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第６回立法部会 記録 
日時：2009年 2月 18日 

場所：青陵会館 
参加者：前田、飯坂、川原、三枝、中山、石村 

加藤、藤村、大西、図師田 
 
 
■環境分野における市民参加～オーフス条約に学ぶ～ 
「オーフス条約を日本で実現するNGOネットワーク」（オーフスネット） 

事務局長・弁護士 中下裕子 
 
●なぜ市民参加が必要か 
第一に大きな柱としてあるのは、今が産業社会文明の歴史的転換期であるということで

ある。ドフラーが「第 3 の波」という指摘をし、それ以来転換期が続いているという。産
業社会文明が行き詰っているというのが大きな背景にあるといえる。文明の特徴は大きく

分けると大量生産・大量消費・大量廃棄、近代科学主義、そして競争と分業となる。近代

科学主義とは細分化された専門性であり、今や大学教授の専門性とは 2 万分の 1 であると
言われている。東京大学のような総合大学で 10 学部あり、その中で工学部などでは 20 学
科ある、その中にさらに専門分野が 10あり、その専門分野の中でも教授の得意領域がある。
というような細分化された専門性というのは、近代科学主義の特徴といえる。その中で競

争と分業を生む。そのため、さらに深い専門性へと導くような競争へつながり、さらにさ

らに分業化されていくことになる。これが安定した時代であればよかったが、大きな転換

期を迎えると、グローバルに全体を見渡せないと世の中がどう動いているかわからなくな

ってしまう。その中で不安感が増大してくるため、心の危機も生み出す。そのため、大量

生産・大量消費・大量廃棄から生れる「環境の危機」と近代科学主義と競争と分業から生

れる「心の危機」は皆が日々体験していることである。このような危機は文明の行き詰ま

りから生まれているのであるから、新たな持続可能な文明の創造が求められていると言え

る。自然の内的論理にのっとったライフスタイルで、人間だけが勝手なことをできるわけ

ではない。人間社会においても自己の潜在能力を全体的に開花でき、自己を実現できる社

会への変革が必要である。 
このような変革の担い手というのは、肥大化すると癒着が生じ、縦割りなどもある行政

には限界である。どうしても総合性に欠落があり、創造性に欠如があり、変革期に対応で

きない。計画行政の下では立法府のやることに限界があり、専門家に解決策をゆだねざる

を得ないのに、その専門家自身、視野が狭くてどうにもならないというのが現代社会の根

本的な危機である。その中では、専門家にもちろん協力してもらわなければならないが、

専門家だけには頼ってはいられないため、変革期においては、大衆が先導性を果たし、市
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民やNGOの創造性、柔軟性、適切性といったものがそういった正当性を裏付けることにな
る。 
第二に、新たな市民社会、その中での新たな民主主義が台頭してきているということが

あげられる。市民は生活水準の向上、IT 化に伴う情報社会化のなかで、一人ひとりの能力
が高まり、一定のエリート代表だけが政策をリザーブできるのではなく、一般市民もリザ

ーブでき、間接民主主義は限界を迎え、政策立案などにも市民が参加し、力になるという

時代に変わってきた。ドイツの哲学者、ハーバーマスが言うような「新しい市民社会」や

「新たな民主主義」が求められている。熟議の結果として考え方をそれぞれが兼用してい

くなかでの意思決定が重要であるという民主主義の考え方がでてきている。他にも、結社

民主主義として、諸個人が共通の目的を実現するために財や力を結合する形で自由意思と

契約に基づいて組織をつくる行為ならびにそれによって生まれる組織といわれており、そ

ういう組織をつくることで議論をし、政策形成を行うといった考え方もある。つまり、投

票行動だけをもって行う間接民主主義は限界を迎え、あらたな民主主義が生まれてきてい

る状況にあり、そのなかで市民参加の動きをとらえていかなければならないのではないか。 
第三に、環境ガバナンスの登場である。環境問題の解決は、市場メカニズムでは限界が

