どく手1;・父通 e 都市建設絞]t

斗拡資泌の聞なに N~-)'--- ゐド1 ~号Ij~]出を指す、と規支:されているれ

~Lì:.土砂コ::5-:205)9ω 1;，1 



ふ 士山

間 "iG

t事1党 Yセスメ〆ト文古と l土、寝泊アセスメントlK6'吉、 t事1克Yセスメ

ン!、主任 21z是正J 上ひ f~{~克アセスメ L ト岩石己主主の総称を指-;汀 J このうち、

~ij~ft を A絡にイ吏う jる今、環境アヒスメント司Rtz三 l

l主力¥ は ;-i'WJJ る1最」主アセ人メン l

パ
ツ
、
J

、、

Y
A
P

-
ス

ト
ヲ

L
P〕

訂
山

7

と
一
境正

戸
、

ト文苧・;見羽を lへわて?て杭寸るときにも「百11附，{草地アとスメ/ト丈吉J

と使う場企があるよな訪、円|西部域アてスメント丈章篇章J)

あるいは説明とは、松戸干計向およびJ旨♀ l 引回 tlJ計書l災前1;(;去にう~f+-: 弓る

f だl分析.+烈.~'HiU!在行い、 i禁法への思警をチ|みあるい

は怪滅寸る対策と措置を提起j るアセスメンに丈吉のことである

公決参加(↑千民主主主日)

公採にはも)ム去の公24ミと狭義の公主がある )ム去の公24とは、問符 iこi持

係なく、中 ~~rj;I--C';ムく I~ 舌し、事業を営むロ r/~ 人・法人キ指す立と三

れるof:イ主栄l士、 公衆::}土、|長l発tt同おぶ心、環 l品γセスメ/ト審古:i{~

問を除くその犯の関述機関、 IJI休、地H政fi-'、 l子守・専門家、所在地の

を代む 2~ と F る。 方、主主主主の公衆とは、位以(同以)を拐しと

いる。五千Ifflij;1 1条 2.fl'¥i: 1手、五千{ffrii，一三安心1できるボイ本能|刑す 「関係機関、

守門家 J 公然 j と明記 L 、ここでの :!-:-~l'とは、 j互い立I~，-Cl史われ、住民の

みを n~ してし ， i:，。
なお、本稿日立、!ム誌の公衆主念ITRにEいているの台、「公栄き加」21

u卓志は〔公衆参守口、:いう丈百を使)iJするじ

21 r:f ')家法j孟{見詰f;t~J .jの ;r:29号令による法 i~j口ジニクト応出影習詳自11I書お審

ff・l出寸手続jJLi'白河川、年jj月2:-;円台布、 2(1)ゎ年 1月1円地h)の24でと仁川L心

の対老がある。

門学:E芳 J'j三栄昔勺環岐点惜許1回中]見研究，中国ヘK.f;学I_U収社 引下b_年)

，向
Fてに

自主佼ッ、 1報持政治 lj. iJ、♀，~ (; 11 r-f'lF!，;.:必つ王子山版村、 2003午 190Ho

日公殺きょ加と;ょ、， 1.. ミカ=なる殺巳~， i?ノ、も主S.J:uあるいは集IJIで各靖の寸能な手

法と形入べj立法'I'~-':'rl を獲得し、以;比政策 lこ立、J C，て広見ζi主口元を玩WIし、ぷJ立管

r~ ;--まま境問に:の羽 JC手11 市 {J' 1:1 に討して 22押し、 I'::r.i::'i'~ に時涜i果f主義務を同れす

る行為ω帝注目 lであるといろ疋長もめる(三嫁発 ijt:;lhS相沢1I環境保dようと

政-t;;1)Cウilσ朝日状とど主主主 ~Il~ Jl秀樹制著「中制のE4F克問題とリ 政策 H47シ

アの持続可詑な?と!it:二向け c-. .: i.t:tTt ;{.化担、 2U08年 241fO

1，.; 1 1'，誌かO:.:j'2li4)9S必



中 1-，，::7));古底アヒスメノト法市山立の1551宣 主E;:j ノ'lJJ県 1

二[，，1時制度

cj時制度とは、公 CC)羽i:;吾、改築、増設jの謀本迷目立ブロシ仁クト(小

烈建設ブοロシェクトを含むj、技術l史1liブl'ジュク;、、凶作三時守口ブ.6'.-1ジェ

クト HJ びぽ境に悪~;セ》を及ぼ 'j -;る!と与の建設に p~'; ;jて、汚染および

その他の公害防止施設を、 1て体ム事と I-'JH;j"-~.こ設計、 InjH-:j :"詑 1、[，引れ

稼動する 4うにしなけれはならないという球境保全世、制皮vにある v これ

は、 1'1"1午!fJ円相"えであり、 ::"973との弟 1 回す:1'1環J克 1~âをまい設において

採択された持J互の保全 Heひ改葬仁閃ずる若干の規定(試行的 '1--'--' 
ノ宇

請は[1立l於保設和;;〉〔凶王アJ見6Ui; 十 JJ，iノ主 (~~rJ-:平米)]i ごおいてはじめて

規定さ札、その後程の球続保全む:和j役 τL てうí-~右したものとあるべ

(2) 日本語訳副表記

!主話の予想到]をント稿l主計三ては千戸:日」こ訳L、原;Eの〆寺

を"司 ~;lj F; tf~ii (1:訳し~，

また、 !J~~ j~ の[，~忠正〕を 脱出L:、[燃許制度lを l牒:*1制!主:.J、[総託

会I'と l公jjdJ会 lζ それぞれれ J 、原和の(法二L験;iEJを l妓ム+JミWI、

キ I~.、引として「不服審 o として訳すニとにした。

社、古・ ~-ili;、併特〈・通達おは )l;1 則として百二本語(.，:訳すが、立 l件、が通じる

主考合、原訟のままi主Jーす三ここも再三。なお、う'，}三与れてl る"不J昔苦:

がrHI>'るは令については、それを参日たが、表記のがt のため修疋

やIJIlえたものもある d

子ヰむ[よ 1で阻み、市立丈名lよで凹んだり Jz;立のヲiF+-j:コム

を然)11 !ハ r;11-叶耐のmc千?と;lil1に:土、 ]をつけたコ事例;二[ 1 'el判J弘、

L寺引な~;~~町 j を\ )入れたc 必要にJ.t、じて II、6 ヘ.(:>も使用

した J

第 1章 環境アセスメント法制度の沿革

I初見アてスメ/ト渋'li'lr支の絵心ともい λ パさ罰 jll~法は2002半;日月の第

9民主国人民代表た会、以て l 会人代Jτ いう(/)iLiJ~;:蚕 'ií-~に感ハ込ま

出汀，'1;ケι↓Jタト環境影響許日[，制度Jl校;lJ:-JE

点大学:出収引、 2日:i(-i年 2;)'，'-ft' c 

~Lì:.土砂コ::5-:203)9訂

環境与目再発決策的 11一三~i去?芋科序-1 {:j(~ 
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仙

j工、制 "i~ の逗グ) :1を辿ハナこれは、先(.'iン主L役からは者する(出汚

lよ[先汚染、 fた治j-'TIJ) し う 先 進 諸 白 川';-;"Jこ殺を踏んてきた tI自にtっ

て、ノド然防止法攻策へのJじみこしてとI!科悌であ J たこし 1って 4))jt}門では

な1、J

しかし、その上ゐïJ:..~'T" (;::li'去が:riJ定されるまでは、決して|ザ!なュ互の!)

ごはなかったn 本章で l土、時t境アゼスメント i'i和Ij!支はし 1かなるルーにに

よっていかなる形 'ch戸]で注められてきたかと 1、Jた市I!正形成の7日l:

スを烏隙 J 、また 本の球よ克アセスメシト市l段の形成と対比すゐごとに

より、その主主f:N:をJieることにし J いl

第 1節 環境アセスメント制度の整備段階

中戸:(1片言ょJè- γセスメン;口;Ij 茂;土、 70 庁口、;こ i~T点刀;ある仁 しかし、それ

は!忠則的なものであ'-)'(、その後の 198日 {J-~~\rt境保認法 (J孔下 凶司法 j

という)の制定までに、 一定の蕊i引を見せたp 本稿ではこの時期をI~A{

γセユミメン下、出j夜の鞍備j';tPC"とする。

環境アセスメント制度整備への勤吉

巾;司 cコ t~j完関連1士制度の万ク成;関する;長7ぷiì( 手、 197D 午 fti;;;明る.ltfCl 

後 Lばらくの問、[どし、組併で3号泣jiJ'48i.子生ifIして~，，t、:::1;~ ~もかかわらに

誌と克似令;1;$:jl呈;のzpさふ、思治主主主、 1970'1 代まではたきな球t克1;{~ぐでが政

策の]夜間が ~il られなかったc

1972年に開催されたストックホルム:JTI連人rol!最j克会及川土益力I1国だけ

比例え:工、 1971年、Jじ京田郊 r:{irダれが汚染ヲナl 、街が腐うて!tべられなく 4っ

t' 'j:rjと、 i97二明、ノリ皇汚が汚染され、赤 1朝が午、今|ニ減し丈一只認が約引Jh;-Jの

おづlに及ん/::守f1'tなどがまるい支b 環Jえ千Jはと1程よえは J中語研究，'11杭ロ中司

心 )J~jf，\:何者>1 (主計l許品、 的 5年 778、立治村ニ科 11':;j;:， r-II I1ト:AS:宗攻守;主 主

中日環境法交流而汁」金瑞林=J;n藤 ~fil;i，.1刀、ョ仁い E7日:克法学術交流主党 (:Ir:，

止、六千二山;坂社、 11}問ノ I'~! ，1 -S自)

:::7 1リ1':'芹 lti月日[:"" lCi [: I i、スヴユ アンのストノクホルムでF:達人苛

環境..t.~京が開催さ札、 ul界の 11 :1か区内代表ド参加し、「かけがえのな v、地球J

を T マに、嶋崎F日開は人γ向。〉共説。)a~J~ になっ亡いるニとを;世界q' に勧 FTL

UI 1'，誌か0:，:3-2(12)99(;



中 1-，，::7));古底アヒスメノト法市山立の1551宣 主E;:j ノ'lJJ県 1

でな〈、、その犯の1"1々 ( も比三主主、J蓑境保全メ Yセージを7配信Lf:dこれ

を22JTてrη 夫の指j豆芦-!-> t:コ:よ、国i人jで多発 υ ていたJ!;'Uj完ィIj染字引の?蒔掌

もあり、はじめて工芸技河慌の決友lさを認識仁るようになった)九

197:j年 8 月、宮家-~(jm委員会が市 1 ， 1:1 令区時境保話会誌を開催し、土宇

ζ~f[ 吉 G 凶1 る土 Iσ';);Ui三(王1:1，草案j を制定し、いわゆる32文

字の方針を打ちlらしたヘこすし;二'1'ιのはじめてじっ球場保誌に閉する総

合n甘み針であるとともに79寺ィ去の}在形でもあるといわれているヘ二1し

そ受けて、中国で珠境保全事業が正式にスタ トL、若干のJ束境保護法

Jli!.~-'>環境標準が定められるに三つ丈 J 1 

また、 I~r/ð:':f J日3口、 l' 国~ :3 すなわち

公布されへその ll~粂 q 立1 には、 l 同家は1 長 J克と自然資源を+\:乏し、汚

染とその他の公岩:を防止 Fる」と規定されたこのことは、亘の基本法

の中に涼境保誌に閲する ll!定がはじめて設けられ丈ャ己円どなl 時-.:-~-- ~'6 c 

この時矧、 rj'l~(土凶際的環境会議と且内の:ぷ古川tiE とし h つダブル刺激

をラ:7'、 1ーか「コの環主主保全法整備の取り組みがぜ、まるが、それら法胤範

のほとん Yが侍:)-4，ゃ印 J与え保議に関するものにとどまリ、環境C川、然功止

のための環境アセスメントロjj支は公〈設備されるに主ッていなかッたの

とぺこの会読むな去されよこ「人需環涜'円 D が世界 Pはじめぐ「環r主権 J 概念

を提唱し、人tJ'1(1) J費1克保全に大主な影官Jを与えたごとはよく泣|られ ιいる(的

琳)If:中広場境保護法 I:I~; 発民均一f:i: なれガ刊J，iJ ';枝、，+[IJ9さ::iJtli白川)五年1

以令:，，1，¥: 1 ，十 l叶的時:境 \~i~it 為 ~:I環境辻、交流fT内作j 円引がU成十党法的士号附

記~ {I]I同人民ブ、半{h版計、 100:J"I'P-') 治ょ頁

:?~ 32どt:C')ら主;とは、「す"f1-11灼に九|山し、合 UbA:;( 配置し、主を利に化し、み

んなけや 掛かり、持崎を保護し、人民lニf明をもたら 4--..1 (L:f~t(';!:;: ~全国き1:郎、

合7平和局、化害為料、松葉群衆、人家勤子、-(!{;;活環境、ュ:~lEEI 人民]乙 ν う::l'::ぇ

:宇:である といミん5であゐ{九I主体 iúj~号yキムヲ スぷ1-_:;'1)0 

叱五日前琳 日:;-rgji土庁・ 77頁υ

21 _*-な法律云却として、森林伐採区新規制(，1)73ノ1--)、 I -全(ー廃、 I-iHl¥試すT

JL 准 U9日午 l 、 Y毎J7 水上主1 子LJ Vrt:;方 lよ告に規定(19i-4!f) 、!/~肘註|坊荒川定 09i4

年人.f，t ， i:iはT生基ヰ\1 974年ノ)、生活欽 ;l:J ノ民主主牟~i 9円行年 などがある(~'7 fi'i，l"M; 岨

凶拘~+~8 . 38L8'L なお、 :充の笠味については、 f&~当主日会雪印の

的中国:11去形成 lとの司判11については、ぷ宵正道 計ぷ賢 Z兎津町 J →JI 
でをプ目 的才ホ 13・23tlをさ主目 1

~Lì:.土砂コ::5-:201)99:) 1181 
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とはしミえ、このような効さと t土特備の積み主ねがあってこそ、 訪止

のための環境アセスメント飢j支の五嬰↑予が見えときた ι二うにまわれるの

2 環境アセスメント事IJ度の登場

(1 i 79年法の制定

よ述の 4うな ll?試のもとでち iリ?9{rD耳、全人代におい c 手保

L試行〆 L7引十法j が了九三にお~)' .i~ 長五氏と Lて市J~ され、そ二で I 老

;rtl制i没」日がは!二めて打ち山された J これは、「下回]東よ克正護法制dll:1

1京事!)O) 専門的&環J党マィ云となれ、その後の!~1定保護理論と実務に井本部j

な U~r内村」品目みを提供 L たものであるこの昔不では、 r;-; 国の環境保-~i'g U，

1;:]史人間則的な立法であったとし hえよう、

(2'1 環境アセスメント制度の規定

環J兄 Yゼスメ J ト制度が最初;こ去をf}tL~'のは79年以、である ι 止はす

でに触れたとおりである， J，<JiJ、 6:;長川および 7来日に、環境庁理政策と

して時Jιアピスメント 1J:jJ!にワいての同違反定がはじめて設けられとU

G条1:1ると、全てのづき常において、環冶アセユミメント大柄引〉の作成巧

れ〈右♂JJ二、市IJi見と J正、 i帯夜アセスメザノト itlJI~之、 ru:降朱I]j主、汚 '!t;~m排出賛同主1

1辻である (11d色 油企設 朱影「我回以J~長議終(造成公阿川、世及未来走I;:J I [11， 

界が済丈|惜別000イ1， )明57宍)， 

(I -~ミ i ぷ:王、「全、のft:三官は、 ':j!'守主体の肝池j主;-~、ぷ言L 'lf;，土および牛在い

あたって、 :qf:克仁汁する汚染とJ声壌の妨げ。ートうよ正ピしなけア7ばならない )XJI 

染、改築およか拡i民l事合行うときは、 i'oU詑影響恨告書土Jせ1刊 ν なけgばなら

ず、環境保誕百;れおよびそのi也の関係市内の詐t および恥認を従てはじめて、

設す|を弘めるこ=かできる。その'1'の汚染およびその生の公τ防 11柿IJ訂正、-T

1，、三Tトと「μj叫:こ設亘|し、月刊に路工、 [u}叫にf主的ーするように Lなければなりな

¥ ' ーと jiOうゐに

7 条は、「市い者~Hl のご:;nζ おぶ T}'新都むの建ぷl あ止ってい、討議・地理

本 z.生強会 2-"cう条f!+~¥こ長つ lち、 !来七王、巨注己主、子、 Jlt主設、緑化j:;宅な，，，，"'に

ついてのよ京J立ア t: スメン}を ffい、全出自J に三十三宮をすて、 f7理庁~，，こ配置し、 j'!j

染およびそれi出の 1;~等弁防止し、現{にイとされた有潔な知市を言|角的にi~設し〉

ければならなし、」と定める、なお、本えとは、白川洋における本(7);1-人主主変化こ

運動段事とのことであゐハ

36 手抜アセヌメ/'~)，，- '1'恥と i之、 }t~Q:ブロジ J クト f~jt_{. ";'七 λメントを行う際

UJ L)止60:，:-2(1U) 994 



中 1-，，::7));古底アヒスメノト法市山立の1551宣 主E;:j ノ'lJJ県 1

よぴ時I九アてスメント:f'Ro'吉(:;'ミ)0)提品が義務づけられるようトな J

六。そ Lて:'fi白書に;上、むブロジ工アト士の具体的l人!?午、

N所7宅地の実演糸牛よりJ児、 l11ブ，6Uシェクト突がJ浅の白

ロジ1 ク

f 白妙、~tt~;~j，

を合むノ}ペコ相会土世J互にもた {?Lうふ日i響、註境汚染へつ妓攻守1;れする

のにベス入主選ft肢と手の内容を吉き込れよう安求されてしる Ti ι;1-*1土、

これをーい制伐のが丁とセントにして、公需IliJ1装荷を lこ設問 L、

かっ報古を行うよう手主務づけたのである c

現代化の7正行による孫IIJ人C>内情加を想乏し、同法7マミl土、手前 1ぃ都

市の建設だけではなく r:-r-~'" ;-~l; 市の幻こも含めて環完了セスメントを 1j

い、台略的に~ê置することを安沢する。これは、都市日 1 [111]の環境ア h ス

メントに:z;;する胤定ではないかと草子寺は考える。

しかしながら、これιJの規定の実効性の担保というべき法{主主任につ

Lぺみてみる正、いJiJ、お上(J'そのi止の環l託保護条例的反去に!豆 L、持拡

fょ危害をもたら Lた自校の責任者;こ'H!...，て、 fjJl7'K苧 IIC苧安i王を追

J虫干る(32条jと V' う原，， 1; 自;h去最i定にとどま打、 r~j:~ーアピスメント液;つ

吉l二関す。 i主5:~こけしての特段な伝的tf1-千規定!~設けられてし、な1，，\

ところで、 79-i'r i:去の誕生を契設に、 その他的関係樹境保設以行

も、 1''J ä、 6 条とず札ずる環埼ア斗スメント問 j-~規λlが相次lぺで洋人され

どし〉っfこ〈

も~-;、:も、中心の JJ言 r克アセスメント制l度 i土、このぶう:スタートする

のであるが、対象範凹lよ大和平l建設プロジークトのみにFJ:J.-5'E::ð 才L 、~~'~'

に原則的な士，""にとな Jていたc それゆえ、」斗伴;切な五五!にあたっ亡、 .J> 

な:')冊垣がI[じていたものと;Ii測きれる 例え i工、域培法令実務におい

ては、 :979年以後、汚染が深刻である:'1':1;，1大中出企業:士ずして:nなる秤

ぽ¥怯え芦JTi慌がFFじられたハそこむは、曲二不 iレギー消費あるいは

ィTi賓をi7")ている1100U以|の企業に対し、主Jj九日、停止、台件、車ζ索、

の技術的指引であり、組合舎の刊をや吹をチ寸ノク fる十な主宇となるもので

あらハ

ロ，rn日比 持説~ i;若-;~Ç，{;f-、E等法評I_Ù~\法律出版折、 1982l) 55r!0 

，，; ;9:] え J工、本ιrパ~:;)n台 i'L .:1984年 lSl 条・ 199与年1:1 1長人大気汚染!;;J~台以( 198~; 

