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米国環境庁(EPA)におけるヒアリング調査のまとめ 

 

 

日時 11 月 27 日 13:00－14:00 

場所 Washington D.C.  CEQ 730 

対象者 Edward A. Boling [Deputy General Counsel (次席法務顧問)  CEQ] 

質問者 原科 幸彦、錦澤 滋雄、熊澤 輝一、柴田 裕希、Akino M Tahir 

 

質問者；Programmatic EIA と言う表現に関してどのように扱われていますか？ 

Edward 氏； Council Environmental Policy regulations に言及されているが、CEQ として P-EIA とし

ては定義されていない。連邦の各機関は EIA の実施に関し各々の実施規則を持ち、どの行為

が重大な環境影響を持ちアセスメントの必要があるかを特定しなければならないが、この際

に複合的(過去・現在・予測可能な未来を含む)な影響を考慮しなければならない( must )事に

なっている。主導機関は P-EIA の実施を奨励されているが、現実には P-EIA を行おうとして

も上位段階から複数の事業を含む計画の環境影響を一つの評価書で記載することは( not 

efficient )難しい。National Forest Management Act. に基づく連邦の管理する特定の森林の

10 ヶ年から 15 ヶ年の森林計画に関しては P-EIA の実施が求められており、このように議会

から法的に要求されたもの以外は、P-EIA の実施は各連邦機関の独自の判断に委ねられる。

P-EAI の最もいい例としてカルフォルニア州北部からオレゴン州,ワシントン州に至る連山、

つまりカスケード山脈における太平洋北西森林計画 ( Pacific North West Forest 

Management Plan )を挙げることができる。90 年代の初頭に、森林計画を作成する機関が効

率性を理由に P-EIA を行わず、森林計画に関して個々の事業の複合的な影響を正しく考慮し

なかったことから訴訟が起こり、結果、連邦機関が敗訴した。このことをきっかけに、プロ

グラマティックな段階で意思決定に複合的な影響に関しての影響評価を取り込むこととなっ

た。 

質問者；道路計画の分野で何か例はないか。 

Edward氏；2005年の 8月に 18:35できた道路計画と鉄道計画を含むFederal Transportation Lawは 6001

項( section 6001 )で規定する交通整備計画( Transportation Management Plan )に対し 6002

項( section 6002 )では EIA の実施を規定している。2003 年に成立した Federal Aviation Law 

でも、同様の条項があり EIS の作成が規定されている。Federal Transportation Law は、

EIA だけでなく PP に関しても言及しており、最終の意思決定段階での紛争解決でなく、ス

コーピングプロセスで紛争発生の原因やその解決方法の発見を要求している。また州知事に

は、直接 CEQ に対し参加の訴えをする権利が認められている。 

質問者；代替案の絞込みにかんしてはどうか。 

Edward 氏；シアトルタコマ空港の拡張工事の例では、連邦航空局( Federal Aviation Administration )は



 

 

 

 

 

Federal Aviation Law に基づき湿地の埋め立てに関する EIS を作成し、当然ながら駐車場用

に湿地帯の埋め立てを計画していた陸軍工兵隊が参加する機会が保障された。24：42 

質問者；人々が訴訟を起こすことのできる基本的権利は何によって保障されているのか保障 

Edward 氏；NEPA によって保障されている 

質問者；APA については 

Edward 氏；それに関しては複雑だ。APA は連邦裁判に関して規定しており、連邦政府の最終的な意思決

定に対する訴訟を扱う。この場合、最終的な意思決定を導く EIS のプロセスが不適当である

ことから、NEPA によってこれらの訴訟は保障される。訴訟が保障されているのは意思決定

の公告から 6 ヶ月間となっている。環境問題に関する訴訟では、多くの場合意思決定後すぐ

に訴訟になっており、6 ヶ月という期間で十分であると解釈できる。また、事業の変更や、

新たな問題の発生、重大な状況の変化があった場合には、その情報に対して補足評価書が求

められ、補足評価書の意思決定に関しても 6 ヶ月の期間は同様に適忚される。 

質問者；全体の評価書のうち補足評価書の占める割合はどのくらいか 

Edward 氏；ご存知のように EPA が各機関の EIS を受け取り保管しているので、正確なデータは EPA で

確認したほうが良いが、D-EIS, F-EIS, Supplemental-EIS を含めて年間 500 程度の EIS が

発行されている。その中での割合を知るのは難しいと思う。というのも、各機関は D-EIS、

F-EIS と手続きを踏んで、新たに発覚した情報に対し再び D-EIS を作成することもある。こ

れが事実上 Supplemental-EIS となるが、各機関はこれを Supplemental-EIS と呼ぶように

規定されているわけではないからである。先ほどの質問の中に P-EIS の割合や発行数を尋ね

るものがあったが、これも同じ理由によって、つまり各機関は計画段階の EIS を

Programmatic-EIS と呼ぶように要求されているわけではないため、計画段階の EIS であっ

てもそうは呼ばれない。また、計画段階の EIS の中にも個別の事業アセスを含んだものもあ

り、その場合には P-EIS であるのか否かを判断するのは難しい。全体の 1 割程度という推定

は現実的だが、確証はない。我々の規則の中では Programmatic というものは影響評価の方

法の名前であって、計画段階の評価書と事業段階のものを区別する必要は無い。 

質問者；割合に関して知ろうとすれば一つひとつ中身を確認するしかないのか？ 

Edward 氏；そうなるだろう 

質問者；環境付託( referral )に関して、どのくらいケースがあるのか？ 

Edward 氏；ここで間違ったデータを言うことはできないので web サイトで確認して欲しい。我々はそれ

ほど多くの環境付託を行うわけではない。なぜなら、ほとんどの連邦機関( most agencies )

は非公式のルートで問題を扱おうとするからだ。CEQ が環境付託を受けた場合、それは公の

方法となることが要求される。つまり、CEQ は環境付託に対し公告を行ったうえで public 

meeting を行う。[ノースカロライナ州の漁業省と軍工兵隊の環境付託の事例紹介、地元住民

を交えて 1970 年から 2003年の 5月まで 33 年間を要した。レポートは webに掲載している。] 

質問者；州アセスに関して、もっとも先進的な州は 

Edward 氏；州の環境法といってもたくさんあるので、最も強力なものでカルフォルニア州の CEQA を挙



 

プランニングプロセスに統合された SEA の参加. 

 

 

 

 

げることができる。他にもオレゴン州の交通に関する計画アセスは非常に良いようだ。 

 

 

ワシントン州環境局(DOE)におけるヒアリング調査のまとめ 

 

日時 11 月 30 日 (木) 14：00－15：30 

場所 Office of DOE Olympia Washington St. 

対象者 ワシントン州環境局 ( Dept. of Ecology ) 

Barbara Ritchie, Patricia Betts 

質問者 原科 幸彦、錦澤 滋雄、熊澤 輝一、柴田 裕希、Akino M Tahir 

 
 
Ⅰ 背景 
 A.SEPAの目的 
  1.SEPAに記載された目的(RCW) 
  2.SEPAルールの目的(WAC) 
  3.SEPAによる基本的な規定(mandates) 
  4.SEPAの規定する「機関」「主導機関」「行為」「環境」の定義 
Ⅱ 計画段階の環境アセス(Nonproject EIA ) 
 A.Nonproject Actionの定義 
  1.WAC 197-11-704(1)(b)より 
 B.計画段階の環境アセスの適忚対象 
  1.計画段階の内容 

2.計画段階の範囲 
3.計画段階の適忚事例 

 C.対象となる計画規模 
 D.年間の実施件数(Nonproject比) 
 E.実施に要する時間 
 F.実施に要するコスト 
Ⅲ 計画段階の環境アセスの手法 
 A.評価手法 
  1.SEPA文書の種類 
  2.検討範囲 
  3.境界決定(Threshold Determination) 
 B.公衆参加の手法 
  1.計画段階の環境アセスでの公衆参加に関する SEPA規則 
  2.その他の公衆参加に関して 
  3.説明会とワークショップ 
 
 C.情報公開の手法 
  1.SEPA文書の配布規定 
  2.電子媒体による情報公開 
  3.提供する情報の媒体 
 D.州行政機関による審査手続き 
Ⅳ 計画段階における環境アセスの意思決定への反映の手法 
 A.評価結果 
 B.公衆参加での合意の内容についての扱い 
  1.SEPA規則 
  2.現状 
 C.EIAの検討結果 
Ⅴ 計画段階の環境アセスの実効性を支援する制度 
 A.評価手続き 
 B.公衆参加手続き 
 C.情報公開手続き 
 D.審査手続き 
Ⅵ NEPAとの相違 
 A.対象 



 

 

 

 

 

 B.対象計画･事業の規模 
 C.実施件数 
 D.実施に要する時間 
 E.実施に要するコスト 

 

Ⅰ 背景 

 A.SEPA の目的 

  1.SEPA に記載された目的(RCW) 

 

ワシントン州の州環境影政策法 SEPAは、RCW(Revised Code of Washington)[ワシントン州における現在

施行されている全ての法規を掲載した法典]の Title.43 State government – executive の中の

Chapter43.21Cに示されている。SEPAの目的について RCW 43.21C.010のなかで、「人間と環境の生産的で

快適な調和の取れた政策を進めることを宣言するとともに、環境や生態系への害を除去あるいは回避する

ことに努め、人々の健康と福祉を促進し、生態系や自然資源の国や州への重要性の理解を図る」としてい

る。 

 

 

Chapter 43.21C RCW 

The purposes of this chapter are: (1) To declare a state policy which will encourage productive 

and enjoyable harmony between man and his environment; (2) to promote efforts which will prevent 

or eliminate damage to the environment and biosphere; (3) and stimulate the health and welfare of 

man; and (4) to enrich the understanding of the ecological systems and natural resources important 

to the state and nation. 

 

 

NEPA 前文より 

 

Sec. 2 [42 USC § 4321]. Congressional declaration of purpose 

 

The purposes of this Act are: To declare a national policy which will encourage productive 

and enjoyable harmony between man and his environment; to promote efforts which will prevent 

or eliminate damage to the environment and biosphere and stimulate the health and welfare of 

man; to enrich the understanding of the ecological systems and natural resources important 

to the Nation; and to establish a Council on Environmental Quality. 

 

2.SEPA ルールの目的(WAC) 

 [SEPAについてワシントン州行政法規集 WAC(Washington Administration Code)のなかで、行政業務に

関して規定しており、実際の手続きなどが SEPAルールとして定められている。]  
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a) このルールは SEPA を遵守するための規定された手続き体系を構築するためのものである。(WAC 

197-11-020) 

a) Rules are to “established uniform requirements for compliance with SEPA” (WAC 197-11-020) 

b) 州機関は以下に関して可能な限り最大限努める： 

「SEPAと当ルールに説明される方針に基づいて、ワシントン州における政策･規則･法律を説明し実施

する」(WAC 197-11-030 (2)) 

b) Agencies shall to the fullest extent possible; 

“Interpret and administer the policies, regulations, and laws of the state of Washington in 

accordance with the policies set forth in SEPA and these rules.”(WAC 197-11-030 (2)) 

 

3.SEPA による基本的な指令(mandates) 

a) 実質指令：州政府の機関(意思決定者)に対し、SEPAは意思決定の中に環境要素を盛り込むことを

求める。また、環境を保護する「行為」について責任を有する。 

a) Substantive mandate:  SEPA requires government agencies (decision-makers) to take 

environmental factors into account in making decision. They are responsible to “act” to 

protect the environment. 

 

b) 追補指令：SEPAはワシントン州における全ての行政組織に対し、既存の権限に加えて、環境を保

護する権限と責任を付与する。 

b) Supplemental mandate: SEPA add to the existing authority of every unit of government in 

Washington State – giving them the responsibility and power to protect the environment when 

carrying out other functions. 

 

c) 積極的指令：行政機関は現存する環境の質を維持するだけでなく、環境の回復と向上を図るべき

である。 

c) Affirmative mandate: Agencies are to not only preserve existing environment quality, but 

are to make decision that restore and enhance the environment. 

 

d) 手続き的指令：行政機関は計画や政策、プログラム、事業の認可や策定過程において、主に影響

低減措置を含む環境影響や代替案の分析を通じて「環境の価値や快適性への適切な配慮」を盛り込

むべきである。 

d) Procedural mandate: Agencies are to use planning and decision-making process for developing 

or considering the approval of plans, policies, programs or projects that gives “appropriate 

consideration to environmental values and amenities”, which occurs mainly through the 

analysis of environmental impacts and alternatives, including mitigation measures. 



 

 

 

 

 

 

e) 平衡に関する指令：行政機関は SEPAについて、その他の重要な政策と矛盾の起こらない中で、「実

行しうる最大限」実施するべきである：言い換えれば、他の重要な政策と干渉しない範囲で環境に

配慮した行為をするべきであり、意思決定者は SEPAの政策を人と環境の間の「生産的な調和」の実

現に向けた意思決定のためのガイダンスとして捕らえる。 

e) Balancing mandate: Agencies are to implement the substantive state environmental policy “to 

fullest extent practicable” consistent with other essential policy considerations; in other 

words, to take the environmentally preferred course of action unless it poses a conflict with 

other essential policies, in which case the decision-maker looks to the substantive policies 

of SEPA as guidance in making decisions directed toward achieving a “productive harmony” 

between people and the nature. 

 

4.SEPA の規定する「機関」「主導機関」「行為」「環境」の定義 

a) 「機関」「主導機関」「行為」の定義 

a) Definitions for Agency, Lead Agency, and Action 

WAC 197-11-714 機関 

「機関」は全ての州及び地方行政主体、審議会、委員会、部局、及び立法権を有する部局、紛争の担

当し得る部局、WAC 197-11-704に記された行為をし得る部局、ただし司法機関と議会は除く。 

WAC 197-11-714 Agencies 

“Agency” means any state or local government body, board, commission, department, or office 

authorized to make law, hear contested cases, or hear contested cases, or otherwise take a 

action stated in WAC 197-11-704, expected the judiciary and state legislature. An agency is 

any state agency or local agency. 

 

WAC 197-11-758 「主導機関」 

「主導如機関」は SEPA手続きの責任がある期間のことを意味する。計画段階の提案については、一般

にその計画を作成する機関が主導機関である。 

WAC 197-11-758 Lead agency 

“Lead Agency” means the agency with the main responsibility for complying with SEPA’s 

procedural requirements. For nonproject proposals, the lead is agency usually the agency 

developing the nonproject proposal. 

 

WAC 197-11-704 「行為」 

(1) 行為は以下のものである 

(a) 新規または継続の活動(事業、プログラムを含む)、全体または部分的な出資、援助、実施、規定、

認可、承認； 
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(b) 機関の規則、規制、計画、政策または手続きの新設または改定 

WAC 197-11-704 Action 

(1) Action include :  

(a) new and continuing activities (including projects and programs) entirely or partly financed, 

assisted, conducted, regulated, licensed, or approved by agencies; 

(b) new or revised agency rules, regulations, plans, policies, or procedures. 

 

b) 環境の構成要素 

WAC 197-11-444 に記載される自然環境と構築環境 (付録 A) 

b) Elements of the Environment 

WAC 197-11-444 includes elements of the natural environment and the built environment (see 

attachment A) 

 

c) 成長管理法（GMA） 

成長管理法は、総合土地利用計画に向けて市民やコミュニティー、自治体、民間企業を調整して協力

する仕組みを提供する法律である。GMA は交通やインフラといった環境などを増進させる幾つもの

計画策定を含んでいる。 

c) Growth Management Act (GMA) 

The Growth Management Act is a law which provides a structure for coordination and cooperation 

between citizens, communities, local governments, and the private sector for comprehensive 

land use planning. GMA includes a number of planning goals includes adequate transportation 

and infrastructure, enhancing the environment, etc. 

 

 

Ⅱ 計画段階の環境アセス(Nonproject EIA ) 

 

A.計画段階 (Nonproject Action) の定義 

 

1.WAC 197-11-704(1)(b)より 

計画段階の行為. 計画段階の行為とは、政策・計画・プログラムにおける意思決定を含む。 

(i) 環境の利用や改変を規制する基準を含む法律や条令、規則や規定の採用や改正; 

(ii) 土地利用総合計画またはゾーニング条例の採用または改正; 

(iii) 一連の開発行為に係る政策や計画、プログラムの採用または改正。ただし、連邦機関から実施

が承認される政策や計画、プログラムは除く。 

(iv) 行政区分の新設または市、町、地区の合併; 

(v) 予算 



 

 

 

 

 

(vi) 道路、通り、高速道路の計画. 

Nonproject actions. Nonproject actions involve decisions on policies, plans, or programs. 

(i) The adoption or amendment of legislation, ordinances, rules, or regulations that contain 

standards controlling use or modification of the environment; 

(ii) The adoption or amendment of comprehensive land use plans or zoning ordinances; 

(iii) The adoption of any policy, plan, or program that will govern the development of a series 

of connected actions (WAC 197-11-060), but not including any policy, plan, or program for 

which approval must be obtained from any federal agency prior to implementation; 

(iv) Creation of a district or annexations to any city, town or district; 

(v) Capital budgets; and 

(vi) Road, street, and highway plans. 

 

B.計画段階の環境アセスの適応対象 

1.計画段階の行為の内容 

SEPAは特定の計画段階の行為を目標としない。成長管理法は交通やインフラなどの土地利用や地域計

画に重点をおいてつくられた。財源は成長管理法の計画作成や SEPA手続きに費やされている。その

他の州の財政が費やされ、かつ法的に行われる計画段階の行為には、海岸管理法や水域計画にとも

なう地域海岸管理者プログラムがある。 

SEPA does not target any particular kind of nonproject action. The Growth Management Act created 

an emphasis on local planning for land use, infrastructure and transportation. Financial 

resources are provided to support GMA planning and associated SEPA process. Other nonproject 

actions which received state financial support and are implemented through laws are the local 

Shoreline Master Programs that implement the Shoreline Management Act and Watershed Planning. 

2.計画段階の行為の範囲 

政策または、計画、プログラム、規則、規定、条例の新設もしくは改定 

New or revised, policies, plans, programs, rules, regulations, and ordinances. 

3.適応事例 

総合計画 – 土地利用決定の政策方針や枠組みをなす土地利用の計画。成長管理法の規定の下に作成さ

れる場合、機関は成長管理法の、土地利用や住宅供給、重要な施設、設備、海岸、その他の地域要

素などの規定に従う。 

Comprehensive Plan – is a land use document that provides the framework and policy direction 

for land use decisions. When prepared in a jurisdiction regulated by the Growth Management 

Act, the agencies must follow GMA requirements and include chapter on land use, transportation, 

housing, capital facilities, utilities, shoreline, and rural elements. 

 

重要施設計画 – は成長管理法の中で水や水質管理、また洪水対策などのインフラ計画として定義され

http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=197-11-060
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ている。これの計画は成長管理法によらないところで作成される。 

Capital Facilities Plan – is defined by GMA as plans for infrastructure such as water, water 

treatment, and stormwater facilities. These plans may also prepared by non-GMA jurisdictions. 

 

海岸管理者プログラム – は市または群の海岸管理法を実施するためのプログラムである。海岸管理者

プログラムは大きな河川、20 エーカー(8.1ha)を越える湖、臨海部などの海岸線の新規開発や利用

を規定している。 

Shoreline Master Program – is a city or county program for implementing the Shoreline Management 

Program Act. A local Shoreline Master Program regulates new development and use of shorelines 

along large rivers, lakes over 20 acres, and marine water front. 

 

政策 – は計画の策定の目標や方針に関して記述される。例えば、多元群計画作成政策（GMA）は、地

方の管轄権に対し、どのように成長に適忚し、住環境を良くするかといった枠組みや指針を示す。 

Policies – describe goals or intentions that guide planning. For example, multi-county planning 

policies (GMA) provide general framework to guide how a multi-county reason and its local 

jurisdictions will accommodate growth and assure that region counties to be a great place 

to live. 

 

交通計画とプログラム – は州または群や市の交通整備の計画である。例えば、ピュージェット湾地域

審議会目標 2030は、交通集中を緩和し住宅と職場あるいは学校、店舗、行楽の間の移動を容易にす

るための計画である。 

Transportation plan and program – may be local or state plan that plans for the transportation 

infrastructure for a city, county, region, or state. For example Puget Sound Regional Council 

Destination 2030 is a transportation action plan for addressing traffic congestion and making 

it easier to move between home and work, school, shopping, and recreation. 

 

地域開発規制 – 総合計画に基づく規制を含む。重要地域条例や湿地の指定･保護。 

Local Development Regulation – includes the implementing regulations for a comprehensive plan. 

For example, critical area ordinance identify and protect wetlands. 

 

ゾーニング条例 –総合計画の下に実施される規制。建蔽率制限、容積率制限、セットバック制限、高

さ規制など、ゾーニング条例は一般的に土地での活動に対し規制する。 

Zoning Ordinance – may be an implementing regulation for a comprehensive plan. Zoning ordinance 

typically regulate types of activities which may occur on a given piece of land; how much 

of the land can be covered by a building; how far a building must be set back from each property 

line; how tall the building structure can be; and the total floor area that can be constructed. 



 

 

 

 

 

 

住宅･区域開発の計画 – 最小 0.4 haから最大 81 haの範囲での特定区域内における、住宅建設のため

の計画 

Planed residential and unit development – is a plan for building residences in a defined area; 

the area can be small as a 1 acre (0.4 ha) or as large as 200 acre (81 ha). 

 

地区計画/地区マスタープラン – 市や群よりも小規模な地区の土地利用計画。大学や病院と言った大

型施設、あるいは産業などの特定目的の計画。 

Subarea plan or Master plan – is a land use plan for a smaller than a city or county. It may 

be focused on a particular type of use such as industrial or may be a large facility such 

as hospital or university. 

 

州行政規則 – ワシントン州内の行政機関によって制定された規則。ワシントン行政規則集に掲載され

ている。 

State regulation – is a rule enacted by agencies in the State of Washington. They are compiled 

in the WAC.  

 

水道計画 – 水道供給のための地域計画。 

Water system plan – is an area plan for the water supply infrastructure. 

 

汚水管理計画– 汚水浄化施設のための地域計画。 

Water treatment plan – is an area plan for the sewage treatment infrastructure. 

 

氾濫原管理計画 –氾濫原の管理のための地域計画。 

Floodplain management plan – is an area plan management the floodplain. 

 

C.対象となる計画規模 

計画規模や計画の環境分析の中身はそれぞれ大きく異なっている。環境分析は環境チェックリストや

非重大の決定、環境影響評価書に記載される。 

The scale of plans and their environmental analysis vary significantly. The environmental 

analysis can be documented in an environmental check list and determination of nonsignificance 

or an environmental impact statement. 

 

D.年間の実施件数(Nonproject 比) 

州環境局は計画段階の行為や、その計画に関連して何件の事業が実施されているかに関する情報は持

っていない。環境局には年間に約 1万件の SEPA文書が送られてくる。その中で計画段階に該当する
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ものは 2割から 3割程度だと見積もられる。 

Ecology has no data to answer how many nonproject actions occur and how many related project 

actions occur assisted with a nonproject action. Around 10,000 SEPA documents are sent to 

Ecology each year. We estimate approximately 20 – 30 % are nonproject SEPA documents 

 

E.実施に要する時間 

 

1.SEPA の履行スケジュール 

計画段階の SEPAに費やされる時間はそれぞれ大きく異なる。SEPAの時間スケジュールというものは、

その「行為」に必要な時間によって決定付けられ、とりわけ GMAに基づく行為はその傾向が強い。 

The time required to complete SEPA for a nonproject action can vary greatly. Timeline 

requirements for the underlying action may dictate the SEPA timeline, particularly when the 

action is a GMA action. 

 

2.SEPA の環境分析の機関・評価書の有効期間 

SEPA は評価書の有効期間を明記していない。SEPA 文書は、その特定の案件に対し 1)重大な環境影響

の可能性が発生するような大幅な変化がある、もしくわ 2）重大な環境影響の発生を指摘するよう

な新たな情報があるまでは、有効とされる。もし、この基準のどちらかでも満たす場合は、新たな、

もしくは補足評価書が要求される。成長管理法は総合計画の見直しのために、評価書の期間が区切

られる。総合計画の見直しは、追加影響評価を必要とする。 

SEPA does not specify how long a nonproject SEPA document is valid. SEPA documents on a specific 

proposal are to be used unchanged expect when there are: 

1) substantial change to a proposal so that the proposal is likely to have significant adverse 

impacts; or 

2) new information indicating a proposal’s probably significant adverse environmental impacts. 

If either of these criteria apply, new or supplemental SEPA review is needed. 

The Growth Management Act has timelines for revising comprehensive plans. Any changes to a 

comprehensive plan would usually trigger additional SEPA. 

 

F.実施に要するコスト 

SEPA文書のコストはとても幅が広い。PSRCは長期計画 2020の SEPA文書に 100,000 ドル以上のコスト

を費やした。SEPAでの分析が各種の計画策定の文書に統合されている場合は、コストは減尐すると

考えられるが、これを明確にすることは困難である。法規集の改定や小規模のゾーニングの改定な

ど、規模の小さな行為に対する SEPA文書のコストは、通常の場合環境チェックリストが使われ、扱

われる情報もとても尐ないので、とても尐なく抑えられる。また、計画の見直しやアップデートに

おいて SEPA を的確に行えば、その後の計画の小規模な改訂は計画全体に対して作成された SEPA 文



 

 

 

 

 

書を参照することができる。このような場合、機関は既存の SEPA 文書を採択することができ、DNS

もしくは DSを発行できる。そのコストは、関連する既存の SEPA文書の再検討と新たな境界決定(簡

易アセスの結果に対する判断)を含む(最小コスト)。 

SEPA documents can range significantly in cost. The Puget Sound Council budget for their Vision 

2020 SEPA document was over $100,000. When the SEPA analysis is integrated with the planning 

document (allow for GMA documents), the cost is likely reduced but also difficult to defined. 

Some planning SEPA documents for smaller actions such as a code amendment or a small zoning 

change may cost very little because the environmental checklist is typically used and very 

little information is developed. If SEPA is done correctly for the development or update of 

a plan, an agency making subsequent small changes to the same plan may be to reference the 

SEPA document prepared for the whole plan. In that situation, the agency could adopt the 

existing SEPA document and issue a DNS or DS. The cost would involve reviewing the original 

SEPA document for relevance and issuing the new threshold determination (minimal cost). 

 

Ⅲ 計画段階の環境アセスの手法 

 

A.評価手法 

 

1.SEPA 文書の種類 

SEPAの除外規定にない提案については、分析と重大影響の決定または非重大影響の決定がなされなけ

ればならない。重大影響の決定がなされた場合には、環境影響評価書が準備される。 

For each proposal that is not except from SEPA, an analysis or a determination of significant 

(DS) or a determination of nonsignificance (DNS) must be made. When a DS is made, an 

environmental impact statement (EIS) is prepared. 

a) 環境チェックリストはもともと計画段階よりも事業段階向けに構成されている。計画段階の行為に

対してはさらに補助的なフォームが加えられている。この補助的なフォームも含めて計画段階の環

境影響の情報は最小限に限られる。非重大の決定や環境チェックリストに関する SEPA規則は、複合

的影響を尋ねていないうえ、読者に対し間接的影響を具体的に指摘しない。 

a) An Environmental Checklist is a form that was originally designed for review of projects 

rather than nonproject actions. A supplemental form is added for nonproject actions. Even 

with the supplemental form, information about the environmental impacts of nonproject action 

is usually minimal. The SEPA rules for a DNS and the environmental checklist do not ask about 

cumulative impacts and do not specifically remind readers to think about indirect impacts. 

b) 環境影響評価書はさらに充実した環境分析とさらに徹底した住民参加を含む。SEPA は県境影響評

価書に記載しなければならない事項を指定にしているが、構成は柔軟である。準備書(ドラフト)は

公衆による審査とパブリックコメントの為に発行される。パブリックコメントが終わった後、最終
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評価書が発行されるが、これは寄せられた全てのパブリックコメントに忚えなければならない。 

b) An EIS includes a more though environmental analysis and more public involvement. SEPA 

specifies what an EIS must includes but more flexible on format. A draft EIS is issued for 

public review and comment. After the public comment period ends, a final EIS is prepared that 

responds all comments received.   

c) An integrated SEPA and GMA document – WAC 197-11-235 provides substantial flexibility on 

the format for integrated GMA document. “The overriding consideration is a quality of 

information and analysis at the appropriate scope and level for the particular GMA document, 

and not the format, length or bulk of the document.” 

i) An integrated DNS and GMA document – must contain the environmental summary which emphasize 

“… the major conclusions, significant area of controversy and uncertainly, if any, and the 

issue to be resolved, including environmental choice to be made and effectiveness of 

mitigation measure.” “The summary should highlight from an environmental perspective the 

main options that would be preserved or foreclosed by the proposed GMA action. It should 

reflect SEPA’s substantive policies and focus on any significant irreversible and 

irretrievable commitment of natural resources that would be likely to harm long term 

environmental productivity, taking into account cumulative impacts” 

ii) An integrated SEPA and GMA document must includes an environmental summary (same as the 

required for a DNS), concise the analysis of alternatives, comments and responses, and 

appropriate technical and other supporting materials. 

e) An addendum or adoption can be use to complete SEAP on GMA or non-GMA nonproject decision. 