あるし、政府にも限界ある。そういう意味ではガバナンスがどうしても必要で、ガバナン

スのひとつのアクターとしての市民を使い、それぞれの主体が協同し守っていくことが必

要である。ガバナンスという考え方は日本社会にはまだ根付いておらず、コーポレートガ

バナンスが先行してしまっている。しかし、本来は株主だけではなく、地域社会を含めた

様々なステークホルダーを巻き込んだうえで企業は企業市民であり、そういった意思決定

をしていかなければならない。 
 
●国際的な動き 
リオ宣言における第 10原則は、オーフス条約にもつながっているが、多様なステークホ
ルダーの参加によってその都度柔軟に解決していくといったようなことが環境問題では特

に重要であるとしている。そして、情報公開、意思決定過程における機会の保障、司法へ

のアクセスを与えることを個別具体的にも記しており、これを具体化するような条約がな

かったためオーフス条約につながった。 
 
●オーフス条約 
 オーフス条約は、1998年に採択、2001年に発行された。条約の３つの柱である情報への
アクセス、意思決定における公衆参画、司法へのアクセスはリオ宣言の中でも言われてい

た。 
条約は、まず UNECE で採択された。UNECE は、EU だけでなく、ほとんどの先進諸
国が加盟しており、環境条約の先進的条約はまずここで採択され、国連全体の条約となる

ことが多い。ここで採択されたということは、いずれ世界全体で適用されるべき内容をも
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つという意味がある。UNECEでは、NGOのメンバーがかなり主導権を発揮した。リオ第
10 原則の適用についてのガイドラインを準備するための「環境権と義務に関するタスク・
フォース」設置された。そのメンバーにもNGOから参加があり、ガイドラインの条約化も
提案した。1995年には、第３回欧州環境閣僚会議（ソフィア）で、ガイドライン採択だけ
でなく条約化についても合意し、環境政策委員会、条約化のための作業部会設置し、1998
年の第４回欧州環境閣僚会議（オーフス）で、条約が採択された。2001年、16ヶ国批准に
より発効した。日本は当事国でないため署名をしていない。 
オーフス条約は、目的として「環境権」が初めて導入された。そしてそれを実効的なも

のとするため、情報へのアクセス、意思決定における公衆参画、司法へのアクセス権の保

障しなければならないということで、この 3 つの柱についていくつかの基準を設けた。ま
た、「公衆参画（public participation）」とし、住民・市民（citizen）という概念から公衆
（public）という考え方に移行し、この概念が中心的となっている。日本は当事国でないた
め、日本語訳を作成もしなければ啓発活動もしない。情報公開については、日本も情報公

開法ができたため、曲りなりにも従った形があるが、情報についても初期の段階で知らせ

なければならないとか、無料にしなければならないというオーフス条約に追いついていな

い部分もある。しかし、意思決定の参画、そして司法へのアクセスはなにもない。環境に

おいては、団体訴権も認められていないため NGOが訴えることはできないし、環境省が積
極的でないため、消費者団体のように訴えることができない。 
政策決定への公衆参画の内容、意思決定への参画の内容であるが、6条では、環境アセス
であると、日本では限定的にしか掛からないが、あらゆるジャンルに環境アセスにかかる

手続きが必要になり、市民が参画できるようになっている。「関係市民」とは企業も含まれ、

他国に住む人も入るというような狭い利害関係でなく、関心のある市民であり、資料を与

えることや、合理的時間枠のなかで参画を保障しなければならない。 
環境にかかわるプログラムの策定への参画も透明性の高い、公平な枠組みの中で合理的

時間枠の中で情報を提供し公衆参画のための適切な規定を設けることを保証している。7条
では、政策の策定への公衆参画の機会を与えることを努力規定ではあるが規定している。

また、8条では、環境に重大な影響を及ぼしうる行政規則、法的拘束力ある規範文章の策定
を求めている。適当な時間の中でというのは、条約がそれぞれの国の法律となったときに

具体化されていくことになる。 
 
●わが国における市民参加の現状と課題 
第三次環境基本計画のなかで、日本では初めてオーフス条約という言葉が取り入れられ

た。しかし、意思決定の参画ということで入っているわけではなく、情報の面でしか入れ

ようとしていない。また、国土形成計画法（国土総合開発法の改正、2005年）の中で、 
国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずる（法６条⑤、９条③）としたり、社会