{I-. 9 ';長・ 2ωlγ111灸)などがある

~Lì:.土砂コ::5 -199)9幻 |こ[， 1



移転等の措置がと恥れた，-されてい心 lコぞれゆえ、

ふ

円町
可 4

仙

L 亡、上記の?9f[':i:去の関連規定が 定的対誌をあ lFたこと

1: )す

きな

いが、ノド夕、:UiIrをれとする環Jjそアセスメント¥'/法お 4び実が心的制℃ し

まだノ、さな，i1肢は斗ら わない状態やあったといえるc

3 

(1) 

環境アセスメント手続の具体化

前年灘法による具体化

1981年 5月1111、国家三11lii委員会、:r;家基本建設委員会、:r;家経同委

員会、トi務品::1宗境保護J昔尋グノlーゾは)'，I"Jで、恭本建設項目環境保業衿

理対;:j: (8:ノ士対{了、j を公布し I~l ;1;.条/、環境アセスメン:'0)訪問、

1人j苦手、子こついてはじめて具村、的な!Ji定を設けた 1(1

その付属え書 J土、環境7セスメントのえJ 象事業として、(1)け~).'~環境わ

回i立場 l船、:影響をよf えうる大i--i-d;:'JT~業民本jftt1ブ口ン工クハ山然環

境平生住吉三32lこ jβ警を守えうるた '1'立のぷ利、 ~lt: 11、信、鉄道本

震設ブロジェクト、(え，IL\" 凶肢の耕地刈梨、消ベ持の干拓ある v. はよèK~~

伐採VJ~不H~~!J:ブロジ工クト、引希少な野と:ìtり棺物のと ú と 3c畏 i二重大

な W6-~止を与えうる、なかんずく絶滅の危機を及ぼL うるんrj-l 明来五主主設

ブロジコク人各段の斗法制:-~!}のじ校保護|メおよび~嬰な科 l、八日何伯

奇hする特殊なぬi泊・1'1，形ぃ三五}"な景i主:奇ir支うる主主卒、1宅設プロジ L ク

L等をおげている" このし、ずれも、 l君i克仁主大な影響か守えうるった中

Jt'l~主 51 ブロジょクトを対象にc.... '"いるこノがi何|聞である

環坊アスヲスメント報告占の内芥にツいては、大主く分けて、 17G設ブ

ロシ ιクトの 検状ü:、建設 7 ロシ ι クト J~与:ciu地区の点境状t辺、示l建

設ブ1寸ンニクトの周|州深ヤ見1~対する影響、 (4\It設 fi寸ジ I クト環境保護

の%行円自主なほ桁年以論証責平等の 4つの内碍を合むものとされる 1 、

孟た、 についてl士、外扱計l白l安会、 5:-;定委民会が糸本主主ぷブ口

ジ ι クトの J五行 nriiをな研究報fi-]__['己主主Jりする f~:、持境保護rï:~' と協力 1

3，型'J"~九 寧:(~~!-r'i 柴人時守て活用 11素j~~{T;~_よ;引4t弐)1 問己申;版目、 100フノi) 2 Rv 

4仁詩;jJ<~=j，~!:全預=続人時 u，;可・言なおけ 3日・ b2-Ej時三三c

il ;w:n志 半ヤネ1lr 県人的牛車吊岨帯封Y士39・133ft，

w";j:，見 1手L全信柴人峠十編 百社長注)~)・ 15 :1 ---l~e~( 

1211 1'，誌かU:，> 192) 992 





ふ 士山

間 "iG

した Jケペナ、この吋wもおいては、大山型建設プロジ，クト，-いう

M^:こ浪られた幸IT U:S H-c 、建設事業者為るいは主管卦f~ :lfj ，1:-)が辺境アセスメ

ユ;、報背古という市L----~の止を h 勺ていたというここになる c

(2) 86年都法による具体化

1";誕百附委員会、|イ米経済委貝会、 F:当己主君;呈 J只議委員会[;;:81年去を

ey、正したうえ¥司、 986:.'-十当月お円、建設中、リJ:;~t者保全管1甲税法

~r) を公布し、建設プロジェクト ネジメン卜の事1:1井!を恭本建設ブ

nジ工クトからば1ポJ己主j萱フ γIンニクトおJジ地域開発建設フ γIンニクト

まで拡大するとよと環J克アセスメン~， (iコ具体的公実撞ゾロゼスをさら;許

制に規)1-:;~た

86イI'~lft宇法はおか条からなる仁具体的には、主ての其本f:ì足立フロンエク

入""灯台改法アロジ L クト・区域開発建設ゴ口ジ Jーケト;2条〉および

外資注設ブ口ジ J クトけ の;c治に当?り、実行 11;詑性情究出f定陥

11条)において、五三32アセスメシト (表ノを行"; 、5条)と I，j)r，年

:こ、三同時計:I!北川美1を実泊 rることこなっといるへ

また、各科環境F政機百五7が分M::，;;当珪の形で吾，Ji哩認11"]そjJ行 け2・13

条} 環境保言全部;ilj(よ環境プセスメンド詩iE2者二(主任 a 初歩設吉i環境保

護主「子・環境保護拍?F2竣 f全蛍報告を交現段それぞれ2か月(1か月j・

1か 1I苧 Iか11の問に5見書戸主班点ご;}1._{::する (:::1条j。環涜アセ

スメ〆トヂ絞が実施されていないあるいは王子;査・訟Il:'tk';心ー反すゐ iお台

lよ、各剖):H) (ヨ1:司|部門・土地管JIH刊-~:lr-] .まfHJ なと)が訂口i しな~， (G粂j

ば.J>りとなし鋲E主主T染者を i畦料に処仁、 i汗J定資11者 iこ片してその責午

を迫及する (227長}つまた、環境忠告1許制

2 この内ノ巨の環境53響報山去の策定主は、建設事業省および主活部門でふ i)、

安際の百rMiにiわたっ」は、利子Mfヲui授問、ぷ言i部門、大宇等に設計しtいたこ

いう(郭.~T，-:i';; 1 中三J環境彬響評価tJi~:ìi~究」全部村=tj~_~喜一郎ほか・前掲i王:!6 目

7，1日)吋

H ト斗 l2~政「論j 畏.I~影響評!=::; ~:JIJ ，1え: 1;' l!:J:守~)、2ω2 'f l 以日頁

実 h~ FT~ì~ttiiJI:)そと l 工、 245友半業がlf々な角度か h実行 nJ 告かとうかを調会f

研究するという.~ ""，あるが、 rLつ士-~.T+~ スメント;ょ環境日)こお :-r る ι人タJ 可能性

制|究であると七問づけられている してこうーって、事主アてスメントは、弘行可

能ti:j:;]f"j'このFふ告で実施される、といわれている

1231 1'，誌かU:，> 19G)担。



中 1-，，::7));古底アヒスメノト法市山立の1551宣 主E;:j ノ'lJJ県 1

三千イ司総悶はその業務仁社1:，七、する資格言11吉を有し、その資格給料内で業務

を li い、しかも ~'I 組長論に責任を負うい 4 ・ 1 、条)ノ~ ;H~-( し:る.>，

l寸Jttt法の安:1'する J~Jj;ワー1テスメシ i' 4事背古を伶成すべ#建設プロジェ

クトの対象終日Zl土、日1Z$]2l't:のでれを踏襲Lたうえで、 lF級以 lの点境

保護{;Ij門:上ってJ~J五への影響が比較的大きいと認められた小型注設ブ

ロジェクいも対象範囲に入札て、あわせて 61'草擦になっていた r;-，:81-{T 

続法が l共本注はフーロジェクト を対事事実とするのに対して、 88壬:~.~

i去i土谷頃ι!の礼服から「基ぶ という 2)ι字ヰ削除L、「1主設プrIジ ι

クト」にしている「また、 S6年云l二、小型井、本位P:Z";口ジヱケト・脱

皮設以下のJ支 f~:lcx. jj_~i プロジェケト 主主総境保護汁l~r'J確認の環境;汚響が

小きい大 l↓所'J宗本'II{!J:ブ口シェクトおよび限;1額以 iの授術[文ョiブ口

ジ 1クトなとが環J克?でスメント議 ilf去の作成長J'主であると Lし以前

の単-[:Zj~'~ 悩、ではなく、 可分三員~Hilli 千 !J、をご立人 L .J..，こ正が1十件丈古're

ある。

実際におし h ごも、 86ノ??持法泊行 êlJは、例え lAV\trq士j 司 l.~7~;、江F門司茶

i也等の大ω主i廷日空プロジ]クト;よれとどさ札口汁，.c者fH:アセスメントが、

防-i'f訟法、ぬれ後は、f'i::え;f'品川 1r::l J 政"f 州、球力11特別区:のような~T 主込快

めるいは総台 111'もI約百アゴスメ〆にのXJ象となっとといわれている-'，-，

じたが三l 亡、対象挙兵(小型建設ブ口ンェク:ぺの増加などとあわせて

;5-1，認すると、対象絵|捌はlJlii，;:りはるかlp 拡大Lたζ いうことは古めな

86::['1-持口、 lこいう J~tf.\アセスメンに宇'rr背去に占主知伐るべ矢内科として

8つのJ([J-10があげられていふが、守内(ま蓋ムトウド日l年携訟のをれを踏

11'之翰 水 III~ 浩i;j~編玄戸T~l境保~ît法規知市 l 1，出回針i斉日以七、 1隠さ年"233 

240頁。

"型1英 出不自 柴人格主編目首長注39・:m頁
g;:典栄守二絹 'J芦j品;去道旧日 "I'I'W(云大'j'間版社、 1988年 83-8-1只ハ

J~，- i)':(J(J (こいうと、端境影持主任1:]' 2j:;止、総論、 i!~: C之ぷ~-~慨氏、王立設J!H! lð;)1: 

!'i λ の環境~k; )l(7)嗣k(，Zi-tなiftl]'，七;，:(含む}、建設:止、[;0)日，j辺地ス環境への泣主主

民響 ζ 長男出撃f.(T)分析い日日IJ、建設フ Uセス、や .jf開始、サ ピス1ii1河'1の状

況を含むj 、車j~~;;組制制定廷議、環境影響が汚担f与の簡l'分析、結論、 fナ (f す

る問書買お 4ひ辻仁誌などの包つの川存カレ:f主成ちせる~.ス要帯する J

~Lì:.土砂コ::5 '195)9~:.\9 |こ，[





中 1-，，::7));古底アヒスメノト法市山立の1551宣 主E;:j ノ'lJJ県 1

たなj1¥半を :;jり潤いたι この的"巳 l で、現行のJ蓑境保護制度が，~ォ~00::' 'HF 

立される九日同時に、 アセスメント詰1;:!t~ (つ ~~~1];:S fドj作逃みが謀本的に

整常されたということがで主ょう=

4 ~豊頃アセスメント制度の実施における問題点

かくして、球境アセスメント制皮カ誕!l二一 定の市l皮;下jh~聞を凡せ

はとめたということができる買j克 Nlii長崎 lトヤ L~l牟" c;'-:t~ í~: を L十~ ，1¥と

するかつての球境保全事業が、 i禁法ア七スメント自，，1支の J夫:;/"I二J:t人転

然訪止と汚~*J右段、の1 宅介へと移行し、経済、社会、環境公ぷの絞f「的手口

民を可能にしたとされる九v

しかし、環 I誌アhスメント ;1;11;与の実胞にあたって|甘L~~ がなかったわけ

むほなし 2 この|子矧はアピスメン入制没の終的段階であったため、運用

トの問題より、立口、 r G' )~11 疫設計(1)問題がE自主むあっ t' }ていえぶう仁伊j

えば、環境アセスメント市Ij;主には、 九育部公開円 1 ・ 7とううと参加を 0'，~:に人れ

な :lrJft 設計が欠如して V' た L 、ま/二、環誌アールスメントの結;r~を

H~~!J:ブロジ工クトの実施 l二反映することに関して法的資Ftιじが欠如 L

ていたじそれゆλ に、 γ セスメ/トチ*feを五略すると I，;J丙に治工す

る、あるいは汗1而干読をせヂに主主針で詰 lずるブ口ジ二クトがしばしば

あったこ~ 'Zわれ仁いる札、 i

定Z一番青春!J:i，t:，汚染物到の県'I;jlpf[il制J述、汚染物質叫 H-';i手銀周忌ぐ帝山述、開設

汚染防~Jì~::;:J茂である 3

長!日=市文設=米影前川討.33. ~í8!~ ， 

V 二品と;二、排気准水崎-#さ，却を長す j

w 泌:，jj~ 骨二十:籾・ロüj，弓 ;+--18 ・ 81 おH"

，¥4情報公開とは、は!;:了および企業がi:j、ぃ芯っき通切なノう丈一子、住民い城崎f占

1長を公開寸る行為である三足哉される L特立、 場閉 じ県維が・ H"科~~:1 6 ‘ 26 ワ

仁1)c

問え hばff?、ある 域芯;はよl印i臼j陪削s別1年己 7 J口]日lに伊?終芸車

メント F午'.i:-r:吃士も、 汚2索F長討三功』除主たυj施恒r説Jの安邑も吐セ3 ず(に一?恐去色.1-渇昔をj争新b折二パ♂】し丈f> ぞの結果、

周辺環尽を巧染し、 ~~J即刻呆~~羽t i:ごネド操栄 17'11 を白じら hたほか、 i通科日前

7じを科された品別刀〉ある(コl::;T~IT:'<ì去J手目が済法.7Z'ii，; 室編 J景J党保dE 法問論1"耳義「

l()出生三j9ι)-96頁1

~Lì:.土砂コ::5' 193) 9~:，;'ì |こ"1



第 2節環境アセスメント制度の確立段階

ふ 士山

間 "iG

I黒崎アー1ヲスメント制!正;二、 89寺1云fiJlJ'~，ì~ を新たなスタ 工ラインとして

うむ民L、 で[亡、 99自立の建設 7ロシ ιクト点境保1生活埋条例の制定に

上って、その内容が飛躍的 1~花実したと u 与える"本筏で[土、この吋閉を

主礼者アセスメント出IJj支の確立段階どヲるよ

1 環境アセスメント法規定の拡充

:11 89年i去の制定

ヲでに 10告の4丈践淫!日を経て;"，た'/9:W.iJ~ に修正がïJrえら i し、: 9ù~{:~. I/， 

}-j 26 日の務 7 族企人ft常務委第11次会議におし h 亡、環 I注 1\~禁法 (89-1 1 法J

が制定された叩}同法は「一京j完深議・経泣・社会の調布l作'J，(;党民 寺u
的正するが、 f君!え仮設 1;1実問卜環 l見管刈てあり、管t~ 手段正しては、 j)、

作、 f丁収、まEi庁、技術およびむtz'¥1であ之円7と明 H し、行政王得境信

瑚f4三国jをう虫剥干る τ

(2，1 環境アセスメント法規定の拡充

本H~(土、主~~i，えγ セスメント高lji芝:こっし:で lつ条、 13条、お条の規定を設

け泳、 79ff辻、と上Jえて比較的百科|になっとという傾向を見せた v この吋

力 l円!吉村1 人宅i克:王'~:f:J 法伊U_¥版計、 :ZC的1fl-:)つつ'i(fo 

J 制比=笠I全?昌=抗人時十向。首ぷj'.t39・3tイレ

沼 12条は、 r-l早枇以卜の人民政;ff環境深夜行政主包 η:~:)'1 :二、他rう関北部局と共

~ご所特O)J:宗卜立状況の測定および評依存実施 L まん、島地計:sOi ~/F成を行い

寸軍部門/>総合可にj宅街{こを図っとうえに、私 5をそけ実bitLすと し定め、 11

粂 2JKは ri邑没ア lゴジェケ入。)i!君j語53自!':-H~ 11 害:には、 iさ l 支プロ~，.::Jク 1，i? ~もた

らすん一染 ζ 桜境ノ\UJ件;::~，，~，に対 1 ，、引'仮 1 、尚三世J合指令3ζめ、 ブ:_J::>:Lク~ (/) 

管部門が予審するうえに、主':1疋グ)T!II自 従ってホ境1St:r;0一行政土管部門に 'di-;I;

ど ~E りを吊し1+11 な J すればな λ ない 414境総量i報告菩古弓，，?，wJされ?役、計阿部口口

は建設 yロジ r ク 1設口li三務己を;J引 l することができる J と定め、またお条:土

汚染幼除の施正l之、宇体L半とi斗持にl北目、蕊l，操業されなければなりな

い… (rj 法ドノう除の hltið_~-が、苦!境影響報27 宝ふ乏削干しl;Eて lj!:ニ環境保烹1I政 H品市

内的検企タ会主け認可された校、え訟法試ブ」日~ク卜は f[:j圭寺院始しλは{宅情

「ることができる一と生めてし ;Z;(

1271 ，j;:辻、GO:，> 192) 9ki 



中 1-，，::7));古底アヒスメノト法市山立の1551宣 主E;:j ノ'lJJ県 1

"で[3大政策]ヲ}が[，宰乙され、 i述しょ: 呂大和l皮 と中~，ま〉て、そ

の後のiU境汚染オミタλ防止に対 L-;~~ ii~ B:]指針をコえていた。

89:t'1-法のLL計アとスメン T市Ij;支1云条主を児てみるこ、 12条J土、深J'i;t状

況への調査・許制を通[亡、 ι布引思議 ~I-TIJTI を作成すみごとを強く求めるム

つまり、ここでいへ 1素直司削[土、Iti17~けジ工クトの実ni:-半へもので

はなくちま立青'H':l;f，ど J ての時，1手五1I出をfF:>'記-Jるための 般的なみ怯むあ

心。二の，~については、 79:::t 法は明j(~な足~を設けていな 1 、。

また、民法13条は、もっぱら建設プ了7ジ L クトのほご克?セスメン内の

実施を義務つけ、 14，初土、往設 Y口ン J クトご)ーH付制度の実施を説務つ

けているうしかし、列来丈土問〉、ご01)内科を \，LL と、 '/9寺山ム 6 空:をうF維してiI~

めとどけあって、実際には7~げ?法のi校合日<J)J弘子Eと大主な畑違ははられないο

以 iの考察から、，;.:1)許制になったなは、 12ftlごし 3 う 伎「つな環境計

-fLili :i)刷定が雌り込まれ丈一l二過ぎ士い、にいうこ正ができる n なお、この

段階においての環境アザスメント制 l立の実Hii は、 8ü{J-~;排u および l 建設

ブ口ンェケ、主主j品特JI:0千絞 l前こいつと行政単組:11こよりむ保されていたc

2 アジヱンダ21発表による環境アセスメントの方向性

199Z:Y 6 月 311 1'1 11 に、ブラジルのリオデジャ久 f 口におしミて ljil~~，

弓j互開発会誌が悶iti:，戸れたことは l司泊?のとおりである q この会設l 幻

かjJ，jとjrj際料織から 1)J ;) -，人のi't支が参加しりl、31世紀;下iJげた持続

可能な鴻発の丈めの人J:tt0)行動言:j町である l アジーンゲワ[1 h2 に ~'-E し

1 大政爺かは、 T~F:fJ 売子!: C、内止J:純作 Tゐ政論 (!Wπ!i(土 rT:i1jJ，;う干、

;占治紡合政策J)、汚染する告が斥去す令状策()民話!J 議汚染設;:'5.:-!;l政続日、

i景Jt:t:{;t型を強化 4る政検 出品 l土[強VJ景j長官j~政資)l ごある戸

“これは、 1990年ゎ月、 [ι京地境保書fD}が、 ω£三u、と前年j並u、の況だ;こ三五づ

主公イl'したものであり、部境¥.-~;警を与去うる 切の'<_f:f，_Jj:ブnジ l クト仁つ、

亡 ブロン吋クト建誌喜のf生時から建"む立 I検杏開始まとの全巡も!で、主主ぷ音

厄ょ小関係す15門がこの手夜規定によっ亡脊干r. ;:fJ'手伝を;t-íJ'~なければなわ

なしミとい λものであるハ

川 II::~手1ひ2かいJの 1' ，円前引参加 1 ると v 勺史ト主主二人グ) I'-j附 νJ、)1の「刀連会議とな

:-'1、当;時の地球環境問胞に問 γる世界の同心が大きど反映したものであった{犬

十~-~~}r 地球ぷ喧問題い院主一石取り組み~ 111~司研究堺市 日掲片26・三日頁 l

。こ Y ジ J シダ円ど l止、 J、気、森林、砂長'ft~ I'年作、資合、以下"1呼杯、気候などと、

~Lì:.土砂コ::5 '191)9~:.\ :J |こ81



ふ 士山

間 "iG

た(1 l，ijW)"': 、 1]ォ-'i-j百」を採択し、 3苦境;f主大な影響を守えろる治労J

:こ;，tし つのTf定と υ て士以士克アセスメントを1Jうこと治ずつ広三 ;.I/L1::" 