Fro example, a SEPA document prepared for a comprehensive plan might be adopted to meet the 

SEPA review requirements for the adoption or amendment of an implementing regulation. 

i) For an adoption, an agency can adopt all or part of environmental document when making the 

threshold determination on a current proposal. 

ii) For an  addendum, an agency can add analysis or information that does not change the analysis 

of significant impacts or alternatives. 

f) A Nonproject Review Form (NPRF) is a guidance document that is a set of questions which help 

agencies identify potential impacts and analyze them. It is intended to be used concurrently 

with the development of a nonproject proposal. It recognizes that development of a nonprojetc 

proposal usually involves a series of decisions, each subsequent decision building upon the 

previous decisions. The NPRF is intended to support each set of decisions which ultimately 

lead final decision. 

g) A Planed Action is a type of project action whose impacts are analyzed in an EIS associated 

with a GMA comprehensive plan or subarea plan. It is designed as a planed action by a ordinance 

or regulation adopted by a GMA county / city. When a proposal submitted that meets the 



 

 

 

 

 

requirements of a planed action ordinance, a new SEPA threshold determination or EIS is not 

required. (WAC 197-11-164 + 172) 

 

2.検討範囲 

a) The intended focus of review for nonproject action is describe in WAC 197-11-235(5) (a) and 

(b) and also in III.A.1.c above. WAC 197-11-228 also emphasizes consideration and disclosure 

of cumulative impacts. 

b) The element of environment (Attachment A) provide wide range of natural and build environment 

elements to be considered in the environment analysis. 

c) For an EIS, agencies are encouraged to emphasize alternatives analysis (in terms of 

alternatives means of accomplishing a state objective). For example, comprehensive plans 

might discus alternative proposals for policies contained in the plan. Impacts from these 

alternatives would be discussed in general terms. Subsequent actions that would be needed 

to implement the nonproject proposal should be identified. 

d) For GMA decisions, SEPA allows scoping to occur without a threshold determination. This means 

agencies do not have to make an early decision regarding whether to prepare an EIS. They can 

make that decision later in the process when they have a better idea about the impacts or 

tradeoffs between the policies and regulations they are considering. 

 

3.境界決定(Threshold Determination) 

SEPA required a lead agency to decide whether “is likely to have a provable significant adverse 

environmental impact”. This decision is based on the proposal action, the information in 

environmental checklist, and any additional information that is available. In practice, it 

seems to have been difficult for agencies to judge whether a nonproject proposal should 

received a determination of nonsignificance or determination of significance with intent to 

prepare an EIS. Some comprehensive plan and 10 year plan updates have had EISs prepared. Most 

nonproject proposals are accompanied by a DNS impact of plan must be analyzed in a planning 

EIS. 

 

B.公衆参加の手法 

 

1.計画段階の環境アセスでの公衆参加に関する SEPA 規則 

a) Comment periods are a common form of public participation occurs in SEPA. 

i) A DNS on a non-DNS, nonproject action may not require a comment period for the public and 

other agencies. 

ii) A DNS on GMA action always required comment period for public agencies and other agencies. 



 

プランニングプロセスに統合された SEA の参加. 

 

 

 

 

iii) A nonproject EIS has two comment periods – one during initial scoping and one for the draft 

EIS when the alternatives and analysis of their impacts can be reviewed. 

b) Public hearings are formal opportunity for the public to comment, but they are not used 

regularly. 

i) Public hearings are generally not required by SEPA but any public hearing held under some 

other requirement of law, must be open to consideration of the environmental impact of the 

proposal, together with any environmental document that is available. 

ii) Lead agencies may decide to hold a public hearing. 

iii) A public hearing is required when 50 or more people adversely affected by the environmental 

impact of the project of the project written request for a hearing during the comment period 

on the draft EIS. 

iv) A public hearing is also required for a draft EIS if two or more agencies with jurisdiction 

make a written request. 

 

2.その他の公衆参加に関して 

SEPA public participation methods and opportunities are often connected to public participation 

requirements and practices for the underlying decision / action. 

a) Hearings or meetings on the underlying decision “shall be opened to consideration of the 

environmental impact of the proposal, together with any environmental document that is 

available.” WAC 197-11-535 (1) 

b) GMA actions have specific requirements regarding public involvement. For these actions, SEPA 

public participation may be integrated with the public participation requirements for the 

GMA action. 

 

3.説明会とワークショップ 

Public meetings / workshops are commonly used to support public participation 

 

C.情報公開の手法 

 

1.SEPA 文書の配布規定 

a) For a DNS with a comment period, the DNS and environmental checklist (or GMA and SEPA 

integrated document) shall be sent to  

i) agencies with jurisdiction, 

ii) the department of ecology, 

iii) affected tribes, and  

iv) each local agencies or political subdivision whose public service would be changed as a 



 

 

 

 

 

result of implementation of proposal.. 

b) For an EIS, the draft EIS (or GMA/SEPA integrated document) shall be sent to: 

i) the department of ecology, 

ii) federal agencies with jurisdiction, 

iii) state and local agencies with jurisdiction or environmental expertise on the proposal, 

iv) each city/county in which adverse environmental impacts identified in the EIS may occur, 

v) each local agencies or political subdivision whose public services would be changed, 

vi) applicable local, area-wide, or regional agencies designated under federal law to conduct 

intergovernmental review and coordinate federal activities, 

vii) any parson requesting a copy, and  

viii) any affected tribe. 

 

2.電子媒体による情報公開 

Some agencies will provide periodic information by using newsletter mailto interested parties 

or website. This helps to provide information to the public and agencies through the review 

process. 

 

3.提供する情報の媒体 

Often distributed in printed format but is increasingly being made available on CD and website. 

 

D.州行政機関による審査手続き 

When required to have comment period, the lead agencies must send the SEPA document (typically 

printed copies, but now using CDs and email) to all agencies with jurisdiction. 

State agencies encouraged to review and comment on the document but are not required to do so. 

Each agency usually has its own procedures for reviewing and commenting on SEPA documents. 

Failure to comment on a draft EIS will prohibit the agencies from later alleging any defects 

in the lead agency’s environmental analysis. 

 

Ⅳ 計画段階における環境アセスの意思決定への反映の手法 

 

A.評価結果 

1.SEPA 規則 WAC 197-11-655 

提案行為に対し、意思決定者が最終意思決定を行う場合に 

When a decision-maker considers a final decision on a proposal  

a) The alternatives in the relevant environmental documents shall be considered 

b) The range of alternative course of action considered by decision-makers shall be within the 
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rage of alternatives discussed in the relevant environmental documents. 

c) Any information about alternatives made available to the decision-maker should also be made 

available to the public prior to a decision. 

2.重大影響の決定と影響評価書 

When an EIS is prepared, the draft EIS is distributed for formal public review and comment. 

When the final EIS is distributed it must contain a section that explains how the agency has 

responded to all comments. Possible responses are to: 

a) modify the alternatives, including the proposed action,  

b) develop and evaluate alternatives not previously given detailed consideration by the agency 

c) supplement, improve, or modify the analysis, 

d) make factual correction, or  

e) explain why the comment does not warrant further agency response. 

 

B.公衆参加での合意の内容についての扱い 

 

1.SEPA の規定 

a) The SEPA process shall be integrated with agency activities at the earliest possible time 

to ensure that planning and decision reflect environmental values, to avoid delays later in 

the process, and to seek to resolve potential problems. 

b) When a DNS or EIS is integrated in with the GMA action, the document must contain a summary 

that identifies: 

i) significant are of controversy and uncertainty, and  

ii) issue to be resolved, including environmental choices to be made and the effectiveness of 

mitigation measures. 

 

2.現実の実施 

The SEPA rules do not ensure good public participation and consensus building. One key to 

consensus is the lead agency’s commitment and active efforts to building consensus. This 

includes identifying possible areas of controversy and unresolved issues, and actively 

working to resolve those issues. Another key is for the lead agency to allow the process to 

truly shape the outcome and the final decision. If the lead agency has predetermined preferred 

alternative, they may not use public and agency input but instead might have a tendency to 

prepare the analysis to support their preferred choice. 

One of the challenges under SEPA is having the agency making the proposal also be the SEPA lead 

agency. The SEPA rules encourage agency to have separate decision-maker and responsible 

official for SEPA review. However, this doesn’t always happen and may result in less objective 



 

 

 

 

 

analysis and decision-making. 

 

C.EIA の検討結果 

SEPA does not require a Record of Decision like that required under NEPA. An agency must provide 

a document that states its decision on the underlying action. It could reflect how the agency 

has used the SEPA information to make the decision on the underlying action. However, there 

is on requirement in SEPA for the agency to do this. 

Although SEPA gives agencies supplemental authority to condition or deny a project, this 

authority is usually not used for nonproject actions. When an environmental impact is 

identified, the agency can simply change their proposal to reduce or eliminate the impact. 

 

Ⅴ 計画段階の環境アセスの実効性を支援する制度 

 

A.評価手続き 

1) Appeals  SEPA provides for appeal by public or agencies. Appeals may be on procedural issue 

(failure to meet the procedural requirements of SEPA) or on substantive issue (now the 

information in the SEPA document is used in decision-making). A successful challenge can 

result in the lead agency having to redo their SEPA analysis. 

2) Agencies with jurisdiction  Agencies with jurisdiction may assume lead agency status if the 

lead agency has issued a DNS and the agency with jurisdiction believes the proposal is likely 

to have a significant adverse environmental impact. However, most nonproject actions do not 

involve another agency with jurisdiction. GMA requires counties and cities to work together 

and develop consensus. 

3) Growth Management Act  GMA requires that certain critical environmental resource be protect. 

GMA identified an environmental planning goal – “protect the environment and enhance the 

state’s high quality of life, including air and water quality, and the availability of water.” 

This helps to ensure that the SEPA analysis is linked to the planning process and will assist 

to ensure the environment analysis affects the GMA decision. 

 

B.公衆参加手続き 

Refer III-B for information public participation. SEPA also provides for appeal by the 

public and agencies. Failure to meet the procedural requirements for the public participation 

can be challenged. A successful challenge can result in requiring the lead agency redo their 

SEPA process. 

 

C.情報公開手続き 
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SEPA document distribution requirements III-C. Failure to meet the procedural requirements 

for providing the information required or for distribution the information can be challenged. 

A successful challenge can result in requiring the lead agency redo their SEPA process / or 

document. 

 

D.審査手続き 

Although SEPA provides a public comment period for many SEPA documents, public and agency 

review is not required. 

 

Ⅵ NEPA との相違 

A.対象 

Each federal agency adopts its own NEPA procedures. As part of their procedures, the agency 

identifies the types of projects that can be categorically exclusion from NEPA review. It 

is possible the agency may exclude some categories of non project action. 

Under SEPA, categorical exceptions are identified in SEPA and the SEPA Rules. There are 

very few nonproject actions that are expect from SEPA review. As a result, SEPA generally 

covers a wide range of nonproject actions. 

 

B.対象計画･事業の規模 

1) Federal agency plans are often for large geographic area / regions. Generally speaking, 

SEPA planning often covers a smaller area. 

2) Federal agencies have more detail NEPA procedures than SEPA and more guidance regarding 

hoe to conduct NEPA. 

3) Federal agencies carefully consider the role of federal laws of federal law of project. 

Washington local or state agencies may or may not consider federal laws in their planning 

process. For example, the Federal Endanger Species Act (ESA) is considered during NEPA. 

This is partly because a Biological Option may be required from the US Fish and wildlife 

Service or NOAA (National Ocean and Atmosphere Administration) Fishers service 

administering ESA. Washington State agencies do not trigger ESA requirements during their 

planning and therefore may not consider it in their analysis. 

 

C.実施件数 X 

Unknown but, 

1) more likely that the some federal agency is conducing NEPA and preparing both the planning 

and subsequent project documents. 

2) There are fewer federal agencies than there are SEPA lead agencies. 



 

 

 

 

 

3) Federal agencies have more sophisticated NEPA process and generally more money than local 

government in Washington State. In Washington State, beside the state agencies, there are 

39 counties, over 350 cities, and a multitude of ports and special districts (e.g. water, 

sewer, fire, school, mosquito,). Each one of these agencies is responsible for on their 

proposals. 

 

D.実施に要する時間 X 

 

1. Timeline for completing SEPA and NEPA 

Unknown, but it is feasible wide range. 

2. Timeline for completing SEPA and NEPA 

SEPA does not place any time line on a document. Some federal agencies have time limit for 

when NEPA must be redone. 

 

E.実施に要するコスト 

NEPA planning EISs average more in cost than SEPA EISs due to the size of the planning 

 

F.評価手法 

Each federal agency adopts its own NEPA implementing procedures. Federal agencies have large 

amount of guidance from the federal NEPA experts (CEQ). Each federal agency also develops 

specific procedures for how they will evaluate an impact and develop mitigation. SEPA lead 

agencies often use the NEPA guidance for SEPA. For example, CEQ guidance for cumulative effects 

analysis is also useful for SEPA review. 

 

G.公衆参加の手法 

Quite similar. 

 

F.情報公開の手法 

Method for information disclosure may be very similar except that NEPA requires a Record 

of Decision that discussing the decision, the environmental preferable alternatives, and 

whether all means to avoid or minimize environmental harm from the alternative selected. 

There is no similar requirement in SEPA. 

 

G.審査手続き 

Under NEPA, EPA is required to write a letter on a draft EIS and is also required to rate 

the adequacy of the EIS, and the level of concern / acceptability of the impacts for the 
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alternatives. 

There is no similar requirement in SEPA. 

 

VISION 2040 計画主体 PSRC における策定プロセスに関するインタビュー調査議

事録 

 

インタビュー情報 

日時 ：2008 年.1 月.14 日 午後 1 時 05 分から午後 3 時 15 分まで. 

場所 ：PSRC シアトル事務所 1011 Western Avenue, Suite 500 

対象者：Robin McClelland 氏（PSRC 計画部門主査、VISION2020 アウトリーチ担当） 

     Ivan Miller 氏（PSRC 計画部門主査） 

調査者：柴田、多島 

 

 

■ 計画主体に関する組織構成および計画制度の基礎情報に関する質問 

 

質問１.全体評議会の委員はどのように選定されるのか？ 

回答 7：00 

はじめに、あなた方の調査プロジェクトのお役に立てて光栄である。皆さんが

SEPA プロセスと公衆参加の統合に関して興味を持っていることはわかっている

が、実際にアセス文書における実務を担当している Ivan は、現在 3 月に発行予定

の評価書の準備でとても忙しくて皆さんの対忚をでない。彼は、せっかく去年お

会いできたので、今年も是非会いたかった、残念だと言っている。そこで今日は

マネージャーの私が担当させていただく。 

質問の解答に移ります。最初にお話しするべきは、この地域における地域間協

定（参考資料）の存在でありまして、この協定に基づいて PSRC は組織化されて

います。この資料でも説明しているとおり、4 郡、キング郡、キットサップ郡、ス

ノホミッシュ郡、ピアス郡、の公選職の代表と法定機関の代表から構成されてい

ます。4 郡の管轄に属する自治体の中には極一部（a couple of local jurisdictions）

参加していない自治体も存在しますが、それ以外のい自体は全て地域地協定に参

加している。 

 

質問 1-a. その代表者はどのようにして選ばれるのか？ 

回答 10：00 

   代表者はそれぞれローカルに選出されます。例えばシアトルには市議会があり

ます。この市議会は、行政庁の長としての公選された市長と立法議会の議員が含



 

 

 

 

 

まれますが、この中で選ばれます。選出方法は互選の場合もあれば当番制の場合

もあります。このようにして選ばれた代表者は、全員が総会に出席することがで

きます。一方、PSRC には各種、成長管理、交通、経済開発地域などの委員会があ

り、それらは、各参加機関の代表の中でも、またさらに専門分野で分かれて協定

に基づいて各機関に代表人数が割り当てられており、これに基づいて所属します。 

 

質問 1-b. 理事会に関しての委員はどのように選べれるの？ 

回答 12：30 

   基本的に理事会に関しても委員となる代表者の選出方法は他の委員会と同じで、

ローカルなレベルで行われる。多くの場合市長や郡の主席行政官が集積すること

が多いが、それぞれの参加自治体によって決定されることなので、一概には断言

できない。例えば、シアトルは今年の 9 月に市議会選挙を予定しているが、議員

が変われば、新しい顔ぶれが増えることになる。総会は全員出席するが、各委員

会は、その参加自治体の代表者の中でそれぞれの興味によって誰がどの委員会に

出席するかが決まる。PSRC からは、各参加機関、自治体に対して、どの委員会に

何人の代表者を出席させてくださいと言った要請が成されるだけで、誰が出席す

るかは、その機関や自治体の中で決定する。 

 

質問 1-c. ボーティングメンバーとノンボーティングメンバーがあるようですが。 

回答 14：30 

投票権を持つボーティングメンバーは自治体や法定機関の代表者であって、彼

らは理事会や総会における投票権をもっている。ノンボーティングメンバーは、

例えば、成長管理委員会におけるシエラクラブのようなメンバーで、特定の問題

に関して告発者（relator）として参加している場合には投票権が与えられていな

い。 

 

質問 2.PSRC は他の MPO（米国都市計画機構）に比べて異なる点は？ 

回答 15：30 

まず、最も端的に言える違いは、PSRC はワシントン州法によって定められた地

域交通計画機関（Regional Transportation Planning Organization）であること。

また、他にも得意な点があるが、それは州成長管理法によるところだ。つまり、

経済開発地区委員会が組織されている点とも言える。連邦には連邦交通法に基づ

いて連邦高速道路建設の ための MPO が複数存在する。PSRC は州成長管理法に

よって、異なった使命と責務を負っている。2003 年には新たな連邦機関、連邦経

済開発地区委員会（EDD Board）が設置され、これは経済開発の問題を扱うこと

を目的としており、PSRC の活動の一部はこの EDD に対して履行されるものも含
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んでおり、連邦の高速道路庁（FHA）以外に、州交通法、州成長管理法、連邦経

済開発地区委員会の制度に則って運営されている点では他の MPO と比べユニー

クである。 

 

質問 2-a. PSRC が州成長管理法の下で計画活動を行うようになった背景はなにか？ 

回答 18：40 

州成長管理法は 1991 年に、州内の急激な人口増加と都市化に備えるために、各

自治体で総合計画を作成するように定めるものとして制定された。これによって、

各郡政府は、郡全域をカバーする郡都市計画方針を策定し、各地方自治体は総合

計画を策定することになった。さらに州法はそれらの総合計画に対して改定のス

ケジュールを規定している。以前の法律では、総合計画の改訂スケジュールが規

定されていなかったため、総合計画の多くは古くなり下位の実施手法に対して有

効な政策を提示できていなかった。 

 州成長管理法は州内の計画活動を根本的に刷新したが、なかでも最も大きな変

更点は、土地利用規制の実施手段まで、政策段階からの整合が法的に要求される

ようになったこと。法律の規定では、最も上位に位置する MPO プランから最も下

位のゾーニングや建築コードなどの開発規制までの整合性が求められている。以

前は、上位計画に総花的な文言が並んでいても下位の規制は必ずしも整合してい

なかった。もし今、そのような状況が発覚すればその自治体は裁判に訴えられて

敗訴してしまう。縦の整合性が実施規制から頂点の政策まで担保された。このよ

うな規制を持っている州は両手で数えるほども無いので、むしろ珍しいほうであ

る。 

 

質問 3.VISION2040 は州成長管理法、州環境政策法にそれぞれ関連しているが、他に関連

する法律はあるか？ 

回答：25：00 

基本的には、その理解で正しいと思うが、地域間協定に関しても理解していく

べきだと思う。1990 年前後は、この地域において急激に経済が成長した時期であ

り、成長管理法は ISTEA（Intermodal Surface Transportation Efficiency Act）

が相次いで制定された。これらの法規は計画活動に重大な枠組みの変化をもたら

すこととなったため、新たに MPO の責務を遂行するための自治体間の合意が必要

になった。それが地域間協定である。 

 

■ 計画策定と公衆参加を含めた SEPA プロセスについて 

 

質問 4. まず、当初予定していたプロセス及び実際に実施されたプロセスに対して、添付



 

 

 

 

 

図のように理解しているが正しいか？ 

質問 4-1. はじめに、SEPA プロセスの行政アピールに関して、PSRC では通常行政アピー

ルは設定されているか？ 

回答 29：40 

     まず、上位段階と下位段階で分けて考える必要がある。下位の事業段階では、

明確な環境影響が発生することが高い確実性を持って予見できることから、アピ

ールの手法がよく用いられる。とりわけ、道路事業などの事業実施に際してはア

ピールの機会が設けられる。一方で、上位の意思決定段階では環境影響を明確に

予見することは難しく、分析の詳細さに関する程度やアピールの機会が設定され

ることは珍しい。一方で、EIS を作成することが SEPA で規定された責務であって、

また、この EIS の公衆レヴューも責任の一つである。この中で意見書を集め、そ

れらを踏まえて計画案を修正したり、他の機関や政府と調整をすることが必要に

なってくる。 

     行政アピールに関しては、透明性のあるアピール手続きであることが重要な点

であり、主務機関に対して、他の行政機関あるいは NPO や公衆が異議を唱えると

きに用いられる。VISION2040 の場合では、まだプロセスの途中であることから、

つまり、準備書の段階では行政アピールは設定されていない。まだ最終評価書を

発行していない段階なので、まだその手続きを行ってはいない。 

     このプロセスに関しては、プロセスの開始から終了まで二つのプロセスが並行

して進んでいる。VISION プロセスと EIS プロセス。全てを同時に開始したことに

なる。EIS プロセスは、計画づくりの最初の時点で、NOTICE を発行して開始した。

つまり、計画作りのための、既存計画の課題点の調査や、背景となる情報の収集

と同時に、パブリックコメントなどの公衆参加が開始され、公衆からの情報入力

が成された。その結果がスコーピングレポートとなって EIS 側から発行された。

この絞り込みに基づいて VISION 側では、スコープされた論点について計画情報を

整理し、予測のデータ分析を行って ISSUE PAPER を発行された。このと時に、EIS

側では、将来シナリオの分析と将来分析に基づいた 4 つの発展シナリオの代替案

を作成し、二つのプロセスは、準備書で、一体化して文書化された。EIS 側でシナ

リオや代替案を形成している間、VISION 側は尐し大人しくなっていた。準備書が

発行された後は、また、VISON 側と EIS 側に分かれて、それぞれが VISION 案と

補遺版準備書を発行した。VISON 案では絞り込まれた一つの将来戦略が採用され、

MPP として、各地域の将来計画のガイドラインを提供する一方、補遺版準備書で

は、環境フレームワークで将来の VISION 案で示された戦略が実現された場合に、

どのような結果がもたらされるかに対して分析が行われた。この二つの文書に対

する公衆参加は、同時に公衆レヴューに供された。パブコメントの結果、97.5％は

VISON に対するコメントで、2％が EIS に対するコメントである。つまり、文書の
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発行としては、二つの文書と言うパッケージに分離されているが、プロセスとし

ては完全に一体化した同時進行のプロセスであった。  

 

質問 4-a. 既存の VISION の見直し作業を開始したきっかけはなにか？法的な規定か？ 

回答 47：20 

     法的な規定ではない。言ってみれば、PSRC の委員会とスタッフの認識がプロセ

スを開始したきっかけと言える。まず以前のVISIONは 1995に採択されたもので、

2020 年を目標年に設定していたが、その後、多くの各自治体における総合計画が

2020 年目標年として作成された。VISION はそれらの上位計画であるため、さらに

先を見越した戦略を、それらの総合計画に対してガイドラインとして示す必要が

あった。そこで、2020 年より先に目標年を置いた VISION が必要になった。     

また、1995 年以降、新たに利用可能になった情報が大量に生産されたことも理由

の一つである。 

     そして、正式なプロセスとしてスコーピング告知が成されたが、「現行 VISION

を改正するべきか、目標年をどこに置くか」は、このスコーピングのクエッショ

ンの一つでもあった。 

     今、最終の評価書を発行しようとしているが、今度は同じクエッションを自治

体に対してすることになる。つまり、VISION2040 は自治体に対して 7 年以内に地

域の総合計画を改定するように規定することになる。この改定は単なる見直しで

はない、プロセスを通して、全てが完璧であることを示すことが要求されるのだ。 

 

質問 5. どのような主体（自治体、連邦機関、州政府、環境部局、産業界、NPO、部族、

個人）がそれぞれの時期に関与したか？ 

回答 49：00 

         公衆参加に関しては、パブリックコメントは常にその他のあらゆる参加手法を

併用して実施された。オープンハウスやパブリックミーティングなどは、全ての

自治体に対して協力を依頼し、地方議会の協力の下、他の州関係機関や地方機関

と協力しながら実施した。 

     スコーピングレポートは、実質的に ISSUE ペーパーとシナリオ分析に分かれて

発展し、その後はドラフト EIS で再び統一されることとなった。ドラフト EIS の

目的は第一義的には代替案の分析にあり、ドラフト EIS の発行後にコメントピリ

オドを再び設けて、オープンハウスやその他のアウトリーチも行った。その結果

を公衆参加結果レポートとして発行した。 

     その後、またプロセスは再び分離して、一つは VISION 案と郡都市計画の作成

でもう一つは成長シナリオの作成である。それらはそれぞれに VISION 案と補遺

版 EIS になって発行された。パブリックコメント、ワークショップ、またその他



 

 

 

 

 

のアウトリーチとその結果の報告書の発行が行われた。この VISION は、PSRC

が実施するわけではなく、各自治体が総合計画を策定する政策段階から実施して

いくべき施策であって、その段階では、より詳細な分析が行われることになる。

よって、統合と言う面では、より強く二つのプロセスが統合されることになると

考えられる。 

     （重要）アウトリーチについて、考え方が違うかもしれないので説明しておく

と、会場には一般市民も、地方議会の議員も、行政官も、民間企業の人もそれぞ

れ訪れ、何が彼らの懸案事項なのか、彼らの要求がどこにあるのかに関して PSRC

に意見や情報を提供してくる。そこには、一般市民も、議員も行政官も分け隔て

なく意見を言うことができる。一部の州などの行政機関からは書面で意見を送っ

てくるが、ほとんどはアウトリーチの会場で意見をする。意見の内容は全てが対

象、環境分析に対する内容も計画案に対する内容も区別はされない。 

     もう一つ、重要なことを言い忘れたが、通常のワシントン州の SEPA ではドラ

フト EIS で代替案の分析を行った後はファイナル EIS の作成に移行するが、

VISION2040 プロセスでは、補遺版 EIS を発行した。大きな理由としては、総会

が年に一度しかないことが挙げられるが、実際はそうでもない。制度上は補遺版

EIS を作成せずにファイナル EIS を作成することもできた。しかし我々には、十

分な理解と合意の下に、成功させる必要があった。もし、不十分なまま総会にか

けていたら、総会での採択に失敗していたかもしれない。成功させるためには、

そのような事態は回避する必要があった。そこで補遺版 EIS を作成することで十

分な合意を形成することにした。日本では、情報公開に対して消極的な場合があ

ると言ったが、もし、PSRC が全ての情報を利害関係者と共有できなかったら、意

思決定ができない。なぜなら、結局は総会において意思決定をするのは、各自治

体の行政官や議員であり、彼らが意思決定の内容を知らなくては決定できないの

だから。 

     公衆の参加に関して言えば、この地域の公衆はとても参加に対する要求が強く、

参加の歴史も長く、公衆の意見が意思決定に強く反映されてきた歴史がある。 

     同時に、我々が彼らに対して意見を求めることも重要である。PSRC はこの 4

年間に 60 回を超えるプレゼンテーションを外部向けに行ってきた。各自治体の議

会や NPO、市民に対して我々が何を考えて、何を求めているのかを説明し理解し

てもらうことも重要だ。今年の夏には、公共のテレビチャンネルで、委員会の様

子も放送したし、また、プレゼンテーションも放送した。このようにすることで、

より広い対象に向けて意見を求めることができた。また、ニュースレターの

「Regional View」は合計で 4 万 3 千の読者があり、多くの連邦機関にも送付して

いる。 
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■ 計画策定と環境配慮（SEPA）の統合；統合アプローチについて 

 

質問 6. 統合アプローチを採用する以前の公衆参加プロセスは？ 

回答 1：05：00 

     基本的に以前の制度があるわけではないが、VISION2020 の時と比べて、土地利

用計画と交通計画の統合は以前の方がより一体的な運用だった。今回の

VISION2040では交通計画の DESTINATION2030とは完全に分離したプロセスだっ

た。参加に関しては、あまり情報が無いから説明できない。 

 

質問 7. 統合アプローチの困難な点はどこにあったか？ 

回答 1：10：40 

     計画決定と SEPA の決定に関する混乱が挙げられる。SEPA に関しては総会が

決定権を持つわけではなくて、最終的な承認を行うだけ。SEPA の決定に関しては

SEPA 専門の部局が責任を持って進めていくため、VISION の意思決定者は SEPA

の決定に関与できない。この点に関しては、VISION の意思決定者や参加主体の

中でも十分に周知されていたとは言えない。 

 

質問 8. VISON2040 で争点となった事柄は？ 

回答 1：13：06 

     ドラフトなどで最も議論になったのは、人口の問題。ある自治体は人口の成長

をより低く抑えてほしいと主張するし、一方で人口の成長目標値をより高く設定

したいという自治体もあり、地域全体で、どのような数値に設定するのが最も正

しいか、という点が最大の焦点であった。 

     二つ目に大きな議論となったのは、政策の持つ効力の表現の仕方と将来の事象

の確実性に関する表現である。「しなければならない」や「するべきである」「が

望まれる」などの表現に関しては非常に多くの議論時間を費やした。 

     三つ目は戦略の構成に関する議論である。今回の VISION2040 では、道路や鉄

道の敷設計画に関しての具体的な議論、すなわち交通戦略を策定することは目的

にしておらず、あくまでも成長に関する戦略であって、その点がうまく理解され

ていなかった。つまり、成長の戦略を形成してから、それに基づいて交通の形態

を形成していくことが目的であって、プロセスの冒頭から最終決定に至るまで終

始細心の注意を要した点である。 

 

質問 9. VISION2040 の作成プロセスは当初の予定よりも 1 年多くの時間を要しているが

コスト上の問題は無かったのか？ 



 

 

 

 

 

回答 1：17：32 

     時間がかかったのはロビンがサボっていたから。これは冗談として、コストに

関しては十分だった。そうでもないかな。いずれにしてもコストの問題ではなか

った。このようなタイプの EIS は、我々にとっても非常にユニークな取り組みで、

十分な知見を持ち合わせていなかった。道路計画などの EIS はいくつも手がけて

いるが、このような成長管理の EIS はまったくと言って良いほど経験が無かった。

06 年の１月にドラフト EIS を作成した時点で、我々はとても満足できる状態には

無かった。そこで EIS を完成させるために成長管理委員会で、六ヶ月の延期を要

請することとなった。実際はこれが３度目のスケジュールの見直しであった。し

かし、成長管理委員会の委員は最初その必要性を十分に認識していなかった。そ

こで、何十万人もの人が地方のエリアに住んでいて、その中には貴重な自然を持

つ保護区などが存在しており、それらの地域への影響が十分に明らかにされて問

題が解決されていないことを説明した。これによって、６ヶ月の追加的なドラフ

ト EIS の分析が認められ、残りの６ヶ月で VISION 案や成長管理への追加的な改

善が施され、次の年の年次会で採択することとなった。他にも委員会が月に一度

もしくは二度と言う制約もなることはある。 

 

質問 10. 政策段階の SEPA プロセスは事業段階でどのように保証されるか？ 

回答 1：23：10 

     成長管理法で整合は義務付けられているため、PSRC も、各自治体の総合計画を

確認しており、長期的な戦略と整合性が得られていなければ州の成長管理異議申

し立て委員会に提訴することができるし、満足行かなければ州裁判所に提訴する

こともできる、しかし、第一には、その自治体の市民が、自治体の計画を監視し

ており、彼らが訴えることになる。 

 

午後３時１５分終了. 
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資料１. 