資本整備重点計画法（2003年）の中では、重点計画の案を作成しようとするときは、あら
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かじめ、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずる（法４条④）とした。ここで

いう国民の意見を反映させるために必要な措置とは、あらかじめ、当該原（素）案に対す

る意見の提出方法、提出期限、提出先、その他意見の提出に必要な事項を、インターネッ

トの利用、印刷物の配布、その他適切な方法により一般に周知するものとし、結局は今の

パブコメ制度が限界となっている。 
原科幸彦が発表した参加の 5 段階（2001）のなかでは、①情報提供（informing）、②意
見聴取（hearing）、③形だけの応答（reply only）、④意味ある応答（meaningful reply）、
⑤ パートナーシップ（partnership）に分けているが、日本の市民参加の現状は、②～③
のレベルといわれている。また、参加の対象プロセスは政策発案、計画策定、実施、評価、

見直しと各段階での参画が必要であるのに、日本の現状は、一部プロセスのみの参加にと

どまっている。特に、施策発案などではまったく参画が認められず、計画策定にパブコメ

などが若干聞かれているというところでとどまっている。さらに、参加の場として、フォ

ーラム（情報交流）、アリーナ（意思形成）、コート（意思決定を保証するための異議申立）

が必要であるとしているが、結局日本ではコートの部門が実質的な確保がされていないと

いえる。参加の制度的保障も法的な枠組みとして担保する必要があるが、一部国民の意見

を反映としているのみで、現行法制度は不十分である。 
 
●政策課題 
まず、オーフス条約への加入を推し進めることが必要である。当事国ではないものの、

いったん成立したものの加入は自由で、国連の事務局には日本語版も載せてもらっている。

それが、UNECE の条約であるため加入できないというのであれば、アジア版オーフスの
策定を行うべきではないかと考えている。情報公開に関してはアイジスが一応アジアの

国々に対して情報公開の働きかけをしているなかでオーフスの利用を考えているようであ

る。 
そして、それを国内化、参加の制度化する必要がある。今のNPO法人法は法人格しかな

いため、参画法が必要である。日弁連公害対策・環境保全委員会では、「行政過程住民参加

法」の提言もしており、『21世紀をひらく NGO・NPO』（2001）では、戦略的環境影響評
価制度の導入として、もっと上位からのアセスの導入を求める必要がある。そして、行政

法規の改正により、パブコメの制度化のみでとどまっているところを変え、NGO訴権、市
民訴訟条項の創設なども法律の中で盛り込んでいく必要がある。 
そしてなんといっても、国・自治体の意識変革が必要であり、持続可能な社会建設の主

体としての市民（住民）、NGO の役割の認識、参加ではなくガバナンスという面へ意識を
変えていく必要がある。また、市民・NGO自身も課題がある。民主主義的に行われている
ことところ少ないため、市民・NGO自身も民主化、エンパワーメントが必要である。その
ためには、人材育成、そして財政基盤の強化が必要で、寄付税制の改正も必要である。 
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■議論 
・ 日本は当事国でないため、環境省の役人でもオーフス条約について知らない人が多い。

国際条約はすべての国に開かれているのに、どこも主体も関心を持たない。これだけ

市民参加を言われるのを嫌がるところが多いため、なかなか取り込まれない。 
・ 方法として考えられるのは、議員立法で働き掛けるか、環境教育基本計画に盛り込ま

せるのも一つ。まず、第 10原則を入れてもいいし、環境教育推進法の中にオーフスの
考え方を入れて欲しいということもある。 

・ 外務省は自分たちに関係していないため知らない。外務省は関係している条約であっ

ても一応は参加するが、ほとんど内容に関しては把握していないこともある。やはり、

条約の交渉を引っ張る人は、厚労省や、経産省である。 
・ 市民参加は昔から日本でも言われているが、地方行政においても根付いていない。そ

の言葉を再度ここで使って市民参画を法制化することがいいのか？それとも公衆参画

というのを使い NPO がとしたほうが効果的なのか？市民参画は使い古された感覚が
ある。 

・ オーフス条約を日本語に訳す際に、市民参画ではなかなかオーフスの感覚が伝わりに

くいだろうと考えたため「公衆」とした。しかし、公衆参画であったりとかたいイメ

ージがある。大衆ということばは左翼がつかっており、上から下を見下ろしたことを

思いだす。CITIZENは住んでいる地域で囚われている、PUBLICはもっと公共的であ
る。そこに住んでいる人間だけでなく、離れていても関心があれば発言ができる状況