本会訴;土、ストソクホ !Cムで開催された '1'，1浪人制球の201町

立を記念Lて開催されたもので、」え{;-:-t七件7)t]ld:丙 1 ていふ地域域I主可思

を経済正支援と政治的意，目、決定のw心u軒え 4うと寸る会議とし七日く引

価され CいるmJその段、ヰ、会誌の持続P;:~!'.;な発注4のてないし戦略を

多くのN 々が受;ァ上め、環境二が消灯山主 IO):~J:.;;した i J: I'il経?十会にお

いて避けつれない|問題となヮたのマあるへ

李机rJ".t→をはじめ少する」ドト代表凶古本会議に参加したことを契機

に、 :-;i]!t j一、允 '1'呉 τ 国務浅は自主(~:~!t境保渡総j:~-J 、直系環境保沼社1J とは

1998イ?か 1:-， 20伺イ?までの名称、その後]主支部に名称変児、-~-::*[IH土五稿

0114上手前1.I'!P1 :、そ多用} ζ 外父 "'1;の J~ß1で[巾沼環J主河辺 l 大対策)刊

をHち lvIL 、持続 11; 能な発展-9i~ffi告を中:下 :(1) 具弘、的実践;こ!ぷ;-r-J -，t-，~!考えを

干したにそ Lt、 Ð9ZíI かに環境保認可;~.土日 l 山 U際を各去の且民総計と

社会先俣計両の+'に持 I(j込むようにな'!た目。

1902年のリオ地球サミ〆ト問、徒、中l'iJでほ、 ;994-年 3月、全体で20片、

7ル日11走らなる 凶γ ジ!/ダ2 ← j が高IJíこされたじこれには、 r:~ 凶の

持続的党反戦略と対策プ0，1リ]記与れ、 体制を改革して持続可能な問先に

首与する総汁約五思決定メカニズムを構築〆て各部門間の行動c')k持み

や ?itえ、必安 i.'- )，t、じて新たな i時宅空機関を設置するこ~- "、よ J て、持続 J

能な|三J発における問悩11i~ザ〉速やかな連成を r1~祉附するとの方針が打

ちr'Hさ1した=これはじιi叶の持続可能な泥炭行動にツいてのはじめての惰

経済、社会、段諸に問するJ村託、、(}).l;Zり紘みかノj三Lた行勺Ij;}J附?ある

の'1(判決意・前判{主C1. 12ぷ長

日この i 大;:~:境対策には、+に乙つの大さ主析しい理念がさまれる~ つは、

μ統的な発出パタ(ンから持続口]詑右発以パタ(ンに移?J:_;ることであり、は

じめて凶家レベルでの環境と議展山対音寺となった。いま つは、環Jだと発展。〉

総合ITij主の，UiをH月ti:;[(こすrち庁IL 、千手悦治存在たちの総合 Fiz液氏ノJ~(}) 目立刀と不

平え 1';;)めたことじある(行部十三:二層 以 下起草人力可抗

緑P121川'l'if .1 ，~J 30頁)

6"舟F不i林・百u才;gi二ワ7・78頁日

51)王阪奏丈j干〔鈴ノ¥常義副 円掲γ"2・ 0つ 103-ttυ 

[2':11 =L)}:GO:，:5-19U) 984 



中 1-，，::7));古底アヒスメノト法市山立の1551宣 主E;:j ノ'lJJ県 1

}広史的かd コi{(i:{r;]~な丈古であるじ

エた、 1'J9(ji[' ? };、第 il:r::t'i、回以茨 i思議会議が鴻12 ，~ ;H~ 、時士克f'iIH徽

収政策、ハ主主T主騎消法政策、 filf怖政策、工芸技f日J[](攻策、貸しイ、い十政策、

投資主役、ぽ境技術政弘、環境保定企芸品ll-i3火、主たる悶 l当涼域の予告民は

策なとの一連〈ノコ~x 策かイl存ノ主され丈 ι したがって、これら i主的政資比ノ主

l 土、 IÍ 場終ほの百じれを有効にいHil.にきちま I~奇と発!設の総合的 :~:}(~l、決定

に1f;告義であ，-)r二一いわれている

このような球墳と悶発iこ肉する司令iE的主恩U、定の丞要件iこっし邑てのこ忍

識に長っき、 E震境問題ご)先生を意目、決?との「礼7読むから拘 ':Tjljすることを

υ:t!ぞとするようになノたへ

こうしたふifこな情勢何十、久子済体制j とその選'1"'，方式の車~投は、得力、~;;

をIffitご環境深議事実と球上克法ヰ芸術にが響を守えたつまりこの時期は、

漂流;1、恐慌の立;1、〆!J、執行の並行段階か旬、ヌ主次i:H¥1・;ノ、ll!の執行段階

¥とシフトするようにfょったといわれてし、る“三

3 建設ブ口ジェケト環境保護管理条例の制定

109Ré[' 1l月 lこ出似たは、法設プロ/クド縦士克1抗議管 J;:_~!条例ア r-98

守条例 lとし ιうノを売市した二[，，[条例Uiよ:5'-;¥3"1か条からなり、従 :JG環 境

アセスメン:山j伎の具体的五泊予;-:-:i之のf口し、予とあったお示説法に取って

f-tわ~-; t:.， j，iJ条例[土、建設プロジ v クト lp よる七妹、波法およ rf原1立川染

:;}j止を特に強調守るものであった(-~ .~れるヘ

it設プロジ.l'7 トのlI ~;f~調?段防?におL γごl合条)、I知計;こili大量3響、

必反応皆、極めて小さい忠告1を与えうる卓宗じついじ建設ヲr，Flがをれ

ぞれ噴出アゼスメント被告吉・;，:~住友・ 2記己去を作成するといへいわゆ

る 3分類のず泣 を確立さィ子、従前の「ワ分擦の 'f-;J、-，より広く校

山 ~R艶 l告文也 可、号3 治活注お .58只

神ーじ険ノイ3大k ¥:;Vt式市義訊 日 rgj~:主;;‘ ÍJ:;頁に

6，王|鼠ニ素人主(釣/へ常義一.H:;ti品、;:2':02Rc 
、欧制 I--J.~;寛アJ スメント:: IIT;:研究l計制・前拘汀 ~G ・ 8S長?

~'l 2合訟の千法とは、 86年持法治、 環境に豆んな影響ふうえうる烹主によJし

てi民告書 Jパ-"J立L 謀説i.:"手l止の3湾市当えつる半菜にjlしては l↑{~ラ去をイヤi止

する という一分訟の手間を実拘 :j-(ぃたよとを指T 1~)0九年 1 円引'ìf: ~l プ

~Lì:.土砂コ::5'l(9)9~:.\3 13C.1 



ふ

円町
可 4

仙

fEつけゐ cにうじなつえ(7条人 Lか L、初年i件J土t:>(土、[南地アセスメ

ント報白書の作成にあたって、境アセスバント J、#:~~Û)作成治 l叫確に要

求されて， 'たが、同条例にその二世かれていないーただ業滋 Y 待部

門のfl時半年至 :10条人相L仁、の資格FJ1>当字有する守門均詐!tlUグル}ブの

技術的主主ff.評伝n を経チ t廷は粂J 、 1~11に現出f~さを 1: 設で~;';Ijr~ の審

存・認ロ4 を仰ぐこと)な J ている、このほかに、 「→l~と測はつ4X:::から以)条

の 7か条からなる手当空機時点、ら個人孟での法律責引にコいてよ色村{自己I削

Jこ定めといる U

か<L"(、E宗境アセスメ/ト制度はこのJ主:告におし与し、 ':Tjlj疫iii言十;ーし

ても、災効沿に Lても従前。)パタ ンをむ問し、 1，1¥ピ クを;ιL

七ものと考えら礼る。

第 3節 環境影響評価法の制定段階

目的条r刊の施行から 2002イI の行f:!lî法制定までの坊は、士見R:~，~"P干守)1j!が

き ~":d 二 ry(;'(fとされる h、計fll司法の"決作業か泡めら礼〈い1::(;')で、木和

E はこぴ)時期を青1fUJjil、市Ui't:-f定|革シする一

環境保全監督管理の強化

(1) 環境保護行政処罰基準の変更

以境1;{:~{t'1-J政処罰;上、特にi位攻{心雲行政処罰新d-、しこ ιζ--:， -C fJわれてし

た。， 1持口、iJ、1902寺7月にトi系環境保議苅が公布じた環境保議行政処

をお安!なデらをれ宇l花 11、19ω年 7月に国家法境保1主総局局

d おい-0*択され、 1999年 R月から施l'Jされたものである これ

は、行政処罰法( 9S円寺 10 月 1 日より &{~1=;:-)のf~tt:貴ツj''i'fむの詳細イじおよ

び拡充{二でもあるーいわれているぺ

1I14l十J士(1992年)は 3草25か条からな。倍平なもの cあったIji、99年

ロンょクトの湾攻↑早公に k;! ず〆0l:{l，lb業務をよりよく行「ためのぷ|意~に、

は乙め C 1":) )J'、類σ手}J、iが守人された。

χ ，~U~.tl:IR f辺氏ナIJ/-I環境行政往年施行環境行政処罰耕法

ァー用:riJrd 山*段J立:2002~ 1.却J('，i~iω107::+U 29頁

1311 1'，誌かU:，::;' 1(2) 982 



中|斗|の環喧アセスメント法市111止の構造 、E川 剤1):*(11

新主持法は、 5巾 53か条からなり、具体的手続規ど 簡易手続・ 投手続-

l聴聞予続 を設けたのみならず、具体的な処罰額も明石在に示された。例

えば、|口);等法17条は、県レベルの人R政府環境保護1'J政.Tl寺部門は I万

7e以下、省特IIJレベルの人民政府城境保設行政主管部門は 5万冗以下、

省、白治|メ、直轄市人民政府の環境保護行政主特部門は20万元lよいの過

半'1をそれぞれ科すことができるとするハしかし、それが氏)03年に修正さ

れ、 卜記17条の具体的な金額内容が削除され、「存環境保護行政干特部

門が科す過半'1については、保境保全法律、行政法規、地方の法規・規則

。)規定を適川する」と書き換えられた。地h環境保全部門の過料限度額

の明確な規定が削除されたことは、各地}J問の経i斉的格差が考慮された

ものと!ιわれる一方、地方環境行政の処罰裁量惟が拡大したことでもあ

ろう。

(2) 環境保護行政主管部門の昇格

2ω2年 1月8日、国務院が*5凶全国環境会議を開催した。会議では、

朱容某首相が演説を行い、 [)L石]期間(1996年 2ωo咋)中の環境保

護7F業を評怖し、 [11Ll問問位以n年 2005年)における環境保護任

務を設定したのまた、城境保護円探責任制を確立し、環境保議活動に対

する監督を強化し、 l殺潔公11 ・公平な法執行を行うなどの責仔、 f古量、

組織の徹底を図り、その優劣は地方政府の政治的業績を測る重要なIAJ存

として確どした。また、環境保護事業にけする行政のリーダシッブ的役

割をさらに強調するために、党巾央、国務院は国家探境保設総同を[刷

出級〕から [liulj級〕の組織まで昇格させている。

2 建設プロジェクト竣工検査の監督管理の強化

建設プロジェクト竣t環境保全検査管理訴法(以下「竣土締法」とい

う)は2001年12月2781"1米環境保護総局の第13号令によって発布され、

氏)02年 2月1円より施行された。同時に1994年12月発イ11の環境保設局の

建設フ4 ロジェクト竣ム環境保全検也、特理胤定が廃止となった。

この新法は27か条からなり、環境保護行政主管首1)門が環境アセスメン

ト文書(報告書・十見合表.~記表)を審査・認 lリする管i戦時法でありは

条)、環境ilJ染と生態彼壌の防止を U的としている(1条)c 同対法は、

環境汚染防止のための芥極l程、設備、設置、モニタ 'Jシグ手段と生態

北，*朕)(3'187)981 i32l 
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係員安施設および時境アてスメント丈吉作成が安治さ札ゐ各種馬境保護花

王止に適mι才(.1条J、"， ;1司時刻1支¥l)粂)のもとで、 1主足立事業高がJ;

泊者:lllJ;転ポる際、事前;こ申請を h¥，、 17灸)、「式験支転J:1) 3か月以均に

|杉l査のトド211宇χ子うこととなっている ilC条 '0

これに対して界放1素直呆議行政_t:~ヨ1;門;土、書主主宅空宇>\:，fM :l~- tfr~がのう

え℃、 1-;-;訂高二を受け取った日J:.1:) :jO円以内;こそれぞれの決定を 3L

よそ義務つけられている九条、ぉ条じまた、建設フロジェクト投」一

]者境保令検査の条件 (16 ;r~)、具体河子法なとそ定めてし、る(;7 --20条)

そして、訳出j責汗;ごつしミては、本議1主にか;し、 IIÎJ~-~子続を実施し&

い場台、:よ玖j豆宇-r.;J/刈'>.1上を~:ずるか 5 万元以下ク〉泊料をこ τ ができ
， 
'̂，) (21条)へ試続j主主!{後 qか打以内に波よしお:杏を中請せ f、また

る申請も ν ない場介、試験運取の停けを:1iiずるか 5TJ -ieJ:i、下のj品料そ手|

すこ Lーができる (22条I 忍針i)、の説メお:反し、環l訂貯金f産設の士注設

もしくは毅境保護行政王信吉1';)つの検査を i支けないあるいはも不台

栴の場合であるにもかかわら「、主体上事をほ到させた品台、その::LjE: 

めるいはf~!IJ を停止させ:、また lUh-jc以 i の)Ill科宇糾すことができると

きtしる (2:i条，

また、建設フ，OD ジゴークト筏 l 環境保全モごタリ/グある v，~，ょ検，~~羽交

lニ痔わる組織?または何人が〆1~ T.秒台j 方、職十争を混同(ハ職務手:: *たがず

木綿{却、反する j易1t、行政処罰j を守えるとされる (24 、 ~S条jJ このよ

うに建前プ口ジ】デト:こ;，tLて各拾の時境保公持目立の位弁w}1l.をさらに

詩ifl'.したものである合

3 建設プロジェクト環境保全分類管理の強化

!~之土台アセスメント;こ際してち建設ゾU 乙 ι クト球境保全うよ怒管J;F;1 1 .iス

" (j;)， ト I--/D~t :1キ理 TJス"い弓土I車境保令行理iこれ1、て不可欠な

シス子ムとなってし邑る U 副ム1的法制定iこJlê :l:tηζ 、分類f詰 1'!1リストが20()~

年 7月;9H1)1"I'ぶ環境保設存"1司局務会議にし ~{!， -:-ir .交布され、 2003年 l

g 1円よれ，Tj{T:1'丁されることとなノた7:-i

うj、切.~:{:l.世リス i、(1) 1向身辻、 1999 '1 .;11 に、凶:きとよ車埼 fíê，主主主同が公社 l した 述

設ゾuジ L々入判長保全分9eft管叫リストいはけ じあり、 2印)]年 2汗h 改 jょ

1331 L)止GO:，> 18G) 980 



中1-，，::7));古底アヒスメノト法市山立の1551宣 主E;:j ノ'lJJ県 1

H'!スト l土、日3年条例 7条斗を羽」拠仁 3分類の手法を採)iJし、建設つ。

口ジ 1デトシ〉球境審宗 主i:~， DJの効咋のI"j上を凶ろうとするものであるの

つ主~)、 1ま岐に重大な影響を与えつる手業;土司Rtz号、料皮ク〉景3響を与え

うる宇迭は報??点、日i智子極め七少な ν、卒業:立登記長をそ引ぞれ作成し、

そして、 33己1<:土:LE烹昌が記人しでも上いし、その他O)'T幾i立に委託して

もよいーシさ礼心、る r まだ、 10か条から右る付属〉ι再;こは、 Lベル万I

すf.'O':.認可甘上 l浪メ分の原則ゃμ分ん法および '~:ð{~ 同期なとの内容が峰 1)

込まれといる(内科の詳細lこっし、て本杭第三主主第三当0)11:1を芸照!.

4 環境影響評価法の立法プロセス

190911'.3月末に、町家1思境保設総局は主人代1長崎 資源fU草委員会以

F C環資を l という)の副 jn~法起草指導グル-fか，似て起草執筆の

依頼を rを(t丈一門そ L亡、 1'1家探境深夜総Jfijば克己草作烹グループを沿足き

せ、 ä~1f(!)枠組み案 U~I， ~ä(土、申案i主議MJ 、 U，下 l 枠組みit案という)

を作成!はじめ、同 ;1-，1三}jに、枠組み1:1:'ネの作成を終えて会人表資委

さ札、「号、類特即リス 1 が正式に確定Lた j だJ子許{凶iJ、 L の融合を図るため、

2Wi2生 10lJに:TJ百三心改正を余儀士/された 改正におい工は、汗地んにおける

f 会縫渋の発展水準の I苧 ν 、向上完i戸 ;I!~~見，こ J 似 l均六主主~:10:去があることか苓お

じ、 H'J7，" では出 hのJJ'~境保日剖qjl-J に十分な尖軟叶および*hPT佐な腕権や

与えごし、る人宇kÆ~ 品手「イ建必羽i口四駐仏 23分類管埋%以，';.)>:I:t: T J I11何時

f克年fd戸市輯委員会前づ中国車r立年fJE i中回ょ最民主お柱、フ1111:1年)日79頁I

7~ 7条は、 1Lt;は、通法アロジニクドが環境に止1，;1:'-9-$;沼『に占うついて、 :' Jrs) 

