環境アセスメント学の基礎
環境アセスメント学会編
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も現れているtO)･第四次環境基本計画が閣議決定され,今後とも,世界の趨勢として戦略的環境アセ
スメントや持続可能性‑の環境アセスメントに向けて,人材の育成と技術の研究開発が更に推進され
て行くことが期待されている.

$3.環境アセスメントにおけるNPO活動の役割
環境アセスメントは旧来の要綱アセス時代には, ｢開発事業の免罪符｣といわれることが多く,当
該地域での住民運動やこれを支援する環境系のNGO ･ NPO活動(以下,総称してNPO活動とする)
の中には･ ｢事業の容認につながる｣として,環境アセスメントへの関与を否定する傾向があった

し

かし･現行の環境アセスメントでは住民参加が求められ,多くの住民運動がこれに関わることが望ま
しいものとされている･ここでは,環境アセスメントにNPO活動が関与することの意義と現状,ま

た最近注目された普天間飛行場代替施設を辺野古に移設する事業の環境アセスメント(以下,辺野古
アセスという)を素材として, NPO活動の課題について考える.

1.公衆関与の意義
1 ･1事業者の説明責任を促す
環境アセスメントは･科学的な予測･調査などを行うとともに,それに基づいた住民などとの幅広

い情報交流を通じたチェックにより,事業者の説明責任を果たす努力を促し,環境配慮のあり方に客
観性や信頼を与えるための取り組みである.
それゆえ･環境影響評価制度(法や条例など)は環境アセスメントという社会的営みの一部にすぎず,

制度や指針などに示された手続きや手法を充たせばいいというものでもなければ,制度が定めた規模
ではないから環境アセスメントをしなくてもよいというものでもない,本来,ある程度の環境影響が

懸念される事業については･その種類や規模,地域の特性などに応じて,何らかの環境アセスメント
が試みられるべきである.

日本の環境影響評価制度は,第三者機関によって行われるのではなく,事業者を主体として,その
説明責任の努力を引き出すことが主眼となっている･そのため,制度の枠組みにこだわらずに, NPO

活動の力で事業者に説明責任を果たしてもらうことが重要である.

要綱アセス時代からの評価書約400冊を閲覧しそこで出された意見と事業者の見解について集計
分析した結果,数千件に及ぶ意見件数があった事例もあったが,多くは｢○○事業反木目｣というハ
ガキ署名運動のようなものにより組織的にされたものだった現行の環境アセスメントでは,その事

業が環境に与える影響についてどんなことが懸念されるかの情報提供を求めているので,単なる反対
の意見は,それがたとえ何千件と積み上げられても,意味をなさか､.市民は環境アセスメントの役
割を十分に理解する必要がある11)
1･2

住民･市民の役割

1)住民の役割

環境アセスメントは,住民などの関与を期待した制度となっている.それにより,定められた調査
方法では把握できか､環境影響の懸念を知り,事業者に対して対策を促す仕組みとなっている.
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環境汚染や環境改変が及ぼす影響は広範囲にわたることが多く,また,地球規模での環境保全の観
点も配慮される必要がある.そのため,日本の環境影響評価制度では,公衆の関与に国境や地域の制
約を設けていない.

とはいえ,開発行為には現場があり,その事業における地域の環境保全に対する責任は事業者が第
一義的に負うべきであるが,その地域の住民は,地域の環境の恵みを受けるとともに,それを守り育

てる責務を有していることから,地域の住民が環境アセスメントにおいて果たす役割も大きいという
べきである.

しかし,地域における開発行為は,様々な利害がからむ.とりわけ大規模事業になると,国家や大
企業を含めた力関係が生じ,住民は利害に引き込まれ,地域社会に混乱がもたらされることが少なく
ない.

2)市民活動の役割
地域によっては,環境アセスメントに習熟している住民が少なく,行政が開発主体を兼ねていて住
民の関与に積極的ではない場合もある.そこで, NGOやNPOといわれる市民活動の役割が重要とな
る.

その際,市民活動がとるべき態度は,住民に対するフアシリテ一夕‑としての役割である.フアシ
リテ一夕一には｢容易にする人｣という意味が含まれている.利害関係の中にあって,関係者の｢対

話を容易に｣することで｢理解を容易に｣し,そのことを通じて住民の｢行動を容易に｣する役割を

担う存在であると考えることができる.その目的は住民参加を推進することにあり,阻む存在であっ
てはならない.