となる。 
・ 環境はガバナンスという考え方が他の分野に比べても強い。あらゆるステークホルダ

ーが守る必要があり、地域の問題だけでもない公共財的発想。よって PUBLICとなる。
しかし、日本には市民社会がなく、公共という考え方がなかったから難しい。 

・ 市民活動をやっている人にも知られておらず、環境省の中でも知っている人は少ない。

どういうところに壁があるのか。 
・ 自分たちが抱える課題一つで手いっぱいであり、専属事務員がいないようなところが

圧倒的である。そのため、運動にはならず、担い手が現れるのを待つ状態で、ネット

ワークだけは緩やかにつながってある状態である。若い人が育ってくれることが重要

で、育ってきて、ＮＧＯに成長してくれればいいが、今いるメンバーは手持ちいっぱ

いである。 
・ 化学物質も縦割りがひどいところで基本法がない。そのために、シックハウス対策で

もやっていることがバラバラで、誰も責任を持っていない。戦略的に考えている機構

がなく、基本法がないとどうにもならない。しかし、従来の法律との関係で誰も作れ

ると考えていない。ガバナンスの考え方は化学物質でも言え、日本も採択しているサ

イコム条約があるが、何もしていない。 
・ 自分の活動で精いっぱいでNPO としての税制面や参加の保証などの活動まではでき
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ない。環境文明は他のNGOができない部分のサポートを、とも思うが、自治体も、国
も、議員も考えられていないと思う。訴訟をやることになるので、どこも嫌がる。小

さな政府を大きな政府をということもあるかもしれないが、NGOなどを使っていかな
いと、今後も含め、環境問題に関して全てのことを政府がやるということなど不可能

である。 
・ なぜ市民参加が必要かというところで、国が制度的保障を考えていかなければならず、

NGOを通じて熟議を行うなど、民主主義の進展に繋がる。また、環境ガバナンスでい
うと、NGOセクターは一つの当事者であって、健全なる社会の環境ガバナンスを行う
上では NGO セクターが弱小ではステークホルダーとしての役割を果たせないのだか
ら育成していく必要がある。そういった意味ではお金を国が補助するというのはおか

しくない。NGOにも旅費を出すのは当たり前だと思うし、プロジェクトなどにももっ
とお金を出すべき。ガバナンスである以上NGOも行かなければならない。国際会議に
おいて日本はある意味で比重のある国であるのに、日本からNGOの参加が一つもない
というのは問題であり、国際 NGO から日本も人を出してくれと、お金も出すからと
度々言われるという。 

・ 本来NPO は市民に支えられるべきでないのか？市民から直接お金がくる仕組みを考
えたほうがいいのではないか？ 

・ 国が評価してNGOにお金をやるのは確かにおかしい。市民の中に、市民の側に立って
いるため、本来的なあり方としては市民からである。 

・ オーフスが当事者でないというのなら、アジェンダ21やリオ宣言ということが関係し
ているため、攻めていくのは、そこからにすべきか。 

・ 中川秀直は公約の中で寄付控除を打ち出している。 
・ 化学物質もずっと停滞していたが、最近になってようやく6 万人を対象に検査を行う
ことになった。今までは医者の中にも毛嫌いしている人も多かったが、疫学調査する

ために多数の医者に声をかけたところ、小児科医や臨床医は異常を感じており、わか

ってきているため、バッシングも少なくなってきた。発達障害についても昔は相手を

されなかったが、最近の医者は原因のひとつかもしれないと認める人も増えてきた。 
・ 情報はなんとかなってきたと言っていたが意思決定への参画はどうか？ 
・ 実質的な参画は難しい。訴訟よりは導入しやすい。審議会に一人入れて下さいという