111;" I二位ってtt0ブ口ジ」ケトの桜 F克保全についてγ知管科会
t

え地 Jる

(-')建設八 1ジ ウトカ寸訴えに lJし、豆大な.s;響4もえ;らす可能川(がある場

合 報境影響報告書を編成 L、建設ワ口ン寸ケトが~~ì-l jI， ')る汚公約および持喧

に対する影響につL 冶て i為市かっ ~'ï 五じな~，;Hi山を実bもするこ〉とする}

¥ -)控注プ口ジニクトかJ.'~':':j止に対して軽度グ)-1;:父子をもたらす場J\ 島地影恕

甘え宍<<令編成し、昨戸空ブロ会工クトが俳出すふゾJ:fお j，ly~_~lユ高に対 j る寸:判F ~ 

うして分析あ〆;~Jl， ¥ ~よ ~lJi r~ ~f怖を実応ずべきである

)建:Fブ口ン ケトがj最r和、対Lで大きな問主主をも式りされ時I完rセス

メシドを完拾する必まどがない場合、環境影響詮記去を記人すべきであ令
J と定

めるつ

í'~; ォミ!中、場注「中 Iriの環境ポ響評1Cî~1j従 来isよ同学21'を (20:三年}山 内頁J

~Lì:.土砂コ::j'l(5)979 1;" I 



:提出した仁

ふ 士山

間 "iG

その後、全人代以資1EU、1'，"池みがて誕に対 L-(特に開発高責任、決|俗

的環騎アゼスメ〆ト制度の減 JiJ申61判、公来春)}日んパーブU七ス、 1まJ斉ア

ゼスメ/ト報??ムfの内芥与につuて兵体化なし汁J 修王を行つ/こつえや、

200C年 7月中旬U1: 意見を仰ぐ丈めの法'01て (f立法[土[1"求意見稿1、以

下 I 烹 ~U、実 j という J を fc:ιJ

起草期間において、全人代T主資委は代ぷl汁を結成してアメリブJ、メキ

シつに主上き、 l草I克アセスメシトの\'/法と '*~Hii (，乃状J4について考渓を行っ

丈がれそ;rLゆえ、枠組，7;..i:天ι主k しても、意見ィ玄米にしても、いわゆる碍

工支Yiてスメシ j、雨JZZの校心的な内%が子会』まれており、かなり前10Jきな早

;長が作成されど。しかし、その校、:3:0の審議の中で、 m~-ær なる惣正と

立法抵抗若への誠事ドより、その戸u:bJきな百がi杢次削除芦れてい円たu

i二十 :i[ii] 0)審議絞り修L 状況をせ統制する ι円にする

:1) 第 1自主草案審議とその後の修正

会人(tJ主資委 J土、伺務[~;，:[主H品部円、 ]tJ;， ち人1¥，代表人会、政府関係部門、

çl>~たおぶ了'}'.ct:: ~号車の立見守 11 く l士、河 L ながら、Jd:旦法案 l 対して科医修

{、竹町 7)-法 J約三、総ζIJ、特1斉技術政誌の球団γt:スメ/卜、ま1-:主おふびブn

グツム主守与は三1市;lグ〉環1ftア七スメン k、:，1主:怨設i:)拐の瑞j寛マ七スメ

〆卜 ?t討を責打、同点Ij:必U)全(;(';:il()か染7)'らなる ρ そこで、環埼に深妻な影響

を7えるどJ能性のある (;1u1技術i技会合 計同等は:-j員i立 7七スえ〉トを行い¥l2

条入国務院および各総人民政府にiおL7?とスメユト委員公を設置し (.8

j岩崎 r+ スメ/卜 ':-H-i!:i 香のな"経済技術政策阻計画等にλす l-， '(~~I ，~ J~ てはなら

なしとすゐ(1ぷ・ L(i条、} また、アセスメ J 十有'{0 宝ド J:'~ 1そ当見の月ぇ tiまとめ

および分析六千ふを iゴ載し、 意思決定門主主どにする日や J乙め¥9・2・2り条入

~~:I克ア七ス￡、/ト μf;)喜以7Tに士1'-て iJ、的立 1工を設け、環境55粋を受けト機河お

よび11':へは行政夜AZriぶび行政訴訟を引1.!19できると寸る(注効・ィ川知上つ5' 2:~='; 

円10

，'2見辻、安 iエ、総clJ、政 ::1 ・ミ 1": およびブ口グラムのf!~~'i'たアセスメント{沖

縄み法案。〉乙平. '<;;;;をえ;t:'i l， l:もの l、開始建ii'之-/1'-:'ジ Y ク、の!--1¥".党 7 セス

〆二人法的員イ工、間引等ぴ')S二一二17か条が十〉なるルいわ1している以上f切 首掲

(E?5 . 225点L

'1'粋武 和中市人上立たえ:11到以j完封~~;Jt'{l恥ム釈義 nム?上出版七、 200;';年1

llS7見

r ::;，~ I j)誌かU:，> 1(4) 978 
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，:と討1;足を i'j"~-)え:九，として、-~人代原資委の全体会議で男泣影響副主的

i1，、 i，'-r1尖1(以下[!，'系/シ ρ 引を採択し、 2加。イr11打初日に、丹、人

代常務長に共，tJ! ~、草案者訴を似し、だc そしー亡、 2ωo寺 12 月 228 (j)第日

!町会人 f\:'，~，務委第 91 ，'1会誌において、中 tゑ:一対する好長を行っ

全人代攻、資委1土、三三人代常務会の審議意見お tぴ九l主H茶話巧の意見を

しながら、次のし 1 くつかのポイントから修正?互にを提案してし 1 るn

U 政策に対 Fる ~~j;主アーf:スメシ !-~，土:J':"りにも原則的であり、

がない UF政;止に到して時境アでスメントを行う'，/法条件が未完であ

ること、 2)吉f:自i環境アセスメン入。)経駿が公く、参考に;:g:-，Jる成熟とよ

干イけずな;"，ため、ベへ応が記、芸;であξ こと、 3 王立境ア行スメント

ヤペ スおよび評自JJj指標システム何十位築・完備が必変である三と、 4) 

iUjjJJJ環J克?でスメント;一対 Lての専i代米経歪グループの前築および専i代

家のづシダム方式l:闘する反主がピ、要であるこ正、ゲ}あらゆる悠設ブ

ロジコクトにおいて代替案作成が不可能かっ不必~~であること、日)建

設ブ口ンニ /1実泊にねいての1翠J見不ニタ lJ>グの実施寸る見定主主!tij 

るニと、 7)廷日空プロジ J クト環境 Yセスメン?とFトドj環境 fセスメン

、との二五複を避ける説主を設けること、 8)建設ブロジ r.'/卜WU:主γ セ

スメ/ト技術行 ピス機関的資格$iJrQ:の導人が記製であること、警であ

7-.，11 
勺

この芸:見の 1)ドよハて、政策がt事境 Yセスメ〆トのけ設からはずさ

れ、いによっぐ、代詩系の検討が球境アセスメントの分野から消えた

ことになの、環坊アセスメ〆トの卒骨土Lt乙吋丸心的な古、j火iに台j文〆なし

行吉見IY、議l対して、持境アセスメントの光司、戦時u¥jJ，出境 7セスメシトの

許悩機関、討 !lli[;~; 明、公衆苓抗、環ztアでス〆〆ド報舌 7号の7年千五よぴ桝有機

~JO)責任、民~~y影型的ポ跡引 irll:および羊f.&評刷、開発法北ブ!ゴシニL ク}諜よみγ

七スメント等グ)I~ からはムr. i~;': 1.ミし棺允 Lてし a る U 特に、 E見{J、~2 章，-おいて

は、政策 計|出1> ブログラーや環境マセスメ〆 l'o)).J~~と L て vけが、草案 P

(3: -i:のろらのプログラムカ'(;IFk，さ札、まよ:、 I5見lj、誕の時J琵 fて人メン 7報告

詰のI村字予ァ;、ら 判もら吊;円、中来日卓宗絞|割、 HI体、専門家、公衆代表忌日の取

りまとめおよび説月号の戸巳*，，1事政， (乃設も大L習な内容刀、削除された〕

H' i:J:UJ . :j;rH-;~ 注工-) ， 229貞}

冶で?力 行(iJ出十よ1 ・~.)， -~3Z 虫、

~Lì:.土砂コ::j'l(3)977 13(!1 
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結果を ~TI v 吠二1 その他の亘:~~土、子7単位を有するものとして現行法:引

き継がれてし、る川、J

(2) 第 2回草案審議とその後の修正

会人f¥)投資委は Ln己のミ苦言斗を考慮 1 たうえで、 2:)02と 8月初!I、行

われた第 Q 明全人代常務委弟29問会議に円宇し、第 2I寸j草案審議を仰い

交riたちは、修正実に賛同 J なカらちさらに修正烹見をもd起 J たn

そして全人代r~資委(止、それら意見灯、で、次のように吟 11 を行うた。

-l)第 21，'1審;12杭 7条?:3つに分解1て、 J]，行副"llltl法の 7・8・s3長に
した、 2)第31i'iJ審議開12条を修lし、 F 省級以トの人民政府民;ji~i~rj~~ 

が福11:.認可守るlli1J別汗liiill環境アーとスメント報告吾の祥子f)Ji'Jにつし"

l土、問手車 J:q~'f.~~議行攻 ì管部「ワがr1'1!;校時係部 r1 とで共同で決定する

と定めた、 :-3) ~r~ 2 l:_!J 審議杭の廷設アロジ L クト環J克保護捻設の設 r:t'j~

むをめぐるはノ主は=rol特別疫の|ノサ寄正重なる kいう，，"1:1で、それを削除

した、 4)3)止7立f県護行政主:tj;部1"1・J支桁サー ピス丈t時間・ 2群資古:;1吋の

職員の法的責任，と;高力UL、第 2囚審議稿のlOlJJしのj，t);H:i怨を:=;jj}~';fl 

J '，2UIi 'j=r:J:J、l、l二己主的プ事ぷ三

(3) 第 3回審議とその後の修正

5': j、10最安委:よ、 2U02+flO日21H i 二行われどこ色白矧 L~人べ常務妥第30

11=1:会誌に具巾仁、与1:~ 1 1=1:ÿ.~A~~寝議を仰し、だれ 20D2ヂr~())j25 日、第百期会

人代常務長寄与3G:L1会議で草ねすする審議をわい、笠汁、原資妥はさら

に後討 L丈う λで、二七の烹見をおr~I-H した 1 い士以士えE戸製J を客~Q .公|非

:，:'~ 11:-.必台:j'~(こど慮〆、忠良;あに利な飢挽Lを持i弐寸乙 l こいつ丈

fきを 4 条("-~ -ti さち 1 え、 2) 出:_~:J ~I-TIJTI~苧境 7セスメシトの対象に牧尚業を

迫力IJl. (P条)、 3)建設ブ n::-ノ γ ク ;.-l~:I見fお豊措置の経済 技が;'Ii指示」

と0，つ表:LJ:.:])絡的・ J支術という凡己のf土問を掃さ換えたら~

かくして、法案は l!illにわたるす:)¥1¥常務委の者説において、治え F

妥協されてきた伊、択す)1志見は依タペとしてタえっており、全人f(J最長去の

b 刊jえ;工 Iゴ灯、i)、川、 () )、 71、引;之、;i'r~法的行染、 1討会、 15条、 1 と;

条、 19:1:ιそれ-e*し規定されているは

ε;-正:~~~固有梧7上73 ' ~:33 日:3 c~ t当ヘ

4 日空』 詩J乞n:.2S' 23~-) 頁U

1371 1':誌かU:，> 1(2) 9iCi 
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斡渋・妥協の結粟20U2年寸白月2雪Hのt;':}~ì 羽全人代常務長耳'~30;Ll会議:お

いて、ょうやく jμ凡され、 2α)3(r-9;j 1 日 cζ~) 施行される述びとなっ

しかし、評f可法の内'fr:(二、村，~，~み草案こ上戸、ると、少なくとも次の 3

つの;垂要ない]科が削除されている 年法判は~d 到する環境アでス

メ/トの炭定、 2){素直アセスメ〆 i叩白書の代替案0)1文pJ同連決定、

~) ) テ了;境γ セスメン i、主長干与子守の ロJ 公f号制 J笠および公tft:~主はのまと

め-分析を戸殺することに閑 tる;.:/.だなとであゐ必っこれらの胤定の~I占

注は、「時閉「iJ 市 iJF、との妥協の結果であ，)、球j:~ アゴスメン内法制民

化。)時代の ース r核心的意|斗;、背くものであると U斗わざるをえないl

まとめると、時局アゼスメント制fJI~，止、 l'ヰ半 jU 紀にわたる持論および

実践の市で79年法からはじまり、 8年税法、 86年税法、 89年法、【)8年条

例等を経過し、計{山口、に到達する円しう長い泊のりを歩/ν¥いき t.制。で

して 計 祈uは、行政のリ ク乙ソブの強調によるし以北開発の延長帝京-

:こ，1;]:ぇ化きオtた，39とされるのこのよ与に、汗'ulii去を i↓i伐と仁、|到達行

政法規，山門?旦~Ijお仇ぴ地 f}性i大規刀、ら構成される環J!;i γ セスメシ下、法

シスァムがf佐立されたわけであるボ ν

れヲ十何世、;主総円 i1条 6完ミ)、計丙のJtq卜琵ア七スメ〆 (7条 15'~~) 建

設ブロジェク「環坑 Fセスメン 1，U6条 ぉ条)、法律吉 i王 (2~J条 35条人間

QiJ (.3G条 38来)の込王手3実力、条か v、なる、j五倍海 r;t~寺 般潟告・前 t~n

().l:J-14頁1，

化 iE功.，ii!l出Y十お・:233只。

訂刊JI:j尚早派J--:~手、政叫-~JRj;Zア七スメンÌ'(土、f'~~測;t; jfi'o同 (T)i) 、 1宇，"7，あ川 発

反途上の"コ屈によ1 いては、条i'が1:熟であり、支，おう恭 ~Jきがないため、ヨ~こ

の11、津をき:J，;:するよとは時期f1¥}f-{rじめるとし 2 う勢JJ(f) ，_'~，とごあるつ

'-;1' ~f'fillî?:!:: における ~J::' ~< ~/ u :..，' ，-I.クトのら土!了;司する l克ヌ[このほとんと3は、何年

条例を踏襲ずるものである しかし、百吋拘法が制定された勾点ご、%九条例は

での使命を全て終えよJ いうこムを ti:nA'"9るのではなく、評価仏と暖kな↑品問

苅係をねちなう同州存しごし iるのであるc

川北川秀樹''i'[叫における崎議影湾奇?何日法的剣山とまA.J菜谷ン1~:ァ 36巻 4 開

(2004年 51f:l.ピ

，i(，下効. :!iHt:汁 2;-) ・ ~()H お t rY2~:';只や参i陪つ

~Lì:.土砂コ::j'lBl)97;J 1381 



ふ 士山

間 "iG

計1ri'ji如、おいて、+-然防土ニを柱とする原1注調芯型宇i会をは様としナヌ

然主主加を市り込み、ま f 言:'i;;;J対象が事業プロジ r アトカーら ~;Î町まで i~\j:り j主

主1したことは、環1去、V伝 Jこ.:!'3¥"¥ては Jt，汀であり、さらにユスカレ ;、

する中」主刀法やλl 怒鋭1士へのペミク1.~:Hj :1な法として高くをドU甘されている河、

第 4節環境アセスメント法制度の沿革の特徴

巾:r;0)1禁法ア七スメント法制反l土、 1970年代からスタートする炉、 19初

年代0)1山茂経済戎長刻;干おける11司自Ij;-15_~染問題に対応j る中でpi紘を ;Z "J

たまた、それ l 士、松台 '19i ij-'Ì:止め抑制または持続可誌な発炭をうた~) 199C 

に成長し、21lU紀初期のクリ 7 ブ口ダクンヨン Ij汗ある U はI治

法主経尚への準備段市におし 3 てl百点を;茎げたアロセスごあることは!

注した〆おりむあるハ

このよ~;な法制度以 11.1{ C勺ブロ 4スはし功、なる特徴を持つのかに これを

より時:lciJ.去に寸るため日本法と，0較しごみることに守るへそこで、まず日

本グ〉環境法制j変形成グ){U草キ概観するよとにしたい〈

日本における環境影響評価法制度の変選

時J~'y ゼスメント制度が日本で検討ちればじ 3わたのは、日本各 Hb，-cゴ

ンピナートなとが建設され、大気i伝染ヤぷ更がi長刻化Lていった時

代てあったりソ ;9T2千r(i ;'J、I 各相公共事業にかかわる均読{ぶ令対;主に

ついて J と鈍された主TJr川冶ミヨJ誌で了解されて以降、大規模などと共事業に

関しマコお立T .f.::人メントがヌ弛されるよドなった町、といわ ;h~-cし、

ζ; " 

19T_;_fr-'. 7 円に、四汀 liJ 公芹訴訟判 U::O 'がアさ札、開発事業再が球場~;

リI 二王建祈「間百三党景;三評価法;、';I P;:流民管理:22をぼかコ3'ド H只。

ぷj司1'")三「保j克影特詳{品iJ、までの終結:1，:'..1 -:.コリス 1，111S0' (1997年J叩頁

山木凹久モ f' わが上司における珠境アヒスメ〆ト剖度と千円逆上弓引ヲミF:~一的 ~])i

先 j 倍長大守地政治j辺li巻 2 号 (~OOG年) 3~) 部員ハ

引四日Ttノ!~':て 1t88t、判決とは、C1lr:了打のよと胃病;出疋芭主が3ii干:171;曲、中市首 )J

な(':"ii +十 'y被告ご津地故当 1I 市主吉川 ~j~~IF ~l_'公_-c'訴訟に汁 L 、裁判所は

1972空 7円ワ41:に原告のヱ張をほぼ dffi的に認める(治官対的)判日を干した

1391 1'，誌か0:，:5-18U)974 



中 1-，，::7));古底アヒスメノト法市山立の1551宣 主E;:j ノ'lJJ県 1

響仁ついて II J， ~ ~充 í}i-ì 主:を払弓義務があるドもかかわらに?れ存

なったとし1、事業きに主任を認め句、以坑1!{ぐ未然防止事業に大きく

R献したのである c

0:~五了解以降、 1最」ミアピ人メン;-.. f手法制Iji 乙へ:~~ (j 仁、巾)~公完封晶J

議会などが法整慌のりriJ性やfJ;1:'，案作成士どにあ丈った川 まえ、公害先

送地的地方円治体においどは、芹アセスバントについての制度化が

次々と行われていった、とされゐ c

と二ろが、球よ克アセスメシト ~J段の \'r 法化 J 二大J e，ご、産業界おぶび宇

業1*:係官!iはこれ iごり:li〈反対叩Lたため、 1981年の通常|ト|会ιtltW;され

たけ~案(!Jjじ:JとLて 3月fTlに扱付されるものが 4月明日に.j)f:WIさ

うその 1~制絞審議の扱し h となり、さらに~983-{t には ;;'i::.議FjのW;散 J こ

J交友となぺたι，"しかしその翌主、この法案存ベースにした「環境アピ

スメ J トO)'=A誌について」 にいう問議決定がfjわれ、問議γセス

された

その後、 1993 11'になると時J~某平法が制定され、その20条において、

i理法γセスメントのf民主グ〉規λとか量刀、れた1111 これを J三円亡、環J!;iγセ

事例である υ中也凶i市文判明fC17イI~月 2" IJ判作品i?.号初H

江台収ヲ守史 rf日夜院特許luL引[1支の経緯と J，見状J明治学注 k学仏学:'11;立仏研究

公・行政「続法制I究47桶『環jß~γ七スメ〆人法 令j型的烹Pfi、決'T.三v);:主ンスデム「

( ilι11:打、 199'7-ffニノ 79円。

%森/..ì 8ノJ 丈・市i~l H-:山 ~(-;-n~司 J

吋7 1973;r ;":話局以での「開発手業における J:~~境似全対策要寺むの制定を iょ l め、

J!)g ;::E ，+月 (J皐f克影響~~H曲法主が医会、1Æ11 '1される)までに::;;1-治イずか'Y;判あ

るいは条例を判定 ν たとされている(-t:L日夕、実子 ↑jl)掲):-1-:03吟 EMJ問、¥

ぴ浅jlj 百人 [1;境影:~;，.~i ~'f"~:τの市:1:支と込 )J (fロ:::，1:.199自年:.(i:-j討し

ヅ" ii声JJ<;::;::I環境22響評価しとり者'J'，包イト出えて」ジ工リ λ卜r:1 S号 、1997il':) 32 
')'，¥'T 

-;Jd只。

1<)) 人域~ ほjt，{， '(て λ メシト制定の現状こ認~~-----1孜十Lとわか国内:lrlj慢をム己中之

L亡 j 明i{i'了日大ザ ¥1.法研究会行政「f;法研光会編 中:H~f+'0!) マ 40 :B 
1:): 20 条!土、 r-I]~i ~ムート JIIJわが1えの抜去、工作物の創設その他これらにおトオる

