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要　　旨

辺野古アセスにおいて,事業者はその説明責

任を果たすためにどのような努力をしたのか,

また市民等はどのようにしてその努力を引き出

そうとしたのか,評価書の記載内容と関連する

情報をもとに概観した.その結果,筆者として

は,この事例は,今後のアセスにおいて生かす

べき教訓が多いこと,アセスが機能するために

は市民の側からの関与が決定的に重要であるこ

とを再確認した.

1.公衆関与の意義

アセスは,科学的な予測･調査等を行うととも

に,それに基づいた公衆との幅広い情報交流を通

じたチェックにより,事業者における説明責任を

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.法や条例に

基づく手続きはその一部に過ぎない.本来は,辛

業の種類や規模,それを実施する地域の特性等に

応じて,適切な手続きや手法が事業者によって採

択されるべきである.

アセスへの公衆関与は,環境保全に関心のある

すべての市民に対して開かれている必要があり,

わが国のアセス制度もそのように規定している.

とはいえ,当該地域の環境保全に対する責任は

住民が第一義的に負うべきである.アセスは,刺

害が対立する地域社会において,理性に基づく合

意形威(自治)をめざすものであるから, NGO

やNPO等の市民活動は,地域社会における対話

と理解を促し,アセスに対応した住民の行動を支

援するフアシリテ一夕-の役割が期待される.

なお,本論では,市民･住民･市民活動などを

総称する際には｢市民等｣と標記する.

市民等の関与の強度が,事業者による説明責任

の努力度合いに影響を与えることから,アセスの

｢命｣である.以上が私の基本認識である.

2.辺野古アセスへの視点

辺野古アセスにおける公衆関与について評価す

るために,私は以下の視点を設定した

イ)事業者における公衆関与の手続き(情報の開

示,参加機会の提供等)が十分であったか.

ロ)市民等から出された意見に対する応答は,辛

業者の説明責任を満足させるものであったか.

ハ)市民等の主体的な関与はあったか.

これらを把撞するために,以下のような情事馴文

集と作業を行った.

イ)アセス手続きにおける公告縦覧及び意見募集

の方法,意見の件数,説明会等の開催状況,市

民等の理解を促すための努力等の把握.

ロ)準備書に対して出された意見とそれへの回答

を読み込み,そこに意味のある応答がなされて

いるかの把撞.

ハ)新聞記事検索や市民活動関係者が発信してい

る情報媒体等により市民活動の状況についての

把握.

こうして把握された情報や知見を,環境省監修

『参加型アセスの手引き』1)や他のアセス事例な

どを参考に分析することとした
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3.調査結果の概要

3.1公衆関与手続きの状況

評価書には,公衆関与の手続きをどのように

行ったかの記載はなく,いきなり意見件数と意見

の概象　事業者の見解が羅列されている2).

また,日本環境法律家連盟は,辺野古アセスに

おける図書の公開方法について, ①縦覧場所が限

定された上に,貸出しや謄写も制限され,電子椎

覧も行われなかったこと,②方法書(444頁)の膨

大さは期間内での意見募集の姿勢に欠けること,

③国際的な関心に対して縦覧場所の地域的な限定

は配慮が欠けていることなどを指摘している3).

3.2　応答の状況

事業者の側の消極的な姿勢にもかかわらず,揺

出意見の件数は,最初の方法書に対して1,175通,

評価書に記載されている2回目の方法書に対して

487通,準備書に対しては5,317通となっている.

他のアセス事例に比べて異例の多さである.

私は,閣議アセス時代を含む過去の評価書約

400冊について,意見と事業者の見解を調べたこ

とがある4-,数千件に及ぶ意見件数があった事例

ち,その内実は｢○○事業反対!｣という署名ハ

ガキ運動によって積み上げられており,アセスが

求めている意見とはずれているものであった.一

方,辺野古アセスに対して出された意見は,ほと

んどが事業と地域の特性に即した具体性を持った

内容である.