 

ピュージェット湾広域委計画に関する地域協定 

Puget Sound Regional Council Interlocal Agreement for Regional Planning in the Central Puget Sound Area 

 

この協定は、署名したピュージェット地域の郡、市、その他自治体、州及び連邦の認定す

る原住民の間でなされた。この地域内合意は州地域協力法 Chapter 39.34 R.C.W.におけ

る規定にのっとており、各自治体の立法機関における署名を持って成立する。 

目的； 

 この地域協定は、ピュージェット湾広域委員会 PSRC を設立することを目的とする。 

業務； 

 PSRC の業務は、ピュージェット湾地域の生活環境と質を高めることであり、そのために

成長管理や交通の将来像や政策、施策目標及び基準を、連邦政府の法律、州法、各自治体

の政策を基に策定、採択及び管理することである。 

地域協定の失効； 

協定は、域内の人口の３／４を代表する、６０％の郡及び市における政府の履行によって

有効になる。以降は、域内人口の７５％を代表する自治体が協定から離脱するまでは半永

久的に有効である。 

定義； 

・ 参加機関：地域内協定を成す郡、市、及びその他の自治体と連邦政府の認定する部族等 

   の公共機関 

・ 法廷機関：連邦または州の法律で規定された参加機関 

・ 公共機関：市、町、郡、特別区、特定区、大気汚染管理局、連邦の認定する部族、州の 

都市域自治体、その他の州及び連邦の認定する公共団体 

・ ボード：PSRC の運営委員会 

・ 州：ワシントン州 

・ 地域：キング郡、ピアス郡、スノホミッシュ郡、キットサップ郡及び、他の参加機関の 

物理的境界 

・ 人口：参加機関の認定する最新の人口であって、州財政管理局によって認定された人口 

   で５月１日付けで更新されるもの。さらに、部族にかんしては、連邦先住民局の認 

定した人口をいう 

・ 地域人口：参加機関の人口をいう 

・ 総合計画：州法に基づいて郡及び市の統治機構が公告する土地利用政策 

・ 郡都市計画方針：郡内の市、町及び未編入地域の総合計画を策定するための、郡の成長 

管理計画における方針と目標を示す政策（郡及び市の総合計画との整合が要求され 

ている） 



 

 

 

 

 

・ 整合性：地域内合意に参加する機関の裁量権に影響を与える政策や計画は、各機関の間

で整合を図り、政策及び計画の内容においては整合が図られなければならない。 

・ 紛争解決：各機関の総合計画もしくは郡都市計画において、不整合となる内容を確認し

た場合は、PSRC が点検プロセスを開始する。点検プロセスでは、相互に計画の修正

可能性を点検し、必要な場合には第三者の助言を用いる。この目的は、整合を達成し

計画の実現を保障することである。この課程を経て紛争が解決されない場合には、成

長管理聴聞会に判断をゆだねることになる。 

・ 成長管理：成長を方向付け、誘導し、制限、促進するためのシステムであり、そのため

に住宅供給やインフラ整備などの成長に伴うシステムを成長に適合させること。成長

管理は、社会、経済を含む環境を含み、空地の確保、農地と自然環境を確保するため

に都市と地方を定義し、必要となる居住地、商用地、工業用地を確保する。 

・ 都市計画機構：この機構は連邦運輸省及び州知事によって設置されるものである。「継

続性」「協調性」「総合性」の 3-C プロセスによって、交通計画を実行することが連邦

法によって規定されている。 

・ 地域成長管理戦略：交通、土地利用、公開空地、経済成長、自然環境などの成長に関す

る課題に関する地域的側面からの政策及びビジョンを示した計画文書。 

・ 地域交通計画機構：RTPO は州法手規定された地域交通計画を策定する機関であり、市

街化区域においては MPO と同じ機関が該当する。地域交通計画には、地域総合計画

との整合性することが州法によって規定されている。 

・ 環境指定地区（Sensitive areas）:湿地、地下水、帯水層、魚類及び野生生物、生態系

などの特別保護区、洪水管理地区、地質的危険指定地区の指定区域及びその生態系。 

・ 優先類型の設定：年次または隔年による、PSRC による地域内交通計画の交通計画事業

に対する投資の優先度評価。評価は提案されている事業計画に対する一般的なパフォ

ーマンス評価に基づいて行われる。 

・ 都市成長区域（UGA）：州成長管理法で規定される区域であり、域内の都市成長が促進

される一方で、域外の都市化は基本的に制限される。 

・ ビジョン：宣言される望まれる将来像 

 

 

構成員と代表にかかる合意： 

・構成員：地域計画機関である PSRC の委員は、すべての地域協定に参加している

すべての法定組織及び、キング郡、キットサップ郡、スノホミッシュ郡、ピアス

郡の郡、市の政府が対象となる。群及び市の政府は、予算分担の履行を持って構

成員として成立する。 
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   ・連邦政府の認定するすべての管轄内の部族には、総会で代表投票する権利の申し

立てが認められている。 

   ・特定政府法人及びその他の州政府機関は、地域協定の構成員としての申請をする

権利はあるが、総会における投票権は認められない。 

総会（General Assembly）： 

・総会は協定に参加するすべての市、町、郡の行政機関及び立法機関の代表者、協

定に参加するすべての部族政府とすべての法定機関の代表で構成される。 

・総会は、重み付け投票の結果定数に足しいた場合に意思決定を行う。重み付けは、

ある郡及びその郡内の市による投票の重みが、地域協定内に占めるその郡の人口

割合に準じて決定される。郡政府の代表による投票の重みは、当該郡内のすべて

の投票の重みの 50%に規定される。市及び町の投票の重みは、それぞれの管轄の

占める人口比で分配される。先住民族の投票の重みは、地域内人口に占める人口

割合に基づいて分配される。法定機関の有する投票の重みは、当該法規にあらか

じめ規定されるか、または、理事会の決定によってあらかじめ決定される。 

理事会： 

   ・理事会は、法定機関、総会、4 郡とその郡内の市の代表者で構成される。 

   ・地域内の人口に対する、各機関の管轄内の人口比にのとった投票によって、定数

を満たした場合に、理事会の決定がなされる。また、投票の重み分配が偏る場合

には、すべての参加機関は代表の公平性のために投票の重みを分割される。法定

機関の投票の重みは、当該法規で事前に規定されるか、または当該法規に関連し

ない理事会において事前に決定される。 

   投票の重み分配は常に最新の人口統計に基づいて改変されるものである。 

表. 地域内協定参加機関の投票重み 

 管轄/権限 代表者（人） 投票数 投票の重み 

キング郡: 郡 4 4 275 

  最大都市 

（シアトル） 

3 3 144 

  その他の市・町 3 3 131 

キットサップ郡: 郡 1 1/2 35 



 

 

 

 

 

  その他の市・町 1 1/2 35 

ピアス郡: 郡 2 2 105 

  最大都市 

（タコマ） 

2 1-1/2 75 

  その他の市・町 1 1/2 30 

スノホミッシュ郡: 郡 2 2 85 

  最大都市 

（エベレット） 

1 1 29 

  その他の市・町 1 1 56 

参加管轄の合計   21 19 1000 

法定機関: 

シアトル港   1 1 50 

タコマ港   1 1 30 

エベレット港   1 1 10 

州交通委員会   1 1 30 

州交通局   1 1 30 

州関係機関合計   5 5 150 

全体合計   26 24  

 評議委員の各郡及び市からの代表選出数は、3 年ごとに発表される州財政局の人口統計を

基に決定し改定される。 

・ 評議委員会における参加する機関の代表は、公選された当該機関の役職者であって当該

機関の権限によって指名されたものでなければならない。また、その代役としての代表

も公選された役職者であって、その人数は当該機関の評議委員会における代表の人数と

等しくなければならない。評議委員会における法定機関の代表者は、法定機関の裁量権

により任命される。 

・ 評議委員会の意思決定過程において、投票権を有する各機関を代表する委員は、各機関

において、年頭に指名されなければならない。 

一般構成： 

A. PSRC は、総会、投票権を有する委員の代表である理事会、及び諮問委員会とその作業

部会で組織される。 

B. 総会は、毎年一度定例で開催される。また、評議会が理事会役員の選任を要求した場

合、評議会の決定を審査または承認する場合、予算の承認や地域交通計画や地域成長

管理戦略などの組織基幹に係る重要な政策文書の採択の場合には総会が開催される。 

C. 理事会は理事会の会合と本会議の間で、PSRC に付託されたすべての権限及び、経営権、

管理権についての責任を有する。 
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D. 重要な政策に係る各委員会は理事会に対して、地域交通戦略及び地域成長管理戦略に

関して現行政策の変更または新たな指針にかかる提言を行う。 

・ 州法にのっとり、評議会は、理事会に対し地域的な側面から交通に係る課題に関して

理事会に助言を行うこと、及び政策形成の一部を担わせることを目的に交通委員会を

設置する。この交通委員会は、地域の代償の戸用主及び、州交通局（WSDOT）、交通

区、港湾区、地域コミュニティー、近隣住民組織、その他の関係団体、地域内の市民、

郡及び市、町の代表者、適宜に忚じ法的期間の要求する機関によって構成される。 

・ 地域成長管理委員会は、州法の規定にのっとり、理事会に地域の成長管理に関する事

項に関して助言を行い、政策形成の一部を担うために、評議会によってせっちされる。

また、その構成は交通委員会のそれと同様に規定される。 

・ 評議会は、理事会に対し助言や提言が必要とされた場合は、常任委員会および作業部

会を設置しなければならない。  

・ 評議委員会は事務局長を採用することができる。また、事務局長は年間予算に基づい

て、必要な人員を雇用することができる。評議委員会は、人材の管理や不動産の維持

あるいは管理･処分などを必要に忚じて契約・取得する権限を有する 

 

各機能と権限： 

・ 交通：地域の交通計画にかんして PSRC は、 

 連邦法および連邦行政規則、及び各地方の総合計画に基づき地域交通計画（RTP）

を作成する。地域交通計画は、州法及び地域成長管理戦略に基づいて、地域内の

重要な交通施策に関して方針を定める。 

 地域交通計画（RTP）は、主要高速道路及び幹線道路、架橋及びトンネルの交通

接続、フェリーシステム、公共交通機関、空港、港湾、およびその他の地域交通

資本を対象とし、これらの交通需要管理、資本整備管理、資本投資に関する計画

とする。 

 地域交通計画は州法に基づいて、地域高度交通計画（HCT）を内包し、都市化に

よる、効率的な地域高度交通計画（HCT）の策定と実施に与える影響を予測評価

する。 

・ PSRC は、地域交通計画を通して、州交通局と協力して地域交通政策を策定し、州の交

通計画及び、各地方の総合計画における交通に係る計画に対し、最低限の整合基準を作

成する。 

・ PSRC は連邦政府の予算に基づく地域内の事業を遂行する。これは、地域交通計画（RTP）

の策定、年次交通プログラムの策定、6 ヵ年交通資本整備計画を含む。 



 

 

 

 

 

・ PSRC は都市圏計画機構として、地域交通計画及び地域成長戦略と、高速道路計画及び

地域高度交通計画の生後王を図らなければならない。 

・ PSRC は、地域交通計画を州法にのっとって策定・実施する権限を有する。この権限は、

地域交通計画の形成を含み、この計画には交通重要投資のほか州法の規定する以下の計

画が含まれる。 

 地域内の各地方における総合計画の交通にかかる部分が地域の交通計画と整合し

ていることを確認し保証する。 

 地域内の郡、市、町における総合計画の交通にかかる内容が、州法の規定に整合

していることを確認し保証する。 

 地域内における、地域の社会資本に重大な影響を与える交通資本整備事業が地域

交通計画（RTP）に整合していることを確認する。 

 州交通局と協力することによって、各種計画及び戦略を、地域全域における人及

び物資の移動の観点から、改善する。 

・ PSRC による地域交通計画と地域内の各地方の総合計画における交通要素との整合性

の確認のために、評議会は職員に対し、総合計画を審査し、確認に関して助言を命じな

ければならない。 

・ 任命された職員が、地域交通計画と各総合計画のないように不整合があることを理由に、

整合性の承認を評議会に対して提言しなかった場合は、当該総合計画を策定した政府及

び、関連する団体は、この不整合の判断を評議会に対し不服申し立てし、問題の解決を

ゆだねることができる。異議申し立てがされた場合は、評議会は理事会の委員からなる、

異議申し立て審査会を設置し、地域交通計画（RTP）と問題解決を図ることになる。 

・ PSRC は、管轄地域内に提案されている主要な交通資本事業の優先度をカテゴリー分類

し、この結果を州交通資本投資プログラムの審査に反映させるために州交通局に提出す

る。 

・ PSRC の作成した地域交通計画（RTP）に関する事業の実施における重大な環境影響の

可能性に対して、NEPA あるいは SEPA の手続きにおいてこれを審査し助言を行う。 

・ 成長管理：PSRC は正式に採択された地域成長管理戦略として、VISION2020 を支持し

保持しなければならない。地域成長戦略は、地域内の各地方における総合計画を基盤に

して形成されるもので、地域内に限った交通や公開空地、大気質、水質、経済成長、地

域内の公共設備などの諸問題を取り扱う。 

・ 郡都市総合計画：当地域協定締結後の一年以内に、当地域内協定によって設置される地

域委員会（PSRC）の統治委員会によって、郡都市総合計画（市及び郡の総合計画を反

映したもの）の、採択された地域成長戦略と地域交通計画（RTP）との整合性を検証す

るプロセスが開始されなければならない。 
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・ 地域データベースの確立：PSRC は地域情報に関する地域データベースを確立しなけれ

ばならない。その目的は、 

 地域交通計画（RTP）及び、地域成長管理戦略の作成の基盤として地域情報を整

備すること。 

 地域内における経済動向、人口統計、交通状況の予測及びモニターのための情報

を整備すること。 

 地域内の情報に関してワシントン州の関連機関が使用する情報について、州関連

行政機関と連携してデータベース確立すること。 

 州財政局の準備する情報に対して忚答を行うため。 

・ 技術協力：PSRC の目的に合致する範囲において、地方政府、連邦政府、州政府の、地

域内における統計情報の収集や予測情報に関して、要求があった場合は必要な技術協力

を行う。 

・ これに加えて、地域協定内の市や町などの小規模自治体に対し、人材や資金の不足を理

由に、十分な行政の計画活動が履行できない場合は、当該自治体からの援助の要請に基

づいて、PSRC の設立趣旨に反しない範囲で、計画活動を履行するための総合的な技術

協力を提供しなければならない。 

・ 討議フォーラム：地域内の共通する課題に対し、各地方の行政や関係団体に対し公開で

討議を行う場を提供しなければならない。 

地域計画委員会（PSRC）と各地方政府及び州政府との関係 

・ 計画形成：地域内における市民、関係団体や組織、地方政府、州政府との協力的な取り

組みのなかで、PSRC は地域交通計画（RTP）及び地域成長管理戦略を形成しなければ

ならない。ピュージェット湾地域のビジョン、都市目標、交通形態に関する計画文書を

PSRC が採択する場合は、必ず公衆が審査する機会を用意しなければならない。 

・ この地域交通計画（RTP）と地域成長管理戦略は州法にのっとり、同時に各地方の総合

計画に基づかなければならない。 

PSRC の執行と運営に関する資金調達 

・ 州及び連邦政府による資金：州交通局を通してのワシントン州政府からの政府支出金は

州法に基づいて規定されている。PSRC の評議会は、必要に忚じてこれ以外の追加的な

政府支出金を受け入れることが認められている。これに加えて PSRC は年大量輸送管理

局（Urban Mass Transportation Agency: UMTA）及び連邦道路管理局（Federal 

Highway Administration: FHA）、連邦航空局（Federal Aviation Administration：FAA）

空港管理システム費、その他の適切な連邦政府による支出を受け入れる。 



 

 

 

 

 

・ 地方政府による資金：地域協定に参加する各地方政府、法的機関、その他の構成機関の

資金分担義務は、理事会において決定される。構成機関である全ての市及び郡の資金分

担義務は、人口を含む構成比率を基盤にして査定され、理事会において決定される。 

・ その他の資金：PSRC の評議会は、地域協定に参加していない機関から、特定のサービ

スの提供を要求された場合、または、協定に参加する機関から追加的なサービスの以来

が合った場合に、有償でサービスの提供を契約することにより、資金を調達することが

できる。 

・ 評議会は、年次予算を策定し、この中で PSRC の機能を支えるために必要な資金調達を、

各参加機関に対し資金分担義務として策定する。分担義務金は、毎年 7 月 1 日に支払わ

れなければならない。 

改定： 

 ・協定に関する改定が協定に参加する自治体及び郡から提案された場合、評議会の推薦

を持って審議される。改定は、事前の全員承認を経た賛成決議を持って承認される。 

 ・キング郡、キットサップ郡、ピアス郡、スノホミッシュ郡及びその自治体を含む参加

機関の 60％を超える場合であって、かつ地域内の人口の 75％を超える地域を管轄する

機関が、実質的に同質の課題に対忚する新たな協定を支持する場合は、この合意の定

める地域協定は破棄される。 

併合： 

・ この協定は、事前協議もしくは協定の扱う課題に関連する機関の間の合意を経た上で併

合、もしくは拡大される。そして、各機関の間の不可分契約として締結される。 

 

協定の離脱；解散： 

・ 全ての参加機関はこの地域間協定を終了し離脱する権限を持つ。離脱する場合は、年次

評価の 6 ヶ月前に離脱の申請文書を理事会にて提出しなければならない。 

・ 離脱の時点において、当該機関とワシントン州あるいは連邦政府、PSRC の間に財政を

含めたその他の責務に基づき協定に参加する責任が認められる場合においては、当該機

関の離脱に対して他の機関はこれを承認しない。 

・ 地域協定の離脱あるいは終了に際して、PSRC の所有する資金、資産、財産は負債ある

いは費用、経費、課徴金、その他の合意に基づく正当な負担を支払い終えた後に、全て
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の全ての機関の協定終了時の評価に基づく寄与に対して分配される。PSRC の負債、債

務、債券は、協定参加機関の負債、債務、債券を含まない。 

 

地域間協定の分離契約： 

・ 地域間協定の一部の規定において、違法性、非正当性、施行の非現実性が認められる場

合において、その他の部分における効力はこれに影響を受けない。 

州政府との関係： 

・当該地域間協定の写しは州政府地域開発局に保管される。 

立会の下に、この証拠として、これを証するため； （以下、署名） 

 

付録資料： 

理事会における代表者数と投票数 

但し；重み付けの分配された投票数は州財政局が発表する最新の人口統計に基づいて毎年

更新される（地域間協定第 5 条 C3）。また、3 年ごとに（10 月 1 日を期限とする）理事会

は、各参加機関の理事会への貢献度を評価する。現行の理事会における各参加機関の代表

者数と有する投票数は以下のとおりである、 

  参加管轄機関 代表者数*/** 重み付け投票数*** 

キング郡 郡政府 

シアトル市 

べレビュー 

連邦関連道路 

ケント 

レントン 

各市・町 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

5 

259.75 

106.99 

21.77 

15.62 

15.80 

10.34 

89.23 

キットサップ郡 郡政府 

ブレメルトン 

1 

1 

35.61 

17.92 



 

 

 

 

 

各市・町 1 17.69 

ピアス郡 郡政府 

タコマ市 

各市・町 

2 

1 

1 

110.27 

53.96 

56.31 
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Ecology’s Quick Comments on Questionnaire for WA State Dept of Ecology and EPA 

– Interview about SEPA process used in VISION 2040. 

 

Prepared by Patty Betts 1/7/2008 

 

1. 背景的論点 

Talking points associated with Background 

 重要な市民参加も、上位の意思決定がもたらす将来の事業計画や環境影響を人々が理解

しなければ意味がない。 

 Public participation is important but doesn’t matter if no one understands how to 

connect the dots between the current decisions with future on-the-ground projects 

and their environmental impacts  

 主な取り組み 

o SEA で収集すべき情報は何か? 

o SEA でどの程度まで詳細に分析すべきか？ 

o 分析を行う際に、上位決定が事業計画にどのように影響するか 

 Some of the big, outstanding challenges are: 

o What is the right information to be collecting at a nonproject stage? 

o What is the right level of detail at a nonproject stage? 

o For people conducting Nonproject analysis - Understanding how a 

nonproject decision influences on-the-ground projects 

 NPR システムは、「計画の初動段階から一体的に環境影響評価と市民参加を開始する」

ことを目的としているが、全ての場合に実現するわけではない。 

 Although NPR system intends for “environmental review and public participation” 

to be “initiated concurrently with preliminary planning study”, it doesn’t always 

happen that way.   

 NPR において重要な鍵は、アセスを行う人々が、SEPA の目的を理解し、かつ、重要

な情報を受け付ける許容力を持っていることである。 

 A key piece needed for successful nonproject review (NPR) is for people managing 

the review to understand the point of SEPA and to be receptive to and value input. 

 PSRC は土地利用に関して課題があることを把握していた。利害関係主体は、最終的に

は意思決定に合意しなければならないので、多くの主体は利害を主張する必要があった。 

 PSRC knew there were problems with land use.  There were many stakeholder 

agencies that need to be informed about the issues because they would eventually be 

needed to agree on the solution (alternative) 



 

 

 

 

 

 

2. 目的に関する論点 

Talking points associated with Purpose 

 PSRC は今回、通常のものよりも多くの手続きを盛り込んだ。DEIS において代替案を

提示し、SDEIS において一つの優位案に絞込みを行った。この手続きは、人々に対し、

それぞれの連続する段階の決定に関して議論する機会をもたらした点において、評価で

きる。 

 PSRC tiered their process a little more than usual.  They prepared a DEIS on 

alternatives, then prepared a supplemental DEIS with a preferred alternative and 

focused on planning policies.  This was good because it allowed everyone to discuss 

each decision in a sequential manner, which is how the thought process occurred 

too. 

 

3. Questions 

A.  

1. DOE は SEPA の担当庁である。アセスプロセスへの関与は SEPA によって規定さ

れていないが、DOE は相談役として機能するべきであると考えている。SEPA は、

各行政機関が助言を求めることを織り込んでいる。 

Ecology is a SEPA agency with expertise.  SEPA does not require Ecology to 

participate but we could consider our agency as a consulted agency.  SEPA 

certainly allows for and anticipates that agencies will consult and provide 

technical expertise.  

2. 合っている。ただし、アピールに関しては、主導機関によっては規定されない場合

もある。 

Yes, except the appeal opportunity may not exist with some lead agencies. 

B. 

1. DOE はスコーピング期間、DEIS 作成期、DEIS コメント期間、DEIS 後、SDEIS

準備期において関与した。 

Ecology participated during scoping, DEIS development, DEIS comment letter, 

post DEIS, and pre DSEIS. 

2. DOE は関与を求められた。加えて、DOE は重要な案件であることを認識していた

し、NPR のモデルになる可能性があり、DOE 内に交通や NPR の専門家がいるこ

とも要因となった。 

Ecology was invited to participate.  We also recognized PSRC’s commitment to 

do a good job, the importance of the issues, the potential for the work to be a 

model on nonproject environmental analysis, and we had some expertise on 
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transportation and nonproject environmental review. 

3. ヒアリング時に示す 

Yes 

4. EPA と意見を調整した。 

Ecology coordinated comments with EPA. 

5. VISION2040 は最初のステップに過ぎない。我々は、この先の VISION2040 に基

づく各種の計画に対して、環境影響評価を着実に行かなければならない。PSRC の

意見の反映に関しては、FEIS が公表されていないので、現段階では判断できない。 

Vision 2040 is a beginning step.  We have a long ways to go to do an excellent 

job of conducting environmental analysis on plans.  The FEIS is not released, 

so we can’t really comment on how well they considered our comments. 

C. 

1.  以前の手続きとして明確に示されるものはないが、以前は通常の代替案の比較検討

が行われていた。その運用においては、時として SEPA の意図とは異なり、主導機

関が SEPA を重要視せず、評価書を価値のない文書として扱う場合が見られた。こ

のような場合においては、往々にして計画を作成した後に、SEPA の評価書を作成

し、既存の意思決定に沿うように環境影響を評価した。 

There wasn’t exactly a “previous” system but there is an alternative system that 

is used.  It is not what SEPA intends but the alternative system often happens 

because agencies deprioritize SEPA and consider it a paper shuffle with no real 

value.  Agencies develop their plan, then prepare the SEPA environmental 

review document, potentially preparing the environmental information so that it 

aligns with the decisions already made. 

2.  環境影響の予測評価結果が計画の意思形成に対し影響していなかった。 

The environmental information does not influence the development of the 

proposal. 

3. 環境保全において、絶大な効果があると考える。  

There is greater potential for environmental protection. 

4. 統合手法は極めて重要である。残された課題としては、 

・ 主導機関自身が、その上位の意思決定がその後の事業計画でどのような環境

影響があるかを理解していない。 

・ 主導機関が環境影響の情報に対し、感度が低く、異なる結果に対し open で

ない。 

・   

・ 時として、SEPA の持つ規定の枠を超える包括性が理解されていない。 

・ 間接的あるいは複合的要因の影響に関する理解が進んでいない。 



 

 

 

 

 

The integrated approach is very, very important.  It does not resolve all the 

challenges associated with Nonproject review though: 

 Agencies often don’t understand how their plans influence the project and 

on-the-ground impacts. 

 Agencies may not be responsive to the environmental information and open 

to different outcomes. 

 Agencies can be focused on their mandate and be challenged to provide due 

diligence on the environmental issues. 

 Agencies often don’t understand that SEPA goes beyond regulations. 

 Agencies often don’t understand what indirect and cumulative effects are 

and how to analyze them. 
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ワシントン州環境局 DOE から PSRC への VISION 2020 Update DEIS に対する

意見書（原本を基に作成） 

August 2, 2006 

 

Mr. Norman Abbott, SEPA Responsible Official 

Puget Sound Regional Council 

1011 Western Avenue, Suite 500 

Seattle WA 98104-1035 

 

Dear Mr. Abbott: 

 

The Department of Ecology (Ecology) has reviewed the Puget Sound Regional 

Council (PSRC) VISION 2020 Update Draft Environmental Impact Assessment (DEIS).  

We are providing comments based on a focused review of the DEIS and considering our 

participation on the Ad Hoc Environmental Advisory Group for the VISION 2020 

Update. 

 

 Vision 2020 Update addresses the question of “where” projected growth, by 

2040, should and should not occur in King, Snohomish, Pierce, and Kitsap Counties; 

and considers “how” development should take place.  The Draft EIS examines four 

growth alternatives which respond to the question of “where”.  The multicounty 

planning policies which will be examined more thoroughly in a supplemental DEIS, will 

respond to the question of “how”.  Following completion o Vision 2020 update, 

Destination 2030 (existing transportation plan) will be extended to 2040 and amended 

to address the preferred growth alternative. 

 

 Ecology supports the effort of PSRC to better integrating environment 

issues/planning with land use planning.  We believe understanding and addressing the 

long-term indirect environmental ramification of early planning decisions can 

effectively avoid or reduce many potential indirect and cumulative environmental 

effects that eventually occur with projects.  We believe there effects would be much 

more difficult to address if though the environmental analysis only occurs at a project 

stage. 