事業b行う事業主が、その事業シ〉実施にあ七りおらかとめその事業にか刀るJ;i，

よ立への影特にういて同九出王に詞キ、 日目1: ま t~~J~:宇佐をわい、その桁果に志づ

き、その事長にかかる環rjzの 1~ i"に勺し Aて控止」円以ぷ fとーことを推進「るため、

~Lì:.土砂コ::5 -179)973 I4C-I 



ふ 士山

間 "iG

スメ〆ト市l皮をめぐゐ:前主主主ごと:横断的、iÌ;:~'台的 l p 分析する作烹が実

b主主れ、 1'!96{rにその誠白書が収りまとめられ、 1997イ1り月日三、つい

その法案プd'I"I:i:で可決されたcそしてその 3I::i 佼℃める128:..':公布;::-:iし、

2年郊の司知徹r，;;ltIJ問を経で 999と日月 2:1仁、戸号訴了解からお年もの

ヌい年月を必要とし丈 15F見影響評締法占施行された lり、と uサ汁している

2 中留における環境アセスメント法制度の沿革の特徴

(11 法制化に向けた長い道のり

79年法;、 Jゥて誕片 した中l'IJ!i1!主アセスメ〆ト I;;IJ:-芝(土、その後お Jそ

IT'II'世紀のよえいl:t日を経て似円寺山，'1によ"ゃく環境ア子:スメントに践

する単弘法として変吋しと二とは部ベて主たとぷりである。また、 19出

年に全人代市務?をが似てを J 法iÜ jjJJJ t ，~-入れてから 4 ・ 5 年の歳月を程

式一ニどに土品J(ぺこれに対Lι 円本i士、 [972年G汀(1)環日義 f坤i{役、ま 7¥

i 昔話1-_fT内閣議決'"ーを総て、，，，jじく回、l'世紀絞;こ法制化されたc しかし、

忘れてはならないのは、日本は閣議行拝から 賞して涼Jλア}廿スメン j

が法的れw，を持7hず，jJ政指導によっ〈れわれていたというよことである

日本の環境γ セスメン人法制化;止 l993 fr (/)環境泉本J、20粂を苓に、 199G

守の内閣総理大~.からの諮問を受けてヵらわずか 1 可同の起草やt9:~すを

符て、 9~J7示日j-).:..:)ヨlこ公イ(手れたことは、 rtfClのそれとJt較しとみる

と、 rU;]であった ζ いえよろじ

(21 環境アセスメント法制度化に対する抵抗勢力

111 ::-十!の戸子1iffi;'ょがそ iUJ を~~.じた背景には 1-')粁

ほ利益の追求J とし什社会的仕M[みが{!iI!し h ごいたごこがあ(.;-"!才!る υ つ

まり、山|トl は経済-):表立ミト 1て義:定!)、それが共産完幹 i~l)o)丸 if去烹件、 0)

シンボルマ クでもあうたハそれゆえ、芳利討をj義1'1にしても手之iifれ

.;.，，/，;.:-な11号芦合こみにるものとする」と-ij-i;i正する r-~~七九アセスメ J 卜と

その問題点」尽「立と公 μ よ7溢 1 号 (199~ ， r+..) 3只j

1むよ語形白日現境影響討悩について j .'/コリス 1，111:'号(19何年) ~lh :3i頁 I

11'::; liJ;永環境保ぷ総同政策法規【"J(i)VJ近新i土、 laDワイ(7)凶辺環境およ"、活畏

ノ¥会 以降、ム日曜抗告~'TI平価iL 1r. i:ム刀、準tilt完治に人，，たのじ、そわかh十年もか

かったとおJ均しごν る(作:;'，1，)'前J弓出64・3り艮 1，

1411 1'，誌か0:，:3-172)972



中 1--，，::7));古底アヒスメノト法市山立の1551宣 主E;:j ノ'lJJ県 1

i止存 i立工売する 32 珪!兄;幹郎陣営の "j' i' tす義のic~I{，Jが終段目かったた

アてスメント立がにノってよきな抵~fL(，こなっ tいたもの〉忠わめ、

れる c

、わ l到し"(¥ ?ノ与やは、域」主H3乞;'~+Úll;法〈乃和j定(. ~'" !ぇ対邑 ~，'~ijtなかっ

丈わけではない古、~，-れはでに 1)11:迂アセスメ〆 èl:H:jl品j とコストがかか

るカゆえに開発が鋭化され、主正1β発肢が探れることなとを照t~寸る事業

者の反たであ"たc ぞれゆえ、 7":r:ァスメント k出1fヒに対する 1たる抵抗

努力としては、 かりの民税(事業者)の)ぇ発か、そ::r~とも i かりの行

政 ι政府安民) 0)[主党方、トよるよ~-("日 中rbj:'ご大きな+[i主があ J丈ものと

円、才ノオLるv

(31 環境アセスメント法制度の意思決定フ。ロセスの方向性

巾~で(止、環I克アてスメ/ト f士事l駐をは Jめとする各位球上立政策は終

始liJxの ずによって、「か円|寸，)方1["に玄jt決定が行われてきょ仁つ

まり、計祈iJ、は各段階におい九、:ぷ立行政u)各種行政鋭三IJの選j-j-Jによっ

て一万8'jに進められてちょ二ハ共iir党一党ム;況の政治;'1;;1けのよごめに、民主

的な11会j:-r:f;)jと百i自の HrtI:土在分l保障されていないので、、こうした})

がこれまで発J単されなか"たじ〕かし、持i済発展にf十'1域 iq:開廷の涼刻

化により、市民的環境担 p茂が向上し、環境問題に対する不満がますまヲ

増大して;;ることは事'-jミである〈政，;ずとしてはそのような力守主民干る

ことができず、むしろ今後はそれを利川し、 J蓑境;攻策を推ii-f:1ていこう

とする志図が見られはじ治ぐいるとの見解がある')'

これにえずして、 ~:では、公古河県が大与なj十会問料としてfえのあげ

られ、政主主住民宇了円七、とした 1:;長;宝効の力7)":I、さか η たと三わる川 、

のことは、 H木町環境保全事業や15F見保全す{去を大きく推進する涼重1;))

となった少いえるよそれゆえ百円 '1' 向におし .C 、 tÄ'l:t-~長烹 j【〔、主ゾリゼス

のJ-frhtlに大きな干Ei存がみら才しる c

i刊行政 ;i;c ~';:;:;匝の j表取政立 ilil~皮と実効v ; l，li'Jr古;ノJ 、羽()日年)1行3良1

11:;江!11M士([:q京J計十民よ牛耳jj;.:(IJ 草。)恨のJjU"からの ff:I.~-去の京社、 20(\~t

年) l:i(; 良、"~'J:事j安~，1f í レラもかー時フ~iL. 、体丈化主l 、 2は)(ì年】 :) ftなと

ル主主問。

~Lì:.土砂コ::5 -17 7) 97 1421 



第 2章環境影響評価法の構造

ふ 士山

間 "iG

第 1-1';;でi土、'1'トi汗fCli法的形成ブυー1テスを概観したう xで、そのえi依

を指抗したり本主主では、巾::E許制;?d之の構査や掲:'):、け¥11本法この対jむ

でその構造的判践を明らかに1るι

第 1節 環境影響評価法の立法目的と適用範臨

1 立法目的

iL ゴじ (1~ については、本ゴ 1 ;-t-に l持続可陪な湖発戦U昨今を 4支fJ1[i;~、百 i

F町と定足立ブロジェクトの実施?をに環説に思影響が Sè-::;~:-9るのを|坊七 L、

また経泊、社会および環境の調布1あるた畏をiilAょするために、本法モ?制

る 1_ 羽イ[在に JJ-i. 'i~ さ t している c

三l存と開発は、人!t'tl社会にと--)-(終始、 比したこつの大きな品本利主主

であることは民知のとれりである p 近介、ー業イr.の進展と科学技術のノ;;I:

Rl二1'1'い、中 1:J'i; 土土~:]riの経済的豊かさ守得ている !J、牛成法、台、{車、

の村一渇字、オ三件有の環境問通を抱えっ.")ある n ぞれゆえ、人知はやむな

く、文11りの延長と間売のf町長貨を改めて与え 3、るをえないlj-r誌をeえてl

る121iというよμ浮いは詐でも司J惑で主るであろうっ

また、計 HJJlとlih:アプロジ l クトの実施:-H-い、[需I允ト大きな負f戸jをす

え、部境汚再三や明日え政Ji'Iが、 斗発生Lて υ まうとJ吠 t):ixしのつかない

結果を沼くとしうことをI"'i内外の環境教訓IIh汁正つ主りと小しているので

ある J 予防を村と宇るアセ人メン lを行い、桐川、な1最I主法会主ゃffTf号

を宗:)、 1素直同組の守口中を防止する、あるいはそれを長小i設に抑制し、

-手士会・球墳の調五11ある発泌を促進寸ることは人類C!)1j二打にかかわ

〆ふ ある二とはいうまでもないっ

2 適用範屈

伸f而iJ~σ)ìlifll範図については、 '1' 届郡上矢内および :i1 ぞの能'i;!

{年内で、計両を策定[、開設に影響のみ〆こブ口ジヱクトを実施するj荷台、

1(，<:， :rも佑海ニE鳳春二L偉稿苫・前t?M土6. Jによ6頁I

1431 r，誌かu:，:j'17G)9i0



中 1-，，::7));古底アヒスメノト法市山立の1551宣 主E;:j ノ'lJJ県 1

本法仁照らし、時I九アてスメントを11わなければならないとされ〆ている

:3粂)。

すなわ色、 '1'刊のんてのt'h)3X，つ主:)、計il一 ('H:(f;?村、詩11年同fjノ主人

領有c (呑;と符 ~r行政区・マカオ将男Ij行;;)::区・~除く j におしに亡、 4\

{去 9粂に定めると Lころの計向、つまり、政府が策定し、実詑絞環j草景3

を1)えうるギ壬前閉廷に関する五1I出に刈 Lて奇アセスメントをqiうこ

ととなっている。二はいえ、この対象Itil!.1叫に (j、環J克iこ，Jr常に影響が大

きい最 l_3!:~ の政Jパコ法律どころか国民経沿と社会発反日 I TIffi 1 eか年三i函)

さえ含まれてい与しペーいう Lことに守J意が必安?ある「これらをアてスメ

シ:'.J)メ、j象外と L、土問持、て汚響力がトニ殺'19に小さい開発三i山{総台日1UiD . 

個別言tiE司j を対主主に捉える二とはもまるで 1--，了マを J台.，て、スイ刀を失

うJ (，~-等 ν い lγI とまミ尽 E れることがあるが、民感むある、

また、住設 f口ン γ ケ!-())法投泡|の過程ない 生産過程におい

1 、そのぷ響をそ(十';る主主凶内にある • jJ(・Ulll・1年i干・，1t*t(.市

;v: . :~í 物ちt完誌号室去、に討して変化をもたら )1']1車刊のある 切の建立ltブ

ロジ 1 クト l対して、環境アゼスメントヲト11ろぶう l接請されている、

しか L、 ここには重土佐物の 人Y 日然のふれあい、総合tjTCJ量で;

d ¥しつ1";'蓄が欠如していることをJ討町しなけれJどならないc

第 2節環境アセスメントの基本的手続

1 環境アセスメントの対象

土宗よ克 7セスメシトのだみについては、許制ニ特定の規定は怖かれて

いないが、京法の龍三を見ると住設ァロジ]クト(炉、日計二、注設項 11じ

だ;了でなく、ロ1出もlTむのである Hぺそ Lて、述52ゾリジェクト;は!I'J

l:'" ポI1バI); l 超越ょ~~lj'党 "1見暴 11;;王JJ~'t宅資 E原{;永氏\小，'，法研 fも_~ ; i[ 1団法杭出版社、

つ日凶1苧ノ:J 1:-¥7頁

i品品佑?思王胤存 王埠編?i‘削字詰;:i-: G・21-::3口「

"川本u、山怯えは、総m11章、 訂jrTIjの時持ツセスメシ)- (2章) ・建」主プ

1ゴジ r クト IJ.+~:克 7 ゼスメン~ (:{ i() • i，t律P:I'f:(，<市j 羽~:; (じ市j となヲ

ているのv下、計百と迷:ùz:ブ~-jンニクトを汁象としてllx:ノJ買って:.'，るここは 口

附開:である

~Lì:.土砂コ::5 -175)909 1441 



か、百iド"Jとはf可かが次(間わ札ゐ河患であろう"

ふ

円町
可 4

仙

i主517ロジ仁クトの定誌につ v、て以、白日対ご説明 L丈ように、固定資

料政資の .J-ij-¥.てw れわれるイv どの問7げ主主之、，f;，Jlhを1Ffしてし 1る。 ノ与の百十l出i

とは、よこむ初会y;育卜守で玉三WiH勺な発足;'13TIをおす。 また;:n-TIJTIは ~7: )、~)コ

イl存な所間的 [1様 只体的な執行 fiお〈五ひ採るべき措置をJ迅;とすること

ご、ト;;r初日明、の夫;J\を 1~証するも:]).にある少される~， ' ) I Ir出て:'(土、 時文

'1<)に山笠・市:]向lm闘がろヰ(以 1ーに及ぶ施設はす一て2Ti国j(.こ民ずる二されて

いる J 以 l、は建設プ了7 ジ工クトと~ I田Iのi占!f!nから牧討を力11えること:、 1

たしミの

(1) 対象建設ブロジ工ヲト

k主J.kT七スメントんを11'う ρ、きi主己完ブ;-':;y、ェク卜 fこi喝しでは、平く

も1080年代後、lかフ分類じ浬手法が実態されてきたミ土り灸は、「国

家l之、法投フ口シ ケ~ :i)環l託;こiτ ーる影響(1)千昼夜に比コき、法投ブ口

ジ_l，:;卜の王読者 T~_: スメントに，k，J- I~ 、うよ熱:;;理を'丈拍;する・ J と説とす

る。号室 4一るに、の環主主:こ工Eκな影響が淀川 J ろるJ話会、環誌アールスメン

下、報告さの作成、ヨ環境l二軒立の影響力、交としうる均台、環境 yへとえメ

ント割iP表の/生成、え影響(がjFi単に小さい場合、環境アセスメント

を記入ずるなとγjfT数千 ~tjJ';>í~められて L ミる ;;1

じたがって、この境定 r;:基本的に98咋条湖 7 条の規定合 ~!i認したこと

:ーなるじ/ご Lて、具体的実1'-i(.'あたって、分割、仕法リス I よって逮;11

する仕組みになっ一¥いる LC 分知管)'1:'!スト:こよ iLiJ、15、下の上う:こ球

域 保4そうナ知待ま唱を実hIliす乙ここにな乙"ご

1 )様j，示、重人な応型j が予告~:.L'. ;j ':;る場合、点t克7七スメ L 卜 を

作成 L、党中しうる攻、;呈影響に対 L::J?l則的:ア七7，，)ントを1Jゐ 寸な

わち、以下にタl記Lた条1'1のv、すぎれかiこ設当 jる場合、 それはこの芸員の

zzq27ロジェタ十に相主ずるーされているつ

llli孫1f-i海 1'， I-，~\者 |侍部二皆・前j呂町 5・ω頁u

11ム dムニ4・出iit号7上{つ a ヌ+6J;:~ ハ

112拝、佑叫 p勺司会 I:r字結尚・削伺?+G • G2-rミ。

11:; .:r.川秀樹，前州沖89・::lL-::;4宍 桑原勇退 古主将1土山;心社員なとやる→

:iii 
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中|斗|の環喧アセスメント法市111止の構造 、E川 剤1):*(11

お原料、製品あるいは牛並過科が関 f主するi'i染物質の種類が多く、数

量が多いまたは毒性が強く、また城境においてその分解が離しい建設プ

ロジェクト c

ヨ〉生態系の構j査に重大な変化を及ぼLうる、または重要な生態機能を

変化させてしまう、もしくは牛物多桜牲を著しく低卜させてしまう恐れ

のある建設プロジェクト。

O)脆弱なとド態系に深刻な影響をヲととドさせうる、あるいは白然災害を引

き起こしたり、それを激イじさせたりする恐れのある建設プロン ιクト。

⑨行政|メを跨がる汚染紛争を引き起こしやすい建設7ロジェクト c

GDilrt域、開発区、都市新興地の建設・|円市街地の改造等、地域的な開

発事業c

Z)建設ブロジコクトが環境に対して鮮民の彪響を及ぼす可能性があ

る場合、環JJiアセスメントギ)t-t-哀を編成し、建設プロジェクトがもたら

すル染と環境に刻する影響について分析あるいは評価すべきであるとさ

れている。つまり、環」見に軽度の影響をもたらしうる建設ブロジェケ!

とは、以いに列記した条件に符合するブロジコケトを指しているコ

①汚染要素が単ーで、汚染物質の積類も少なく、発生景も小きいある

いは毒性が弱い建設ブロジコクト c

主〉地形(J血形.J也貌)、水丈、土i裏、生物多様性待に 定の景グ昔を及

ぼすが、牛態系の構造や機能には変化をもたらさない建設ブロジJ クトコ

③縦士克デリケー卜な区域には基本的に影響を与えなしりl、型l建設プロ

ジムクト。

分析と詐f曲に関しては、実質上、詐悩範囲は影響がもたらされうる王

安な環境的安ぷあるいは分野であり、評怖の内容は環境アセスメント報

再表が規定「る内科を含むものでなければならないとされている}

3)環境に対する影響が小さく、環境アセスメントを実施する必安が

ない場合、環境アセスメン卜登記長を記入すべきであるとされる。世話境

影響がとても小さい建設プロンェクトとは、以卜に事1)記した条件に符合

する建設プロジェクトを指すc

(1)排水.jjドガス・阿形廃棄物・粉庫・息史 騒音・震動.b!(射性電

磁波等環境に不利な椛響を基本的に出さない建設プロジェクト c

也jf~ (J由形・地貌)、水文、土袋、生物多核性等を某本的に変化き

北1*朕)(3'17出 967 [461 



止仁午r!~~フ立の構造ゃ機能も変えなし寸プ口ジ 1 クト ι

ふ
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可 4

仙

〈さ;)f~~技デ 'i うー卜なこ{J謹にヌ;~ ~~く与えなしvトJt'l'i主設ブロジょクト

これらのブυジニク工は 1--:務院の環j剣弘前r1;:土 i符ぷ|引が仁る環

境トヒスメント登記 1-<の iJ~1 こ (0， 式に奉づL 口fH入・提出九内るだけで

上Lミとされる U

とこ λで、 どの訟類円、どの I九はの平安につ1、て、環J7tアーIcスメシ t 

事長計三号、手首jI点、登記去のうちとの存類キ作成するのかということにつ

いしは、分調子千lj!リス入。)v117ミで J1) 詐封L 、 f~~とられしいるの

このリスヲ、に万ljE己さオていな;"，建設ブロジェクト l土上互のl阜目IJにJ怯づ

しh 亡、省ク弓ス15fJλノ主行政 j管部門がそのl車弘主管上半額百uを舷定し、

国家環J克保護給口に報j-L-，:L、↑呆什資料とすべきであると Eれる

「β己0)脱走7)'らえる Jて、上じ本的に事害者(1)比L慎，極支員、i主J引の特性;こよう

てし、ほほ全ての雫染者にスずして、環境アゼスメン也、の'丈怖が必長

かどうかを把揮しようとしてν通るは二のことは、環境保全の訓点かι

は望ま Lぃ制度と L"(汁イ可ごき仇うが、実際のところは、いわゆゐより

しい、より企IMie'Jな計b千結 城諸γ セスメント字詰古書 を%均する

7s設ブロジコ今夕 lの範i井I(;i;jiられており、 しかも帯蛍;続をよ戸らなし h建

設プロジェク~ :.土非常lこノL、ないふ-)守あるハ

(2) 対象計画

1'U、 7 条・ 8 粂しこ ι二 1U，X、主位攻7 七スメシトの対象シなる ~j i司lには 2

1主ffiある c 1ッは、総合ョ十日("である c ツ主り、 批判 i 1J 5~IOI や、 1<)，1(・

流域・海域内建設v問活;'IJillのよに人規模かっ長崎j(3年 :)年j

百 11山iである ι 間 {;Ij大開守口:~;寸Eの百 11附lや石 γ1];開守口百|判がそれにあ t_: る ι

の

]1'1その恨処としては、 Tノ時:〆党仏(EE行政ヰベ管部ロロ:ぷ全ての事業をコン〉口一ル

してィ町れを|出ぐ、 立にポ特があるか否かについて、すれ業寺ではなくれ政

'Ii必門元市1}8; る、三卒業者。〉イモ円から記、吹が企い環境アセスメ〆卜ぴ〉実摘を

凶泣するーとである l桑院の准 詩料;tl-:_:1' 84司し

llSArf77 日 i-l闘には、住涜ドム関係部門、行政L~. T ~_~~揮する市f似た〆ノ、 E の人民政;1i こ

その陪伝部門が策定Lt: T地ぷJFlに関す255十回、地点・流域 泌戸止の建l詑 c~: S号

交利用百自が台ま t'る日

1471 1'，誌か0:，:3-172)9(':;(;



中 1-，，::7));古底アヒスメノト法市山立の1551宣 主E;:j ノ'lJJ県 1

のf足l守、寝泊影響ドついて〈子折、 ç刻、~'f 1IT~; と思影響の ýS:i) ，守減措置

を記載L 討しぐ審容間の手、認を 22YTるlれもう 1つは、 'f!t!~j :j計 rfli-: 11 '; 