のはダメだが、実際に形としては入るようになってきた。審議会も外から選ばせれば

いいが、役所が選出している以上実質的なものとは言えない。ただ、入ると透明化は

違う。入っていないときは仲間内でやっていたため、対外的にデータを出さなかった

りと、いい加減であった。我々も出た情報をばらまくため、周知しやすくなる。その

場だけでなく、前の段階での根回し情報も入ってくるため、審議会に一人も入ってい

ない時よりはだいぶ情報が出てきた。小委員会ぐらいのところが実は実質的な意思決

定であってその先は形式的な作業で終わってしまっている。よって、実質的な意思決
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定を行っている小委員会ぐらいのところまでのすべてのワーキングに必ず NGO を入
れるということを主張したい。また、役所による選出のため、消費者団体や生協に声

をかけてNGOとみており、詳しいNGOなどが入っていない。ここが入るようになれ
ばだいぶ変わるであろう。 

・ 何にこのようなことを書き込めば変わるのか？ 
・ 審議会規則は管轄役所によるものであるため、自分たちで首を絞めるような外で選出

者を選ばせるようなことはしない。やはり、議員立法から書いていかないと行けない

であろう。 
・ 税制について訴えるNPO は多いが、参画については少なく、NPO の中でも環境系の
ところから発信すべきである。 

・ 司法へのアクセスについて、環境省を含め役所は訴訟を嫌うが、本来、訴訟ができた

ほうが有利な面もある。しかし、積極的に賛成は絶対にしない。環境省の人に文系の

人が少ないことも理由の一つであり、技術畑の人が多く、余計毛嫌いするのかもしれ

ない。水俣を含め公害問題時に訴訟を受けた訴訟に対するマイナスイメージの影響も

多いであろう。 
・ 自治体における市民参加は先進的なところもでてきている。自治体の議員で政党にと

らわれずに市民派である議員も増えてきている。 
・ オーフス条例というものができるような動きがあれば、市民参画条例も進むであろう。 
・ 市民参加条例はすでに自治体に多い。 
・ 市民参加条例であってもどこの段階での参加なのかは気になるところである。 
・ 環境アセスがかかればいいが、アセスがかかるところ以外の事業は市民参加のプロセ

スが保障されていない。そのため、条例で作らなければどうしようもない。今は、ア

セスをする・しないは予算規模で決まってしまっている。 
・ 自治体は首長しだいで大きく変わる。 
・ 自治体での市民参加も大事だと思うが、さまざまな地域でエコタウンを作ろうとする

と、結局実現するのに国の法律が邪魔になるケースが多い。そうした時に、自治体の

レベルでどんなに参画を保証しても、そこでは実現できない問題があったときにどう

するのであろうとは思う。そのため、国から攻めたい。 
・ 自然保護関係の問題で市民参画ができているところが多いのは、上の法律との抵触が

あまりないからである。しかし、道路とか、河川になってくると、壁が厚い。 
・ 自治体での市民参加というと、計画ができたところでももちろんであるが、実施の面

で下請けの担い手としての市民参加が多いと思う。だから、そこのところも参画した

下請けのところもよく考えておかなければならない。 
・ 助成金でも、政策提言の部門では対象基金が極端に少ない。 
・ 法律を作ったほうがいいというのはその通りであるが、多くの一般市民の巻き込み方、

官僚・議員の巻き込み方を考えなければ進まない。 
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・ 情勢をみて、ダイオキシンのときは公明党（当時野党）であったり、今であれば民主