 

 We believe the “environmental baseline” and “environmental framework” are 

two very strong elements of the environmental analysis and the DEIS.  Our comments 



 

 

 

 

 

are offered as “opportunities” to make the document even better and more useful: 1) for 

the decision that will be made as part of Vision 2020 Update and 2) as a solid foundation 

of environmental understanding for future decisions and associated environmental 

analysis. 

 

Attached are specific comments for your consideration: 

 

- Regional environmental planning 

- Purpose and need 

- Range of alternatives 

- Preferred alternative 

- Criteria for evaluating growth distribution alternatives 

- Affected environment, environmental consequences 

1. induced travel and induced need 

2. water supply availability  

3. energy availability 

4. seismic hazard areas 

- Mitigation 

1. ecosystem 

2. low impact development and sustainable building 

- Monitoring 

- Multicounty Planning Policies 

1. measurable objectives 

2. best available science 

- Future planning and decision making 

 

We welcome the opportunity to continue to work with PSRC s your effort 

progresses.  If you have any questions regarding our earth, water supply, or low 

impact development comments, please contact Vicki Colgan in our Northwest 

Regional Office at (425) 649-7224.  if you have any other questions, please feel 

free to contact me at (360) 407-6925. 

 

     Sincerely           

 

Patricia Betts     

SEA Program    



 

プランニングプロセスに統合された SEA の参加. 

 

 

 

 

 

06-4644 

Enclosure 

 

cc: 

Terry Swanson, Ecology HQ SEA 

Geoff Talent, Ecology NWRO SEA 

Barbara Ritchie, Ecology HQ SEA 

Vicki Colgan, Ecology NWRO 

 

  



 

 

 

 

 

VISION 2040策定プロセスに関する環境専門部局の振る舞いと役割に関する州環

境局 DOE、連邦環境庁 EPA Region10 インタビュー調査結果 

 

インタビュー情報 

日時 ：2008年.1月.16日 午後 1時 00分 ＞ 午後 3時 15分 

場所 ： 

対象者：Cindy Colgate Shuster氏（連邦環境保護庁 地域社会参加担当、生態系室 NEPA

における審査では水資源、水域管理計画などを主に

担当） 

    Chris Gebhardt氏（連邦環境保護庁 施行・順守局 NEPA の住民参加、もみゅに

ティー参加を専門とする） 

    Elaine Somers氏（連邦環境保護庁 地域 10担当 NEPA 審査担当官交通計画分野

における案件を多く担当） 

    Patricia Betts氏（ワシントン州政府 環境局 SEPA担当） 

調査者：柴田、多島 

 

 

■ 計画主体に関する組織構成および計画制度の基礎情報に関する質問 

 

A. 制度規定に関する確認質問. 

 

1. SEPA の適忚された VISION2020 改定プロセスに関して、EPA／DOE のプロセスへの参加

の根拠となった法制度はなにか？ EPA の審査は法的に義務付けられたものだったの

か？ 

 

質問 1. SEPA は環境局との協議を奨励しているが、義務付けてはいないのか？ 

 

回答. 厳密に言えば義務ではない。SEPA の目的は参加を促進させることであり、情報の交

流を促すことである。この点に関して SEPA によって、情報を問うことができ、公開を

要求することが認められており、計画主体はこれに忚えることが義務付けられている。

つまり、環境局に協議することが義務なのではなく、協議を求められた場合において、

これに忚えることが義務になっている。 

 

質問 2. 現在の日本の環境影響評価法では、環境省が意見することが法的に認められてお

り、また同時に事業の所管局はこの意見を勘案することが法的に義務付けられている。

しかし、法整備が成される前は環境庁が意見することが困難で、意見が反映されないこ
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ともあった。ワシントンの制度では、意見反映が義務付けられているようだが、十分に

意見が反映されない場合もあるのか？ 

 

回答 2. 現実問題として、実際には十分な反映が成されない場合もある。議論を尐し厳密

にしたい。SEPA は事業を所管する官庁に対してスコーピングや DEIS、あるいは EIS の

発行に際して、他の機関や主体に対して協議することを義務付けている。この点では冒

頭の言い方は尐し正しくないが、文書を共有しなければならない、と言うことである。 

EPA は、連邦政府による行為のアセスに関しては審査が義務付けられているが、州以

下のアセスに関しては法的な責任を負っているわけではない。しかし、SEPA のアセス

においても、環境影響に関して協議に招かれる場合がある。この場合は事業実施主体と

EPA の良い関係が構築されていることが必要になるが、往々にして信頼関係の元に審査

が行われる。 

 

質問 2-a. VISION2040 の意思決定は連邦政府の意思決定には当たらないのでは？ 

 

回答 2-a. VISION2040 は連邦政府の行為ではない。よって、NEPA の対象とはならない。

しかし、計画の早い段階で参加する機会が与えられた。これは EPA と PSRC の間に信

頼関係が築かれていたことが大きい。また、EPA は早い段階から関与することを PSRC

に対してかねてから求めていたので実現した。これは、分析や評価のプロセスを設計

するところから始まって、環境の見地からの情報を反映する上で非常に有意義な取り

組みであった。プロセスの始めにの段階で公衆を関与させることは、多くの主体の多

様な意見を反映させる上で非常に効率的であった。以前よりこのような試みを模索し

ていたが、VISION2040 はとても良い機会になった。 

   早い段階の参加は、計画課題が何であるかを効率的に発見するために非常に効果的

である。そして、その発見された計画課題は、その後の計画手続きに反映されていく

ことになる。 

   法的な側面で説明すれば、SEPA はあらゆる主体に対し、アセスの中でコメントする

ことを認めている。EPA もその一つである。EPA は NEPA においてはコメントするこ

とが義務付けられているが、VISION2040 は NEPA ではなく SEPA である。一方で、NEPA

は可能な限り早い段階の関与を義務付けている。例えば、PSRC が意思決定を行う場合

であっても、その計画において高速道路の建設が想定される場合は、連邦行為による

環境への影響が現実に予見しうると考えられ、NEPA が実施される。また、その過程に

おいて早い段階の関与が求められる。 

   これが、NEPA において早い段階の参加が求められる理由であるが、VISION2040 の

プロセスでは、これが実現した。また、早い段階の関与によって、このプロセスに参

加することの意義が高まめられたことも重要であった。その点で、これは非常に良い



 

 

 

 

 

機会であった。 

 

 

質問 3. NPR の通常のプロセスを、参加の機会に着目し図式化しものが Fig1.であるが、これ

で正しい理解か？ 

 

回答 正しいが、”yes”, ”no”の部分を明確にした方がいいだろう。タスクの説明を疑問系に

書き直した方がクリアになる。 

 

--------------------------------------- 

 

B. 計画策定と参加を含む SEPA のプロセスについて 

 

質問 1.  VISION2020 改定のプロセスにおいて EPA／DOE の関与した部分は？ 

 

回答 1. 関与としては、技術的な援助としての非公式な協議と、公式な意見書としての関

与が合った。フェーズで言うとフェーズ２・３・４が該当する。この中でも最も関与が深

かったのはフェーズの Draft EIS の準備期間だ。フェーズ３・４ではそれぞれ２から３回の

協議を行ったのみで、Draft EIS のころに比べると関与は浅かった。 

 

質問 1-a. 初期回答書では、フェーズ４における公式な関与は無かったようだが、この理由

は？ 

 

回答 1-a. 理由は時間が無かったこと。レヴューをして正式な意見書を作成するだけの十分

は人的資源があるわけではなく、十分な時間が無かった。 

 

質問 1-b. EPA はどうでしたか？ 

 

回答 1-b. 基本的には DOE と同じである。環境に関するアドバイザリーグループが組織さ

れ、それを通しての関与がおおきかった。これは環境の専門家 10 名程度の非公

式なグループで、環境に関する技術的な問題や SEA に関する問題を協議してい

た。フェーズ２ではスコーピングに全面的に関与した。つまり、公衆への環境

に関する呼びかけなども行った。フェーズ３ではやはりアドホックな委員会で

協議を持った。また、公式な関与としては Draft EIS に対して意見書を送付した。

フェーズ４では、やはり補遺版 Draft EIS に対して意見書を送付した。やはりこ

の段階でもアドホックな環境委員会で協議を重ねた。フェーズ１を除いては、



 

プランニングプロセスに統合された SEA の参加. 

 

 

 

 

プロセス全体に対して深く関与していたことになる。 

 

質問 1-c. 深い関与があったことはわかったが、その背景にはどんな理由があるか？ 

 

回答 1-c. まず、シアトルで地理的に近いことが挙げられる。遠くても関与はあったと思う

が、実質的には難しくなる面もある。それ以上に大事なのは、以前から DOE と

PSRC と EPA の間には信頼関係が構築されていたことも大きい。PSRC の今回の

SEPA 担当者は以前は交通計画の担当者で、その当時から DOE や EPA と一緒に

仕事をしてきた経緯がある。その中で信頼関係が醸成され、互いの意見やコメ

ントを理解することができた。特に、アドバイザリーコミッティーを設置した

のには、互いに信頼していて理解できる相手であることが重要だった。 

      これに関しては、本当に重要だった。何か早い段階で参加を行う場合は、相

手のことを理解し信頼していなければドアを開くことも無い。これは、今回の

早い段階の参加を実現させる上でとても重要だった。 

      今の信頼関係が参加に重要と言うのは、裏を返せば、EPA の Region10 の管轄

には、PSRC の他にもオレゴンやワシントン、アイダホ、アラスカのあらゆると

ころにあるMPOとは、そのような関係を構築できていない、と言う意味になる。

実際に、PSRC 以外の MPO の計画策定において、VISION2040 のときと同じよ

うな参加はできない。それは、PSRC と同じような関係を構築できていないこと

も大きな理由だ。例えば、ワシントン州にあるスポーキャン MPO やポートラン

ドメトロ MPO。幸せなことに、オレゴンのポートランド、アイダホのボージィ

ー、アラスカのインカレッジやジュノーには分署を持っていて、それらの地域

にある MPO のプランニングに関しては、それらの分署の職員が参加することは

できるが、それ以外の MPO では、PSRC のように我々が参加することは難しい。 

 

質問 1-d. 組織間の物理的あるいは人的な距離や信頼関係が重要な要素になっていること

はよく理解できた。では、他に参加を促す動機は何があったか？例えば、法的

な要求は SEPA のほかに無かったのか？ 

（質問 2. プロセスへ関与することになった動機はなにか？法的要求や他主体からの働きか

けがあったか？） 

 

回答 1-d. 今、最も新しい連邦の交通法、それは SAFETEA-LU と呼ばれる、の規定は大き

な要因になっている。SETEA-LU、MPO 計画策定の手法を定めた Section6001 と

Section6002 は交通計画及び交通整備計画の策定時に、リソースエイジェンシー、

つまり環境局や森林局などの機関を参加させる方法を規定している。そして、

Section6001 には APPENDIX があり、そこには任意の計画策定手続きが示されて



 

 

 

 

 

おり、その手続きによると、環境部局などのリソースエイジェンシーを統合し

て参加させる手続きが示されている。しかし、これはボランタリーなもので、

義務ではない。ただのガイドラインである。 

      このガイドラインの推奨を計画段階で実施するための取り組みとしてMPOや

各行政機関は統合手法を採用する。もし、計画段階で効率的に他主体の参加を

取り込むことができなければ、何年か経った後の事業段階でより多くの紛争を

引き起こし、結果的に事業の遅延をもたらす。そのために MPO や各機関が早い

段階の参加を行い、統合手法を実施する理由であり、Appendix A に書かれてい

る内容だ。 

      つまり、Appendix A には、このステージで環境部局を参加させ、このステー

ジで意見書の受付を行い、と言った仮想の手続きフローを提示している。これ

によって、意思決定に対し環境情報を効率的に入力することができる、もし、

計画案を準備してから環境情報を生産しても、効率的に意思決定に反映するこ

とはできない。 

 

質問 3.  EPA／DOE が PSRC に意見書を今提供していただいたが、始めてみるものなので、

内容を説明してほしい？ 

 

回答 3. DOE：実は、この環境レヴューには十分な時間と人的な資源が確保できなかった

ことから、エレインと協力して意見書を作成した。私のコメントの多くはエレイ

ンからの情報に基づいているといえる。 

     内容に関して言えば、代替案の設定の仕方が必ずしも明確で無いとか、あるい

は、この方法が最善であることの説明が十分で無いなどの点にフォーカスしてい

るが、PSRC が良い努力を払っていることから、実際の指摘はもっと細かいものに

なっている。また、彼らの行っている公衆や行政機関の参加に関しては、とても

支持している。それは、参加によって、PSRC の考え方や計画のどこに欠点がある

のかを明確にすることができるからであり、これを指示する内容になっている。 

     PSRC はピュージェット湾地域の環境計画について、その環境ベースラインの情

報に強い関心を寄せている。それは、将来のピュージェット湾地域の交通計画の

方針を示すような環境情報を生産することに興味があると言える。また、地域お

けるクリアリングハウスの役目を果たすべく、各郡政府や自治体などの多主体間

の中心となって間を取り持つ役割としても参加による情報の交流の意味がある。 

 

質問 3-a. クリアリングハウスの役割？ 

 

回答 3-a. DOE の Draft EIS に対する意見書の付録の第一段落の 2 番目の文章だったと思う



 

プランニングプロセスに統合された SEA の参加. 

 

 

 

 

が、そこに「我々（DOE）は、PSRC が環境情報の提供と環境紛争の解決において

クリアリングハウスとしての活動を行うことに賛同する。」と書いてある。一つの

取り組みとして、EIS を作成する際に、何かしらのベースラインの上に環境情報の

分析を行っていく、その際に郡政府や自治体にとって環境情報の土台の提供は重

要で、特に利害が対立するような場合には中立的な情報も重要な役割になり、こ

のような役割を PSRC は果たすことができる。私のコメントは、基本的には代替案

の設定とその選択に関してで、全ての郡政府と自治体が代替案の選択に参加でき

るように、としている。我々は、PSRC がそうすることが意思決定の質を改善する

ものだと考えている。また、個別の生態系の関連性に対する評価や、水分学的見

地に立った意見をしている。この部分は、エレイン（EPA）に協力してもらった。

また、成長がどの程度交通量を増加させるのかに関しても、エネルギーやインフ

ラ負荷の観点から意見している。さらに、ミチゲーションやモニタリング、さら

には MMP に関して、さらに将来の計画と意思決定に関しての意見をしている。 

     EPA は、PSRC に対して、環境を将来の成長や開発の基盤として位置づけて意思

決定をするように求めている。また、大きな影響と変化が懸念される気候変動に

対しても、温室効果ガスの排出削減と排出量の変化についての予測評価を強化す

るように意見している。準備諸段階では、代替案の範囲について、土地利用の変

化に帰結させる形で記述されているが、優位案については言及されていないので、

そこで EPA は、優位案で望まれる将来の成長シナリオに関して意見している。具

体的には、グリーンインフラストラクチャーを用いた社会資本整備を提案してい

る。 

 

質問 3-b. グリーンインフラストラクチャーとはどのようなものか？ 

 

回答 3-b. グリーンインフラストラクチャーとは、簡単に言うと、事前に対象地域の環境要

素を分析し、保存すべき環境要素を特定した上で、その要素への影響を回避した

形で開発整備する方法のことで、EPA はこの方法を優位案の上で明確に位置づけ

ることを求めた。これは、コンセプトとして、生物の連動性を前提にしており、

水域生物及び陸域生物の連環の中でその流域帯や貴重種の保護帯を特定し保全す

ることである。また、EPA は評価手法に関しても意見している、例えば、サーモ

ンの生態や陸域生態系などに関して、ダムや河川改修などの事業と併せて評価す

ることを意見している。また、同時に表水に関しても、宅地の開発が大きな影響

を与えるのでこれも大きな関心であるし、同時に災害時の洪水管理も重要な問題

として提起している。さらには、発生交通量の抑制や、MPP に対する意見も述べ

ている。これらは、Draft EIS に対するコメントである。補遺版 Draft EIS に対して

は、大きな修正を求めるような意見はしておらず、基本的に PSRC のプランニング



 

 

 

 

 

手続きを高く評価している。補遺版 Draft EIS で最初に意見した内容は、統合に関

しての記述であり、土地利用、交通、そして環境に関して統合をしながらプラン

ニングを進めてきたことを強調する記述にするように求めている。ところによっ

ては、交通と土地利用の統合に関して記述されており、そういった部分において

も、環境も含めて記述するよう提案している。それと、Section6001 に規定された

早い段階の行政機関と公衆の参加の規定の遵守を強調することも提案している。 

 

    SAFETEA-LU について改めて説明すると同法は道路計画の策定に関する手続きを

定めており、この手続きにのっとった計画に示されている事業以外には、連邦の

交通予算は配分されない。MPOはその計画の中からTIP（Transportation Improvement 

Program）に記載するプロジェクトを選択肢、TIP にのっとって事業を進める。そ

して連邦の予算もこの TIP に基づいて配分されることになる。つまり、交通計画

に掲載される事業は、計画段階でNEPAもしくわSEPAによる環境レヴューを行い、

その回避するべき環境影響と、影響低減策が明らかになっていないと、事業とし

て進められない。 

 

    PSRC をはじめ、MPO は公選職で組織の議員とスタッフで構成されており、スタ

ッフは意思決定にための準備をするが、意思決定を行うのは公選職の投票権を持

った委員のみである。その委員は、当然それぞれの利害を背負って出席している

わけで、それぞれの交通整備事業の実施を主張する。これは PSRC の弱点でもある

が、それを補うためにも、手続きを設定し、それらの主張するプロジェクトを分

析し、開かれた場で議論を行い、何が TIP に乗るべきプロジェクトか調べること

が重要になる。 

 

省略｛4. EPA／DOE は意見書をどのように作成したか？外部の学術経験者、専門家、ある

いは EPA 以外の連邦政府などの他主体との協議を行ったりしたか？｝ 

 

質問 5. 意見書に対する PSRC の回答として、VISION2020 改定プロセスで発行された計画

文書及びアセス文書の記載は納得できるものであったか？ 

 

回答 5. EPA としては、とても満足している。PSRC はすばらしい仕事をしてきた。全体の

プロセスも素晴らしかったし、その結果も素晴らしい。基本的に我々のコメント

は、そのような PSRC の取り組みを補強するような側面である。 

 

    DOE も PSRC の努力は高く評価している。州内の他の行政機関の SEPA では、こ

こまで環境分析に努力を払うことはあまり無かった。現段階では、 



 

プランニングプロセスに統合された SEA の参加. 

 

 

 

 

最終の評価書が出ていないので、彼らが我々のコメントにどのように回答するか

まだわからないが、彼らの取り組みは、SEPA の方法論に新しい道を示すものだっ

た。その意味で、この方法は新たなスタンダードの一つの方向性を示している。

まだ解決しなければならない課題も多いが、非常に意義のある取り組みだった。 

 

PSRC の環境分析は、４郡にまたがるとても広い範囲を対象としていたから、具体

的に影響を評価するのは難しかった。しかし、彼らは、その影響がどのようなも

のなのか、具体的な定量が成された結果ではないが、影響の方向性やその性格を

明らかにしようと大変な努力を払った。その結果、土地利用のパターンによって、

環境影響がどのような性格を示して変化するのか、コンピュータを用いたモデリ

ングによって示すことができた。 

 

そして大事なことは、彼らが中立的な分析を行って、コメントへの回答をオープ

ンに作ったことも大事だ。彼らは、その責任の中で、どの代替案を支持するわけ

ではなく、また、分析から結果の導出まで、コメントやフィードバックをオープ

ンに行った。これは、鍵となる部分だ。 

 

質問 6. EPA や DOE の提出した意見書について、どのようにして意見書の専門的な部分を

作成したか？日本では、ほぼ全ての自治体がアセスメントの外部の有識者による

専門委員会を設置し、第三者性を確保する形で意見書を作成している。そのよう

な組織はあるか？ 

 

回答 6. そのような外部専門家の組織は無いが、内部の専門家が対忚する。もちろん分野

によっては、十分な人材が確保できない場合もあるので、その場合は、外部の環

境コンサルティング会社に分析を依頼することはあるが、結局は、我々の意見と

して政府の意思決定として意見書を作成する。 

 

 

--------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

C. 計画策定と SEPA による環境配慮プロセスの統合に関して（統合手法） 

 

質問 1. 統合手法が用いられる以前の公衆参加のプロセスはどのようなものであったかを

明らかにしたいが、そもそも、統合手法を SEPA が取り入れたのはいつからか？ 

 

回答 1. SEPA は 1971 年に制定されたが、その当初から統合的に手続きを進めることを推

奨していた。しかし、十分にその意図が汲まれて実施されることは無かった。そ

こで、Nonproject Review Form を 1999 年に導入することになった。これは、我々

が提供していた環境チェックリストと言う道具が、統合に際して十分使いやすく

手助けになるものではなかったからだ。そこで、この NPRF を法的な規定として

導入しようと試みたが、まだ採択にはいたっていない。まだ完全版ではなく、未

だ途中の状態で、パイロットが続いている状態だ。もちろん、全ての主務機関が

これを用いることができるし、それを推奨している。 

     この統合手法が用いられる以前の手法としては、多くの場合、行政機関は彼ら

の計画を用意してから、その計画の情報に基づいて SEPA の情報を準備し、そし

て、SEPA を彼らの用意した意思決定を正当化するために利用していた。つまり、

意思決定の前であっても、環境レヴューによって、彼らの意思を修正したり変更

したくないがために、環境レヴューの結果は、彼らの意思に沿ったものとなり、

もしくは効率的に意思決定に反映されることは無かった。それが、これまでの

SEPA で本当にたくさん行われてきたことだ。今でこそ、統合の取り組みを始め

るところが増えてきたが、依然として統合されていない場合は多い。 

 

質問 1-a. 日本でも、アセス法としては早い段階のアセスの実施を求めているが、運用では

そうならず、意思形成が先に進み、遅れてアセスが実施される場合が多く、その

場合は、実施機関はアセスの結果を彼らの意思に沿ったものとなるよう操作しよ

うとする。 

 

回答 1-a. Sounds global! 冒頭のインタビューの目的のところで言っていたが、早い段階の

アセスの実施が合意形成に効果的ではないか、と言う問題意識は、とても正しい

と思う。事業者にとって、プランニングを進めた結果、最後に問題が明らかにな

ると、その場合は解決にとても多くの時間とコストを要する。VISION の取り組

みでは、プロセスの早い段階で追加的な努力を多く払うことで、どのように計画

の価値を構築するかを議論してきた。それによって、合意を形成することができ

て、実施へと移ることができた。もし、十分に合意を形成することができていな

かったら、実施段階でスタックすることになるだろう。日本では、訴訟になるケ

ースがまれだと言ったが、ここでは、市民はすぐに何でも裁判に訴えることがで
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きる。その場合の時間だけでなく資金的に途方も無いコストが発生する。多くの

行政機関ではそのことに影響されて、早い段階で参加のプロセスを設定するよう

になってきている。 

     また、早い段階の参加が信頼を醸成することも重要だ。これはとても大きい。

そういう意味では我々は PSRC をとても信頼している。逆に多くの交通局は信頼

でき無いところが多い。（it’s on the tape!!  Oh! I’m Sorry…）我々は、多くの課題

を PSRC と共に取り組んで解決してきた経緯があり、その中で生まれた信頼関係

はとても大きい。それによって、彼らと共通理解を持っているし、彼らの主張を

理解でき、彼らも我々の主張を理解している。このような信頼関係があったから

こそ、早い段階で全面的に我々を受け入れてきた。 

      そのことは、連邦の EPA でもいえる。私が連邦の EPA に勤務していたころ、

連邦の道路局と一緒に複合要因の影響や間接影響に関して NEPA のガイドライン

を作成したが、そのときも、それまで道路事業で一緒に取り組んできた上での信

頼関係があったからこそできたことだ。 

      ある行政機関のプロセスを合同の委員会で成し遂げるのは、最初はとても犬

猿される。それは、難しいからだ。共同してコメントに返答をして問題を解決す

るのは本当に難しい。とても難しい。しかし、これを成し遂げた先には、情報を

共有でき、理解を共有することができる。しかし、一般的にこれを成し遂げるこ

とはとても難しい。 

      早い段階で問題の明確化とその解決を図ることを拒否することは簡単である。

それゆえに、これは一つの挑戦でもある。 

 

質問 2. 統合手法の実施における困難な点は具体的にどのような事か？ 

 

回答 2. 統合はとても重要な方法だが、一方で全ての問題を解決するわけではない。今日

もその問題点に関してはたくさん触れてきたが、もう一つ大事なのは、人々が、

計画段階での意思決定が、実際に事業を通して彼らにどのような影響を与えるか

に関して十分に理解していない点だ。住民は事業を通してどのような影響が生じ

るかに関して十分に理解をしていない。 

 

     EPA としては、文書化の重要性も指摘しておきたい。例えば、統合手法に取り

組んだときに、計画段階の参加を行っても、事業の実施段階で必ず問題になるこ

とがある。そのときに、上位段階でどのような努力を払ってきたのか、例えば代

替案は A,B,C どのように分析してきたのか。後から質問され問題になったときに

再び同じ分析を繰り返すにはコストの面から大きな問題がある。そこで、これま

での分析過程で、何がどのように分析されて何がされていないのか、どのデータ



 

 

 

 

 

が用いられどのデータが用いられなかったのか、誰が参加して誰が参加してなか

ったのか、全てをその点を文書化することがとても意味があり効率化する上でも

大切である。NEPA を実施するうえで統合手法は大事だが、その過程の全てを文

書化し後からたどることができるようにしておくことが、事業段階の遅延リスク

を最小化するために大切である。 

     このポイントは、コンピュータシステムによるサポートも重要である。いわゆ

る計画段階の意思決定は事業段階でいくつもの事業に分化されるが、その全ての

事業において、計画段階での意思決定をたどることが求められる。そのためには、

コンピュータで意思決定の記録をトレースできることが重要だ。予測や評価のた

めのコンピュータシステムは、情報の記録と再現と言う意味でもサポートになる。 

 

 

質問 3. Quick Comment の “Agencies may not be responsive to the environmental 

information and open to different outcomes.” について、異なる結果とは具体的

にどうなるか？ 

 

回答 3. 例えば、PSRC の場合、DOE は気候変動などの課題を指摘することができた。つ

まり、DOE にとって自動車は温暖化ガスの排出源であるから自動車交通を減尐さ

せる代替案が本当に必要だと。しかし、一方でそう考えない人々もいる。つまり、

車にのって郊外から通勤したいし、温暖化ガスも気にならない。そういった考え

に関しても PSRC はオープンであった。つまり、情報を公開にして、考え方を共有

することで、解決のできる範囲が大きく変わるということ。 

 

質問 4. 上位段階の情報公開が混乱を招くとの考えが依然として強いが、問題は無いのか？ 

 

回答 4. 実は、ワシントンでも課題が無いわけではない。上位の計画段階で情報を公開し

住民に提供するが、住民はその情報が何なのか、つまり、将来の生活にどのよう

に関係するのかと言うことを理解しない。その点で混乱が生じる。つまり、上位

で低熟度の情報がどういった意味があるのか、また、その段階の参加は何のため

に必要なのかに関して、住民と計画を作る側の行政機関双方の教育が必要だ。そ

のためには、多くの時間と挑戦が欠かせない。 

 

質問 5. 統合が合意形成や環境配慮の効率化に寄与すると言う考え方は？ 
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回答 5. その考え方はとても支持できるものだ。事業段階では代替や補償といった低減策

しか講じえない。計画段階で無ければできない回避策がなくなってしまう。ワシ

ントン州のリソースエイジェンシーはそのことをとても警戒している。 

 

質問 6. PSRC のこの事例について、モデルになると言ったが、現実的に可能か？ 

 

回答 6. この事例はとても良い事例で、まさしくモデルになるべきだ。PSRC はとても先進

的な考え方をして挑戦的な努力を払ってきた。まさにリーダーとなって、道路計

画や土地利用計画のモデルになるべきだ。この事例がきっかけとなって、他の計

画策定にも波及すればよい。実際、交通局も計画の効率化と環境配慮を目指して

おり、これまでの計画策定のやり方を脱してよい戦略を見つけたいと思っている。

そこでこの手法はとてもいい解決策となる。 

 

質問 7. この事例では、代替案分析に Draft EIS を、優位案に Supplemental Draft EIS を作成

した。これはとても合理的と思えるが、この流を SEPA で規定しないのはなぜか。 

 

回答 7. SEPA は最小限である。事業段階でも、場合によっては supplemental が用いられる

ことはあるし、主務機関の判断で、最小限の規定以上のことは可能であり、必要

に忚じて行われている。 

 

回答 . それと補足しておきたいのが、我々が NPRF を提案したときに、同時に着目し提

案したのが、Multiple Public Involvement Steps である。これは、NPRF ととても関連

するもので、重要だ。 

 

1.58.10 

 

 

  



 

 

 

 

 

VISION 2040 策定主体 PSRC における統合型 SEA の合意形成機能に関するイン

タビュー調査. 