市民活動の関与が強ければ,事業者による説明責任に対する努力に影響を与え,その反映として調

査予測などの技術や手法の進展につながる.技術偏重におちいりがちな環境アセスメントを,適切な
ものとしていくことになるのである12)

2.辺野古アセスとNPO活動

2･1辺野古アセスと公衆関与
辺野古アセスは,沖縄の普天間基地の代替案として辺野古において海岸を埋め立て,基地を造ると

いうものであり公衆関与の視点からも多くの課題を有している.
1)環境アセスメント図書の公開

環境アセスメントでは,図書の縦覧方法により,事業者の説明責任に対する姿勢を計り知ることが
できる.辺野古アセスでは,最初の縦覧となった第一次方法書について,以下の項目が指摘されたり)
(∋縦覧場所は,那覇防衛施設局の他,県内7カ所に限定された

② ｢縦覧は書き写しが原則で,貸し出しを希望なら情報公開請求をしてほしい｣と謄写に応じなかっ
た.

③インターネット上での公開や電子文書による配布などもはなかった】4〕

④方法書は膨大な紙幅(444頁)であり,意見書提出期間1カ月半の中で,市民に十分情報を開示
して意見を募ることは難しかった.

⑤ジュゴン保護が国際的な関心になっていたが,満足を得られる対応とはいえなかった.
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2)事業者(防衛省)の見解
住民などから提出された意見の件数は,最初の方法書に対して1,175通(うち県内は669通),秤
価書に記載されている2回目の方法書に対しては487通,準備書に対しては5,317通と,他のアセス
メント事例に比べて異例の多きだった.

辺野古アセスの評価書に記載されている意見の多くが事業と地域の特性に即した具体性をもった内
容となっていた.そのような意見に対して,事業者の側は｢意味のある応答｣をなしていたのか,課
題事例を抽出したものを,表7‑3に示した

これらの見解を素直に読むと,意見がかみあっていない感がある.そのパターンを探るために以下
の5つに分類できた(No.は表の意見番号に,表の意見分類欄のイ〜ホは下記の符号).

イ)当該意見が環境アセスメントの枠組みをはみ出していることを理由に説明を回避している.

表7‑3
No

辺野古アセスにおける準備書‑の意見と見解の例(4.1.1対象事業の目的及び内容等に関する意見)
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(No.76)

ロ)他の制度や対策によって対応するものだからと言って,環境アセスメントで説明を回避してい
る. (No.4)

ハ)指摘された対策はやるから大丈夫と,具体的な内容を示さずに｢オウム返し｣で回答している.
(No.16)

ニ)米軍において対応してくれるから大丈夫と,具体的な対策を示さず(示すことができず),希
望的観測を述べている. (No.6)

ホ) ｢△△において記載してあります｣と言いつつ,その当該部分には質問や意見に応える内容が
ない. (No.21)

このうち,ニ)については,造るのは日本で,使うのが米軍という関係があり,便うに当っての情

報が十分に指示されないこと,また,環境影響を及ぼす事業の内容が米軍の意思決定にゆだねられて
いることから,具体的な応答ができないという根本的な矛盾があったのである.
2･2

NPO活動の関わり

辺野古の環境アセスメントについては,意見件数の多さ,その内容が具体的であることからして,

住民などにおける関心の高さがうかがえる.しかし,ただ関心が高いだけでは,環境アセスメント手
続きに対して意見を提出するという行為には結びつかない.このケースではNPO活動による働きか

け(対話や学習)が意見提出に誘導したと考えられる.
1)電子縦覧
実際, NPO活動の側は.事業者が電子縦覧を行わないことに対して,第一次方法書の全文をコピー
してインターネット上で公開した.そのサイトへのアクセスは意見提出締切りまでに1万件を超えた.