(~f1而法111!義のI::i 4-(~-g:沢には「午YlilJ;J:i EI"十戸I という 32現がイ吏わ不してい

みが、ぶ抗;やは況下[L C何事U-~ ;-lE!l~ と子る)ポある c つまり、 l菜、長

業、牧畜煮、林業、 γ ネルギー、推主主、 56菌、主1¥11'建設、旅行業、 F然

資;;/;-1，消手きなとの斗凶で、地域的;こ限定されたものである〉この場企、ロi

l由l本文二は tll匂に環境ア川スメン k報告書を作成し、計l由!の ~:Ó:機関に

~ I 町と同時:、提出 F る"九以 F"(-(土、さら仁、総合 ;:\;-rr百と :i'il~:];:\; 悶/乃 2

f王絵iごi'[;-って、検討をi主授ちたい

1 )校台汗liiill

総合計同とは、 仁地利用同二主計胃、およびJiI;J止・流J."X;・ほ域の建設と

開発利用"Iliffi宇意味するここでの|地干:J尺の千戸:日とほ、 での地

門家社長続済的Je続"J茂士出発の安求、当地0)山然.k~:f済 社長

条件に忌づく|地に対する開発・利 ilj ・守主情・保c室内空間~~・時間 :1~ な

地策，と指 J 、これは同家が t地のノ弔迭にワいて胤引を行ろうえでの宅没

となるものであるとさiLる lヘ
土地利ilJの総合計|阪は総合1'" 長期悦 a 喰町、作をJ寺つにもかかわら

ず、ヰ~)、ではその r~ 体的な範|叫がイ市 >í. されてし々ないとめ、計:;l![ア斗ァスメ

ン p 苛 4夫際にどのように天地宇るか r~ ;=F] ;I&院の時境保護行政 j 管お門と

11'¥ 長2ぷ{土、 r-cit;filI (lj環境説得i に閉する主草ぬる v 冶は~~~1-11; ~土 日十両 2人百主将、

に発!fしうる環境~;警に討し jJ祈 予浪IJ • ，'r師谷行い、環境への悲影響企予防

ある vミは必減 Fる対話乙Hi崖をほ起し、長十両 1'1':'案内 A組成部分》して)1、L 員十吉

~j~I--IT+:担制 (:..::.f)j::I-U しなければなり士い j 規司そしていゐ{

11'/個別計 1'可(こは、工業異業・牧台業外業・工不ルギ ・71(fl] 交11.1. 1，[; 

市立設・観光ー : 1此責江主の問うわ一閃-g--"S叶|向|が含王れる

ll~-; ヌ条去には、 rp;:蒋陀ド~':f'、吉I行、行政同を :ÙZl互ずる布級以!の地);人民

政イ寸お仁仔その司f4C1'15 P1 :.t.そ九が民定しt-I主主・ 2主主主試ゐ業 z村主主・エプ、

ルギー -木利 3t:JH{・都r:i建設.~見た・じ然資況の開予告に 1制する七クタ i~1 : -~当

L以下、 個別|計 1'川 J と l暗祢こ対し、での個別計 1111 1 のr'j'l:';4~がト巾. ;f[，dーされる

常に、時境アセスメントの吉区他的責江主♂民つ ζ共l二、その!門別日11向J(J) i;-，{，寸法院

l 対し~~~埼アてスメント以告書こを犯Ih ~なければならなし、」と規定されているに

11S>孫佑海土鳳存土煙編著・前掲注5・::1頁1

~Lì:.土砂コ::5 -171)90:) 1481 



その関係以内i，'-~&:ねられるこ~- "、な J ていゐ ι

ふ 士山

間 "iG

また行政区記による L ベル ~j:j管m体制から、'Î~::Ðにじっのレベルの土

甘1)，干';111"7問があるが、 4、法J土木ぺこ、 信 f 白 ~fjl ぇ、 自重占7干i) 級以 1ーの i一地

利用の総合;;-I-ITITf宇対象としている山。

また、 地域」、「流域」、「海域」の}ii1と開花利 ljj計附の絵日言ii内G

〆Jv'ては、 98~tr:，;と例、水法、海域住;;;守Jfd/:ごすの 11;.(' ()¥と'-<規定され、

実際にほ験と法的某捻が備えられて1、るので、大:械が可能であるといわ

れてし、る l乙1

1"1本環治安保護総局は、寸、条をより効果的;忍111"る丈吟2∞4年 7弓

6円に lヨi凶環境ア 4てスメシ j、報甘喜策定(/)旦付、:'19主五回 j と r'r=d

再淡J三iア J スメント文章あるいは説明言善策定の具体的範凶(試じんと

いう)豆長じを公イ71L、13位主買のF:日1にL、JLて環境アセスメントム上ヰみる

1" ¥ !，;t~記|明書を策定1 るよう安うこしている九ここむ留立すべきは、これら

の総台記凶:=-'H 、より;1ft!，..， ~ it¥rt境アセスメント割i甘書ではなく、

ア七ミメン、文章あるいは説明の作成にことまコて V'る点とあるへ

.)都別行fplii

何日Ij~~'許u は、一般に計判的範凶あるいは分野がた時、l~tK く、 l人j窓も

やや専門的な計当を品目ト主ずる二まと、恒別百十山以指導的個別三十山と::1~指

導 的i昨!日J;十両に分けられる-， ti'1導的j泊j)]lj計阿l手、 t古!日J計丙におい亡、 l

r~ 判的・参 -;j-ê0 な Jヤ翠存提出する計 J'i をおし、ゴト~-}:1i早っくj何，17JUM十lぶ1(;、

個別言ji司l におじる jtJ t，~ と嬰:kがやや只体的な引 l町を指 υ ているよ J

1::'1) 郷{銭j シベルの 1.1弘禾:J出総合計 llill~土台まれない ifIi，-(T!j) 政府の設定L
た jl~ 何日J九 f干す11耳;ごついては、本法36条の土ç:!三によ、〆tí ・自治lメ・出特内

の人民政府 0 当日 C)*pt~l'f'~;).、 i)r に基'i t て、二れに対 :jJ立涜アセス i ン、をわ

みz.更があるか:;:::;:，1"~t-iノL定 γω 一

l?; j7{J{i海 ーじ思存 ーじ健編著・前掲注 fi.:n ---32頁I

i】具体的にl士、 :.J由利制 t-t~1 j車".1:出、|灯克i差万 開発利ml~: 幽、 ~}iU~ ，7，卓設・ 55

玲言↑ド111、海域法ぷ・開発言I.，ilii、工烹・異業・牧Tfl翌3・休業 ..L子、ルギー・父説。

出市住Eta 主 l 光.:J然資治問)~与の指4車内何別記 l山]土手 13神主主がそ h である-

~:llp: i www.gxcpb.g川 cn/wch/2Q0i3--01:/ょ8'7l7.h:m t訴干之 7 クセス 11之、 2υ09

午 5月:児I1)を参照

1::::-， --i，y，佑海王胤存王埠漏出‘ Hílf~n: G . 38 G。
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ふ

円町
可 4

仙

r;'あるいは説明の作成:とどま v パ{いるじまた、;出1]j:j計Hll:をさらト指導

的吋 riilj~;'[fj とゴ刊百j豆的個別言j i司l シ:こう~' ~ )-、そのうちのおJ拝的言ji司lもア七

スメ〆トヌJhベJE持政J0) I'l'h~ にことまりている=そして、ゴHFf ij守 lグj 百十|由l だ

けがいわゆみよ :J厳Lい涼J克7セスメシト郭;ftff7子作成するごこ lなっ

ている ~rれゆえ、計l府" 対1 る快活な環境アセスぷン~ 0)純|対がお常

に限定されて 0- ると~，¥わなくじよならないv

ところで、注はプロンェクトの/す里子を完てみると、 1宗法影響によ〆〉て

建設ブロジ Lクト (;i3つにうンクコJけられ、]宗2菟lこ丞よなおて山ヰ lナえう

る怨設ゾ口ジ工クトのみが、環J克アセスメンに報告さを作成することト

なっている u これl仁三!{~:f:t T 々スメントを行うべき事業を 定治頼。〉

定J見慎以|の卒業に州政に;;P定亨る日本 lフ7と比べるこ、対象範UJをlムく

取り主主っている J うド見えるが、ほとえとのH~~.ii.: jロジヱノノト古行設 j克7

七スメシトiT仙表 i そ) (1)手続で済まされてしまっているのが実清

であろう υ

市ftl:i法(止、形式 i戦略的球J見ア}廿スメン" 1:1:に ~.~}lJ.， j!:: ノ ν どといコても、

II政検問の政策や法子tti土依然として環境 yへとλメ〆トのkt象とされてい

ない占、また"f街iアセスメン卜の対象範凶古川、十分であるにもか7Pわら

ず、ゴト常に4誌やカなアピスメント丈 11，:.托Iリ]の1I;成が圧倒的に多いと lぺ

う点とは、後略的i岩 J完アセスメン:法としとイベJt~宅とあるといわ戸るを
、}、

〆バ'-..10みしむ

2 環境アセスメントの基本的構成要素

i;色のま設完了、ヒスメントの対象反 IJと閃i主し亡、ご三日最培要素、

Jげ!.'， 汁/本ド一工C(はよ、 公共事来奇ヤJ 問?三3事J宗、yσの〉壬封}せH検生:に二 4つぐふ、 ?肝<!;i定=のλ去規足1棋世事l宗1でf:

影嘗響}の干 Jち吐Lω泊がミ昔 L<なJ乙5戸必叫れがあ，ιふ 「t策有 盆三~菜， :門ι" 士条ミつ?J耳恥) ，J...こメ九tlト 1順l宜耳「

る規牧じグのFう)r第 F再聖T予'-j主己ワ条 :3Jft即J (，二区別し、「第 活亨栄ユ環涜アセスメ

ントを必寸行われる l 対象場業J となって ν るに対して、 lノぷ 他4業Jはよ員

境 F ィアスメ，-の区、要のJうる {t象ポヲ主」となる，うとうかはスクリーι〆グ手

続芯通して、ぞれ泊環境~:すしい，~;筈4 号える怯れがあると fEí乙し丈場ヘはと

めて「対象主業」となるこシになヘている(市三三孝好「ソォ u_.)" "J プj~即売 7

七スメント法1明!日半民ん子法学部立法イ1;'究会・iJ政手続法II!Iす;:ゴ:稲・清子易{上

%.316円， 0 
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中 1-，，::7));古底アヒスメノト法市山立の1551宣 主E;:j ノ'lJJ県 1

三千付文さの内容、~'f1IT~;機関、~'f1IT~;対照とい") 1::;署1立Yセスメ〆トの，!;l;1主

的能成要素:こっしぺ検討する

:11 評価要素

巾;買で;止、経1再発足;;-I-ITITfによ、建設フロジ ιクト lせよ、域I主アセ

スメン i の:itlに与 きlM:，;元安ぷじういて明停な::Rj:ζが欠如してい

るn つまり、芳アセ又メン¥び〉元JRiiにあたコて、 UかなるT;;γ告を号室三去を、

い沖なる ，h~rで、ど二ま守口しく評飾れ己のかは必ずし半、明伴ではなく、

いわゆφスド fング手続規定12乃1河、町花守ある 9B年条例:-3$I~"';/)~規

定 jる rころからは、建設 Yロジ F ケトのltJ丹、いわゆる免型 7公害を

，t'心

とc:.~~_る u

、，~ ，_ '-_ rして、 ントで広務議決疋にさ~-:::;く環境アセスメント f例区の f ー

では、 二三じつま引也を日記主(J;i;一本的に環J兄〆伏刊 に時J兄γセスメシトが1'j

われていた つまり、間議 f角"かム球境判所:1:帝IJ)、までは、 Hプ(司弓l

R の r~j:R:要」、は;に、典医院公7主;計思にかかわる/\示、汚染、ぶ'f[汚湖、

，~úti ， +医動、正央、地盤沈、、 壌がJU，主の 7つの環境安志芯よ fJ肉然環

境保全にかかわる動物、植物、池形・地質、最段、野外レアーショ

ンの s~~)の環境接言、に限定与札、'I:Hヂクリア li三 l のトで、評価項目が

二千め決まっていたこ戸れるムヘ

しかし、このようなJ者宅T--!ゴスメ〆十ん法では、!日実者がその主主イ出制

慌を達成すれば上く、必要以上に努力することが釘待ごきなし:こ〉や、

I1牧j多伶料、力ふ斉なこ主主frE.イヒ悶平行あるいはl叫 l刃な国保設えになじ

まないものもあることなどから、」立行の域」主H3乞い日FIlll;法ポは、 f正世σ)絶

J 1. 8 スコーピング子校こは、 l 検!持~I)}j (i')絞込λ である つま 7、:;J?RIな現

円のアセスメントを道け、必要な長苦境要ょにつ v てブセスメニトを i~ っうえで

効果的企手はであり、アでスメ/)，イオを効率的に fる手↓'9:-(あるので、 j~里民

アヤスメ〆 1 法にとコ守ソ;か吐な、'-T法であるといえる。

1山吉お年条例}条は、すlJ':1とや十!r出する日EC白ゾ'T1 ジ L 々~:ょ ，:-t:;' :::t~'t川.;r出に院

する民家基準と:tShtき牟手迫'.dぺ己である。重点汚染初排己稔.lli:規制子実腿

:-0 [7与えで[工、重ロヵヨと物j-:I:I-f!r総量規制!の変Aいこi産台させゐことが立習である

と疋めてL、る

1::" 桑 l阜の民前掲;-;'/'!j・89町、北川秀樹前喝行 89・::1lHなどを参照。

~Lì:.土砂コ::j 'l( 7) 9G 1，21 



I対?よι~i牟羊注;波走主主主で:は土な〈、 全てのJ潔景治安2宗主が i九己

ふ 士山

間 "iG

とし、スコーピング，絞を通 L て、吋 r~n 事業ごとに決定するという l ベ

ス;、 1た，J(~~J ;ク)f*flhが2さえられたのである !:j'

(2) 評価文書:の内容

l~)見ア七スメ〆ト丈吉の内容につしミても、Iti17~けジ工クト ι計l府"