 

日時：2008 年 12 月 10 日 午後 2 時 00 分開始 午後 4 時 00 分終了 

場所：キング郡 PSRC 事務所 

インタビュー調査者：柴田裕希、多島良、瀧屋直樹 

調査対象者：ピュージェット湾広域委員会 

      VISION 広報部 主席計画担当官  ロビン・マクレルランド氏 

  VISIONSEPA 担当局 主席計画担当官  アイバン・ミラー氏 

（以下発言者を、柴田は柴、多島は多、ロビン・マクレルランドは R、アイバン・ミラーは

I と表記する.） 

 

- 第 1 次及び第 2 次調査の結果及び研究発表の内容を説明 

- 第 3 次現地調査の趣旨とインタビュー調査票の構成、各質問意図を説明 

柴：それでは、説明した情報の抽象性に対する議論から始めたいと思う。このような政

策段階の抽象情報は、具体的な施策の方向を示すことになるため、間接的に利

害関係者に対して懸念を生じさせたり、あるいは、解釈によっては実体的な不

利益が発生したりするといった混乱考えられる。一方で、早期段階の情報公開

は、アウトリーチの観点からは有効で重要な欠かせないものでもある。まず、

今説明したような混乱について、一般的にどのように認識されているか伺いた

い。続いて、VISION2040 のプロセスにおいてはこのような混乱は見受けられ

たか？ 

R：まず確認したいのは、我々はとても広い範囲の計画を策定しているということ。そ

の中で多くの人に意見を聞き、それは大気質であったり、土地利用として人口

分配をどこに集中しどの郊外地域の自然を保全していくかという問題である。

とにかくこれはとても巨大な領域である。そしてこれは 4 つの郡に分割される。

そしてそれらの郡は各自の規制および計画を整備していく。そして、これらの

郡は 45 の市を持っていて、それぞれの市が計画を整備し、規制を構築する。こ

の体系の中で、成長管理法 GMA に基づいて、地域の成長管理政策を築いてい

くのが VISION であり、GMA である。つまり、この VISION では、個人の権

利に影響を与えるような課題は一切扱われていない、と言ってもよい。それは、

個人の所有権に影響を与えるのは市のレベルにおける計画であり、規制である

から。だから、私が直接関わっているわけではないが、市のレベルにおける計
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画策定では、不動産価値への影響は関心の強い課題となるだろう。 つまり、

事業段階では、つまり道路の新設や改修において、たとえば拡幅事業であった

とすれば、道路の交通量の増加は健康被害リスクを増大させるから、といった

個別の権利利益に関する問題が議論となる。しかし、非事業段階の場合は、そ

のような課題は扱わない。しかし、その混乱というものが生じた場合は変わっ

てくるかもしれない。 

柴：ここで問題にしているのは、そういった一連の意思決定の段階について十分な理解

が必ずしも得られていないのではないかという懸念であって、たとえば、それ

は、VISION のコメントとして個別の権利に関するものを受けた場合にどうな

るのかという事態であって、VISION においてもそういったことは生じていた

とみているが？ 

I：たとえば、我々が説明会やワークショップを開催した時に、その席にいた我々のス

タッフは、それぞれの役割やこの仕事の意味を理解していたが、一方で、地方

の小さな自治体などでは、そこの議員などでは、職業として、たとえば美容師

やペットの飼育係など、様々な職業の人がいる。彼らが必ずしも一連の意思決

定の性質を理解しているかといえば、そうは限らない。しかし、このような大

きな計画策定にあたって、早い段階からの参加を実施することは、合意形成に

至るためのプロセスとして欠くことのできない点であった。仮に、政策の策定

初期段階の参加がなかったら、合意に至る可能性はとても小さくなっていただ

ろう。 

R：不動産の開発権に関する問題では、スノホミッシュの都市成長区域の外側の一部の

グループが、複合コミュニティー開発（FCC：Fully Contain Community）と

いう形で開発されることを望んでいなかった。そしてVISION2040の方針では、

この FCC のような形での開発は止めるよう求めている。これに対し、実際、ス

ノホミッシュ郡は認可した。これはスノホミッシュ郡と郡内の住民や地権者と

の問題で VISION の課題ではない。この地区にこれだけの密度で人は住めない、

隣にこのような密度で開発がおこなわれたら困る。これらの内容は市のレベル

で合意が図られるべきだ。 



 

 

 

 

 

柴：それではスコーピング段階の議論に移りたい。この段階でどのような意図と手法で

どのように情報を収集し生産していったのか？ 

R：スコーピング段階は「尋ねる」ことが第一の目的。だから、こちら側としては、特

別に準備を行うことはしなかった。これはこの地域に対して、VISION で何を

考えるべきかを問うたのだ。 

I：スコーピングの手法としては 2 つの方法が考えられる。ひとつは、範囲をあらかじ

め設定しておいて、その上で人々にどの程度賛成するかを確かめていくもので

ある。ここに計画の改定に当たって 7 つの課題がある、流入人口の配置、交通

政策、ネットワークの完成、都市成長区域の固定など、これらの複数の課題に

対する議論をフィードバックさせるという連鎖（polymerase）である。もう一

つは、より公開性の高いもので、ここにこれまでの VISON がある、ここまで

達成されていて、これから何が必要か、と問うという方法である。ひとつめの

手法のメリットは、より具体的で、合理的で、人々が考えなければならない範

囲は限定される。一方で、全員が見誤ると全く見当外れになる危険がある。我々

はこの方式の中でもとても公式な方法でアプローチを採った。はじめに、極め

て基本的な課題の設定のみをし、それに対して多くの意見を受け付けて、実に

多くの局面から課題の提案を受け入れた。結果、それらをデータベースに登録

し、整理したところ 25 のカテゴリーに分類された。しかし、これをその後すべ

て分析し課題調書（issue paper）するには、時間も人的資源も足りないから、

より絞り込む必要があった。その結果 10 の分類までまとめ上げた。これは非公

式なものも含めて最終的には 15 の調書として組になったが。そしてその形を変

えて政策（GMPP のこと）や代替案にまとめていった。 

R：このスコーピングでは既存の 2020 があったから、これを土台にして、この上に作

り上げていくプロセスとなった。実際に、2040 のプロセスに参加した人は、過

去の 2020 のプロセスに参加した人が多かった。もちろん、議員で幾人かは新た

に参加するという人もいたが、基本的には前回経験しており、ある程度精通し

ている人が参加した。 

柴：一点、確認したいのだが、6 類型に分類された地域地理区分について、この新しい

区分が創設された背景について教えてほしい。 
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R：この新しい地域地理区分は、スコーピングの中で設定された。事前調査（preliminary 

study）の中で考え出されたもので、代替案などが設定される前に考えられたも

のだ。 

I：最初の段階で我々は個々の市レベルにおいて分析を始めていたが、その報告をする

中で、ある議員から疑問が投げかけられた。結果的に別の手法を採用すること

になった。それは、一つに、分析業務としてあまりにも膨大でスケールが細か

すぎたことと、この VISION は郡や市の総合計画ではなく、地域の将来像を描

くもので、市のレベルでの分析は不適当であると判断したためだった。各市の

人口の分配は各市の権限である。しかし、我々は EIS の分析を作成しなければ

ならない。そこで作り上げられたのが「分析単位（unit of analysis）」である。

これは地域内を 86 の管区に分類し、そこから 6 つの地域地理区分を整理した。 

柴：市ごとのアプローチが中止された背景をもう尐し詳しく説明してほしい。 

I：GMA では、広域郡ごとに今後 20 年間の成長目標枠を設定しており、たとえば 20

年将来に 100 万から 150 万人の間の成長目標が設定されたとする。その場合、

郡の総合計画に基づいて、その成長分を郡内の各市に分配していく。この過程

は郡と市の協議によって実施されるもので、GMA 上広域委員会にこの権限は与

えられていない。この計画権限から、市ごとのアプローチは過分割であり、ア

プローチを変更した理由だ。もし、この権限を超えていたら、それは自治体か

ら違法行為として提訴されることになる。 

R：実は、この地域地理区分に関しては、その説明の仕方が混乱を招いたことも確かだ。

我々はそこから、この地域地理区分を誤解なく理解してもらうためにはどうす

るべきであったかを学んだ。つまり、それは分析のために新たに創設された構

成概念であり、これを用いる限りは常に説明を伴わなくてはならないというこ

と。 

I：この構成概念は新しく作られてものであり、各郡がこれに基づいて総合計画を策定

する場合は、この構成概念から着手しなくてはならない。だから、彼らはこれ

をしっかりと理解する必要があった。だから彼らもはじめはそれを理解するの

に難しいと感じることもあった。 



 

 

 

 

 

柴：続いて、代替案の作成過程について聞きたい。このプロセスでは 4 つの代替案が形

成されたが、通常は設定された代替案よりも多くのものが試作されると考えら

れるが、このプロセスの場合はどうであったのか？ 

I：VISION の代替案を作り、4 つにまとめあげるのには 1 年かかった。それはコンピ

ュータソフトを用いて GIS を基盤にした概略計画ツールに対してパラメータを

書き換えていく作業だった。最初は 8 つの異なるシナリオから議論を始めた。

それらはそれぞれに異なるテーマで交通や、純粋に環境価値のみを考慮したと

ても広い保全区域を持つ環境といったテーマが割り振られていた。これはそれ

ぞれが全く異なる視点で作り上げられたもので、別々の性格を持っていたため

に、この 8 つのシナリオから代替案を形成するのには、郡や市といった自治体

と協議を重ねて、1 年の時間が必要になった。一方で、EIS の分析のためには、

あまりに多い選択肢は、それぞれの見分けが難しいという理由で混乱のもとで

あり、好ましくはなかった。そこで我々はより見分けのつきやすい代替案を形

成することになった。そこで流入人口を都市成長区域の中でも大都市に集中さ

せる案を一つの思考境界（bookend）として、これとは対極に成長を可能な限

り地方に分配する案を設定した。これに SEPA で要求されるノーアクションの

案を加えて、3 つの案が完成した。そして、それに思考境界の中間案を加えて 4

つの案とした。これは、EIS で代替案を理解してもらうためのマジックナンバ

ーだと思っている。1 ページに 4 つまでなら分割して掲載しやすいし、5 つ 6

つとなると、理解が難しい。 

I：代替案の設定というものは本当に難しい、今回は 4 つの代替案後のプロセスを 2 つ

のステップで構成した。一つ目のステップは、優位案を持たない 4 つの代替案

を作成すること、そして意見募集を経て優位案（preferred alternative）を形成

していくこと。この 2 つのステップで構成されるプロセスによって、最初の４

つの案の混成案などの様々な角度からの意見を意思決定に反映することができ

る。 

R：代替案というものは常に合理的で、実現可能で、結果を予見しうるものでなければ

ならない。現在は Destination2030 の改定作業に入っているが、こちらの代替

案では、VISON2040 の制約条件があるから、その範囲はより合理的なものに
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限られている。しかし、いずれにしても、代替案の形成はとても難しい作業で

ある。 

柴：それでは実際の数値解析に用いた数値の決定根拠について話してもらえるか？ 

I：実は、私もロビンもその数値解析部分を直接手掛けていないので、明確なことは言

えない、むしろ付属資料で確認してほしい。Appendix/E A の表に詳細の数値

掲載がなされているが、基本的には、計画成長量（projected Amount of Growth）

に対して、最近 7 年間の成長パターンと既成計画との 3 つのデータポイントで

比較することで現実的パラメータを算出した。これを、大都市（metropolitan 

cities）に重点分配するパターンと小規模都市に重点分配するパターンとで分け

て考えていった。この全体のパイを分割していく方向付けは成長管理委員会

GMPB で行い、じっさいの代替案の形成作業は事務レベルで詰めていった。つ

まり簡潔な回答としては、成長容量（development capacity）と成長傾向

（development trend）と成長目標（develop target）の 3 つの数値の間でパラ

メータを操作していった。そしてこれを地域地理区分に従って整理し、さらに

は 86 の分析単位にまで落としていった。 

柴：それでは、次の段階に移って、Supplemental Draft EIS と Draft VISION2040 の

段階において議論になった争点は？ 

R：VISION2040 案（Draft VISION2040）を公告してから、我々は意見期間を持った。

このとき、それまで我々が議論してきた選好成長戦略（preferred growth 

strategy）が地域成長戦略（Regional Growth Strategy）に転移していった。

この転移によって、地域成長戦略 RGS や複数郡計画方針が作り上げって行った。

そしてこの時が、PSRC も含めて、ひとびとが環境フレームワークや地域成長

戦略、そして複数郡計画方針をすべて一つのものとして目にするのは初めて出

会った。それまでは、それぞれが一つの形になったことはなかった。この段階

で補遺版準備書 Supplemental Draft EIS を作成したが、すでに委員会 GMPB

で優位案について合意を持って議論を進めていたので、Supplemental Draft 

EIS は尐しの変更だけで対忚することができた。だから、基本的には 2，3 の変

更を加えるだけでよかった。そういうこともあって、この期間に寄せられたコ

メントはそのほとんどが VISION 案に関するものであった 



 

 

 

 

 

I：基本的に、優位案として発表してから補遺版準備書を作成するまで、解析数値の一

つも変更していない。そうやって、VISON2040 案と補遺版準備書は作成され

た。この期間のコメントは、成長集中に関してで、市域未編入地域

（unincorporated area）への成長分が、具体的に、どこに、どれだけの量、と

いった関心が多かった。これは、本当に幸運なことだったが、シアトル市が、

どれだけの成長量でも受け入れる用意があると意思表明をしてくれたことで、

バランスさせ、ほかの自治体も了解しやすくなった。多くの小規模自治たちは

インフラの整備負担から、これ以上の人口流入は受け入れられない、としてい

た。この成長集中分配（Growth focus allocation）の問題と、もう一つは住宅

雇用均衡の問題があった。たとえば、キング郡の周辺はベッドタウン化してお

り、十分な雇用が供給されていない。結果的に自動車でシアトルなどの中心部

に通勤することになっている。このような問題も改善していくことが望まれて

いた。そのため、郡の周辺に雇用供給を振り分けていくこになった。このよう

な議論は、自治体の職員で構成される土地利用諮問委員会（LUAC: Land Use 

Advisory Committee）を設置して、この中で 8 回の議論を経て議論を固めてい

った。ここで数値を組み立てていったから委員会 GMPB では若干の修正を行う

のみで作り上げることができた。 

I：この複数郡のプランニングプロセスでは、二つのことが進行していた。人口分配や

成長目標、成長要領などの技術的な解析を主として、各自治体の抱える膨大な

専門技能を持った職員が構成する LUAC と、計画部局の主査が構成する

Regional Stuff Committee とがある。 

R：これは内部的に政策を構築していくためのもので、このほかにも実に多くのことが

同時進行していた。議員を対象に説明会を重ねた。もちろん同時に一般市民向

けにスライドを用いた説明も継続的に行っていた。ちょうどこの期間では、キ

ットサップ地権者協会 KAPO への説明会も行っていた。それぞれ、異なったレ

ベル、対象の関与を持ち続けて、同時に放送を用いて一般大衆にも呼びかけを

行っていった。結果的に、一般大衆から各自治体に対して要請が入り、技術的

な面での入力にもなっていった。そういった無数のフィードバックがとても重

要な資源となってこの PSRC には入力されていった。 
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I：もう一点、役割の明確化というものも重要であった。つまり、このプロセスにおい

てどの役割が彼らにあり、そして彼らになかったのかを明確にすること。たと

えば、これらの代替案を評価するのは LUAC の仕事ではなくて、委員会 GMPB

の仕事であり、地域職員委員会 Regional Stuff Committee の仕事でもない。彼

らが作り上げた数値を基に委員会 GMPB が評価するという仕組みで枠割と業

務を明確に分けていた。それが大きな助けになった。 

柴：それでは、EIS で築かれた数値的な分析が意思決定の基になっているということ

か？どのように EIS はつかわれたのか？ 

R：今アイバンが説明した数値的なデータの構築は、すべて EIS の中でつくられたフレ

ームと結果を用いている。そしてそれが地域成長戦略になっていった。その過

程で、EIS を離れてからは、ほとんど変更がされずにそのまま用いられた。Final 

EIS で変更された点といえば、ほとんどコメントが用いられた点だけだ。それ

に加えて、議員のほとんどが EIS すべて目を通しているわけではない。しかし、

それは、職員を信用しているからで、職員の作り上げてきた数値の結果、つま

り、議員が関心を持っていたのは環境影響の部分だ。そして、この EIS は政策

の方向付け、つまり VISION2040 の方向付けとなった。そして、政策に示され

た水質や大気質というものは、現在の水質基準や大気質基準をはるかに上回る

ものになっている。そしてこれらの水質や大気質の議論が、成長分の住宅供給

や雇用供給に重なることで、さらに高い保全措置が必要になり、それが政策の

方向付けとなった。そしてそれらが、自治体レベルの規制になり、州レベルの

規制にも影響を与えていく。これらの示された環境に関する数値的な情報は政

策という言語に置き換えられていった。 

I：実際に EIS を読んだ人はほとんどいなかったと思う。Draft EIS に寄せられた 75％

のコメントは、環境影響に関してではなく、代替案の定義やその数についての

コメントであった。それは環境影響の程度を示す数値に関するものではなかっ

たし、もちろんこのレベルでは概念的なものではあったが影響低減策について

でもなかった。そして、「この分析値が本当に正しいか？」といった数値解析

の結果に対するコメントは全く寄せられなかった。そして 2 回目の意見期間で

の湖面との 94％は VISION に対するものであった。残りのわずか 4％のみが、



 

 

 

 

 

EIS に関するもので、その中身も、小さな内容に関するものが多かった。だか

らそれを分析する職員も実に尐数であった。このことを考えると。 

R：EIS を読む人というのは、その多くが公的な機関になる。この事例ではたとえば連

邦の環境庁 EPA であるとか、州の関係機関である。EPA や州の環境局 DOE

などが、EIS における分析部分に関して、これが欠けているとか、この情報が

足りないとかいった情報をつけたしている。これは、極めて技術的なプロセス

で、もちろん一般の人にも開かれているプロセスだが、とても大きいスケール

の分析になるため、一般の人がコメントを寄せることは尐ない。一方で、事業

段階のスケールであれば、一般の人でも意見を行う頻度が高くなると思う。 

I：そして Final EIS が 4 月 1 日に公告されたが、これは意思決定者に対し、意思決定

の準備として公告された。その間に提訴のための期間も設けられた。この間、

出訴を考えていた団体もあったようだが。結果的には提訴されなかった。これ

は、法的に要件となっている影響の公表やプロセスをしっかり踏んでいたから

であった。結果的にこのプロセスでは訴訟にはならなかった。 

柴：計画策定のプロセスと EIS プロセスの統合に関して、アセスメントプロセスは科

学的に中立性が重要で、政治的影響からは守られなければならないと考えるが、

統合プロセスの場合、その境が曖昧になり、政治的な影響を受ける場合が生じ

ると考えられる。このもんだについて、VISON プロセスではどうであったか？ 

I：その点では、法が工夫されている。この EIS プロセスは Norman Abbot が責任者に

なっていて、EIS の情報に関する意思決定、つまり閾値決定や環境影響記載内

容における責任者である。彼は、VISION の採択や政策の内容には関与してお

らず、政治的なプロセスと科学的な EIS プロセスの間には、法的に壁が設置さ

れている仕組みだ。 

柴：そしてその法的な壁はうまく機能していると？ 

I：中には、SEPA は大量の紙を運ぶ運動器具だとか、時間やお金を大量に費やす割に

効果が小さい、と考える人もいる。しかし、多くの EIS はそれでも計画から独

立して正しい仕事をしている。この VISION でも、成長集中に対して、水質や

大気質の情報を提供しているし、インフラ負荷や生態系影響に関する情報を生

産し、そして政策の方向付けを行ったという意味で、正しく機能したと思う。 



 

プランニングプロセスに統合された SEA の参加. 

 

 

 

 

R：州法では、SEPA のプロセスにきびしいアウトリーチに係る規定を設けており、必

ず公的な記録として意見期間前に案内を文書として公告することになっており、

この文書には、意見提出するための十分な情報が記載されることが求められて

いる。この文書として記述された説明（written account）は物理的に追跡する

ことができ（paper trail）、各主務機関が法令順守をできるように、又それを

確認できるように、一方で市民にとっては、参加する権利を保障できるように

なっている。EIS には、そういった意味の役割もあると言える。これは、ワシ

ントン州政府の基本原則である公平原則を体現した制度（appearance of 

fairness doctrine）となっている。これはすべての行政運営において法的に求

められているもので、公平に見える仕事で中ればならないし、実際に情報がす

べて公開されていなくてはならない。SEPA は州の法制度であるが、これに基

づいたこのプロセスは、ワシントン州に根付く精神であり文脈である。そして

この公平と公開の精神に加えて、この地域の環境の質の高さを強く認識してい

る、つまり、高い質の水資源に恵まれ、森林や農村地域の資源というものを高

く評価している。このことがアセスプロセスに対して DOE や EPA が積極的に

介入するということになっている。 

柴：次に、アセスプロセスを形成する上で、非公式な助言のための委員会が存在してい

たと EPA でのインタビューで聞いたが、この委員会について聞きたい。 

I：それはアセスプロセスについて非公式の会議を早い段階で何回か設定した。そこに

は、その後に困難な議論が予想される主体を招待して、この後、どのように議

論を進めていくべきか、なにを考慮すべきかなどの情報の入力を行ってきた。 

柴：それでは、それらの非公式な会議の記録は残っているか？ 

I：そのような非公式な会議は、議題や目標を設定した上での正式な決定を目的にして

いるわけではないので、記録は作成していない。会議もきわめて私的な

（informal）形式で行われた。EPA、DOE の他に州自然資源庁、連邦野生生物

局、各郡の環境局、州の交通局。これらの会議は合計で 6 回行われた。 

柴：それでは最後に、今回のプロセスを改善するとしたらどのような改善可能性がある

か、考えられる点があったら教えて欲しい。 



 

 

 

 

 

R：これからプロセス全体の点検分析を行う予定で、その上で詳細な改善点が確認でき

ると思う。今できることと言えば、ハードコピーによる配布を減らすことで紙

の使用量を減らすこと。これは、とても小さいことだが、一般の人にとっては、

この分厚い文書よりも、web で手軽に知ることができ、理解でき、意見できる、

このことがとても大事になる。 

I：まずは、プロセスが長すぎた。みんな採択される頃には、スコーピングをやったこ

となんか忘れているよ。それは冗談として、実際にプロセスに一般の人が関与

する場合には、ある程度プロセスがコンパクトにまとまっていないと、継続的

に参加し続けるのだから、大変になる。そういう意味で、この期間は、長すぎ

たと思う。それと、外部の専門委員会があっても有意義であったかもしれない。 

R：今回のプロセスで、我々のメッセージは、とても明確で、地域全体に行き渡ること

が必要であった。多くの場合それは実施できたが、一部に、言語が共有できな

いこともあった。これは、専門用語などのもんだでもあり、それを理解しやす

いようにすることは重要だが、逆に単純化も問題でそれは難しいバランスにな

る。 

柴：最後に、ピアス郡が、Supplemental Draft EIS の間、つまり Final EIS まで Draft 

EIS の明確な回答が得られなかったと指摘していたが、この理由はなぜか？ 

I：それはいい指摘だ。法的には Final EIS での回答が義務付けられている。しかし、

これは Supplemental Draft EIS で行ったからと言って違法な行為になると

はいえない。そうすると、それも一つの方法であったが、このプロセスにお

いては、効率性を重視した結果、Supplemental Draft EIS の段階では、意見

要約に基づく回答書の作成にとどめることにした。それが今回のプロセスの

になった理由だ。確かに、Supplemental Draft EIS の段階で個別意見の回答

書を作成しようとも考えたが、現実に人的な資源を考えた場合、それは現実

的ではなかった。だから、計 2 つの要約回答書でもって、プロセスを進めて

いくことになった。 

多：先ほど、EIS の審査のところで、EISｗおもに確認したのは専門機関に限られてい

ると言ったが、これは、政策段階では、その正確性がさほど問題にならない

という意味もあるか？ 
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I：正確性、公平性（反バイアス性）、信頼性、これらが EIS ではとても重要だ。もし

これを失ったら、政策そのものすべてを失うことになる。これは、仮に参加

するすべての市民がその場で理解する必要はないが、専門的に確認される必

要があるということと、もう一点は、記録として文書が説明されているとい

うことだ。 

 

  



 

 

 

 

 

VISION 2040 策定における統合型 SEA の合意形成機能に関する参加主体インタ

ビュー調査；キットサップ郡. 

 

日時：2008 年 12 月 11 日 午後 2 時 00 分開始 午後 4 時 00 分終了 

場所： キットサップ郡 PSRC 事務所 

インタビュー調査者：柴田裕希、多島良、瀧屋直樹 

調査対象者：キング郡政府 

地域開発部 地域計画主任 Scott Diener 氏 

   地域開発部 自然資源統制室 Keith Folkerts 氏 

      地域開発部 環境計画室 Dave Greetham 氏 

 

（以下、発言者の表記について柴田は柴、多島は多、Scott Diener は S、Keith Folkerts は K、

Dave Greetham は D とする.） 

調査趣旨と、インタビューの構成及び各質問の背景を説明。 

インタビュー項目の前にキットサップ郡の計画活動に関して。 

 

D：まずキットサップ郡ではじめに郡の総合計画を策定したのは、1995 年、州の成長管理

法が制定されたのが 1990 年だから、5 年遅れて策定されたことになる。この時もそう

であったが、この地域は計画を策定するときに一つの合意に至ることが困難な性質が

ある。その背景には、この地域に多くの原住民の集落が残っていることと関係してい

る。このため、行政活動に対しても多くの異議申し立てが提訴される。そして彼らは、

自然環境の保全に対してとても強い関心を持っている。地図が示すように、この地域

にはとても多くの湿地帯や河川があり、それぞれ貴重な生態系を有している。だから、

彼らにとってすべての新たな開発は、彼らの生活と文化の基軸である漁業への悪影響

のリスクを持っておりため、彼らはとても強い関心を持っている。 

K：実際に彼ら部族の生計のうち 50％を漁業が担っている。だから、我々のどのような計

画活動においても、それらの漁獲量への影響を考慮して慎重に行われなければならな

い。そして、90 年代の半ばに総合計画を策定するさいにおいては、それら部族の人々

は多くの環境団体とともに、多くの意見を提出した。 

D：その時に異議申し立てとして課題になったのは、成長をどこにどのように分配するかで

あった。我々は、地方における 2.5 acre（1ha）サイズの複数のスポット開発を許容し

ていく方針を示したが、これが、地方における住宅建設を散乱させ、負の環境影響が

大きくなりすぎるとして、開発許可の最低限度の面積を 5acre（2ha）にするように提

訴した。結果、成長管理不服審査委員会 GMHB：Growth Management Hearing Board

は、この訴えを認め、都市成長区域外における開発許可の最低面積は 5acre（2ha）と

された。これは問題の解決の一つの方法であったが、合意が形成されたわけではない。
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その後も、総合計画を改定するたびに異議申し立ては行われることがあったが、その

たびに GMHB の意思決定が行われてきた。それはつまり、いつも計画策定を通して合

意が形成されてこなかったということでもある。しかし、我々は合意を目指してプロ

セスを進めている。それに EIS を計画策定に統合しようと努力している、さらに、す

べての開発において EIS を作成する様に決めている。これは、キットサップとして常

に合意を基盤に施策を進めていきたいという方向であるが、この土地の性質として、

合意ベースの施策は難しく、結果的に異議申し立てが提訴されるということ。この EIS

の統合は、いかに早い段階で実施することができるかという問題でもあり、これは我々

としても取り組んでいる。実際にこの手法は効果を上げている。しかし、だからと言

って常に合意が達成されるとは限らない。このキットサップ郡には、とても多くの地

域コミュニティーが存在し、それぞれは異なった関心を持っている。それぞれのコミ

ュニティーを形成する部族の関心は、生活する場所、おもに河川の流域によって異な

る。そして、それぞれの関心は、往々にして彼らの地域に限られ、他の地域に関する

関心とは異なる。本当に多くのコミュニティーがあり、プロジェクトがどこへ行くか

は誰にも予測がつかない。このような地域で計画を作るというのは、とてもやりがい

がある仕事だ。一人の声でプロジェクトが進行するなんていうことはここではありえ

ないから。 

多：その異議申し立ては成長管理法に基づいて提訴されるのか、あるいは SEPA に基づい

て提訴されるのか？ 

D：SEPA のプロセス中であれば SEPA にとって不服申し立てが提訴される。こういったケ

ースも見られるが、ほとんどの場合、採択された案に対しての申し立てになるので、

成長管理法 GMA に基づいた申し立てになり、GMHB が裁定を行うことになる。 

柴：その複雑なコミュニティーの状況をもう尐し具体的に説明してほしい。 

D：キットサップの北部はスコミッシュという部族が大きいが、運河を異にする複数の部族

が存在する。スコミッシュは、彼らの運河に対し強い関心を抱いていて、新たな開発

に対しては強い監視を行っている。彼らは 1970 年代に環境グループを組織し、開発に

対する反対と、運河環境の保全に努めてきた。キットサップ南部は、「計画に対する市

民の責任 Citizens Responsible for Planning」があって、彼らが最も精力的に活動を続

けている。 

K：一つの経験を例にすると、8 万のサーモンが生息し最も漁獲量の多いチコ川（Chico 

Creek）という川がキットサップ北部を流れている。この川で、サーモンの生態環境回

復と 50年後の流域の将来像の作成とその方針を政策としてまとまることを目的として

いた。ここでは、民間の地権者団体や環境団体、部族そして産業界など、すべてのス

テークホルダーを集めて議論を実施してきた。まずは、50 年後のあるべき将来像を考

えるために、50 年前はどうであったか、100 年前はどうであったかを議論していった。 

D：この地図が示しているのは黄色が既に開発が行われた地域で、緑が未開発地区を指して



 

 

 

 

 