では,そのような具体的な意見に対して,事業

者の側は｢意味のある応答｣をなしていたのか,

紙数が限られているので,私なりに抽出したもの

を表1 (次頁)に示した,読み手により,その評

価は分かれるであろうが,素直に読む人には意見

と見解がかみあっていないと感じるのではない

か･そのように受けとめられる理由を以下のよう

に分類してみた("No'◆は表内の意見番号).

イ)当該意見がアセス制度の枠組みをはみ出して

いることを理由に説明責任を逃れようとしてい

る(No.58, 76).

ロ)他の制度や対策によって対応するとしてアセ

スに起因する事業者の責任を回避しようとして

いるもの(No.4,46).

ハ)指摘された対策は講じるから大丈夫と,具体

環　境　技　術

的な内容を示さずに,意見の内容を｢オウム返

し｣して回答としているもの(No.16, 30).

ニ)米軍において対応してくれるから大丈夫だろ

うと具体的な対策を示さず(または示すことが

できず),希望的観測を述べているもの(No.6,

13, 25).

ホ) ｢△△において記載してあります｣といいつ

つも,そこには意見者の質問や意見に応える内

容がないもの(No.1,9,21).

総じて言えば,意見に対する事業者の見解は,

市民等の関心に応えようとするものではなく,辛

り過ごそうとしている対応である.

なお,市民等からの意見が全く出されていない

ような案件でも,当該地域の自治体が適切に意見

することで,住民の代理人としての役割を発揮し

ている場合が少なくない.そうした中,辺野古ア

セスの場合は,市民等の意見が内容においても県

意見にひけをとらない.住民の理解度の高さが県

意見を牽引か､し下支えしているという見方は大

げさではないと思われる.

また,意見件数が膨大なものになっているにも

かかわらず,意見と見解が羅列されているため,

出された意見の総体からどのような傾向を見出す

ことができるのか,わかりにくい

3.3　市民等の主体的な関わり

意見件数の多さ,その内容が具体的であること

からして,市民等における関心の高さがうかがえ

る･しかし,一般的に関心が高いだけでは,アセ

ス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.市民活動による働きかけ(対話や

学習)と意見の動員があって初めて成し得たもの

であると推測すべきである.

実際,市民活動の側は,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している5ノ.そ

の数は全体(1,175通)の過半数であり,県内分(669

過)の90.1%を占める.

また.意見内容が具体的であったことの原因な

いし背景を物語るものとして,事業者からの方法
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表1　準備書への意見と回答の例(準備書｢4.1.1対象事業の目的及び内容等に関する意見｣)

49

No. 偃X,�8ﾊ�,ﾈ･Iwb�事業者の見解 儖Xﾖﾂ�

1 �)_ｹd���8,亢ﾈ+8.ｨ+ﾘ馼ｼi>�vX,ﾘ.ﾘ+�*塗7��ｸ5x,X*�,�+ﾘ*｢ﾂ�準備書には,建設計画についてより詳しく記載すると �7｢�

150ページもの追加.修正資料では新たな事業内容が追加さ �,ﾈｬ�5�*�.rﾈ7x8ｨ7�6(6�.(ﾅy�Hｴ�EﾉWHﾎﾈｭﾘ,ﾈﾉｩ�ﾙ9�,��

れ,さらに今回の準備書では,4ヶ所のヘリパッド,汚水処 �,(*(,Bﾊ)���ｸ馼ｼh,ﾉmｩ4亶�-�>�vZ8,亢ﾈﾝｨ+X+ﾘ,h+�.ｲ�

理浄化槽,護岸(係船機能付),給油エリア等が追加されている. これらが｢方法書｣.段階で明らかになっていなかつたことは, 環境影響評価法の住民意見を聞くという精神に反する. �,X+r��

4 冑Izx,儺ｹwh,�(8c��iﾆﾓ8,ﾉ7俚ｸ,ﾈ*H+��ﾃs��iﾆﾓ8,ﾉ+)$(,�,"�埋立土砂の調達については,沖縄県内の砂材等の購入の �8ﾒ�

いては｢現段階において確定していない｣としているが,沖 �-�*鎚ﾊx､�*�.x,ﾉ+)$)9�.�ｭﾈ-�ﾉ�:(/�ﾗ8*(-ﾈ+X+ﾒ��

縄県内の海砂採取量の12年分以上に及ぶ膨大な量をどこから �7俚ｹ9�,ﾈｹ�ｸｼh�(*ｨﾗ8*Hﾜﾈ靖9�,佛x.豫(ｺｸ,ﾈ帽ｻ�,ﾒﾂ�

調達するのか,県内から分散して採取すると仮定しても,袷 �9h･仂h�(*｢ﾈｦX顗ｭi��d�}�,舒�,8*ｹTｹwh,��+i4ｹ��,��

岸海洋環境への影響は必至であり,土砂の採取をアセスの対 象とすべきである. ��ｹ'X+x-x*ｸ.�,ﾈ,iDh�+X,H*(-ﾈ+r��

6 俑�,ﾉX�5hｭH,X.�ﾉ�9_ｸ肩,X7x8ｨ*ｩO(-��ｸ尨ｴｹ�y�ｹ'X*ｩtﾉkﾉk2�代替施設を利用する米軍機が基本的に集落地域上空の ��

実化しているのに,辺野古で飛行経路が守られるという前提 儖(ﾗ8/���O�+x.�,h,ﾉ_ｹ�ｨ,�,(*(,H,ﾒﾈ+�.ｨ-ﾈ,X,ﾉ¥I�B�

自体が不合理である. �,h,ﾈ自��,ﾈｺhｶ8/�,ｨ+bﾉ¥I�H*�.x.�yﾘ��/�;�,H*(.�,b�Dh�+X,H*(-ﾈ+r��

9 兢9nﾈﾌ8,ﾈ､8,ﾙ�iZ�,ﾉ�ﾙvﾉ�ｲﾉ�)lXｮｸｾH顗,ﾉ�i�y&�9�,ﾉlｨ*�.rﾂ�方法書第2章に記載しているとおり,平成18年4月7 �7｢�

我が国の中で特に豊かな自然環境を持っているところであり, �?ｨ,冉��*�+xｪ�,ikﾈﾎﾈ�9+xｷ�-�ｵ穎ﾈﾜ��ｩ+x,h,ﾈｭH,Rﾂ�

沖縄県においても｢厳正な保護を図る地域｣に分類されている, �:�綛ﾈ���?ｨ,冉��*�+xｪ�,h垰>ｨﾊy&ﾘ馼,h,ﾈｭH,RﾉX��

そのような場所をわざわざ選んで埋立てるのはなぜか, �5hｭIO(ﾗ8�ｩ�9�h郢�ﾘ/�]9nﾈﾌ8ﾞ�,h+�.ｨ,凩y�ｨ+x.��X葡���,i]9nﾈﾌ9��,ﾉ�X刺/�ﾈｸ-Hﾆ�,Y�ﾙ'X+Rﾃ)gｸ,ﾈｨｩ�iр�/�u磯ｨﾅ�,僭ｩ'X+x.�+�,h,俘x�8+X+ﾘ,h+�.ｸ,X+r��

13 ��ﾈ,ﾉO(ﾗ8�ｨ*�.yO)x�+x.俎�ｿ8ｴ�,�,(*(,H,ﾒﾊ)~�*h,�2ﾓ#�9�2�他の飛行場から飛来する航空機についても,C-20等の ��

という表記のみでは不十分であり,具体的に明記すべきであ �%ｨｹyz8,Yz9Jﾙ(X,X*ｸ.俎�ｿ8ｴ�9�/��ｩ.�+X,H*�.に~�鹵�

る,現在嘉手納から飛来するMC130や空母艦載機,ホ-ネッ �+8.ｨ+ﾘﾗ�ｿ8ｴ�,ﾉ�9�h郢�ﾘ-h,ﾉO)x�,�,(*(,Bﾉ¥I�H*�.r�

トの飛来もあるのではないか. ���k�/��8*�+ﾘ+�,h,ﾘ*�.�-ﾈ+�/���

16 ��Hｴ��ｨ,ﾘ夊､�*��>��靺ｨ,(*ｲ�*�,ﾈｴﾈ��*ｨ,�*"ﾈ嵎,�隍�,R�今後の実施設計において,雨水との分離も考慮して適 �6ﾘ�"�

あれば,雨水と洗機排水の分離をどのように行うのか.また, 大雨や台風時には処理水量が処理能力を超えて,汚水があふ れ出したり,処理施設が故障したりするという事態が起こる のではないか. ���,��ﾘﾇh+x.�+�,h,h+X,H*(-ﾈ+rﾂ�

21 �,x,ﾈ.h*H,儖(ﾗ8�｢ﾈﾉｩ�)Zに�ﾙOXｴ�ﾝ�*ｨ暮w�+8.｢ﾈ,x,ﾈ.h*B�環境影響評価を実施する上で,必要な条件について可 �7｢�

な機種の飛行機が1[]に何回飛行するのか.また,武器弾薬 僞ﾈ,偉�.磯�{�ｸ�+X+ﾘ�8,Rﾈｬ(ｺｸ帽ｻ�ﾘ廂d�}�9�,舒��

を含めどのような薬剤や油類がどのように使用され,保管さ �,8*ｹuﾉ�｢餠ﾘ廁/�ﾗ8*"ﾈ+ｸ,ﾈﾈｸ惓9�/���OX��,亢ﾈﾝｨ+R�

れるのか等々,すべての計画を不確定な部分も含めて明示し てほしい. �-ﾈ+X+ﾒ��

25 兢9nﾈﾌ8､8刺,X,ﾒﾈ+�.ｨ-ﾈ,X､9[ｩ��,ﾉ�YzI{ﾉw�鋹9�/�諄,(,H,ﾂ�平成18年5月1日の日米安全保障協議委員会共同発表 ��

上陸訓練が頻繁に行われてきたが,代替施設供用後の上陸訓 �+�*�*(,B�(iz｢鎚4ﾈ88987b�5h8h8�7X,ﾈ郢�ﾘｷ�-�}y�｢�

練はどうなるのか.現在の訓練の実態とともに訓練水域の面 �+x.��X刺,ﾈﾜI])�ﾈ,�,x,ﾉTｹwh,�+)��*ｨﾗ8.ﾘ.ｨ.倡ﾈｴﾈ��+2�

積,形状,使用条件の変更等について明らかにすべきである. �.ｨ,H*�.なﾚ�ﾎ2ﾈｾ��ﾉ4�,杏h柯/�ﾟI.�+X,H*(*ﾙ(h,Rﾈ魔��H,i+)��+X,H*(*ﾘ+�,h,h+X,H*(-ﾈ+r��

30 ��X蕗���ﾈｭﾘ､8刺,ﾈﾞﾈｼh8H�ｸ6稲h.育�-�,bﾈ､8�88H�ｸ6�,ﾈ見'R�環境への影響を考慮し,これを回避.低減させるため, �6ﾘ�"�

変更を環境配慮事項の最大の目玉とすることで,自然環境破 佶�:(+X+ﾘﾈｸ悗ﾉ�X蕗���ﾈｭﾘ､8刺,佗h柯+X,H*(+ﾘﾞﾈｼh8B�

壊という事態を暖味にしている, 坪6�,ﾘ竧.�.(-�､8�88H�ｸ6�,ﾒﾈ見'X/�昆:�+x.�+�,h,b�+X-ﾈ+X+ﾒ��

46 俐X�_ｩzﾉ�X,ﾄ4�,h,h.�,痛()�bﾉ}9X�r右ｩ7��飄)�Y|｢��放流水の水質は,環境基準に適合しており,環境には �8ﾒ�

についても,海域の影響を考察するために示すべき.また, 放流水質が環境基準を満たしているかを監視する方法につい ての記載がない. �-�,h/�,x帽ｻ�/�u�*h.�+�,h,ﾘ,�*(,hﾖﾈ*h,H*(-ﾈ+r��

58 偖ｩj��hｨぺ,ﾈ���9�ｲﾈ馼ﾌﾈ*ｨ*�*ｸ+ﾘﾝｸ,ﾈｬ(ｺｸ,���+x.�Xｻ�.��事故等については,環境影響評価の対象ではないこと �42�

含めて,もつと詳しく示すべきである, �*�.rﾈ��OX��,�,ﾘｴﾈﾝｨ+X,H*(-ﾈ+�/���

76 兢ﾉ�Xﾔ磯h,佛x.儘磯hﾇh柯,亊h+X,Bﾈ決岑,ﾈ��{�/�k韭h+X,H,ﾒ�意見の各項目については,環境影響評価において必要な �42�

しい. (滑走路の構造.断面乳誘導路計画の根拠.構造.断面図, エプロンの面積.算定根拠.構造一断面図,ヘリパッドの面 積.算定根拠.構造.断面図.施工計画) 倬hﾘ�,X,ﾘ,�*(+ﾘ-�ﾈﾝｨ+X,H*(-ﾈ+�/���

※意見数5,317通より任意抽出　Noは評価書での記載番号　記載内容が長文にわたるものは筆者により一部を省略して転載した　件数

が膨大であるため全体像がつかみやすい｢対象事業の目的及び内容等に関する意見｣の項目のみから抽出した.備考は本文中の分類

を示している.
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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

した市民活動｢市民アセスなご｣による刊行物で

あり,普及版も広く活用された6).

その記載内容はユニークで,制度アセスによる

図書しか知らない専門家には違和感があるかもし

れない. ｢市民からの方法書｣は,事業計画が不

明確であることに起因するさまざまな疑問を列挙

し,環境影響を正確に見積もるためには計画にお

いて明らかにすべきこと,米国が直接関与すべき

こと,なぜ辺野古が適地なのかを示すべきことな

ど,予定されているアセス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あわせて紹介し,意

見提出の準備をよぴかけている.

このほか,アセスに関連して,以下のような動

きがあったことが報道されている.
･アセス手続きに先行して事前調査が行われてい

ることに対する抗議活動
･辺野古アセスの違法性を提訴する活動

･評価書の県への提出を阻止しようとする行動

これらは,辺野古の環境を守るために数多く取

り組まれた運動の一部に過ぎないが,それぞれに

詳論すべき内容がある.ここでは紙数の制約上

アセスをめぐる市民活動の背景として承知してお

く必要があることを指摘しておくにとどめる,

4.考　　案

4.1公衆関与の手続きについて

大きな争点を含む事業は,おのずと公衆関与の

手続きについて丁寧な対応が迫られる.しかし,

辺野古アセスに関しては,公衆関与に関する記載

の欠落や実際の運用を見る限りでは,アセス手続

きを通じた公衆関与の積極的な推進(パブリッ

ク･インボルブメント)により説明責任を果たそ

うとする姿勢は事業者に見られず,何ら評価され

るべき材料を持っていない.

4.2　意見への応答について

意見と見解がかみあわない原因を私としては以

下の3つを指摘しておきたい.

(1)機械的な処理

意見と見解の単純な羅列と,見解の判で押した

環　境　技　術

ような内容を｢機械的な処理｣と表現するのは,

意見件数の膨大さからみて,酷かもしれない.

しかし,地域計画等の分野では,アンケートや

意見募集(パブコメ)の結果は,単純集計だけで

はなく,何らかの分析を加えて報告がなされるも

のである.アセス図書では,意見と見解の羅列が
一般的であるのは,意見件数が少なくて分析作業

になじまないからである.しかし,辺野古アセス

のように膨大な意見件数がある場合は,個々の意

見に対する見解はアセスの性格からして不可欠で

あるが,出された意見の総体からどのような傾向

を見出し,今後の環境配慮に生かすのかという基

本的な考えを示すという工夫はあってもよかった

のではないか.

また,個々の意見に対する紋切り型の見解の書

き方も,かえって不信感を増幅させたのではない

か.同じことを書くにしても表現を工夫すること

で,地域と事業に対する真撃な姿勢を示すことが

できるはずである,例えば,愛知万博アセスにお

ける市民等からの意見に対する事業者の見解の書

きぶりはよい見本となるはずである.