区万tL、続行守るよ

1 )法ぷブ口ジェ夕、~ r~jJ江ア lヲスメント丈吉の内容

建設プ了7ジ ιクト 1禁法ア七スメント丈宍の内科lこっし、 ζl之、前年井:法

の付属文書の中ではじめし3下司L、とられ-4'_， 1引 98年失問U8誌は、

γ ピスメシ，と吾の内刊と吾j\Jご討しボ :Lr\の規iI~を J、そして、汗f可

法 (17条j ウ条例のこのノ出定を完ニ去に踏奨 J たものといわれている l口口

説同法 7灸の規定にぷわば、建設戸口ジスク入の環J克?でスメント宇Rf¥

書l之、草、志的に、「ιのいj容を合t...rc

l、 1)注目主ブロジコクトの慨J見、 1、主E設ブロジ，'，クトの円j 辺時計廿 ~J!;[犬、

~~~，止プ口ジェクトヂ主主Jえにもたら寸影響のIiJ 法制についとの旬、好と子

洲、(1.';，時境保全拾世、 ~I:ì上びその経済的市民ーと主主f六一的検言、 lア環J!;i影響

の料済-tEl益分析、る)1主設プロジ Y クトに対して t五hlliすべき域坑モニタリ

ングに問中る提案、 ，，'スえン lの結論、などとなっており、 86

ヤ子;~~誌に設けられた|ヘJ'子規定の要求とぶ主な，~通はな L 30  

これら内容坦どを JJ言法アセスメント基ォ~00ff刊内容とし、またての犯

のが粂ょや只体的状況に応じ1、関係f宅関・守[lF;家 a ろと併の忍，)-l..，および

そのぷ{'1'の内科も反り i入むここがで主るこされてし、る I:"，j

日 :，-a主席、 1';; ，:1主・日，渇戸75 ・ 91 頁、 i仁川秀樹・日;r掲fふ80 ・ 3~1頁な〉を参:1L

13'~ 付属 i~ ~需の tri千戸 L ては、総論、 E主設ブロジ+クド流:見、 ~3設ブロジ了ケ

ト ~I弁 J{:!J主uμ:; ，~~主iK;:'Jr，洲去、法迂ザ口ジニクトぴ〉潤測地域ある'" ，-C;::j!i:'j若 涼ミ

旬、析、 f'i問、 Z 二タリング分析、事v克経iA4~がの筒時刀、 Hí- .告 i託、仔 {t の ~1琵

と逗議などの内科チ含めるよう以求してしと I{~) 0 

1出 20U日午lOH:2'，:::1に採択され、主的日午 1Hム:]よ:)lJill行され口同家持境保議

総局のjii設アロジょクト1号泊ア行スメー/)， '~rdt: . ~ t!，:1了手続規足 i-7主は、 Idじ規

定を 11け、総h品、 Lムツクする建 I:)t jlゴ〉エケトの「草駿アヤスメ J 卜 Hí:~j 寄れ

戸ヨ干るを :I}説明言， 11，ζいる

l叶命的対日 王国ヤ在 王峰稲廿・ 11if1昌T七り i18." 

1531 L)止GO:，> 1GG) 9C:0 



中 1-，，::7));古底アヒスメノト法市山立の1551宣 主E;:j ノ'lJJ県 1

mJ丙しなけ iけまならないのは、 J蓑;せ T--!ゴスメ〆ト平日~--;t .ち~百己2その「へ

草寺μ簡素イとされ、只(4'"'0な[J.j手手や作t式につ vぺ出{主|況の辺境iむを行政主

持副j:JI-Jが市1:ょすることになって， 'ることである。つ主の、 i町長到なのは、

足境?とスメ L ト丈(0，- 報乙・登記夫:のい]子ぷムf式をはじめ行政主活

i~ß~S 0) ヂによる意tl決定的11組みとなっ亡いる l，f，l:である u

;リ計画決ご奇アセスメント主再:])内存

計出lに対する IFJ克 7":r:ァスメント丈書の内容については、~~1iffi~rlU条 l二、

.Jノ :i'iI7]U0;"llヨの球墳にもたらしうる収管¥の分析・て予測・、 LZノそ/乃子

劫・軽減措置、以環J克アセスメン~， (iコ給自のわなが限定古川一列記されて

し、 z
-ν  

その後、 20(泊イ1'-9 ;-j 26 日、同家1 手U~記古紙、j可 i土、 l E十両]来j白アギスメ

ント治則Jの更なる実行に関する忍知 '.1阜話は〔閃於、住 歩倣立子規jIIif深

長影響:iHtiliiド的通知l、)にいう文書を庁l しご、そトジ，中に、計函lに対す

る計何主書策之の戸句作 lごつい1 次のよつな 4 り詳制なま~ÿ， íi~ を設~-j. (い

る。

計::~J11人l 容の i慨張、 l主計ドj実拾にあれつての環境資泌計約要玄グ〉勺、布二、

f::=Jf 街p 関連h~-R. a、11'法規・その犯のEf附」の剤事1'1全分析、吉11.:'五

fi{Eにあとり、環境に守えうる jf'桜 間後[戸jある lぺ:よ，，*l~~lな忠影響にはず

る訟SIJ‘旬、析・予測および計丙の!?七百貨源荷量能力c')g';' f:iJ i と1if~~;J 、ノ出土詰

r克負イ'dJを子日方あるいは軒j成する可策お上び控室、 ((C公衆参加お4CF公衆

忍見のi半子、の「己ibj、工、豆大な以坑負荷への追跡Ä-'I'イ仙 ~;'Ifj 、〈己:)f:訂正アでス

メンり古論=

そL仁、 ;;-I-ITITf7七スメ L ト丈掌あるいは殺事Jはl原則として、 l記のう

ちのほ';'-を :~:r; <その他の内容を含むべきであると1るιこれはさι(l司法

の日~7ffi1古L;三よりもかなり詳細にJ没われるが、あくまで行政機関の公主井

であるため、果たしてどれはどの拘束 JJを持つのかは疑問が残るつ

(31 アセスメントの策定機関 ;-I'i

iλ 赤信託正 一じ胤Jト ーじ惇荷耳目‘ HIJ掲f十 G • ，1ヌーイ38。

1日アJ スメ L トグ〉長ノd設f珂:ょ、球場アよスメシト 1'1'動の i たる l 悼の~---fC あ

る このほか、手(:'~--~ィト11: . .，，;j，可決湾、 1''1:1';，球+削11'卒、ま~'tt~アセスメン卜紛与

処理の行政機認や司U):者問もさま1しる(惜Jよ樹興院締春日I長作所・ 28頁、

~Lì:.土砂コ::5 'H;5)9.~9 1:，， 1 
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間 "iG

t事1党Yセスメ〆ト文古び〉策.lL機関 t ついては、アプ口ジヲクトと計

["に上ってy(なる 以下それぞれ蹴倒する

1) ~主~2: 7~υ ジニク N ク)J:~J台

L主設フロジ ιクトま誌i'R:'T'，ヒスメント Î-Í~定{議閃として、許制;?d工2C

条 1}~互に、「攻、完了七スメ〆ト文書:含まれる;，:~告書あるいは報告7<~.土、

オ I:，c，ぴ)J:~'[境ア七又〆ン、資問を守する線開;こよ J可 されな、ir才しばな

むなしミ j とJ，:i.定さ jしてし sる。

つまり、技術庁ーピスを提供する芳門機関 Jこよヮご球答ア七スメント

文書が策なされるのであるのここでしミ与、ほ術サ ピスを提供j る

とは、汗何話、 19去 lJJtの規疋lこし ιうE務院の球境保蕊行政主色丹:j~iすの与

wと審杏f二台絡校、官終日J!蓄の交j，1をうとけ、久司書が設定すると判長と

誹 lìlfJ範厨に基づしもて時J~T ;c.c.:スメン入 4トーピス在提伏する機関である 1 汗 J

でして、引ーどス提供役同l土、甲級よおない L乙紋:3e1資格書を♀ L、

l行部"-fSヰ法の川泣か九はじまった建l占ブ1，ン←クト持主ア，)--;>スメ， ，資J作管

問主J:主は、何年余1刊 1999年 3月ぴ::lt設 /Uジ工ク f'ff1境アセスメシト資怜戸

舎の管埋〆!;-i去、そ J て2003イ:llHの主主世ブn::.:'":ケ!民地フセ λメニト奇怪管

!日)U;)、な Yを.，1:+:-('て泌さ1してきと

1:'8 在fきそ~~~ttlm法 94長:三、次的自つの ~+J級資格E 書 (/)93:1百条汁をあげているー

ッまり、('，'1J高山にそTE己した件釘所司出Ji:':業ある'v\~;;--tr業 ，J-、人で品:)、同ゴ二|〆た

作業主号所こ作業条1'1があり 日'，-i資詮が少なくとも 10()()万元ぐあ旬、そのうち

企業J、人の i向転之説会J立川)}JJCであるこ〈に、?，i計F町、重大流減、自級会時

ぐわ政L{士主建設プロジェ y 、グ】環J克ア七人メントをつt:bil!でき、汚染官三告がやZ祉

あ乙、、は l 京湾攻~;τy、三重六なj芸誌プロ J 工クト t君主らアイスメントを阜独で実

地む夫、日itゾuジ L ク!の工了1-);'+':、ferrxU長要去と生主主環境日現状訓存と子

訓，ftヨおよぴ環境保長持情的i(，h斉技術論説子単独で完成させ、:事7J機関がぶ占状

しゃ技術判告を討析、審烹し、デ~タを-1:<タ t~ 注力があるこい、

以上の3皐tlfア七スメ/卜に従事する専門HJ百人民を主任し、そのろら少なくとら

11)44がさ当該戦r比nJ培1宅γセスメシトム〆ンーγに守口己!戸、ぞれ怖の人民izJ最1立

?七ス λ ン 1 栄r+j~Æ古を取i与する 環境アセスメントのめ~f叫が工業組ふ l汁む場

介、咋伴技術省のうち少なくとも九%が当誌渋憶の私安全エンジニマであるこ

と、:1'1 こ事告折、 CU4夜、人気t~，克、鼠古城夜、生活、ム {+.!Øt 京物、 34J克=~.{::;:、，1去、 j軍拡録済、 !一事帆主主などの長i;'iH-.:.専門に従#するJ土杭 4を主党すること

C，~~:1主J-~.寸毛スえ/ト割itfti許制1:粍|河内の内議引に、少公くともヨちの炭J~ア-b

r 5.~ I )'，誌かU:，::;' l(4) 958 



中 1-，，::7));古底アヒスメノト法市山立の1551宣 主E;:j ノ'lJJ県 1

その等，fV;純i汁[，人二ご、建設ザロジ クト時I允アてスメントを1Jい、 その報

tE丈宍を U;之:ょするこシ tなっ、るの

スメントコンジ二マが奇Ç，:j~ してお 1，')、';ち少なくとも 2 人が21 級J:l lç)ぷJ克f11~

z芝訂以ょ任部門が者拝。認可 L/予報泣 ?c人メ〉ト報告古をゴペだ Lt~f~務将験

者ドム、広とされ ιいる υ 環J訪豆立Jア一hタスメシ k主市rz;九l支叶耐師i範|附剖内ク刊)特タ殊ま1茨三日σの)名?史狽:長日

別に、/少Lなくとも ノ人¥の4段宗J境主ア十ヤFスえ./}工ンシニアが育録

1戸色

心〉審査園認 μ吋J-rる，時ちぽ崎?昔莞!号t涜ア七ス A シ!ド、 J以t士告ラ書を予策苦定し工経段がある二 ζ 、の持続

Fセスメンヘ活動を質問μ保障できるこ土、:号、l許制]範囲ど 放しと専門¥1)機

(.，j・1主情を惰之、文書三似i去デー γの込，[能んを布し、刀ン三コ タ ンス

ムと寸ア fル管烈シスヮムを日iiえるこ ζ

J:e，l 資倍公理有村長10条:ょ、次σノ7つの乙総評価証書の辛 l古条fTヰあ(y-Cいぷず

つまり、\在1ノイに管記しト待類所有出i企宇佐あ;~) ~，はと主主主 iJ、へであリ、安定のw

業JfjW-rとイT来条引があじ、国主己資庄がうレなくともヲOOTfj亡であり、企業法人(1)

l~在日三資金は山JJ7じであと二と。 そのろ~-)fP:" i内組l捌うす雨明アヤスメン;.， '}R '~:) 

支である三下旬機構(}):J-:-fj-;iと資県が少なくとも 100万疋じあり、企業?:t人工ItJ登罰」

資ノれよ30T:元である二こ、 tm~1'フ」口ジ J クトの環境アて λλ ン j、出 (lJ書

を市，j;で〉千三吉てでき、建設プコジェク r丹[ボ汚折、非政士立要プ2・生T浄土法1高のJ司

状調 11: こ予 ì:MU~;dl曲官!"f1èよ喜子ヰ置の粁済+lヰ，'~自己を:r.SDlでブ成さ什、 131力伶院

が提jj、した技術桜r=Hピ分析、審会しず タをそャターむえる桔刀があるよと、

、之江名iヨヒの環境アセスメ〆!に従弔する守 P'jJ対百人.Si，~宛 L、そのうち少な

くにも Gγ?が当該機構内兵士古アセスメ hコンジ二?に綬よし、そ刀法の人民

は環I完アセスメ::.--)...業務芯百を取得 J0" 表J->~i!.アてスメン「報告古評価ff"li :tÐが

1 全議をさも場子午、4r/J~'_~1常人民 U〉ノレなくともど人がごijp虫干f:~tFヰの校'正がよンジ

ニーアピある~ ~T'何表作成に従事する言"1問機!曹は、 8 :品目トの珠j完ア→スメ〆ト

学内u~，:可主を持、てのうち少なくとも 2 八が当談後情。〉環境アセスメ/トエ

ンジ二 r1，，_ ξ~i:: .-~トる その-112の人tlが成皮アセスメント装務5告を取得す一之】こ

し、ぷl 予分析、水環境、ノ\荒環境、，~_t 同環境、生活、出休馬県功、環i亮 程、

き[:;j'、持続符沢、 l*概脊などの業務に専門にîil~拝する技桁湾を祝する 苓州

経閉が帯域ア七スメシト報告t.の:'j'正機終lよ、工事分析、環境工程、と態など

のlt門技術省判阿.::')こと、/勺ミ

1シρなf、、 F汽ても 2八が時j凌克アてスメ"プンジ ν マであ打、刀<.>1ょなく〆も i人が

i ま Jl:，アヒスメント :)'r 山 12 を京定した粁駄があゐっ結j:"j~~7' ~~:スメ〉ト諒住友~t?i曲

主n*ìW~ (l)特殊Jえじ各匁J.H に、少なくともよんか当該機構にそ;1己 vた時J~:アヤス

バンドコーンジニアごあること J そし C、長と了ノls十三:1: I ~\:zの ;(1 と/ぜ的安件と日

くf1[じであるザ

~Lì:.土砂コ::5' H;3) 9.~1 I:，(!I 
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間 "iG

言1引の1ゐ合、明日えアてスメント)(子ヰグ)致問:ょ守!"JJ土持]斗;ーピス提

供機関でなく、1'J政機関である合つ主:)、戸下罰法 7条のlJi!>i.に，"1しは、

国務ド;Z閃係~Þr'、行政区を設問すみ IJ 以 l の地右人民政府およびその1b日

のi主:係部門が策定機|主]となっ七おり、議定機関が果たして Yれほどの環

境保全吋門知誌と読んを持つじ 1るのかが問題となってくるハ

二のことについては、自T↑而法起羊↓立I).).c;-子、政府が l 白/すでヨ分を汗伺

する」ことになり、 i禁法ア七スメントの貨が(:ld;帝できなし '~6~tlijiあり、

さらに斗然公がら13r府'fJ";'九を対日;J'(，.きなく去るの守、その業務を L凶¥r機

関に委託すべきだ τ する設~:!，"7)ずあった u しかし、起出グループは、ば

!去の三丁南策定行為は建設卒業号のブ口ジヱクヘの定足立行為とは.JtlJ. 

• 1三;;"11といった方面で大きく兵士 1'1、 伴;巾 _，L機関;球上克アてスメ

ン;を委託するよt:;土問点ない l';flj析しr- そして結局ょの窓えはj毛:[J

されず、日 l 山に刻する:ぷ立 7~_: スメントの笑約機関[土、そのコ i 山を策定

L!二攻府あるいは政府部刊でも 4いし、それらが委託 J と矢攻防あるいは

ctf: ~~家ゲル プでも仇いとしたい"しうまリ、誌がその計 Illl:(二対し:素エ九 Y

てスメ〉トをわっか;止、そi])~~'許i を した人民及川あるいはふれに刈

民ずる関係じH仏培、実際の材、況に忌つ5'lぺて決>:!I程を有することになる c

れゆえ、予れらを長十年すること;ょっ亡、行政機関の行為範れこ肉 111おと

量権の前日|捌がますまれ丈くなり、1-J~j[!，;:の自由itミl己揮はJJ言r克アセスメント

の災臨にも浸透 L--C 、くのである

(4) 環境アセスメントの時期

1 )建設プロジこ7';-.，の場合

注設ブ l寸ジ L ケト1素直アセスメ〆 i一文書(!)策定時期:こっしミては、 l司法

は必ずしも i判らかに J て0-ない:， 98{T-条例合条の規定;こよれば、 E天;B.

交通なと、分:+:f円建設7 口ジェケトにおいて、事業者(土、者'o':. ~~.~，可托 l浪

のある牒境保己決行政主管部門の同吉を経たうえで、初jよ河まれ i の完JJ~ 百Iî

にI宗境アてスメ/ト絞 tlj 丈百の寄市、.認 n; を'fJ い、その他の辺設i':';I~ 丹は、

建設ブロシェクトの完f丁可能性石11究段階におしぺ環境ア令スメント報告

主書を従 1
1
:

1
1して審杏・品c.:jを仰ぐこととなっている仁

141)孫佑海ニE鳳春二L偉稿苫・前t?M土6• :.;:3.---.:]4頁I

fS'il !"，誌かU:，::;' l(2) 95(; 



中 1-，，::7));古底アヒスメノト法市山立の1551宣 主E;:j ノ'lJJ県 1

なお、 ff~米 (1)建設ブ口ジ l ク L への合理プワヒス γ ぶれば、「珪32 ザ

ロジ工デト lよ述 J品、三、プロジェクトの建百込書j段階、(クXh'J毛ml1研冗段

稿、設計段断、丈"h'Ilil段|孫、式敬司 l'同三よび波斗J検合れp，こし 1弓5

つのプ口てス段階;、 jj-()~:d-I ている 1-， 1 と三れる 守わら段階に当ては

めてみると、往設ブ l寸ジ L ケト1素直アセスメ〆 r: . 土 、 一 般 的 実li

cJ能'It矧7R段!指にえん!111されていることは間違いないだろう n

しかし、川公環境保護総局の&i設プロジェクト T車羽ア竹スメント審

査ぺ，;::.-1:1;手続規定 (2005年。耳2711 尺、 2ω6年 4 月 111施行)4$仁、

1"1ぷ環J琵保護総局が審色、.~，Zn;:.ごめたる建設ゾ口〉乙ク ê' 1知見アてスメ

シ j、主害の策定時期につし、て、より詳細にfkjcされているそれによる

と、河が審杏・忍I'J (原作は L審牧市111)'tるよう定めら礼ている注足立

Fロジーク入に .~\J Lては、実行 flTn主主研究報fit宇 uドν 認"1をnぐ前に

fjい、 rqが照合 示誌削士〆校阜市:jJ)するよ与ノドめられている短

設ブロジュクトによJe.ては、イロジ J クトのL[J~古割i甘を 1H:"il1; ずる前;こ rた

Hli し、そして、同:こ慌 ;:~7- Q誌(原柁は tる4 う定められ

ている建設プロン J ク?に対しでは、記深手続グ〉ノ〕了から操業開始I}IJま

c' (.，:県境アてスメ〉ト丈書を民7こするよう妾;1'されているの だが、これ

は力11庁環境行政機関の者追5・認可業務に辿jーす三 1レールで以なく、あく

まで b 向者;域活 j~、謀総局ピ :7C72与空F' fi.tr1;業務[二件当用戸れる:¥.-'~--- )!---であ

ること lFH玄ずる必長があるに

}レールの確立が}招待~:1Lふ〉

2/ E十ドニiの場千年

的かつ明保なマ→ヱ Yルムにの$;1さ

~1- :m1 'Y セスメシト定時河口、ついて;止、副 l1J~法 7 長 1 反 1<'. I'..-~I 

1市!の液定過言Eで :~~J:克アゼスメントを li い、計l府 :Cノコアセスメ/卜文子守品る

いはC¥lJl)jを作成しなければならない〆定め(;1.'L、 出条 108には、 l‘

計i向に対L、その個別l計i向の品業が，，$恥認可されるポに、環境ア fス

メント 0)'玉三池の只11を負うととも J二、その州号Ij日ICJiiの認混同に対し球

J主アセスメ〆ト'1'R白書を提斗iしなけれ:工士ら公しミJ (~なめられている

これらの規iI~から、総合引山にせよ、 jl!l別声 l uNにせよ、日 I Jii :こλrす.6

I毘I誌アh スメント(土、その三tiE司策定校|容で行うことになっといるバ計両

14' 土1)].前掲;土お ::~!18頁{

~Lì:.土砂コ::5 'lól)9.~ :J 1，81 
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仙

策五段階というのは、初品、白Vな設計が形成されてから l申されるまでの

期間を指 υ ている もL初赤凶jなブフンが形成主れないうちから ア

セスメシトをは J めれば、ぞれは対つ ;1:，という現象を必ずヲ 11'担

こし、他方、 l市した持でJI詰j克アでスメ/トを行えは、主再へのE正な

審品、 .~gl汀と Jtlぞの H-:j切を巡らぜてしま u ヘアセスぷン?とし--c 0)実Jt-

:j'0な烹味をうたうことになるとされる n

3 環境アセスメントの審査・認可手続

深境アセスメ/トの若::~j~ . Ci2J司子続も、 1主設ゾロン工クトのl;，:.rfiと計

四の場台?とで大きく異な .6.})で、区iiJ;して検弓す予ると

建設ブロジェヲト環境アセスメントの審査副認可

1 }栄程王観ソポ「すによる予備祥査

ロジ]クト環 l見 γセスメン r文書ぴ)審由、 a 認 IIJには通常、建設

ブロジコク也、主治部門の f治者三と球境保点前丁収主任部門のこ許査の 2税

額があるご子情審杏手I大ば89千1i去1十とはじめて定められ、目的条r刊1，1 (ニ

ヲlき静かれているコ

"1 i山iJつ2粂1jιによるシ、 l ‘J*設ーァロジ 1 クトのうち、業内主管部

門を持 J建設ブ口ジ二クトに Jいてμ、その環境ア，-，ス£ン卜郭告古・

坂;ll去は、その薬治)管部河にふる予備'併さを符たf哉、事2tF.認1'11主張

を有する J買涜ノ足議F 政一位栓 ::d~fl (.，-i1:g::Jを求めて i申されなければならな

い i とろれてしる つまり、ぷJ民は球境アセスメント制告書 L表)をl!r.

J-N:ずる必訟がある主;段1-:1守司5)"j を持て)i$~えブ U ジょクトのみ iこ油! され

14'_' 宅対空」とは、不硲~~山な要素が多いヨ十両プラン l 事-:，]て的確右が1叫が