いる。この地図からもわかるように、チコ川の周辺の多くは未開発な状態となってお

り、それが多くの将来シナリオが考えられた理由だ。 

K：だから、考えられた代替案はどれも概念的で、そのため、人々はリラックスして議論す

ることができた。これが、ゾーニング法のような、すぐに権利制限につながるような

議論ではそうはいかなかった。これは、とても遠い将来についての議論だったので、

比較的容易に合意に至ることができた。この過程では 4 つの案、環境保全案、保全型

限定開発案、順次開発案、成長開発案の案であった。この案をたたき台にして将来像

を描いていった。これによって、のぞむべき将来像についての合意に至ることができ

た。それに加えて、参加する市民を 8 つのクラスに分割して SEPA のことやサーモン

のこと、水質や背景となっている科学的な手法に関しての講義を各クラス 3 時間ずつ

行ってきた。この手法は、最終的に合意に到達することができたとても良い例だ。 

K：これは、最初の GMHB の場合と大きく違うのは、合意に費やすことのできる時間だと

思う。一度採択された計画について合意を取り直すためには、不服審査という限られ

た時間でのプロセスとなるが、策定のプロセスにこれだけの時間をかければ、それは

合意へとつながっていく。それは成長管理法にも、ほかの法律にも規定されているも

のではない。 

D：典型的な EIS の作成と計画案の作成を統合するのはむしろ事業段階の方が多い。政策

段階の概念的なレベルでは環境の分析と計画課題の分析を同時で進めることになるが、

必ずしも EIS という形で文書が作成されていくわけではない。 

柴：それでは、統合アプローチとしては事業段階の方が多いのか？ 

D：考え方としては事業段階と政策段階も同じことをやっているのだが、政策段階では、具

体的な環境影響が扱われないので、それに対忚して、EIS がつくられないケースが多

いということである。それは、SEPA の DNS が作成されるという形になる。 

柴：一般的にいって、統合アプローチは通常の SEPA と比べてよりおおくのコストを要す

ることになるか？ 

D：よりおおくのコストが必要になる。それは時間、資金、人的資源という面での話だ。 

柴：ところで、年間の SEPA 実施件数は？ 

D：年間 4 件ほどだ、これには DNS の件数は含まれない、民間の対象は数年に一度。ここ

のところ民間対象の SEPA 案件で多いのは鉱山開発や鉱山拡張の許可申請だ。代替平

均して 4 年に一度のペースで鉱山関係の SEPA が実施されている。DNS は 1 週間に 2

～3 件程度、年間で 100 件 200 件くらいになる。これらは、小型の商店などの建設や

そういった小型の開発行為だ。 

柴：総合計画は必ずSEPAのEISが作成されるといったが、DNSはほとんどが事業段階か？ 

D：ほとんどが事業段階だ。小型の事業で環境影響を分析する必要がないと考えられるもの

だけである。 

K：計画や政策段階で DNS を発行できないわけではない。実際に水資源計画の改定時には
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DNS を発行した。それは、小幅な修正にとどまったからで、開発区域の変更など、大

きな環境影響が予想されない場合には計画段階の DNS はあり得る。 

D：また、異議申し立ても多い、ここ最近は立地の良い平地での紛争を伴う開発案件が多く、

昨年だけで 12 件程度の異議申し立てがあった。そのほとんどは、近隣住民からのもの

だ。実はこのインタビューの直前に郡の法務部と異議申し立てについて、合意ベース

の解決を目指すために調停制度の取り組みに関して議論していた。たとえば、事業段

階では、異議申し立てが提訴された場合は、GMHB の前に調停を実施することが求め

られる。 

柴：それでは調停を担当する特別の組織などがあるのか？ 

D：キットサップにはないが、ピュージェット湾全域で活動している、ほぼボランティアの

紛争解決センター（DRC：Dispute Resolution Center）があって、ここで初期段階の

紛争解決を試みる。 

柴：DRC はどのような組織か？行政の機関か？ 

D：NPO と同じ民間の非営利組織である。ここでは、事業段階の小型案件を主に扱ってい

る。そのため、事業段階では、この仕組みをうまく利用できるようしていきたい。 

K：DRC が扱うものと言えば、離婚調停なども含まれており、個人的な紛争の解決にもあ

たっている組織である。むしろこの DRC が政府や公的機関の関係する案件を扱うのは

新しい試みである。 

D：この仕組みは、今まさに動き始めて、昨日議員とも調整を始めたところでとてもフレッ

シュな取り組みだ。 

柴：では（VISION2040 担当者がまだ会議中の様なので）もう尐し一般的な質問を続ける。

一般的に、部族や環境団体などのコミュニティーグループとどのように意思の疎通を

図っているか？ 

K：まず我々が行っている意思疎通の工夫として、議論の全体像を共有できるようにすると

いう工夫がある。これは、たとえばスコーピングの段階であれば、全体のプロセスか

ら見て、これから課題を設定していく段階であることを共通の認識とし、また、ある

ステップから次のステップへ移行する時などは、それまで議論してきたことは何で、

これからは何を議論するのか、今、答えなくてはならないものとこれから答えるべき

ものは何かを明確に確認しながら進めていく方法である。このように、参加する人々

が物理的に全体のプロセスを見ることができることは、とても効果的だとわかった。 

D：他のツールとしては、郡の理事議員の指名を受けて編成される市民諮問委員会（Citizen 

Advisory Committee）というものがある。これは、遅くとも計画の採択前に実施され

るものである。例としてはマンチェスター市民諮問委員会（Manchester Citizens 

Advisory Committee）では、ここの地区計画の問題で、市民諮問委員会は開発規制の

強い独自の提案書を作った。そもそも、この地区は丘になっていて、シアトルの眺め

がとても良い地域であり、住民はその景観保全と環境の保全に強い関心を抱いていた。



 

 

 

 

 

ここでは、極めて小規模な個人商店以外の開発はほぼ規制された。 

K：この委員会に対して、我々はスタッフを派遣し、会議の運営の補助を行った。 

柴：それでは、尐し細かい話で、情報の取り扱いかたの議論をしていきたい。一般的にい

って、スコーピング段階では、多くの情報を収集しなければならず、その段階での、

情報を持っている主体とのやり取りは重要になってくる。一方で、この段階は情報抽

象性が高く、一般の市民にとっても理解するのが難しい側面があると言える。そこで

具体的にこの情報の抽象性を克服するための工夫などはあるか？ 

D：スコーピング段階の議論というものは、目次を作っていくような作業で、どのような内

容をこれから議論していく必要があるのかを考える段階だ。 

 

（VISION2040 を担当した Scott Diener 氏が参加） 

 

S：はじめにキットサップ郡と VISON の基本的な経緯を話すと、VIOSION2040 では複数

郡計画方針（MPP：Multicounty Planning Policy）が採択され、この MPP 整合性規

定の審査が 2010 年から始まる。キットサップ郡内の総合計画なども、この MPP への

整合が義務付けられている関係になっている。この MPP は知っているように人口の分

配の方針を示している。これについて、キットサップ地域調整委員会（KRCC：Kitsap 

Region Coordinate Council）で我々は議論を進めてきた。この KRCC には郡とキット

サップ郡内の市の、財政や計画、土地利用などの担当者が集まって議論を進めている。 

D：それは KRCC として PSRC のプロセスに参加してきたのか？ 

S：それはあまりない。そうすることもできたかもしれないが、KRCC ではあくまでもキッ

トサップ郡内の取りまとめを目的に行っていた。 

D：それでは質問票に移って、キットサップが郡としてどのように参加してきたか？ 

S：Draft EIS の段階で意見書を提出したが、Supplemental Draft EIS には郡として意見書

を提出したと思うが、私はあまり関与しなかった。 

柴：それでは、スコーピング段階の関与について聞きたいが、この段階においてキットサ

ップ郡は参加をし、意見を主張してきたか？ 

S：この段階ではあまり深い関与はなかった。2005 年の段階では、あまり PSRC の議論に

郡の担当者や郡の議員が参加していなかった。キング郡の職員が PSRC の会議に常に

参加し、議論を郡に持ち帰って報告するというようになったのは2006年から、だから、

基本的にスコーピング段階ではあまり参加はしていない。現在は、VISION に対する

整合性というものが MPP の下で重要になっていて、総合計画を改定するたびにその改

訂版を PSRC が審査することになっている。とりわけ、交通政策の予算は PSRC が分

配することになっているので重要な課題の一つである。 

D：つまり、道路予算の獲得が PSRC に参加する大きなモチベーションの一つだね。とは

いっても、その他のモチベーションは思いつかないけれど。 
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柴：それでは、その意見書を作成する方法は？ 

S：キットサップ郡では各部局が PSRC に意見できるようになっていて、最終的にはそれを

一つにまとめた形の意見書となる。そしてそれが郡の行政庁長官の Nancy 氏に上がっ

て、そこから郡の議員のサインがされて意見書となる。 

柴：意見書の提出にあたって、郡内の部局間で対立や議論になった事項はあるか？ 

S：一つ問題になったのが、このまま PSRC のメンバーであり続けるべきなのか否かという

問題。ある権利団体がキットサップの PSRC への帰属に対して疑問を投げかけたのが

始まりで、一人の議員のが、北西部の郡と協定を結んでいった方が良いと主張し始め

た。その理由は、キットサップは、多くの計画課題を PSRC の他の郡と共有をしてい

ない。キングやピアス、スノホミッシュは同様の計画課題を共有しているが、キット

サップの抱える課題は、むしろ他の郡と類似していて、北部や西部の郡と地域協定を

結んでいった方が良いと考えたからだ。結局のところ議員の投票は 2:1 で PSRC のメ

ンバーとして連携していくこととなった。 

柴：たとえばキットサップ地権者協会（KAPO：Kitsap Alliance of Property Owners）の

ように、VISION2040 に強く反対する団体もあったと思うが、そのような団体に対し

て、何か特別な調整を行ったりしたか？ 

S：それはなかった。基本的にそのレベルの議論はすべて郡議会で行われた。群議会におい

て公聴会を行い、そこで意見を聞いて調整していった。PSRC がキットサップで公聴

会を行った。2 回は一般市民向けのもので、1 回は KRCC に対して行った。 

柴：つまり郡の担当としては、そのような反対意見を調整する必要はなかったと？ 

S：必要がなかったというよりも、郡議会から依頼されなかった、指令を受けなかったとい

う方が近い。PSRC のプロセスはとてもオープンなものだったので KAPO は独自に 80

ページにも及ぶ意見書を提出した。これは、郡のこう意識な見解とは別に、郡内の私

的な見解として PSRC では扱われ、対忚することになった。ただ、KAPO の意見と郡

の意見はほとんど一致していないことは明らかではある。 

柴：それでは逆に、彼らから郡の担当局に対して働きかけはなかったのか？たとえば具体

的にこのような意見を PSRC に提出してほしいとか。 

S：彼らが圧力をかけることはあるが、それは我々に対してではなく、郡の議員に対してだ。

そういう意味では、3 人の議員はみな郡の市民から圧力を受けている。 

柴：今度は先ほど尐し議論した情報の抽象性について議論したい。PSRC は、Draft EIS で

4 つの代替案を提示したが、それらはいずれも将来の人口成長率に基づく概念的な案だ

った。その案に対して意見を作成するときに情報の抽象性という観点で難しい作業は

あったか？ 

S：確かに Draft EIS は 4 つの異なるシナリオが掲載されていたが、それぞれ大きな影響が

あるにはキング郡スノホミッシュ郡、そしてピアス郡。キットサップの都市中心地区

は極めて限定的で大きな影響はあまりなかった。それに、あの 4 つのシナリオを見て、



 

 

 

 

 

PSRC がどういった決定を方向としてみているのかを理解するのもそれほど困難なこ

とでもなかった。 

D：それに、この段階では、判断するだけの十分な情報であったと思う。あれ以上の情報が

詳細に得られても、それが判断に必要とは思わない。 

柴：それでは、最終的に選択されていった優位案に対して何か反対意見や、異なった見解

を持つようなことはあったか？ 

S：基本的に我々が予想していた形であったこともあって、特段の異論はなかった。若干で

はあるが、式未編入地区の成長取り扱い方針に関して、曖昧な点があったが、それを

除いては同意できるものだった。 

柴：最後に、SEPA プロセスと計画策定の統合に関して聞きたい。この VISION2040 プロ

セスは二つのプロセスが統合され同時に進められていった。このプロセスは意思形成

や合意形成といった観点で効率的なものだったと考えるか？ 

D：まず一般的な視点から答えたいが、私は 90 年代の途中から言われるようになったこの

手法はとても気に入っている。極めて効率的だと思う。 

S：それには異論がない。むしろ、VISION においては他の手法が考えられないと思う。 

D：意思決定者への情報入力という観点からも効率的であったと思う。統合手法で作成され

た文書の方が、議員などの意思決定者が EIS を目にする機会がおおくなるから。 

柴：一方で、統合することによって、科学的な SEPA プロセス、あるいはその分析結果で

ある EIS が、政治的な駆け引きの影響を受けやすくなると考えられるが、その問題は

どのように考えるか？ 

D：懸念している問題は理解できる。どの程度その問題があるかはわからないが、統合文書

として作成される場合などはその問題は大きくなるかもしれない。 

S：しかし VISON は複数の政府、政治主体が調整を図っていく舞台であり、キング郡内だ

けの SEPA といったように、個別の政府の関与だけのときには問題になるかもしれな

いが、複数の主体による調整の過程では、それほど問題にならないと思う。 
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VISION 2040 策定における統合型 SEA の合意形成機能に関する参加主体インタ

ビュー調査；スノホミッシュ郡. 

 

日時：2008 年 12 月 8 日 午後 2 時 00 分開始 午後４時 00 分終了 

場所：スノホミッシュ郡エベレット市、 

スノホミッシュ郡庁舎ドリューウェル棟６Ａ０２会議室 

インタビュー調査者：柴田裕希、多島良、瀧屋直樹 

調査対象者：スノホミッシュ郡開発計画局 

      開発局局長  ラリー・アダムソン氏 

人口統計主任 トイ・ステファン氏 

      環境管理主任 ジャクリーン・レイド氏 

（以下、発言者表記に関して、柴田は柴、多島は多、ラリー・アダムソンは R、トイ・ステ

ファンは T、ジャクリーン・レイドは J とする.） 

    

1405 瀧屋より、研究室及び原科教授の説明 

1408 調査プロジェクトの説明 

柴：この調査は今の説明にもあったように戦略的環境アセスメント SEA を主題にしている。

まずこの SEA については、NEPA の規定する Programmatic-EIA、あるいは、ワシン

トン州 SEPA における Non-Project Review に相当する概念であり、事業段階よりも上

位の政策や計画段階で実施する環境アセスメントを意味する。現在、日本では事業

段階の環境アセスは法制化されているが、SEA は法制化が遅れており、これを法的

に整備するため知見を蓄積する必要がありこの調査プロジェクトが開始された。よ

って、この調査プロジェクトの目的は、SEA 先進国において SEA がどのように制度

化され運用されているかを明らかにするとこである。そして、このワシントン州の

制度では SEA プロセスと計画プロセスが統合されて運用されている点に注目し、そ

の実態と有効性について調査を進めてきた。これまでの調査の中で、VISION2040

を事例としてとりあげ、全体のプロセスを把握してきたが、各利害関係主体間の意

向表明や合意形成に関しては詳細を把握できていない。そのため、今回の調査旅行

では、参加主体ごとに、どのように PSRC と情報交流や意思疎通を図り、主体間で

合意が形成され計画が策定されて行ったかを明らかにすることを目的にしています。

中でも、日本においては上位段階情報の有する抽象性に起因する情報公開への抵抗

や、上位段階のオープンプロセス化に対する非効率性の懸念があることから、これ

らの疑問に答えるために以下の質問を設計した。それでは、具体的な質問に。 

柴田：最初の質問は、スノホミッシュ郡が PSRC に提示した意見書書の内容について教え

ていただきたい。まず、はじめに意見書のコピーは提供してもらえるか？ 

J：はい、これがその意見書、一つはドラフト EIS に対する意見書、そしてもう一つがファ



 

 

 

 

 

イナル EIS に対する意見書。 

柴田：それでは、内容について議論していきたいが、その前に、スコーピング段階には正

式な意見書を提出していないと言うことでよいか？ 

T：スコーピング段階では意見書は提出していない。ワークショップがあった。PSRC の行

った会議で、スタッフが出席し、口頭で多くの情報や意見を提示した。会議はとて

も大規模で、確か地域の成長管理に関する 8 つのアイディアを提示していた。それ

についてその場で議論したが、書面での意見書は作成していない。 

J：でも、私たちは PSRC の地域自治体委員会に委員が出席していたから、その委員を通じ

て意見することはあった。 

T：総会があって、その下に二つの政策理事会があって、それぞれの下には地域自治体委員

会が設置されている。実際には、この地域自治体委員会が政策理事会に対し提言や

助言をし、理事会の意思決定につながっていく。この地域自治体委員会の下には、

複数の予備委員会が設置される。その中でも自治体技術委員会は実施的な計画技術

を提供している。これらの委員会は基本的には月１回の開催。政策理事会には、郡

の公選人が理事として出席していて、この公選人を通じて意見を表明することはで

きるが、あくまでも、彼は公選人であり政治家である。地域自治体委員会は、行政

官の集まりであり、この委員を通じて各自治体がコミュニケーションを図る。呼び

委員会の委員を通じても、直接かつ迅速に PSRC にフィードバックが係る仕組みに

なっている。 

柴：この地域委員会で自治体間の意思疎通が図れるということになるのか？他に自治体間

の調整の場は無いか？ 

J：スノホミッシュ郡には、20 の市が存在するが、これらの全ての市と群政府でスノホミッ

シュカウンティーTOMORROW と言う合議体を組織している。この組織は、スノ

ホミッシュ郡の将来像を共有するための場として組織されており、この組織からも

VISION2040 に意見書を提出している。 

J:この組織からの意見書とは別に、郡政府は意見書を提出しており、また、各市もそれぞれ

個別に意見書を提出している。スノホミッシュ TOMORROW はあくまでも合意で

きる総論の部分で意見書を提出しており、スノホミッシュ TOMORROW の各参加

主体はそれぞれの視点から意見書を別に提出している。 

柴：では、TOMORROW と郡政府の意見における違いはどのような点が大きかったか？ 

J：VISION2040 は地域全体の成長目標を描こうとしている。とりわけ農村地域へのスプロ

ールが大きな問題だったため、市の管轄する土地の多くは市街化エリアに属してい

るため、農村部に対する関心はあまり高くないが、郡は農村部の権限を有している

ため、農村部に関して関心があり意見を提出した。つまり、管轄権の違いが意見書

の違いと考えていい。基本的な方向性はほぼ統一されていた。 

柴：スコーピング段階の議論についてもう尐し詳しく聞きたい。意見書は提出していない



 

プランニングプロセスに統合された SEA の参加. 

 

 

 

 

との話だったが、ワークショップではどのような議論があり、何を主張し PSRC は

どのように回答したのか？ 

T：シアトルのワークショップでは、500 人くらいが出席して、10 人くらいの小集団に分か

れて話し合いを行った。大きな部屋でそれぞれのテーブルに PSRC のスタッフが着

いて話し合いをファシリテートし、抽象的なスコーピングの代替案について話し合

った。この過程は、とてもインフォーマルで、それで、それぞれのテーブルにはコ

メントシートがあって、それぞれのテーブルがそれぞれのコメントシートを作成し

て埋めていく形で行われた。それぞれのテーブルのメンバーが名前と所属を書いた

上で初歩的なの意見を記述できるようになっていた。それぞれの出席者は、そのワ

ークショップで見たり聞いたりしたものを、後にそれぞれの組織に持ち帰って正式

な意見書にして PSRC に送付することもあっただろうが、スノホミッシュ郡ではそ

のようなことは行わなかった。最初に提示された 8 つの代替案も、その後に

Draft-EIS で提示された 4 つの代替案も、スノホミッシュ郡にとっては、とても合

理的なものだった。 

柴：つまり、特に強調した計画課題やスノホミッシュ特有の課題はなかた？ 

T：スコーピング段階の情報はとても漠然としたもので、最小限の情報といった感じだった。

きわめて簡潔に将来像を記述したものだった。これらは、最初 8 つの将来成長シナ

リオでさまざまな人口成長パターンを考えるもので、以前の VISION2020 ではエヴ

ェレットを中心に成長シナリオを分析していたが、2040 では他の衛星都市を含めた

成長シナリオパターンを提示し、これがスコーピング段階の新しい概念だった。 

柴：この段階で VISION2020 の計画課題を把握していたか？ 

T：計画課題という形で把握はしていなかったが、この段階では着目していたのは、地域地

理区分という新たに提示された概念で、従来の都市成長中心という拠点に加え、6

つの異なる地域区分で、主要都市、核都市、大規模都市、小規模都市、農村地域、

未編入地域の区分から構成されている。これらの区分は、我々は始めて目にするも

ので、州法の成長管理法では規定されていない類型区分であった。なので、最初は、

その区分が何なのか、つまり、主要都市の定義は何で、どのように設定されたのか、

などの疑問を解決しようと質問するばかりだった。 

柴：つまり、議論に前だって、PSRC がその概念を提示したと。 

T：そう、新しい方法論を提示して、今までに無い管轄区分にのとった区分を用いた方法だ

った。だから、その方法の中で、スノホミッシュがどのような影響を受けるのか、

分担する成長量はどれほどか、多くの疑問が生じた。そして、その疑問を解決する

必要があった。なぜなら、将来的に我々の計画を VISION2040 に整合させなければ

ならないから。 

柴：スコーピングステージでは新しい概念に対する疑問を解くことが主だったわけですね。

それでは Draft-EIS 段階の意見書について簡単に説明してください。 



 

 

 

 

 

J：はじめに、PSRC は Draft-EIS の中で人口、住宅、雇用の成長を代替案で示したが、我々

は、それらを、郡の管轄の中でマネジメントしなければならない。なので、それら

が、我々の管轄にどのように影響するのかを極めて明確に把握する必要があった。

とりわけ北西成長地域において、郡の直轄する地域が、PSRC の示す成長をどのよ

うに分配されるのか、住宅数や雇用数で見たときにどうなるのか、これらが、PSRC

の代替案に対してスノホミッシュ郡が最も懸念した点だ。もう一点は、複合コミュ

ニティーと呼ばれる特別な開発手法に関する条項で、PSRC がどのように規定する

のかとても関心を持っていた。他はアフォーダブル住宅問題、これは全ての郡に共

通する問題で、我々も PSRC がどのように示すのか大変興味があった。次は、地方

部の扱いの問題で、我々は農村でもない地方部を多く抱えている。これらの扱いは

スノホミッシュにとって大きな関心であった。 

T：基本的には、居住人口と労働人口、つまり雇用のバランスが大きな課題だった。スノホ

ミッシュの住民の多くはキング郡に働きに出るが、その際の交通混雑を抑える必要

がある。そのためには、スノホミッシュ郡の中で居住人口と雇用のバランスを図る

必要がある。この点は、スノホミッシュ TOMORROW も意見書で意見しており、

TOMORROW ではスノホミッシュ内の雇用の確保を最重要課題として意見してい

る。 

J：我々としては、我々の成長が適していると考える地域に適切に成長が分配されることが

重要であり、これらの地域は、インフラ整備や土地の利用可能性、空港の整備など

も含めて成長に適している。ゆえに、これらの地域に PSRC が適切に成長を分配す

ることが必要だった。キング郡へ自動車を利用して働きに出る人が多ければ、交通

混雑を招く。これを解消するために、スノホミッシュ内に適に産業を分配し雇用を

確保する必要があった。 

T：我々が、スコーピング段階で多くの質問を持っていたことはすでに説明したが、代替案

の段階でもそれは変わらなかった。代替案の示す方向がどのように郡内に成長を分

配するのか、明確に理解する必要がある。アーリントンのような小さな町でも、空

港があって、周辺に多くの工業地帯を抱えているそして州間道五号線のつながりも

ある。このような街は成長のポテンシャルが高く、人口の分配が成されるべきであ

り、各郡で異なる性格をもっと反映させることが必要である。地域部に関してもス

ノホミッシュはとても広い面積を有していて、都市部が広い面積を占めるキング郡

とは大きく性格が異なる。つまり、スノホミッシュでは、地域部に新しい市を建設

したり、市域部に編入したりすることが十分可能だ、このような郡ごとの違いを十

分認識することが必要である。つまり、これらの郡ごとの違いや多様性をどのよう

に認識して、それを政策に反映させているのか、このような点に関して我々は関心

が高く、疑問を持って PSRC に問うたのだ。 

柴：その観点で、複合コミュニティーFCC 開発については、どのような意見を持っており、
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PSRC に対して、どのように意思を表明したのか？ 

J：それは意見書にも書いたように、PSRC に対して、スノホミッシュ郡が特定の開発形態、

それは FCC も含めて、郡の政策としてそれを許可していると言う点を考慮するよ

うに意見した。 

柴：州の GMA では郡の裁量で FCC などの特定開発を認可する権限を認めているが、

VISION2040 は、その FCC を禁止する方向ですね。 

J：VISION2040 では、FCC に反対する郡では回避されるべきもので、その他の郡におい

ては、審査されるべきものである、とされている。 

T：採択された VISION2040 では MPP-DP23 において、都市成長区域の外部では、FCC

の開発は、スプロールを助長し、望まれる地域成長を阻害することから、回避させ

るべきである、としている。そして、MPP-DP24 では、提出された FCC 開発の申

請書は、他郡及び PSRC に対し照会を行い、審査と意見提出の機会が設けられるべ

きである。 

柴：となると、この点に関しては、MPP には賛成できなかった？ 

T：郡には Executive Branch があって、そっちのほうで見解をまとめていているが難しい

点ではある。 

柴：私たちがその点で興味があるのは、郡内にある異なる見解をどのようにして調整し、

一つの意見にまとめたか。 

J：FCC に関しては、まだ最終的な結論には至っていない。現行の郡の政策では FCC を容

認しているが、一部の郡議会の議員は懐疑的、あるいは反対の意向を示しており、

現在も話し合いが続いている。 

多：一般の人々はどのように行っているのか？市民団体で FCC に関して圧力をかけようと

する団体もいるのではないか？ 

J：2005 年に郡の総合計画を改定したときもそうだったけど、EIS のコメントでは、FCC

を容認する政策の方向性に反対の意見が多く寄せられたことがあた。 

T：確かに、総合計画の改訂後は、多くの地権者やその団体は、自らの土地を FCC のよう

な形で開発しようとこころみてきた。州知事が反対の意向を表明していることもあ

って、議論にはなってきたが、総合計画改定の当初は、あまり大きな議論にはなっ

ていなかった。 

L：確かに、FCC 容認の規定を含んだ政策は郡の計画委員会や郡議会、スノホミッシュ

TOMORROW も賛成していた。大きな議論になったのは、その後のことだった。 

J：この VISION2040 の準備書に対するコメントのときも、計画局で作成したドラフトを、

郡の EXECUTIVE BRANCH と 2 週に一回のペースで協議しながら調整して、それ

を郡議会にかけて、その後に意見書として提出した。そういった形で意見のまとめ

たんだ。 

柴：それでは、その意見形成の形態について聞きたい。質問項目の 2 番になるが、意見形



 

 

 

 

 

成に当たって、環境の専門家やコンサルタント、あるいは連邦機関などの援助や助

言を利用したことはあったか？あるいは、部局内の資源のみで作成に当たったの

か？ 

J：そのような協力は得ていないが、他部局との調整はあった。具体的には、公共事業局や

福祉局、公園管理局などと共同で作成した。まず我々はがたたき台を作り、その後

にこれらの部局に照会して意見書を調整した。 

柴：タスクフォースのような特別なチームを編成したりしたか？ 

T：Draft-EIS のときは、特別のミーティングを月に三回程度で行い、調整を図った。 

柴：質問の 3 番、PSRC との VISION2040 プロセス以外のかかわりについて聞きたい。先

ほどの説明のシステム以外で、他にインタラクションを持つ方法はあったか？ 

T：基本的には、その 2 つだが、PSRC の開催したオープンハウスなどもあった。しかし、

このイベントは、あまりフォーマルなものではなく、確か、計画局の職員も参加は

したが、正式な意見提出や合意形成が行われたわけではない。PSRC 以外のインタ

ラクションとしては、スノホミッシュ TOMORROW の会議があって、月に一度は

郡の議員、市の議員の代表、郡と市の計画局が参加する会議があるが、そこで意思

疎通を図る場があるが、その中に PSRC の職員がやってきて、その時点での政策策

定の説明をし、質問を受け付け、意見を受け付けるといった事も行われた。 

柴：それでは、PSRC 以外の主体、例えば、他の郡とのインタラクションを持つ機会はどう

か？PSRC の自治体職員委員会のほかには方法はあったか？ 

T：基本的に PSRC の会議の場でしかなかった。PSRC の地域職員員会や、技術委員会等の

場で、具体的な目標数値などの打ち合わせを行い、PSRC の場で PSRC のスタッフ

とともに各郡が合意形成を図った。 

柴：それでは、このプロセスにおけるスノホミッシュ郡の計画局としての実効性に関する

認識を聞いていきたい。単純に満足しているか、と言う問に見えるが、これは日本

における問題意識に基づいていて、日本ではアセスの意見期間における意見提出で

あっても、意見内容が計画事項であったり、アセスで想定した環境保全策の枠を超

える内容であったりした場合は、十分な回答が成されない場合が多く、意見提出者

との間の信頼関係に悪影響を及ぼす場合がある。スノホミッシュ郡として、PSRC

の回答に満足しているか？ 

J：それには二つの見方があると言える。一つは、PSRC の回答は実に良くできたと言う見

方だ。あれだけ多くの意見を一つにまとめ上げて、全てのコメントに対し段落のレ

ベルで引用しながら回答を作成している。これは実に素晴らしい取り組みと言える

だろう。これは、一人の計画家として見ても、実に大変な仕事であろうし、これを

成し遂げたのはとても意味のあることだ。一方で、意見の全てが反映されたわけで

なく、スノホミッシュ郡が考える、PSRC はこうあるべき、との見解がそのとおり

に反映されたわけではないこともまた事実だ。 
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T：もう一点、注意しておきたいのが、政策理事会の話だが、PSRC の重要な意思決定は全