(2)当事者能力の低さ

辺野古アセスの根本問題であるが,この事業は

造るのは日本で,使うのが米軍という関係にあり,

アセスの実施主体である事業者に当事者能力が低

い.つまり,環境影響を及ぼす事業の内容が米軍

による意思決定とそれに基づく国家間協議にゆだ

ねられているため,事業アセスになじまず,具体

的な応答ができないのである.

アセス法の上位法である環境基本法では,その

理念として｢国際的協調による地球環境保全の積極

的推進｣(第5条)を掲げていることから,このアセ

スは日米合同によって実施されるべきであった

(3)二本立て事業の複雑さ

辺野古アセスでは,制度上　飛行場の建設と公

有水面の埋立てという二本立ての事業になってい

る.それらを一体の事業として捉えている市民等

には理解が難しいと思われる.県意見に対する見

解は,市民等からの意見に対する見解に比べて,

各種法令に基づいた詳細な記述がなされている

が,二本立て事業の複雑さを極立たせている.

こうしたわかりにくさを整理する上で, ｢前処

理｣として,立地選定のためのアセス(SEA)を
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行うべきであったのではないか.

4.3　市民の主体的な関与について

公衆関与に消極的な事業者と対照的に,電子航

覧の件に見られるように,公衆関与の機会の拡大

を図ったのは市民活動の側である,

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アセスの成否

を握ると言われていただけに, ｢市民からの方法

書｣は出色である.アセスにおけるスコ-ビング

の意義を市民活動の側が的確に把接して課題を提

起していた.これに対して,事業者は莫撃に向き

合い,説明責任を果たすべきであったが,事業者

からの方法書は何ら応えるものとはなっておら

ず,制度が定める公衆関与の手続きにとって場外

のこととして無視している.

しかし, ｢市民からの方法書｣が犬の遠吠えに

終ったかといえばそうではない.これをまとめあ

げる過程での対話と学習が,事業計画とそれに対

応したアセスのあり方についての認識を深め,対

外的にも広げた.その成果が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

る.すなわち, ｢市民からの方法書｣は,市民等

による意見形成の上でのスコ-ビングの役割を果

たしていたと評価してもいいのではないか.

市民活動はまた,アセス行政にも少なからぬ影

響を与えたものと思われる.従来,自治体のアセ

ス審査会は,事業追認となることが多いとの批判

を市民活動の側より浴びてきた.しかし,沖縄県

の審査会が明確に｢環境保全は不可能｣との判断

を示したことは画期的な出来事であり,市民活動

の側の学習と働きかけ,積極的な意見提出等が,

各審査委員の専門家としての気概を下支えしたの

ではないかと推測する.
一方,県庁への評価書搬入の実力阻止,アセス

手続きの違法性を提訴する等の行動は,私には違

和感があった.アセスというアリーナ(公開競技

場)では,公認ルールにより正々堂々とデータに

基づく議論がなされることが期待されている,し

かし,事前調査により調査対象となる地点の環境

を錯乱させてしまうなど,事業者の側にルールを
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守る姿勢が欠けていると,市民活動の側の過剰反

応もやむをえないのではないか.

5.結　　論

アセスの命といえる公衆関与のあり方につい

て,辺野古アセスにおいては,事業者の側の消極

的な姿勢が際立ったことに対比して,市民活動の

側は積極的な関与があった.そして,そのことが

当該事業の抱える課題を鮮明にし,アセスが目的

とする環境保全のために必要な対策(行動)を社

会に促す結果となった.

また,戦略アセスや国際協調アセスなど,今後

のわが国のアセスにおける重要な課題を,市民活

動の側から提起されていることを,行政やアセス

に関係する研究者は認識する必要がある.

辺野古アセスは,事業者における取り組みへの

評価とは別に,市民活動の分野において輝ける足

跡を残すことになるであろう. ｢本土｣の私たち

は沖縄の市民活動に学ぶべきであるし,沖縄から

のさらなる発信に期待してやまない.
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