そして,県内の4団体がそれぞれに集約した意見書603通(団体意見と個人意見の合計)を,共同し
て事業者に提出したと記録されている.その数は全体(1,175通)の過半数であり,県内分(669通)
の90.1%を占めている15)

2) 『市民からの方法書』

事業者からの方法書提出に先行して刊行された『市民からの｢方法書｣』 (2003年12月)がある.
これは,連続講座｢市民からの環境アセスin名護｣ (全5回)を機に発足した｢市民アセスなご｣に

ょる刊行物であり,普及版も広く活用されたことは特筆すべきである16‑

その内容は,事業計画が不明確であることに起因する様々な疑問を列挙し,その環境影響を正確に
見積もるために事業計画において明らかにすべきことや米国が直接関与すべきこと,さらになぜ辺野
古が適地なのかを示すべきことなど,予定されている環境アセスメント手続きの矛盾と論点を的確に
指摘している.そして,事業者による方法書に対する意見の提出方法も紹介し,意見提出の準備を呼
びかけたものである.
2･3

NPO活動が果たした役割

辺野古アセスの事業者の公衆関与に対する姿勢が消極的だったのに対して,電子縦覧の件に見られ
るように,公衆関与の機会の拡大を図ったのはNPO活動の側であった.

とりわけ,アセス法制定の直後であり,当時,方法書段階での取り組み方が今後の環境アセスメン
トに極めて重要といわれていた.その中での｢市民からの方法書｣の取り組みは出色の試みであった.
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環境アセスメントにおけるスコ‑ビングの意義をNPO活動の側が的確に把握して課題提起している

ことに対して,事業者は真撃に対応しておくことが望ましかったのではないかと考えられる.しかし,

事業者からの応答はなく,制度が定める公衆関与の手続きにとって場外のことと考えたのではないか.
では, ｢市民からの方法書｣は犬の遠吠えだったのかといえばそうではない.これを作成する過程で

の市民の中での対話と学習が,事業計画とそれに対応した環境アセスメントのあり方についての認識
を珠め,対外的にも広げ,その成果として膨大な件数の意見とその具体的な内容として結実したとみ
るべきであろう. ｢市民からの方法書｣は,意見形成の上での絞り込みの役割を果たしていたといえ
よう.

また,このような活動は,辺野古の環境アセスメントにも少なからぬ影響を与えたと思われる.県

審査会が明確に｢環境保全は不可能｣との判断を示したがNPO活動の側の学習と働きかけ,積極的
な意見提出などが,各審査委員を下支えしたのではないかと思われる.
環境アセスメントにおいては.公開されたプロセスの中で,データに基づいた意見のやり取りがな

されることが期待されている.この面から,県庁への評価書の搬入を実力阻止しようとする市民側の
行動などは,逸脱した行動ともいえる.一方,事業者の側にも,真撃に応答する姿勢が欠ける面もあっ
たといわれてもしかたがない.

2･4

まとめ

辺野古アセスを例に市民やNPO活動の役割を述べてきたが,これらによる積極的な関与は,事業
の抱える課題を鮮明にし,環境アセスメントが目的とする環境保全のために必要な対策(行動)を社
会に促す一助となることが期待される.また,戦略的環境アセスメントなど,今後のわが国の環境ア
セスメントにおける重要な課題においても,市民やNPO活動の果たす役割は,大変大きいものがあ
ることを認識する必要がある.

$4.企業活動における環境アセスメント
持続可能な発展(sustainable Development)は, ｢我ら共有の未来｣ (1987年)で提唱されて以東

世界中に広まって行った.その考え方は,現在の世代が開発によって環境や資源を利用する場合には,
将来世代のことも考えて環境や資源を長持ちさせるような形で利用しなければならないという概念を
示したものである.この持続可能な発展の理念は地球サミットでも引き継がれ, ｢環境と開発に関す
るリオ宣言｣の中に盛り込まれている.また,環境基本法においても｢環境への負荷の少ない持続的

発展が可能な社会の構築｣として,基本理念となっている.持続可能な発展に向けた社会システムの
変革とは,環境コストを内部化した適正な経済成長が行われることである.すなわち,環境改善‑の
投資が新しいマーケットを生む可能性が大きいことになり,必要性と予測を背景に環境ビジネスとい

う市場が現実に生まれ,社会が持続可能な発展を志向する中で,環境アセスメントの考え方がますま
す重要なものになると考える. (図7‑1).一方,企業の行動は投資家や消費者にも影響を与えたり,社

会経済や地域環境に深刻な被害を与える場合もあることから,企業の行動は常に高い倫理性をもって
行われる必要がある.そのため,先進企業では,企業倫理行動規範などを定め,法令遵守,事業活動