て政策理事会で決定される。その政策理事会の理事の数は、地域内の人口比率にの

とって地域ごとに分配が決定されており、したがって、自動的にキング郡を代表す

る理事の数が多くなる。つまり、逆にスノホミッシュ郡は人口比率が引くことから、

理事の数も尐なく、スノホミッシュの主張は尐数派になってしまい、意思決定に反

映されにくい構成ができている。 

Steve 氏待ち 

計画過程における初期段階の情報が混乱を招くという考え方について、 

T：この考え方は確かにそういう側面もある。プログラマティックな EIA や、

NonProject-EIA に慣れている人であれば問題は無いが、一般の市民がスコーピン

グ会議に出席したとして、スコーピングの意味、つまり、徐々に絞り込んでいくプ

ロセスの意味を十分理解していなければ、もっと情報が必要だ、あるいは十分な情

報が提供されていない、と誤解すると思う。通常スコーピングの情報は３ページや

５ページの非常に簡単なもので、背景の情報しか載っていない、そこで計画策定の

方向に関する情報を公衆から得ようとスコーピング会議を設定する。しかし、公衆

は、何らかの計画に関する情報が知らされると思って参加する。そうすると、相互

にギャップが生じることになる。 

J：それに加えて、市民は、計画の早い段階であっても、特定の土地で何が起こるのか、自

分たちへの影響は何なのか、それを知りたがる。しかし、それは事業化段階の議論

で、計画段階ではそのようなことはわからない。そういう意味では、アセスプロセ

スに早い段階から市民を巻き込むことで、議論の経緯を共有することが大切である。 

T:そのとおりで、スコーピング会議に出席する一般市民がスコーピングの意味を正しく理解

していない場合も多く、その場合には、特定の場所でどのような影響が発生するか

に関心があり、スコーピングの趣旨にのっとった議論をするのは難しい場合もある。 

柴：統合アプローチについて聞きたい。日本では一般的に計画プロセスとアセスプロセス

が分離されていて、計画の素案が固まってからアセスプロセスが始まる。そのため、

アセスプロセスの参加の中では計画に関する議論はすでに終了しているため、議論

できる内容は、限られた環境の側面のみになってしまう。一方で、統合アプローチ

を用いれば、同時に議論が進むため、多角的に意見を反映させることができる。そ

の点はどうであったか？ 

L：例えば、我々が行った総合計画の改訂のプロセスでも、統合アプローチで手続きを進め

た。始めに計画を策定するにあたって、議論するべきことは何か、公衆の関心が高

い事項は何なのか。そういった議論からはじめることによって、公衆と経緯を共有

することができた。これによって混乱は回避することができた。 

T：我々は良い道具を見つけた。その２つのプロセスを同時に走らせることで、より多くの

フィードバックを得ることができたし、アセスの側面だけでなく、計画の代替案に



 

 

 

 

 

公衆意見を反映させることでより充実させることができた。 

L：そのとおりだ、我々は最終的には２つの代替案まで絞り込んで、それから計画を策定し

たが、どちらも定性的な案の記述と分析しかない。概念的なシナリオであって、科

学的で定量的な分析はあまり多くない、それができたのは統合して２つのプロセス

が同時進行したからだ。 

柴：統合アプローチについて、政治的な駆け引きや計画利益の面から、科学的分析が影響

を受けることはないのか？ 

L：基本的に計画段階で多いのは、州法や郡の規則に反していないか、あるいは、他の計画

や政策と整合しているか、が大きな焦点となる。沿岸保護法や貴重種保護法などが

大きな論点となる。時には、サーモンの生態影響が法的に許容される範囲を超えて

いるとして訴訟を起こす市民団体もあるが、我々は全ての影響を回避できるわけで

はなく、その場合は、回避不可能な影響であることを説明する。その点では統合さ

れたアセスメントプロセスはバランスであるといえる。 

T：政争の影響を考える場合、情報の生産と公開のタイミングが極めて重要である。アセス

文書に記載される、環境影響の情報や実施可能な影響低減策などの情報は、科学的

な分析が終了するまで外部に出る事はなく、スタッフのレベルでのみ議論され、政

治家や権利団体には公開されない。これは、計画の文書とは異なる。計画文書は、

正式に作成される前に政治家に提供されて調整が図られるが、アセス文書は、そう

はならない。これが明確は違いだ。That’s clear demarcation. 政治的な計画文書は、

事前に議会や委員会にかけられるように設計されているが、アセス文書はそうは設

計されていない、科学的な根拠を収集する段階では、SEPA に規定された SEPA 担

当官の責任の下、政治家に情報が提供されたり、あるいは、外部から圧力がかけら

れることが内容に情報が管理され、公開前に調整が図られることは無い。SEPA 担

当官の下、十分な分析が行われたと判断された上で、公衆に公開されるが、その時

点が、政治家が EIS を目にする最初の瞬間になる。 

L：統合アプローチの有効性はなんと言っても、重要な環境情報が、意思決定の進捗に同調

して入力されることだといえる。それが必要なタイミングで意思決定に必要な情報

が利用できるか出来ないか、それはとても大きな問題だ。 

瀧：スコーピング会議やワークショップの周知はどのように行っているのか？ 

L：それは多くのチャンネルを持っている。郡全体をカバーする新聞に告知を掲載すること

もあるし、web やメーリングリストも活用する。郡のメーリングリストには、事前

に多くの団体、環境団体や、コミュニティーグループ、企業や個人が登録されてい

て、メールで告知が配信されるようになっている。もちろん、SEPA にのとった告

知も行われる。 

瀧：市民団体から、参加機会を追加するように要求される場合もあるか？ 

L：建設業界や産業界、開発の対象となっている地域の住民などが要求することは多くある
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が、その場合は SEPA とは別に個別に特定の計画事項に関して説明会を行う場合が

ある。計画委員会（planning commission）に対して説明を行うこともある。 

J：スノホミッシュ郡には planning committee があって、これは郡議会の中に含まれ、全

員が議員で構成されている。Planning commission は、この議員らによって選任さ

れ、政策や計画の素案を議論し、planning committee に対して助言や推奨を行う。

メンバーは 11 人全員ボランティアで構成される。Planning commission は公衆を

召喚して意見を聞く公聴会を行う場合もある。これらは州法で規定されているもの

で、規模は異なるが全ての郡と市に設置されている。 

多：VISION2040 のコメントを作成するとき、EIS の FCC の部分について特別に環境レビ

ューすることはあったか？ 

L：環境レヴューを行うのは PSRC の仕事で、特別にスノホミッシュが行った事は無い。

PSRC のレヴューに関してスノホミッシュがコメントしただけ。 

柴：実は、ロージジャー湖の開発に関する新聞記事を読んだんだが、VISION2040 の策定

された今、どういった状況か？ 

T：実際のところ、開発業者が候補地のひとつとして考えているだけで、郡として特別な政

策を持っているわけではない、だから個別の開発許可申請が行われた段階で環境レ

ヴューを郡として行うだけで、今のところはまだ動きは無いよ。VISION2040 の影

響もあるから環境レヴューは慎重になるだろうね。 

 

終了. 

 

  



 

 

 

 

 

VISION 2040 策定における統合型 SEA の合意形成機能に関する参加主体インタ

ビュー調査；ピアス郡. 

 

日時：2008 年 12 月 9 日 午後 2 時 00 分開始 午後 4 時 00 分終了 

場所：ピアス郡タコマ市 

ピアス郡庁舎都市計画局会議室 228 

インタビュー調査者：柴田裕希、多島良、瀧屋直樹 

調査対象者：ピアス郡土地計画局 

      土地計画部部長  チャック・クリーバーグ氏 

  上級計画担当   キンバリー・フリーマン氏 

 

（以下発言者表記は、柴田は柴、多島は多、チャック・クリーバーグは C、キンバリー・フ

リーマンは K とする.） 

 

柴：はじめにピアス群が PSRC に対して提出した意見の内容から聞いていきたい。ピアス

群は Draft EIS と Supplemental Draft EIS で意見書を提出しているようですが、

スコーピング段階ではどうでしたか？ 

K：スコーピング段階では意見書は提出していない。 

C：意見書は提出していなかったが、他の行政機関の代表も多く集まった説明会があった。 

柴：2003 年 12 月にシアトルで行われたスコーピングワークショップのことか？ 

C： そう、そのワークショップに参加した。ワークショップでは我々のような郡の代表者

の他に、市からも多く参加していたし、環境団体や交通関係の人々、一般の住民も

多く参加していた。 

柴：2004年の3月2日に実施されたピアス群の説明会Open Houseには参加しなかったか？ 

C：いや、それには参加していな。2004 年 3 月に実施された説明会は開催されたことも認

識していなかった。 

柴：それでは、シアトルでのスコーピングワークショップにおいてどのような議論をした

か教えてください。 

K：はじめに PSRC が概要について説明したあと、5 人くらいのテーブルにわかれてテーブ

ルごとにテーマを決めて話し合った。話し合いでは、それぞれの議題や、アイディ

アをまとめて書き出して、それを PSRC に提出した形だった。 

C：私のテーブルごとに、大気質交通や、生態系などのテーマがあったように覚えている。

テーブルごとに議論をして、最後にそれを発表する形だった。普段扱わない分野に
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ついて学習する機会だったことを考えると、とても印象的でとても生産的な会議だ

った。ちなみに、私のテーブルにはキング郡のレッドメン市の市長ローズメリーが

いて、彼女はとても積極的で私のグループでは本当に印象的だった、またタコマ市

市議会議員のジュアリー・アンダーソンも同じテーブルのグループで、他には一般

の参加者だったが、みなとても思慮深く有意義な話し合いだった。 

柴：それぞれのテーブルの議論テーマは何だったのか？ 

K：私のテーマは土地利用だった。 

C：私は交通だった。レッドメンの市長は本当によく主張していた。たとえば市内の交通混

雑の話とか、州道と市道の接続の問題とか。話し合いでは、みなそれぞれの視点や

関心を持ちよってきて議論が行われたが、それでも、話し合いはとてもよかったと

思っている。PSRC の最初の説明も、とてもよくまとまっていたし、議論すべき課

題をうまく整理していた。 

柴：このワークショップをはじめ、スコーピング段階での一つの目的は、当時の

VISION2020 における計画課題に関する情報を収集することであったと思うが、具

体的にピアス群のどのような計画課題について議論したか？ 

C：私は交通政策の議論だったが、おもに話し合ったのは州道の話しで、たとえば複数の州

道で十分連携がとれていないとか、州道と個々のコミュニティーの接続がうまくな

いとか。でも基本的には概念的な conceptual な話が多く具体的な話は尐なかった。

もちろん、概念的な話ではあまり人々は反忚を示さなかった。それは今ここで、「ヒ

アリングが終わったらこの IC レコーダをもらうよ」と言えば、そうやって反忚す

るけど、もし「ヒアリングが終わったら何かいいものをもらおうかなと」と言って

もあまり反忚できないようにね。だから概念的な話が多くて、あまり具体的な課題

に関しては議論をする様子ではなかった。 

柴：それでは、次の段階に移っていきます。次の段階の参加は Draft EIS の段階ですか？ 

K：私たちは計画課題調書 Issue Paper の作成においてそれをチェックする作業を行った。

PSRC は複数の委員会をもって計画策定を行っているが、ピアス郡のたとえば公共

事業課や経済企画課などの職員がそれぞれ異なる委員会に属していて、それぞれに

議論が分かれてもたれた。 

K：続いて我々が加わったのは Draft EIS のコメントで、このコメントは極め的一般的な内

容のものだった。 



 

 

 

 

 

C：いま思い出したが、PSRC は一般市民に対する調査結果を我々に提示し、我々はそれに

忚える形で議論を進めていった。この調査は 950 人の市民を対象に実施されたもの

で、それに対してこたえていく形でまとめていった。 

柴：スコーピング段階で特定の問題について主張したことはあったか？ 

C：この段階ではなかったと思う。しかし基本的に我々は専門の立場を代表しているに限ら

れているので、その限りにおいての議論になるが、この段階で特定の課題を取り上

げることはなかった。 

C：一方で我々はピアス郡内に独自の計画に特化した委員会をもっており、それはピアス郡

地域委員会 PCRC、Pierce County Regional Council と呼ばれ、郡とピアス郡内の

すべての市が参加している。ここでそれぞれ意見を持ち寄ってピアス地域としての

意見をまとめ、PCRC としてコメントも提出している。 

柴：PCRC とピアス郡の間で、あるいはピアス郡内の市とピアス郡の間で意見の対立など

はあったか？ 

K：基本的に我々は VISION2040 を支持しているし、他の市も支持していた。ただ各々の

局所的な成長目標に関して反対をした市があった、たとえば University Place 市な

ど。 

C：実際に複数の市では、受け入れる成長量に関して拒否の姿勢を示したところがあった。

彼らは、成長せず、現状を維持し続けることを望んでいた。 

柴：複合コミュニティーFCC について聞いていきたいが、ピアス郡が FCC について議論し

たことがあったか？ 

C：FCC を問題にしたのはスノホミッシュカウンティーだけだった。FCC に関してのスノ

ホミッシュの議論についてはみんな反対だったよ。でもそれが大きな問題になった

のは Supplemental Draft EIS の段階からだったよ。 

柴：それでは、Draft EIS の段階にかんしてもう尐し話していきたい。Draft EIS へのコメ

ントの中身について簡単にまとめてもらえるか？ 

K：代替案について 4 つが提示されたが、基本的に我々はこの成長率の維持は認められなか

った。基本的に述べていることは、この案では成長の度合いが大きすぎて環境影響

が容認できない、ということ。とくに現状維持案 Growth Target Extent Alternative

については、スプロールが広がりすぎることから、それ以外の代替案を支持するこ

とになった。それに加えて、代替案の情報が漠然としすぎていて、各代替案におい

て、より具体的にどれだけの成長と流入人口があるのかを明確にしてほしいと意見
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した。あとは、計画図の情報と表の情報で一致していない誤りがあるなどといった

細かなコメントである。基本的に Draft EIS の情報が漠然としていたから、一般的

な見解を示すにとどまった。 

柴：それでは、個別具体の計画課題についてはあまり触れなかった？ 

K：全く触れなかったわけではないが、たとえば、雇用をピアス郡内に分配することを求め

る旨の記述を行った。これは、VISION2020 の下で、何が起こったかというと、多

くの人がキング郡で働き、ピアス郡に住居を持つという構造。これでは交通の問題

が生じるし、もちろん社会費用の負担も不公平になる。そこで、ピアス郡により多

くの雇用を配置する代替案となるように求めた。 

柴：それでは、これらのコメントに対して PSRC の回答はどうだったか？ 

K：まず確認しておきたいのが、今回用いられた SEPA プロセスは、典型的なものとは異

なるものであったということ。このプロセスでは、Draft EIS に対してのコメント

に関しての回答が Final EIS で記述される。しかし、このプロセスで実施されたプ

ロセスは、Draft EIS によって 4 つの代替案から優位案を導出し、それを発展させ

て、Supplemental Draft EIS で具体的な情報が提示され、その後に Final EIS にお

い全てのコメントに回答を作成した。だから、具体的な情報について議論を行う機

会がなかった。これは合法的なプロセスではあったが、通常の SEPA プロセスとは

違うものであった。つまりその意味では、一般的なコメントに対して一般的な回答

しか得られなかった。 

多：つまり PSRC の回答は遅すぎたということか？それまで回答はなかったか？ 

K：Draft EIS に対してコメントをおこなったのは 2006 年、それに対して Final EIS とし

て回答が示されたのは 2008 年。 

C：しかし、PSRC はどうしてそんなに急いで Supplemental Draft EIS を急いで発行した

のか？ 

K：これは推測だが、DESTINATION 2020 の発行時期との関係があったのではないか？ 

柴：そこで聞きたいのは、PSRC はこの SEPA プロセスを通じて、委員会の議論を並行さ

せていた。フォーカスグループやワークショップなどのこの議論によって回答には

ならなかったのか？3650 

K：そんなにしっかりとした回答はなかったと思う。成長管理調整委員会（GMCC：Growth 

Management Coordinating Committee）の関係ではあったかもしれないが。 



 

 

 

 

 

C：GMCC はピアス郡内の計画策定のための組織で、PCRC の下部組織で、PCRC が議員

の集団であるのに対し、GMCC は行政職員で構成される。 

K：この GMCC のミーティングに Ivan（PSRC での SEPA 担当職員）が来て Draft EIS

や Supplemental EIS の説明をしたと思う。実際に私は、すべての EIS に目を通し

たし、GMCC で意見書を形成しようとしていたから。しかし、実質的な回答はなか

ったと思う。 

柴：PSRC は Draft EIS で意見期間を設けたのは案を絞り込むための評価基準を構築する

ためであり、ここで寄せられた意見を踏まえて評価基準案や評価基準書が作成され

公表された。この意味では、これらの文書が一つの回答とは考えられないか？ 

K：あとでデスクを確認してみないとわからないが、それらの文書は確認していない。 

C：しかし、仮にそれを回答としても、それはサブセットの回答にすぎない。 

K：確かに公衆参加の要約書は作成された、しかし、これらは個々の分類されたテーマに分

けられた回答であって、個別に意見に対する回答とは言えない。 

柴：それでは、Supplement Draft EIS での議論に移っていきたいと思います。はじめに、

簡単にコメントの中身を説明してほしい。 

K：基本的には一般的なことしかコメントしていない。このコメントで第一に主張している

内容は、ピアス郡内においては、これ以上の成長の継続は不可能で、自然資源の保

全が必要であるということである。この主張に則してコメントを形成している。 

柴：優位案に対して何かしらの賛否を示すことはなかったのか？ 

K：私たちは基本的に VISON の優位案を支持していた。だから優位案に対して個別に賛否

を議論することはなかった。 

柴：それでは、この段階でコメントをまとめるにあたって、地域住民の団体や地権者、あ

るいは環境団体などからロビー活動のようなものはなかったか？ 

K：それはなかった。理由は簡単で、彼らは自らコメントを提出することができたし、むし

ろそうする方が有効であったから。我々がプレッシャーを受けていたのは PSRC か

らだよ。 

柴：この段階のコメントの取りまとめにおいても、特段、他の行政機関と調整を行うこと

はなかったのか？ 

K：コメントをまとまるための調整はなかった。しかし、この場合は、PSRC の地域職員委

員会 Regional Staff Committee での議論は継続的に続いていた。それと、地域職員

委員会のサブ委員会に出席して、そこで政策の策定にかかわっていた。 
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C：基本的には各団体が直接意見をすることができたので、他の機関と意見を協調させる必

要はなかった。唯一異なっていたのが、この段階で問題となった FCC の問題だけ

だ。 

K：私がプレッシャーを感じたとすれば、それは PSRC から感じたくらいで、そのほかは

なかった。 

C：PSRC は、この地域のための政策をみんなで作りたいか協力をしてくれ、と常に言って

いた。とくに Ivan は電話をしてきて、そういう話をよくしていた。だからそれぞ

れの団体がそれぞれの立場で意見を表明していった。こういうプロセスは、教科書

に示されているものではなく、その土地に根付く文化に依存するものだ。これはワ

シントン州の文化として、みんなが考えることを自由に表現できるということがあ

る。日本の文化については詳しくないけれど、きっと違う文化だろう。もちろんア

メリカの中でも南部の方はもっと違う文化で、ワシントンのように自由に意見を言

う文化ではない、ワシントンは他者の不動産のことに関してでも、自分の意見を言

う文化がある。これはSEPAが1970年代の初めから受け入れられてきた背景には、

こういう文化がある市民が意見を表明する主導権を持っていたことが政府が SEPA

を導入するポテンシャルとなった。 

柴：それでは、公選職の議員とのやり取りについて、どういったやり取りがあったのか？ 

C：このプロセスに限ったことではないが、常に行われているものとして、私の局長が議員

に委員会で説明に行くことがある。そのような場で、カウンティーとしてどのよう

に PSRC に対し意見しているのかを議員に対し説明している。時には他の郡の議員

と会議を行うこともあり、たとえばスノホミッシュとの会議は FCC の問題もあり

大変な会議になった。しかし、正式な意思疎通の場としては設けられていない。 

柴：それでは次に統合アプローチについて聞いていきたいと思う。計画プロセスと SEPA

プロセスを並行して進める、統合アプローチではアセスメントにおける政治的な影

響が強くなってしまうという問題が考えられるが、そのような問題についてどう考

えるか？ 

K：基本的に統合アプローチに関してはメリットが大きいと考えている。たとえば、以前の

計画プロセスと SEPA を分離したプロセスの場合、環境以外の争点に関しても意見

を出すことになると、その場合は必ずと言っていいほど、「ご意見ありがとうござ

います」としか回答が得られない。つまりゼロ回答になってしまう。 



 

 

 

 

 

C：逆に言うと、プロセスと所管している担当部署や担当官が、その分離を行うことができ

るということ。仮に環境に関するコメントでなくても、それが極めてすぐれている

と考えた場合は、その意見を採用することもあるだろう。それともう一点、SEPA

は基本的に意思決定者に対し情報を入力することを想定している。その点では、政

治的な影響力が整理されることになる。 

柴：それでは実際にこの VISION2040 プロセスは極めて統合的なプロセスだったが、この

プロセスを通じてピアス郡にとってメリットはどのような点であったと認識してい

るか？ 

K：実際にはそこまで強く意見をしたわけではないが、このプロセスにおいて、仮に人口の

分配問題において特定の課題をもっていた場合、統合プロセスによって、その政策

に大きな影響力を持つことができたと思う。 

柴：では、逆に困難であった点や弱点になった点はどのように認識しているか？ 

C：政治家は、一般の市民が意見を口に出すことで政策を考え動いていくが、実際に

VISION2040 の結果の文書を見て欲しい、こんなに多くの文書を作成していたら一

般の市民が追い付いていけない。追いついていけなければ、意見を口に出すことも

できない。それは統合プロセスの一つの弱点だと思う。 

柴：これは、確認だが、ピアス郡ではどれくらいのスタッフが EIS のチェックをおこなっ

たか？ 

K：これは分担して行っているから全員で何人と特定できるものではないが、かかわってい

たのはだいたい 8 人くらいである。もちろん、これに対して PSRC の委員会に出席

している職員もいるので、8 人で全員というわけではないが。 

柴：合意形成の観点ではどうか？プロセスの通じて多様な意見が収集される仕組みになっ

ていると見ることができる。 

C：全体としては寄与している。もちろんプロセス全体を通じて複数の個別の課題があった

としても、全体としては合意を目指したものであったし、結果的にも合意のための

合理的なアプローチだと思う。 

K：初めの段階で個々の意見は異なっていても、このプロセスはとにかく多くの意見を集め

ることから始まっている。そして、それらの多様な意見を知ることで、参加者はそ

れぞれ共通する意見を発見し合意に近づいていつ。VISION2040 はそういうプロセ

スであった。 
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柴：では、インタビューの初めに議論した情報混乱の問題は実際にはどのように認識して

いるか？ 

C：このプロセスは、極めて抽象的な議論から始まった。そこからプロセスの後半に入って、

たちまち具体的な議論に移っていった。はじめは決して具体的な将来施策であると

か、将来の社会的な費用の負担推移などは分からない。だから、抽象的な情報によ

る混乱というものは自然なことだ。 

K：このプロセスはで最も混乱だったのは、プロセスの延長と連続的に作成されたとても多

くの文書だった。これだけの期間と文書の量は一般の市民が継続的に参加するには

長すぎたと思う。最もその理由は VISON2040 のプロジェクトが極めて大きい問題

を扱っているというものであったが、たとえばピアス郡通常の SEPA であれば半年

から一年くらいで終了する。 

C：一方で、このプロセスをもっと合理化できたかと言われれば、それは無理だと思うし、

十分に合理的であった。大きな問題を扱った故に期間の長いものになった。 

柴：では、もし改善するとしたら、何かアイディアはあるか？ 

C：全体のプロセスにおいて、現在どのようなポジションで何を議論しているのか、それは

次に起こるべき何の準備なのかを常に明確にしながら進めていくことで、参加者が

付いてくること（Keeping on truck）が容易になったのではないかと思う。 

 

 

  



 

 

 

 

 

VISION 2040 策定における統合型 SEA の合意形成機能に関する参加主体インタ

ビュー調査；futurewise（環境 NGO）. 

 

 

日時：2008 年 12 月 9 日 午後 9 時 30 分開始 午後 11 時 20 分終了 

場所：キング郡シアトル市、814 Second Avenue, Suite 500  

futurewise 事務所会議室 

インタビュー調査者：柴田裕希、多島良、瀧屋直樹 

調査対象者：環境 NPO、futurewise 

      政策担当     ティム・ティロヒモビッチ氏 

都市政策担当   サラ・ニコリック氏 

 

（以下発言者の表記は、柴田は柴、多島は多、ティム・ティロヒモビッチは T、サラ・ニコ

リックは S とする.） 

    

瀧屋より、研究室及び原科教授の説明 

調査プロジェクトの説明 

柴田：この調査は今の説明にもあったように戦略的環境アセスメント SEA を主題にしてい

る。まずこの SEA については、NEPA の規定する Programmatic-EIA、あるいは、ワ

シントン州 SEPA における Non-Project Review に相当する概念であり、事業段階より

も上位の政策や計画段階で実施する環境アセスメントを意味する。現在、日本では

事業段階の環境アセスは法制化されているが、SEA は法制化が遅れており、これを

法的に整備するため知見を蓄積する必要がありこの調査プロジェクトが開始された。

よって、この調査プロジェクトの目的は、SEA 先進国において SEA がどのように制

度化され運用されているかを明らかにするとこである。そして、このワシントン州

の制度では SEA プロセスと計画プロセスが統合されて運用されている点に注目し、

その実態と有効性について調査を進めてきた。これまでの調査の中で、VISION2040

を事例としてとりあげ、全体のプロセスを把握してきたが、各利害関係主体間の意

向表明や合意形成に関しては詳細を把握できていない。そのため、今回の調査旅行

では、参加主体ごとに、どのように PSRC と情報交流や意思疎通を図り、主体間で

合意が形成され計画が策定されて行ったかを明らかにすることを目的にしています。

中でも、日本においては上位段階情報の有する抽象性に起因する情報公開への抵抗

や、上位段階のオープンプロセス化に対する非効率性の懸念があることから、これ

らの疑問に答えるために以下の質問を設計した。それでは、具体的な質問に。 

 

柴田：まず始めに、PSRC へのコメントについてお話を伺いたい。スコーピング段階で意見
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書の提出や意見機会はあったか？ 

S：私の記憶では、正式な意見書は提出していない。 

T：スコーピングの段階では、電子メールによるやり取りが多かった。確か、スコーピング

会議も数回行っていたので、そのときに意見を提出したことはあったと思う。スコ

ーピング会議では、VISION2020 とその EIS について議論が行われ、私はパネルと

して出席した記憶がある。確か、スコーピング会議では土地利用に関する環境影響

の議論が行われ、それは、VISION2040 と EIS に直結する内容だった。 

柴：そのスコーピング会議と言うのは、PSRC の正式な会議のことで公開で行われた会議の

ことか？ 

T：そうだ。さまざまと所からの出席者がいて、全体で 80 人から 100 人程度の参加者がい

た。PSRC はパネルに対して、参加者の成長シナリオの理解を深め議論を促進させ

ることを期待していた。とても意義深いイベントだったよ。 

柴：スコーピングの段階で、future wise として計画課題や特別な関心事項はあったか？ 

T：確か、スコーピング会議での議論は、とても概念的で、VISION2040 の方向性をどのよ

うに使用か、どんな問題があるのか、そういった議論で、future wise が特別に課題

を主張したと言うことはなかった。この段階は、都市成長圏がどういったものなの

か、地方都市圏がどのようなものなのか、そういった極めて概念的で抽象的な議論

の段階であった。パネルディスカッションには多くの自治体職員もいて、もちろん

多くの一般市民もいて、それらを巻き込んだ話し合いだった。 

柴：つまり、future wise の考える特定の課題や関心について主張することはなかった？ 

T：そのとおり、たんなる一般的な概念の議論に終始していた。都市成長圏はどこまでか、

中核都市の線引きはどうするか、そしてそれらの今後の具体的な方向は？問う言っ

た極めて抽象的な議論に終始していた。 

柴：この段階では正式な意見書は作成しなかった？ 

T：たぶんしたと思う。もし記録が見つかったら、後で email する。 

柴：スコーピング段階での、PSRC からの情報提供に関して、理解が難しい点などはあった

か？ 

T：そんなにはなかった。PSRC の示した情報と言えば、これまでの成長軌道はこうだった

とか、これからの成長の軌道はこうなる、だとか、そういった一般的な内容で、そ

れが公衆の間で混乱を引き起こすといったことはなかったし、一般的にもそのよう

なことは無いと思う。 

S：でもそれは future wise のような専門知識を多く抱えるような団体とそうでない場合と

で区別できるかもしれないが、シアトルのような土地では、市民は早くから参加機

会が与えられるし、またその機会も多い、よってスコーピング段階の情報であって

もそんなに混乱を招くということも無いし、みんな理解している。 

T：実際に困難があったとすれば、それは時間だと思う、実際スコーピング会議（シアトル



 