できな 1 ，三~う仰木である 1];~1古海王鳳春三埠南京・前掲己 6 ・ 34 貝)

lユ89!rf;J、130長l土、;i'ぷプlコジ←ク卜持境景九州H士I;ヰ:a，1t;~.!iブ口ン L プト

がもたりしむ{伝染と環境への彰響;ご対し汗sr:をりどJずれい :¥/;'.1:'，1'6苫会規定し、

事業のヰ二管部門の一子制i審査奇経子f寺、制定のプ日セスに基づき J判定1-1~ ;tiH子氏士

官~I;I吋にけ]rして託、百を受けなけ札ばならない y 現Aして v、る μ

1.H )8イi条例Ii条 12良;士、 l 建設己V1を't?ねする業位寸て令部門がf芝、〉されて

いるj品t了、出j宣ア J ス〆ン、報告古とJ-Ji，iJ主アセスメシ 1，報告去は業種 l 雪山口μ

の肝丘を主主七与えでも 'f，';公 ぷ可権111のあるWiJ，主iえ之行政主色部門のィ1丘・"

"Jにをねな;ずればならなしり穴規定してい心。

[5':11 !"誌かU:，> lGU) 954 



中 1-，，::7));古底アヒスメノト法市山立の1551宣 主E;:j ノ'lJJ県 1

る特別なプロセスである。業径一円己批;刊を持たない建設プロレ J ク ;'， 0)

辺境アセスメント宇tziと子ヰ:よ、技術的自祉を続たi去、客-1'-'f-:・ ;:;2口d権15:を

つ環境保主計J主主 1符部j-ILiにt.f') :す手伝・認可されることとなる c

7セスメント登日己!<:、ニユ入するだけ rJLい建設プロ γLク卜 lっし、て

[士、それが業{迭で衿'i竹内を持~"J か台かにかかわらず、き需位iて特部門グ)'T

1桔iii=荷が必受とされす、建設車業:斥はアセスメント僚記長をその宗青・

認可権限を持つIFJ克保護行設 1 行~qべによ 1"，申する二とになるつまた、

菜種主笹部門による予備寄査は 樟の法的プロセスであるので、予備寄

伐を ;lli~ぜずト l土審:ff . :t~JIJ 柱|与とを持つ環J克保設行政÷待出升に k申し

て認可を仰ぐことはできないとただし、ニめような子備審査は脊が語、tlL

を淀川 4一るだけのものであり、 iJそして/i)終的なi.ii:ltjこ〕ての効力はJてと

なし、とされる 1':'ハ

F'f:m~~':(i)千 iJ、 l土、建設ブロジ仁ケトの与7守管コ喧や環はγセスメシ J

x書の質的i.:rJ1.:.に門己l志したものであると準測されるが、最終的な認可棋

を持たないので、来としてとれほどの有と己表を有 4一るのか疑討であり、

Il政のγセスメ.，/i"子誌に対する悶守し過主ないではないかと恩われ

るの

幻環境行政機関による脊蛍・ 57J守

百|引:11士22粂 1.~R(止、域活 f 七スメシトえ;戸?を腎w ‘戸忠仁l する格Fえを h

する l最境保護行設T.~士山~~t: rlJ を求めて l 申三れなければjJ~ らないと

する〉ここごの現境保護ho久二五管内:[lF;~ (上回議江田訂正 í~~ ~t，t 1-J':文二五管剖:[lF;

と位、自治|メ、 自時7可の力1"力人民政r干の行政機常のことであり、

な￥査・認"1権限を右するもの守ある

また、さι-[:Tfl法23条:おいて、攻、完了七スメ〆ト文書:士ずして行政.T.~

部 rrr~ の↓/ベル~I 存奇市l慌が設けられ C いる v つま i人国為院のまit境保み

行政↑行お門は、ユ〉紋施設、絶liJ磯首平安宅手、利子tな住之を持つ建設ブ

τi :'-":L クト、 (2、省、口治区、~将 1;] の行政三jえを跨ぐ珪誌i'n:..-L クト、

古 l:i1寺院の若::~j~ .認 l司を受けたあるいはN務長Lから tzÎをされた|立Ii主 i;H~

が議11:.認可をi丁う建設プロシコク rな ア行スメント丈喜の議

l守、孫1111恥=一村氏存=十漆続苦・前掲注 6• B4 品質l

:Lì:.土砂コ::5 'lS9)9.~3 |叫|



ふ 士山

間 "iG

;査・訟 1-1:の責任を負 v¥ それ以外の建設プロジ lクトの涜境7 ゼスメン

ト丈宍に討する審査・可~GJ権限;上、省、円治区、 I白轄iヤjの人民政府:こ帰

属するこされる c

行 l文区域を跨いでま設互に悪民営{をもたら 'j -;る建設 7仁lシ L クト(、つ

いて、関連15F見保護行政干待部門がこのブ円ジ L クト アセスメ/

¥のがl前;こ る場合、その球環アセススントよと害は j:，ci;Jの一級土

のr~~予d~護行政↑行お門 tこより辞世t. 認可されるとされて 1 、る

各級政府内耳:査権限の';t;:~り当て:::~ ~~ "Cl.止、 86年f件法13マーがすれ、規

定を設けしいた-";'また、 98年失問ULl'誌は、井、本ú0にト記13 誌の H~fì2を

ね承L、建設プロシコク r環境ア子:スメント丈喜(/)レベルiiJ;帯Et 認可

~J:Jrt と若手安 i.ii:rrj絞限 iこついてi!i定をお，-"てし，-!こ 之ω2-{Fll円、同家珠

境保護総司は98年条切の関述規定に去っき、「廷~j: f口ジ J クト環よ査7

七スメシト文書0) レベル引審合1 ・~:c~， -:~r m定ーを二I_~市7L 、具体的色\弘去を

るとともに、出示談者保護詑jlzjのこ静査 認可 Iストを付属・公表し

七。不法iJ98守条例11条のJJI定を定会に踏襲 L、茶本的:こ重点的かつむl

枠なブロジ工クト-~>Tしては、 l:Jij務院の:素境保護行政市営 15門が1:H '1'1 い

その他のものは?守、円治七玉、 iF 結 dl の人民政府が担当するこ)~ ;したと

しιう見角)7がめるべ

;)己十阿?見定 f七スメシトえ;71の腎杏‘戸忠仁l

セスメント文円あるいは説明古の選査 n1機関(つ

い丈、言寸山iidJ){，~1ì"にめ-c ~， 、ない hRえの審査.~.;~， p-r ifif H Uにι二れlf、総

今eTI叫(王綜，アセスメントj 策辺機関の|紋行政機関が帯先・認可にあた

1'.' 具μぶJに、どの訣ldtブ1，ン L ク刊が刑務治山保jお古諺行政 j:f宇部門あるい

は胃、 11治iメ、 i白→格rh地方人民政的によらで J千存共; 認可されるかにつ;.，"-nよ、
何本将攻絞殺詑同泣市の建i泣ブロジコクト J~;}主マセスメ〆;、文書レベ j~~1 こ洋

存・認可規定 :eじ凶02~下 11 月公布、つ00九千fl 月から };fu-f;':'の中で;手紙 tニ規定され

、ν るr

1 ，~およF排iLL;条 l土、以下の場合、 lι! 務淀のほ境保設f;"' J!交 i 管部門しJ審査・認

可本がなければならない ζ規乏しごいと 午、有 u治l6.. 1古車戸市の境界#飴r
E主iR:ブ"ジコク i、、お付日IJ'1:主改ブ， ，ジコクト l 怜施"定、組kt匙 ;;r，~事業等}、 l、3)

MJ k)C!建設プロシ+クト 国務史官有・

1 ~)-，品佑?思王胤存 王埠編?i‘削掛け 5・87-88口「

[GII 1'，誌かU:，> 1:)2) 952 



中 1-，，::7));古底アヒスメノト法市山立の1551宣 主E;:j ノ'lJJ県 1

るJしそれらの1J 政総悶の才一円前 íiE!)i 疑問か投げかけつれてρ る l-!- ~ì

ところで、吋 r~Ij ~;'[fj rこ;，t-，る環境アセスメント丈害の審脊について、

評河伝13条は次のように涜;与する。文lえを設↑岩 rる市紋以 ι の人i¥:

止企庁 l土、州別 ;'I Jill品業を日~JIJ して政治{)(定を l' -g~ 百f(.、人民 :;J:!庁ft~~'JÈの

15F見保護行政iて特部門a)るいはユグJft:!詰1;門が関係品1;門n1t:;:史と専門芳元で

構成された客平年デルーゾを招集'_-c、手アゼスメント主tH守子ヰにx0L 1ii= 

-~~を行わなけ 1 し;工ならな 1 、 J 、 I

その後国家球境保設託、足!立存続河、公開、公正な 6; 商法境 y-~ スメン

1 を行 λ ふめト、 ~':"Ilf，伝の m.定に ff;づき、個別言J-:到iの環J克アセスメ〆}

報告主喜子手作一掠ゴを制JcL、ソり{沼会 IU月8汀に発布したu

本説法はも同務I~i~ (つ比定範凶1)0J>Jび省以 iの人民政府の同係部門が

審査・認可するが1;~:JI:rl- TIffiの環J克?でスメントの4尚一査に辿市されは

環境仁政主答部 pIJ は環境γ セスメシト tR-t書の審古悶に F~t-~ きれる

、4-$人環境行政ェ伝部門 l土、日 1 t8i幹子1~ . ~2.可機関 ~f1l:tB (/)環境ア七ス

メント を受開後30日以l人lに、専門家番台グル L ( "粂J、

」買泣γセスメントの分析]リリグ)1t理主主、主然性お仇 fF結論の基本的汗自11、

、社会、球坊の持続 'J 訟な発展 11際へのつ )1[:性 ~''jミ効性な?の湖 lêl

から総台il')に判断し、古面でまとめる(7条しそしてこれを 10H以内

に句lSIJ 計同事杏・認I1J 被~μ桃山じ、事:斉忍寸rt~~関の政思決定の

A安な干IJE!r安$-~:すゐとされるほ

しかL、本新iJ、[よわすか11か妥こからなり、 iiiたなJ友不的なH手手が見ら

れ F、ゴに日干柿口、における計|山lアヤスメン;、内ヂ予の繰り混じおよび

その実施をめくる要件規定に逃ぎなかったL;0 主主宇べさ二と(止、この

j.\ ，1 総合計仰11~~~境アセスメント立方:あるいは説明:ムヨド克叩Tζ いう汚YÁ(な問

題を取り扱うので咋門主が市いは Fであ，L) 二れl対して、 「殺行政機関が沓

干t能力を有 j一る 7)/)ゆ玄関;aである l 政府 11僚への同古書:J皮が'X5f:与されてい止し

J，tえの:で(手、審査.ff，{;， ~IJ -r-絞が形式的にyfしさ μ、 J って、故イ7古山岸J~~ -;;寸F

スメ>f' .'z:Cきめる，~土説明百の審存・ 21可制 l支は fr-;Jり物となぺてしまい、今{去

も失策9)#設け返しめI，I);¥、24こなるのでないカと懸念えれている 1，"下効 iiH1M+ 

Zに e 、沖B頁:、

i町内え l工、 r~境保 i幻J政主t~ 諜門(主、イ~r;1 i!d引車内 j:~t:r吋ア l' スメ〉ヘ認ι 主を

そポ段3L1日以内に、計四の許認叫機関こ共同で審告、グル」ブを招"*しこ審赴を

~Lì:.土砂コ::5 'lS 7) 9.~ 11立|
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円町
可 4

仙

ような径三の対象は政府計出企てではなく、指導的1齢別門hiJJI芋業ト限ら

れとし:るぷごある ま丈、し:くら守[lF;家グループによコて士以士flアセスメ

ユ;、史"~きへの官公がh われるこ， '勺て弘、人民政府が環保茂久政 Ll寺
市;r'宇指定した :J、肉らが高査グル}ブを朽苛~したりすみので、とし

でも~;l:: rtU竹内〈ノコ郷台(7)上いノirj'l)'、議前古進んでしまへ した古っ亡、こ

のよつな案者割IJ!支が主主たしてどれほどの効尖を有 L-c~，\ るのか傾めて疑

問であるつ

(21 行政関与の程度

1) lt21:ゾ口手乙ク e'1言上見アてスメ/トへのi主守

l 環境 E5き判而手続の'1'環境行政制;吋にとのような位岩づけ・校刊が

与えられているかも;柴崎氏企の観点からは つのポイントこなる 1':;，と

いう見解があるり

環J兄 Yゼスメ J ト祁E書への討認 'JjU迂;土約千ドiJ、からはじま ;'J1戸、 98

もHlj確な規正を設けたには・出生:}u ~キ{司 jょっ土J建設ブロジ J

デトの環主主ア七スメン、文書が、 I古f宇のf.Ji5三寸る苦:杏・認 'J部門による

茜三あるいは宅fFld&のま栓ていな c'場台、そのプロジ寸クトの品→

存・五日ロJ部l'可はその悠設を認口， ~てはならず、 i主設事業再も者ア〕ては

ならなしミ と規主する c

これらの視すEによると、建設プU ジ工ク?の槻J完7セスメン~主計古言、

いまだ径三を従ていない、ある v寸土佐企を経たが、いまだ詑nTを'2げて

いなし d;!irCtiよ、その計計~GJ権者;上建設を認ロrL-Cよならす、建百三事業高

もittiiを肴ムさせてはな九ないとし、主民主ブU ジょクト環境ア七スメン

市、主寺内海査寸E口占;止、建設フロジ ιクトの建設利.(おける前提条件

となっ 'C-いる〈ノコである ι

行し、げ i旬、審査グルー寸J定h-';(j)書1tit~i 見を l引 JJ、刈に悩引計四のJ干認 wf+年

T:- ì 提出す，~)早烹-1 辺)-され、手J君主ぬの期j問が限定さ会γごし、み fーが、

c"'mi法、こは詳珊な規定かないr

1'-' 会 J早 LL佐前列汁 'l~} . 9;同ハ

lU 3条に、 l 規定の手1i1þJ:に従い関士主派系 'í--j E"-Z二t 包-A-l~II'J ())必可を"i.けなばな

らな v、。 L宅地ア七 λメニトは告舎が記、CJされたf三、計百部門はブ口ジュクト!設

寸任t与戸を ~Er:-l よる乙いができる一土 'i'.めら h ぐいる

IG31 L)止GO:，::;' lSG) 95(コ



中 1-，，::7));古底アヒスメノト法市山立の1551宣 主E;:j ノ'lJJ県 1

t事1党 Yセスメ〆トの手続を実施され守 lp 石 lないしjAわされる刊が少

なく主い現だの下で、 l先に副仙、 i去に建設 lの原則を法的に仏，1;'L、

京設ブロンェクトアゼスメ〆ト正占の判手交・認すをえ J て環j育 {i~ ~'"をカ

パ. [よとするいわゆる「 票存iJd告で あふ。 1か 1、ごの

上うな 票己、決怪をjJUの?li角からみれ:工、環J三アセスメ〆 ri;;IJi芝に対す

るま以t~17政祁 rrr~ の強~，¥悶 'j.の;J¥才しむもある 4うにも考えられるよ

::: )言十戸!~ん~7 いスメン十への関与

総合;:¥;'[自の7具合は、 アセスメント主主主あるいは説明存を;:¥;-rrヨ
ジ〕一部分レして計附~.:;!， nI 機|主J ::: ~t'~' Lて提町 L (7灸入信百七百1'1山lの渇

今 (;t，、品案がlljl・認可される討に、恒別日liiIi1の認可機関にふl

響報告書を11tdHする(内条)こと iこなっている。仮に、環 I誌アh スメン

入報子l告がなi-;hl立、J午認IlJ存者JまこれをB:"2，uT1 てはならなUミとする;12 

条九環境γセスメシトの旅路寸3審 1:t:~: 見:土政茨;むE(7)重要な以IJ附嬰み

であり、もし、存在昔、!'Lを杖j-j-J:....なかJ 、た場今は、その理由を説!Iけする

よう雪要求されているはt条 'c

また、 2003年!O日又 Hi二、 l'材と」素境保護総局がごとイtlした何 ~jlj~十問の環

境アセスメン j、報白書審有税法 4 粂・ふたに l 士、討 iι i1、 [2*!~ ← i条のせl

'!.i~とり悼の地下宇の内容が設けられて l る二

これらの視すE;土、 -_~~-t るこ t~j完?セスメシ，" J)三主要件を日芸部〆てい

るよろであるが、他んでは、それを目、認すゐ1-l~j[!，;:機関の悶すと卒者威の目、

調で bあるようにILLわれる ο ま丈、 i主設ブロジ仁クトにせよ、 f司別引 l町

にせよ、制限[-，(土斉ア七スメン、丈首百三訴古』を粁て、 d、寸;:}iしない取

り、その許認ロJI:"在苫;日キロjできなし汁J 、建設業者も有 ポさないという

をこっている〕ユれゆえ、 ~I'Iの{~境行政機凶のすえJ迂アセスメ〆 i

丈井への関 'J)立は'J~'i可に強くち環境保設行政機関に二七導を j えら

れていないU本の環境響評締法とは異なる 1引という児院があるつ

1「J tt百伏惟土は、建iぷ-:!uン 1 ク:'(止、ノz.fJ}長境保烹行政+管-tGP9 ;，::}手jし

て、母;j!~-y ~~:スメユト手続的特:パ 認可l を仰〈べ ~"Cあ 'J 、ちしこの訂it 九 r ::f:;

絞がなければ、ノ汀ジェク入。〉許認"機|児l土井rrJし」 はならな v札、卒業者も

利三 iーしはなムな v、としうエllf克保護1:1比五管部出jの権以むある

l日桑尽易進・ I-J~f ~討 ì--:-:ケ5 ・ D7-98 出…

~Lì:.土砂コ::5 -1:)5)949 1，，， I 



(31 環境アセスメント文書審査・認可への判断基準

1 )建設ブロジ工クト環境アセスメントの場合

エム 壬尚
ロ間 関 L

環境アセスメ〆ト文書は環境保護lJ政T特部門の認可を受けることに

なっているが、その判断基準は詐悩法において必ずしも則らかではない。

1999年 4月にド|ぷ環境保護総局が禿布した環境恭準特理ん法17条に、

県級以上の人民政府の球境保議行政主管部門は、建設プロジェクト球境

アセスメント文書を審告・認可する均台、建設プロジェクトの業種類別、

所在区域、排山汚染物樟類、汚染物の排山方向、国家汚染物排山基準あ

るいは地h汚染物排出品準、汚染物排内総量制御などの安半、に某づいて

、円該プロジェクトの具体的なめ染物排出基準を確定するという疋めがあ

る。

ここには、県級人民政府も含まれ、評価法の定めるところの行政区を

設置する市以卜の人民政Jiiの胤定とA;:干かみ合わない部分があるが、 J喜

本的によ記の基準をもって腎査され、特に;り染排出基準を主として判附

していることが窺える c

また、|判家環境保護総局が2ω5年11月23け公布し、 2006年 1月 1H施

行した「国家環境保謀総同の建設ブロジ L クト環境アセスメント丈存の

審査・認可子続規定J12条によると、 1"'1家環境保護総局は認可に|捺して、

以下の諸点により審斉 fることになっている。①球境保全関連法律法規

に符台しているか台か、(②悼|の崖業政策とクリ一一/L十産基準・安求に符

合し亡いるかどうか、:~)建設ブロジ工クトの立地・配慣が区域、流域お

よひ齢者i市の全体発展計|山|に合致しているか白「か、必7'ロジェクト所在地

の環境質が相比、深境機能区および生態機能区の基準・要求に淫している

かどうか、⑤計|向。〉汚染防止措置が↓"1および地んが定める汚染物質排内

基準と汚染物質総量規制の指標に合致してし、るかとうか、また放射性汚

染が花牛する均台、有効にその下防・抑制ができているかどうか、⑤計

画の生態保令指問がLl態破壊を有効につfl坊・抑制できるかどうか}これ

らの国定からは、環境アセスメント文書の審台・認可の判断恭準は単な

る国および、地hのめ染基準ではなく、その他の要素も考慮、されているこ

とがわかる c とはいえ、環境により負荷の少ない内容になヮているかど

うかという観点からのものではないu この意味では、「絶対基準型」環

」見アセスメン l制度とはA;:干異なるが、日本のような「相対追求刑」環

1651 北法制(3'154)948 
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法アセスメント体制J:、はなって v、ないのが実情であろう 1'--

2) ~;'[fj辺境アセスメントグ〉坊っ

ところで、百十曲lのjる今はどうであろうかーこれにてん 1て、元ffilf法には

同様に別館な規定子ないが、その1 土、当日去三i'I@の J天泌が1最j，示、も

丈ら Lへる環ヤ見影響(7)分析、 了'íHIJ と ;I~m 、 γ 見への悪察審の予防ある

いは4主減対 w ・j'Pi 問、:ま，!~之墳アセスメント (j) 年11訟の ~l ，占を沖別計四のま五

ーf:スメシ j二山古書C)内容-._'て定めている。

また、国家球境保設司令号が2以)3立10月8n発イijLた州号Ij日1"宮城境アセ

スメ/ト絞告書0)容が・ J，'~，TIT )j i't 7条に、、たのよ与云審1h-l
;，:‘容があげら

れている v くむ匂号1Jp:-;凶の尖械にあたれて、環境にもたらされうるが響の

うす好 子況の合則的と正信村、岩崎負荷を予防あるいは軽減する tcj

策・?斗置の実効性・有効主および施策廷;菜、 J)匂引1]r-;-;日の球上克アセスメ

ン;に ι結t命、

別 ~l~(!) 台理J弘、

社会、王者呪の付税'J能な発展(1)見地力らじっ P司

全H:的 z判所および連議、なと よ~)、これ

らの審守内容は計丙1翠J見ア，1ヲスメン i又;舎の審'If緬 l法ilJの判断茶ι(ic，~こも

なコているのではな v川、と推測される。

以上のど市は、制~~Uj)↑i内r(7)環境γ セスメン、初古書のi勺下手規定からそ

の音量?の半IJ ζ 》てJ在日したものである c それゆえ、現~~')1では、

計ji1frのi岩J完アセスメン:宇佐?1:主71の判i防主主州規定がうく立111，ているの C、

実際の計ω湾境アゼスメントの王子;査・訟11:'(，，-あた r ては、 1J ;攻の主主的

な主Ij1+;: lこι二ら;ざるをえなし状態シなっている

付

木稿[土、北海道大学審合博士 (it~と)学iす論文 (200日年 1 月 25f:H'1-9-) 

に加筆・ 1らιしたものごあるよなお、 J;1，'''事ー修正にあたっ((土、平成20

年 l江北海沿大ク ラ クHi叶主別内t'_'}:l-}-:_，ti，庁先日jJ.f.j又による白Jfti.:成

果の 需を取り入れている v

15，0，定，:i?:勇五 前掲i主7~ ・リ3頁日

~Lì:.土砂コ::5 -1:)3)947 113(; 1 