党のなかのキーマンを捕まえてキーマンと密に交渉していくわけだが、オーフスのよ

うな問題はなかなか広めにくい。ダイオキシンのときは、問題があったため、考案の

骨子を発表し、それに続いて公明党がつくると、民主党が作りと伝わり、議員立法に

つながった。しかし、今回はNPOの存在意義を社会のなかで認めてもらわなければい
けない。そのためには一般市民に対して一番影響力の大きいマスコミの力が必要。税

制優遇とともに、こういう NPOが政治でも正当に機能しなければいけないというよう
な言い方をマスコミにもしてほしい。 

・ 例えば、派遣法のところも製造業に対する派遣が決まった時は誰も気づかなかったが、

こういう問題が起こってからことの重大さに気付いた人が多数いた。結局法律ができ

ようとしているときに、ウォッチし、私たちの問題であるということを気付かせるこ

とが必要になる。リスク管理をしないうちに行う、将来あるリスクがわからないと法

律との関連に気付けない。本当は法律の計画段階から関わらないと自分たちがこうい

う目に合うといったような見せ方ができる。 
・ 確かに、直接的に見せられれば影響は大きいが見せにくいものである。 
・ 横串は、基本的には官僚にはできない。今の官僚機構を変えなければ実現できないこ

とは多数ある。NGOを横串ととらえられないだろうか。ダイオキシンのときも、環境
閣僚会議を開かせ、指針を作らせ、法律を作ったという流れになっている。 

・ 変わるとこう変わるというところを可視化しないと市民は必要性に気付けないのでは

ないか。そこをクリアに教えてもらえれば書きようがあるが、ないと書きづらい。 
・ 政策がいかに自分たちと関わりがあるかということを示さないといけない。 
・ 裁判員制度がすんなり通り、市民参加のほうが遅いのはおかしい。環境という私たち

の生活そのものにかかわっているような政策にかかわれないのに、人の命をどうこう

するということに先に入れるのはおかしい気がする。 
・ 裁判員制度は長い期間議論されてきたことで、陪審員は戦後直後から議論があって、

今に至る。一般市民がこんなにぱっと出てきたように見えるというのは、やっと現場

の話が新聞に載り、目に触れるようになったからで、それまでもずっと議論されてき

た。 
・ 司法は日本の中で狭い世界であったのが、開かれなければいけないということになっ

てきたので、裁判所も意識が変わってきている。裁判官も意識が変わり、サービスが

よくなった。昔は権威の象徴であった。 
・ ここでいう司法へのアクセスは訴権のことで、訴訟を起こせる当事者になれる形、原

告適格を広げようという意味で、人間が訴えられるようにする。個別だけでなく、手

続きの中で参画の手続き違反に関しても訴えられなければおかしくなるため、環境を

守るための訴訟とともに、手続き的な異議申し立て権のために司法へのアクセスを入

れるべきである。 
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・ オーフス条約を受け入れた国の中でも東欧諸国などは早く受け入れ、民主化に使った

が、ドイツなどは結構もたついた。ドイツの市民参加は NGO参加で個人ではないため
相当変えていかなければならなかった。逆に参加の制度が進んでいた国のほうが大変

であった。 
・ ヨーロッパではオーフスは誰でも知っており、市民が政治に参加することが当たり前

であるため、日本とコンプラディズムの国との違いである。コンプラディズムの国々

では「いまさら感」もあるほど浸透している。東欧諸国のためだと思っているところ

も多いのではないか。 
・ 必ずNGO がきちんと参画しなければいけないとしたら、変わっていくと思う。NGO
自身も迫られ、力をつけるであろう。今であれば、日本のNGOは力がないため、どこ
が選ばれるかという問題の中で互いに足を引っ張り合うところが多い。しかし、向こ

うではどこが参加するか話し合いで決まる。実力も認め合うし、そこに意見を言えば

反映してくれるという信頼関係がある。自然に課題を共通して一緒に戦っていくと、

協力し合うためできるようになる。オーフスができるとＮＧＯも淘汰されてくるし、

協力体制もできると思う。 
・ そういうNPOも出てくると、若い人の中にも政策提言をやりたいと感じたりする人も
こんな活動もあるのかという人も入ってき、道が広がるであろう。 

・ 大学で研究を行っていてもそれを生かすところはなかなかないが、NGOのほうが生か
せるよということを伝えている。お金はついてくるであろうと思う。 

・ 公務員の天下りが問題になっているが、今のような形ではなく、NGOへの天下りとし
て新たに公共を担う役割になれば、自分が入る可能性もあるとしてもっとNGOの地位
を上げることになると思う。企業もお金を出す。役人が作ったところであるため、白

書を作ったりもする。 
 
以上 