 

 

 

 

で行われた最初の）は昼間の時間に行われたし、仕事があったりしたらなかなか出

席するのも難しい。とりわけ、小さい子供を持った親などは、夜の時間でもなかな

か出席するのが難しいかもしれない。それと言語の問題もある。PSRC は異なる言

語も複数情報を準備していたが、全てをカバーするのは困難。でも、それだけであ

って、上位段階、あるいは低熟度段階の情報であるから混乱を招くということは無

いと思う、丁寧に、情報が限られていること、まだ熟度の低い段階であることを説

明すれば問題は起こらない。そういう意味では、PSRC は良い仕事をしたと思う、

利用可能な情報の限定性をしっかり説明していたし、熟度の低い段階であることも

わかるようにしっかり説明していた。だから、そのような混乱は起こらない。もち

ろん全ての場合で起こりえないと言うわけではない、例えば 1990 年代の終わりか

ら 2000 年代の初頭にかけて、住宅バブルと建設資材の高騰を受けて、建設業界に

フラストレーションがあり、それが、計画に対する不満になっていたが、混乱と言

うより、それはフラストレーションの問題で、基本的にそのような混乱というった

ことは無い。 

柴：では、スコーピング段階では団体間や組織間における意見対立もあまりなかったのか？ 

T：それは違う。意見対立はあった。例えば、キットサップでのオープンハウスでは、より

多くの成長を望む団体が、キットサップの成長目標を高く設定し、都市成長圏外の

成長をもっと許容するように主張していた。しかし、PSRC はスコーピング段階で

はそれらの見解を１つにまとようとはしていなかったようだ。単に、代替案の範囲

は如何に設定するべきか、評価項目や評価基準はどのように設定するべきか？そう

いった事項について方向性を形成することに努めていたように思う。 

柴：代替案に関しても、複数の参加主体の間で意向が分かれたと思うが、future wise は何

か特定の代替案を支持したりしたか？ 

T：この段階では、まだ明確で正式な代替案は提示されていなかった。 

柴：しかし、この段階ですでに代替案の像について議論が始まっていたと思うが、なにか

意向を示すことはしなかったのか？ 

T：この段階ではそのようなことはなかった。Draft EIS の段階ではめ大都市中心型の代替

案を支持した。 

柴：では Draft EIS の段階の議論に移りましょう。 

T：Draft EIS 段階では正式な意見書を提出したと思った。基本的には、既存の大都市圏に

人口を集中させる方針を支持した。それといつものことではあるが、分析に用いら

れたデータや交通量や人口推移の分析手法、モデルについても若干コメントした。

何しろ既存の予測モデルではなかなか難しい部分もあって、新しいモデルを用いる

ことになったからね。 

柴：それでは、Metro Center の代替案を支持した理由は？ 

T：この案が、既存の都市に人口と雇用を最も集中させると言う点で最も環境影響が低く、
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また、農地や自然生態系への影響が最小に抑えられる。自動車交通量も最小に抑え

られる、つまり交通起因の温室効果ガス排出が最小になる、この点からも環境影響

を抑えられると判断した。 

柴：しかし、他の考え方をする団体もあった？ 

T：もちろん、小さな都市で、人口成長を望む自治体や、産業の誘致を望み、future wise

の支持するような代替案とは異なる案を支持する団体もあった。 

柴：そのような団体と調整や接触があったか？ 

T：futurewiae は PSRC の成長管理委員会 GMPB に代表が出席しており、そこで、どの代

替案が望ましいか、影響はどうか、どれが優位案になるべきか、EIS を基にして他

の組織と協議を重ねた。これはグループレベルの交流 interaction で、また、他の委

員会、たとえば交通政策委員会 TPB では交通政策について、やはりグループレベル

の交流がもたれた。これはPSRCによって設置された関心団体の代表のグループだ。 

柴：つまり、委員会では EIS の科学的なデータを基に議論が進んだということか？ 

T：最初は課題調査書 issue paper を基に議論をし、続いて Draft EIS、Supplemental EIS

と続いた。だから、最初はスコーピングから始まって、代替案の範囲をどのように

設定しようかと。グループでの交流の場になっていた。 

柴：それでは、Supplemental Draft EIS の段階について、もっと詳しく聞きたい。この段

階では、特定の代替案への絞り込みが行われた。まず意見書から説明して欲しい。 

T：意見書は提出した（資料参照）。さらに future wise は成長管理委員会 GMPB にも別途

意見書を提出している。 

柴：議論の変化について説明をしてほしい。Draft EIS の段階から具体的な議論に移ってい

ったと考えられるが。具体的にどのように変わっていったか？ 

T：PSRC での議論は常に変化しながら進んでいくものだった。彼らの分析によって、将来

何がどのように変化し、何が発展していくのか、が徐々に明らかになっていく。そ

れは教育過程 education process のようなもので成長管理委員会も、交通政策委員

会もそうだった。この過程で、代替案の中身や、その結果、影響について、理解を

深めていった。それは、時には賛成しない組織が存在したが、このプロセスの中で、

常に議論は変化しながら展開していった。我々も優位案の環境影響について十分に

環境保全策がこうじられているとは考えなかったが、それでも、最終的にはそれを

認めることになった。とりわけ問題になったのは、温室効果ガスの排出量であった、

我々の主張からすれば、PSRC が優位案として提示したものは、排出量が高すぎた。

しかし、2008 年の初旪であったが、環境保全を主張する複数の団体と PSRC の会

議がもたれ、そこでは、排出量がなぜこの数値になるのか？どのような低減策を盛

り込んでいて、この数値に抑えるのにどのようなコストが生じているのかについて

説明があった。結果的に我々はこれを受け止めて理解することになった。このプロ

セスは、すこしずつ狭めていくプロセスであったから、当然、主張がこのスコープ



 

 

 

 

 

から外れていく人たちが生じる。その場合には人々は訴訟に訴えることになるが、

この事例においては訴訟には発展しなかった。それは原告適格がなかったわけでは

なくて、現在進行している交通政策の 2040 年プランに対して働きかえる方が有効

と考えているから。 

S：確かに最後の時点においても、選択された代替案に対して賛成していない人や団体もあ

った。彼らは、最終の Final EIS の議論の段階でも、他の代替案を支持し、他のシ

ナリオが選ばれるべきであったと主張していた。つまり、成長の方向性という側面

で、選択された代替案以外の部分の成長の必要性を主張した。 

T：とりわけキットサップのオープンハウス説明会はとても反忚の強いものだった。 

柴：実は、KAPO にインタビューする予定だ。 

T：彼らは我々とはまったく異なる見解を持っているから面白いよ。 

柴：続いて、情報の抽象性について議論していきたい。 

T：プロセスの初めの段階では、たとえば、交通トリップにしても、温室効果ガスの排出量

にしても、どちらも漠然とした情報しかなく、プロセスの後半で明らかになったよ

うな情報はだれも持っていなかった。 

柴：そうなると、情報が具体的になって理解が進んでくると人々が意見をより強く主張す

るようになる。 

T：そのとおり、KAPO のように、委員会に直接かかわりのある団体でなくても、委員会の

中でも、プロセスが進むにつれてだんだん、賛同しない事柄が出てくるということ

が増えてきた。それはスコープが狭まって行って具体的になっていく過程において、

徐々に賛成してついてくる関心団体は尐なくなっていく。そうでない団体は反対に

回って、意見の対立が生じるようになっていく。 

柴：そのような状況においては、政治的な力が影響を及ぼすと考えられるが、政治的な力

についてはどう考えるか？ 

T：政治的な力の影響は否定できない。たとえばニュータウンの建設については、政治的な

作用によって方針が転換された。当初は複合コミュニティーFCC の建設は認めない

方針で進んでいたが、政治的な発言によって方向が変わっていった。実際、FCC の

建設を求めている上院議員の発言によって議論の流れが変わっていった。これに続

いて、キットサップ郡やピアス郡の代表者も、それぞれのバックの主張を反映して

FCC に対する規制の反対を主張した。これは、政治的な力の影響でもって妥協や賛

同を得たと見ることができるが、政治的な力の影響といえども、予算に対する力が

あるわけではなく、政治的な力は確かに存在したが、影響力もその限りにおいてで

あった。結果的に、あるスノホミッシュの代表は評議会で反対に投票しようと考え

ていたようだが、他の代表の説得に忚じて、賛成票を投じた。 

柴：この文脈で考えると、政治的な力の影響は統合された場合、SEA プロセスに対して、

その科学性の側面を脆弱にする問題があると考えられるが、 
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T：政治的な力の影響が SEA に全くないわけではない。ある側面ではそういう場合も考え

られるが、すべての側面において政治的な力の影響があるとは言えない。例えば、

モデリングや代替案の範囲などは制度的に規定されているので政治的な力の影響を

受けにくいといえる。政治的な影響が生じても、このレベルでは、すべて公開され

るうえ、制度的なチェックがそれを難しくする。私は、このレベルでは EIS に対す

る政治的な影響は極めて尐ないと考える。逆に事業段階では、係る人間の数が尐な

くなることもあり、開発業者からの圧力がコンサルタントになどに生じる場合など

が出てくる。この製作段階の場合では、政治的な力によって、予算の執行や、実際

に分析を行う者に対する裏の圧力的は現実的ではない。だから、他の場合では生じ

うるが、PSRC のような組織の政策段階ではその影響は尐ないと考える。もちろん、

時間や予算が限られている中で、政治的な力によって議論を誘導することは可能だ。

もちろん、これらの政治的な力影響を排除するのにきわめて重要なのは、他の行政

機関のチェックだ。とりわけ、連邦環境保護庁 EPA は EIS の質を高めるにあたっ

て極めて重要な役割をはたしている。州環境局 DOE もそれには及ばないが大切な

役割を果たしている。とりわけ、EPA は EIS の評点を実施している。実際連邦のア

セス案件であれば EPA の満足度評価を見ることができる。これは NEPA について

のことだが、ワシントン州の案件についても、もちろんすべてではないが、

VISION2040 のような重大案件には EPA はコメントをすることがよくある。 

柴：それは SEPA の法的な要件といえるか？ 

T：SEPA は関連する専門機関への EIS の配布を義務付けている。EPA は環境の専門機関

として、実質的に義務となる。とりわけこの VISION2040 案件では、連邦予算を

PSRC が各地域に分配することになるので、NEPA の要件を満たすようにして実施

されている。この点でも EPA の関与は欠かせないものだった。つまり、VISION2040

に関しては連邦法と州法の両方が EPA の参加の根拠になっている。 

柴：続いて、意見反映に関して聞いていきたい。基本的には、futurewise のコメントが PSRC

によってどのように反映されたか、また、その反映の仕方についてどのような認識

を持っているかをうかがいたい。まず、代替案の選択に関してだが、futurewise は

大都市案 Metropolitan Cities Alternative を支持していたが、優位案として選択さ

れた案は成長がより広い範囲に広がった案であった。このことに対して、意見の反

映をどのように受け止めているか？ 

T：基本的に我々は優位案を支持した。もちろん、大都市案 Metropolitan Cities Alternative

からの変更については反対であったが。しかし、それを踏まえても PSRC は我々の

コメントを適切に要約し考慮したと考えている。結果的に他の団体のコメントと同

様に、我々のコメントも重要な役割を果たしたと思う。代替案から優位案を形成し

ていくプロセスは、譲歩や歩み寄りのプロセスであり、その中で皆が賛同できる案

を作る必要があった。その中で我々の影響力というものはある種の穏健派のような



 

 

 

 

 

ものだったし、大きな影響を意図してもいなかった。VISION2040 における重大な

問題、すなわち、成長の方向性をどこに向けるかといった問題は、各専門機関が比

較的主要な役割を果たした。一方で FCC 問題のような小さな問題では futurewise

は大きな役割を果たしたといる。実際にスノホミッシュ郡のスタッフは賛同者を増

やそうとロビーを行っていたし、我々も議員が正しい選択ができるようにロビーを

かけた。それは、一つの小さな問題が政策全体を無意味にしかねないと考えたから

で、ロビー大きな影響力があった。 

S：私はプロセス全体にかかわっておらず、後半の部分しかわからないが、FCC の問題もそ

うだが、PSRC のこれまでの方向性を変えようとする他の機関の圧力に対し、それを

取り除こうとした。加えて、説明会や公開での成長管理委員会などの参加の場もと

ても重要であった。そうした会議の場にはとても多くの人が詰めかけ、多くの反対

意見を表明したが、我々もそれに対して強く意見を主張し、PSRC のこれまでの優位

案を守った。 

T：プロセスの後半になって我々はロビーを強めて、この優位案の方向性を守ってきた。こ

れ は 正 し い も の だ と 考 え て い る 。 だ か ら 現 在 は 次 の 交 通 政 策 で あ る

DESTINATION2030 の改定に向けて動いている。これは VISION2040 のプロセス

が終わる前に始まった。実際にこのような状況は珍しいが、現実にはそうなったの

で。VISION2040 の方向性がそのまま受け継がれるように活動を続けている。 

柴：それでは最後のパートとして、SEA と計画プロセスとの統合について質問をしたい。

この統合に関して、futurewaise にとってのメリットは何か？ 

T：もっとも最初に言えることは、プロセス全体を通じて環境影響のことを人々が考えるこ

とができるということだ。これは、ただ単にプロセスの最後になって分析を行うの

とは大きく異なる。 これは一義的にいえるメリットだと思う。つまり他の

分析と並行して進んでいくから、プロセスとして同時に環境影響のことを扱うこと

ができる。 

柴：それは効率的ということができるか？ 

T：効率的という点では、時間的な効率性と金銭的な面で効率的と考えることができる。た

とえば。しかし一方で、プロセスの初めの時点では、予算に関する情報、交通に関

する情報など、とにかくあらゆる情報が抽象的で漠然としたものしかわからない、

しかし、プロセスの後半ではあらゆる情報が具体的なってきて、実際に利用できる

予算や、具体的な案の中身の設計に関することなどもわかってくる。このような状

況において、常に情報が増えていくので、途中まで考えていたことでも、ある時点

で不可能なことがわかったり、逆にそれまで想定していなかったことでも、途中か

ら可能な方向性であることが明らかになったりして、出戻りが多いプロセスなどに

は向かないこともある。すべてにおいて有効とは言えないと思う。弱点に関しては、

やはり、金銭的なコストの負担が増える場合があることだと思う。一度に両方を行
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うわけだから、それは別々に行うよりも多くのコストが必要になる場合がある。

VISION2040 の場合、政策の基本的な問題や、他の多くの問題の部分が環境とオー

バーラップする内容なので、その点で統合プロセスに向いていたと考えている。つ

まり代替案の形成やその評価において環境的要素が重要な部分であったために、環

境情報がその段階で欠くことのできないものであり、その意味で統合によって EIS

が作成されることは意味が大きかった。他にも、郡や市の自治体の総合計画などは

統合プロセスに向いているといえる。もしも、トンネルや橋梁などの建設事業の場

合には、構造設計にかかわる情報や地理的な情報が生産・収集されていないと環境

影響を分析できない。このような事業では統合はあまり意味をなさないだろう。一

方で、VISION2040 のように、代替案やその評価基準など、環境の要素が大きくオ

ーバーラップしている場合には、統合が有効だと考える。 

柴：この VISION2040 プロセスを通じて、改善できた点があったとしたらどの点だと思う

か？ 

T：このプロセスは全体で 4 年以上費やされている。中には、もっと短縮して合理的に進め

ることができたと考える人もいるだろう。それは考え方として理解できる。それに

加えて、評価基準の変化というのも大きな問題であった。プロセスが下記視された

のは 2004 年、当時は温室効果ガスの事項は大きな問題ではなかった。しかし、2007

年ごろから 2008 年にかけてきわめて大きな課題となった。これは時間的な問題なの

で仕方がない側面もあるが、PSRC は温室効果ガスの問題どれほど重大に認識してい

たかどうかはわからないが、いずれにしても何とか取り入れようとして頑張ってい

たと思う。もうひとつ課題なのは、政策形成の現場が市民から離れていて、よりオ

ープンにできたのではないかということ。成長管理委員会が中心となってまとめて

いったが、公的機関が主導する割合を減らしていく less agency driven べきだと思う。

委員会の場をよりオープンするのは一つの方向で、たとえば KAPO も委員会に参加

できるようにしてはどうか。おそらく委員会のほかのメンバーの多くは KAPO に議

席を与えることに反対するだろうが、私は KAPO にも議席が与えられているべきだ

と考えている。 

柴：戦略段階に限った特徴のことを議論したいが、事業段階に比べて、戦略段階特有の意

見提出における難しさはあるか？ 

T：逆に戦略段階の方が簡単な側面もある。たとえば政策段階では、どの方向に向かってい

くべきか、VISON2040 であれば、どこに成長を向けていくかといった問題、そのよ

うな政策問題 policy questionは事業段階の技術的問題 technical questionとは違い、

この方向がいいとか、あっちの方向がいい、といった抽象的なレベルでコメントで

きるため、比較的容易だと思う。それに加えて、戦略段階というのは、選好の問題

が大きな役割を果たす。事業段階では、上位の段階で選好に関する事項を含めて多

くの事柄が決定しているので、技術的な議論が多くなり、一般の人にはコメントを



 

 

 

 

 

するのが難しくなると思う。つまり政策段階というのは、そういった容易性がある

と思う。つまり政策段階の構想 big picture を描く段階では特定の専門性をもった者

でなくてもコメントをすることができるが、事業段階では専門性をもった者でない

と難しい。それに、耕作地や森林を保護したいという選好に対しても政策段階であ

れば、具体的な土地の権利の問題も議論にならないので議論しやすいのだと思う。 

柴：逆の見方として、政策段階ではより広い視点で物事を考えなくてはならない、一方事

業段階であれば、環境影響も具体的で分かりやすく、反対意見も言いやすい、とい

う見方もできる。日本では、こういう見方の方が主流だ。 

T：その意見は理解できるが、広い視点で情報を収集して考えるには行政の仕事だ。市民の

やるべき仕事ではない。市民は、森林の保護が必要だと思えばそのようにいけすれ

ばいい、そこで地権者の権利のことを考えたり、両者を比較して、森林を保護する

べきだ、あるいは開発する権利を保護するべきだと決めるのは市民の仕事じゃない、

意思決定者の仕事だ。 

S：確かに政策段階では多くの事柄を考慮して物事を決定しなくてはならないことは認める。

しかし、市民はそれぞれの視点で見解を述べればいいのであって、多くの異なる意

見を統合するのは意思決定者の責任だ。 

T：情報があいまいで意見をするのが難しいのであれば、統合による教育の効果の役割が大

切だ。たとえば、将来想定できるシナリオとしてはこのようなシナリオがあって、

それぞれコストはいくらで、それらの環境影響はこのようになっていて、我々はこ

の案を選ぼうと思うが、どう考えるか？といった具合に、一つずつ情報を明らかに

して理解していく過程は統合のメリットだ。 

瀧：SEPA システムを改善していくとしたらどのような点があげられるか？ 

T：SEPA が制定された当時、今のように多くの環境方が存在しているわけではなかった。

成長管理法もなかったし、海岸管理法も水質法も今とは違った形だった。そういう

意味で SEPA の役割をもっと明確にした方がいいのではないかという議論がある。

私は温室効果ガスについての議論では SEPA はとても重要な役割をはたしていると

考えている。というのも現在ワシントン州には温室効果ガスに対する包括的な規制

がないので、今の段階ではこれに対する役割は大きい。しかし、現状として EIS の

作成される数は減尐している。これは他の法律がカバーすることになったからで、

良いことだと考える人もいるが、私は、EIS の基準を見直すのにいい時期に来てい

ると考える。端的にいえば、現在の環境に対する厳格な価値を反映して、EIS 作成

の基準をより厳しくしてもいいと思う。EIS の作成が必要か否かの判断に対しても、

以前は裁判所が現在よりも厳しくチェックしていたが、最近はそのようなことも行

われなくなってきた。これも、以前のように厳しくチェックする必要があると思う。

さらに加えれば、環境情報と GIS の統合も必要になってくると思う。これは EIS 作

成の効率性の話ある。人々が簡単に環境情報にアクセスして簡単に分析できるよう
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に、GIS と環境情報をリンクさせていく必要がある。SEPA 制定当時は、多くが定性

的な評価を中心としていたが、現在ではその多くが定量的な分析で、EIS をもっと

合理化していくためには排出量の算定を政府がもっと効率的にできるようにしてい

くことが大事だ。 

柴：日本においては近年上位段階の意思決定についての理解が深まり、徐々に情報公開や

参加が進んできている。SEPA において戦略段階におけるトレンドは何かあるか？ 

T：SEPA にしても NEPA にしても、大きな目的の一つは情報を一般に公開すること。SEPA

や NEPA が制定された大きな理由の一つが、行政の意思決定による影響の情報市民

に公開することだった。そしてそれに対して意見を受け付けること。この精神は制

定当初からあった。一方で 1980年代の終わりから 90年代にかけての一つの問題は、

より上位でアセスを実施しようとする傾向が強まったこと。これ自体は問題ではな

いのだが、90 年代から特に 2000 年代に政府の財政難が表面化し問題になり、結果

的にプロジェクトレベルの EIS がおろそかになってきてという問題の傾向がある。 

多：私は別の視点からカリフォルニアの CEQA について調査している 

T：【手続き的】NEPA － SEPA － CEQA 【実質的】 

多：その CEQA に関しては、適切な運用において訴訟が一つの重要な要素になっていると

考えているが、ワシントン州でも、そのようなことがあるか？ 

T：確かに CEQA においては訴訟が大きな役割をはたしている。ワシントンの場合では、

まず EIS を作成するか否かの閾値決定 threshold determination に対す訴訟と、EIS

の適切性に関する判断における訴訟の二つがある。ワシントンの裁判所は閾値決定

に関しては比較的厳格な判断を下すが、EIS の内容に関する適切性については、そ

こまで踏み込んで判断しない。閾値決定についての訴訟についても近年減尐傾向に

あり、これは問題のある傾向だと考えている。そもそもここで言っているのは異議

申し立てで、裁判所の前に、各行政機関はそれぞれ不服申し立ての手続きと機関を

設けていて、成長管理や開発規制に関する異議申し立ては成長管理公聴委員会に対

して提訴されることになる。その上で州の上級裁判所に上告されることになる。 

多：訴訟が減ってきているのは不服申し立ての手続きの充実が理由か？ 

T：異議申し立ての減尐する理由は 3 つあると考えている。一つ目は、行政機関が良い EIS

を作るようになってきていること。2 つ目は、他の制度を利用できるようになってき

たこと。例えば湿地の問題で異議申し立てを行う場合、SEPA の制定当時は SEPA

でもってアピールするしかなかったが、現在は各行政機関が厳しい基準を設けるよ

うになってきており、それらの制度が利用できるので SEPA によるアピールは減尐

している。3 番目は、悪い理由だが、裁判所が EIS の適切性の判断で、行政寄りの

判断をするようになってきたことがあげられる。裁判所が、この EIS は十分だ、こ

れ以上コストを費やす必要がない、と判断することがわかっていたら、誰も訴訟を

起こすことはできない。 
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柴：futurewise は州内にいくつか分署を持っているようだが、いくつほどあって、どのよ

うに連携しているのか？ 

S：スノホミッシュやスポーケーンなどにあって、FCC 問題についてお PSRC の委員会の

代表と密に連絡を取って連携していた。オフィスは全部で本拠と二つの分署、それ

に自宅をオフィスにしているところもある。全体でスタッフは 13 人だよ。 

柴：スタッフはみな環境や計画の専門家か？ 

T：専門はみな異なっているが、それぞれ専門家であることは確かだ。私は都市計画家とし

て働いていたし、サラはかつて計画の専門家、今では政策アドボカシーの専門だよ。 

柴：予算はどのくらいか？日本でもコミュニティーグループや NPO が環境活動を展開して

いるが、予算の確保が大きな問題になり、十分な活動ができていない。 

T：年間予算は約 $ 800,000 で、資金源は複数あって、民間企業にメジャードナーが

 あって、他は個人の寄付に頼っている。他にもイベント収入などはあるが、日本

同様に予算の確保が大きなもんだであることには間違いない。とりわけ futurewise

は恵まれているが、他の団体では本当に深刻な問題になっている。 

終了. 
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VISION 2040 策定における統合型 SEA の合意形成機能に関する参加主体インタ

ビュー調査；キットサップ地権者協会（共和党系政治団体を母体にするロビー団

体）. 

 

日時：2008 年 12 月 12 日 午前 9 時 00 分開始 午前 11 時 00 分終了 

場所： キットサップブレメルトン、ノーマンデックス政府総合庁舎 

インタビュー調査者：柴田裕希、多島良、瀧屋直樹 

調査対象者：キットサップ地権者協会 

会長  Karl Duff 氏（元共和党キットサップ支部長） 

副会長 Jack Hamilton 氏（元共和党キットサップ支部長） 

幹事  Vivian Henderson 氏 

役員  Michael Gustavson 氏（現キットサップ郡計画委員会委員） 

 

（以下発言者表記は、柴田は柴、多島は多、Karl DuffはK、Jack Hamilton は J、Vivian Henderson

は V、Michael Gustavson は M とする.） 

 

インタビュー調査票における回答 

KAPO の活動背景 

  ワシントン州において、土地利用に関する事項は州法である成長管理法によって管理

されている、この市民の反対を押し切って制定された法律は、郡や市の自治体における将

来の人口成長、公共サービスと公共施設、交通、経済成長、自然環境の利用、そして自然

環境保全の側面に対して、具体的な方向性を提供している。また成長管理法 GMA はその他

の地方公共団体に対して、成長管理目標とその目的に関連する規制の根拠となっている。 

  米国連邦憲章およびワシントン州憲章は、個人資産の権利に関する政府の権利を規制

する具体的な規定を有しており、法にのっとった適正手続きのない限り、この権利を侵害

する政府の権力行使を制限している。政府が行使する権限と職権は一義的には市民のもの

であること、さらにそれらの権力は明確に市民から政府に対して委譲されたものであるこ

とから、政府が制限された枠を超えて権力を行使しないように、また政府がすべての個人

の権利に対し適切な保護を与えるように、市民は政府を常に監視し続けなければならない。

アメリカ市民から奪うことのできない明確な権利の中で、不断の自由と権限にとって最も

重要なもののうちの一つは、個人資産を所有し管理する権利である。 

  この「市民による監視（citizen watchdog）」という役割において、KAPO は土地利用

と個人資産に関する地方政府（キットサップ郡およびキットサップ郡内の市）の行為を 8

年間にわたって監視を行ってきた。 

 



 

 

 

 

 

質問：VISION2040 策定プロセスにおいて、どの手続き、あるいはどの段階で参加したか？ 

回答：KAPO はあるレベルで、VISION 2040 の改定における参加プロセスの開始段階から

参加してきた。これは、KAPO が VISION 案などを作成する PSRC の土地利用委

員会のメンバーとして参加することができなかったため、KAPO が案を審査し文書

を支持する機会が、それらが一般に公開された時に限られたからである。そこで、

KAPO は可能なすべての市民による審査のステップにおいて、書面あるいは口頭で

供述を行ってきた。これだけでなく KAPO は、VISION2040 がキットサップの自

治体に与える影響に対しても関心を払ってきた。KAPO は PSRC による

VISION2040 の策定後も、キットサップにおける VISION2040 の政策を実施する

ためのキットサップの自治体の行う意思決定に影響を与えるために、広域レベル及

び地域レベルで参加を継続し、活動を続けている。 

 

質問：KAPO が VISION プロセスに参加することになった動機は？ 

回答：KAPO が VISION2040 の審査を行ってきたのは、それが提案された土地利用案の決

定において適した手段であり、また KAPO が組織として「監視（watchdog）」機能

を適切に成し遂げることを可能にするからである。 

     KAPO のメンバーは、VISON2040 の文書全体に加え、関連する研究レポート

及び状況分析書を詳細かつ徹底的に精査、分析した。また、Destination 2030 の分

析もじゅうようであった。これは、VISION2040 の主要な基盤のうちの一つが交通

政策（もう一つは環境保全である）となっているからである。これらの審査を行っ

てきたのは、a.内容と改定の意図を理解するため b.既存の規制あるいは政策が効

果的でなく、変更する必要性があることを理解するため c.具体的にどのような課

題を改定案が扱い、またどのように解決を図るのかを理解するため d.改定で提案

された規制や政策が、VISION2040 の基盤である成長管理法の方針にどのように適

合しているかを明らかにするため e.提案された VISION2040 が、キットサップの

市民にどのような影響を与えるのかを明らかにするため f.VISION2040 が適切で

あるか、また実施されうるものなのかを判断するため g.VISION2040 が法で規定

された個人資産の保護に適合しているかを判断するためである。 

      時間的要請と、KAPO としてプロセスの進捗に対忚した意見書を提出するた

めに、我々の詳細な意見は二つの部に分割されて提出された。そしてこれらの意見

は VISION2040 案の内容と書式に対忚した形で作成された。改定された案文書は、

書式とその内容が大きく変更されたため、当初設定されていた初版の改定案との直

接的な関係は失われてしまった。個別の段落番号の整合は失われてしまったが、そ

れでもなお、改定された案に対しては忚用可能なものである。（これは推測であるが、

PSRC のスタッフが、計画文書の内容に対して直接的かつ継続的に意見することを

困難にするために、機械的に文書の構造を変更している。） 
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質問：意見書作成に関して 

   （１）意見書作成において学術的な専門家あるいはコンサルタント、専門機関など

外部の専門家を利用することはあったか？ 

回答：KAPO はその存在という意味を超えて、有能な専門家あるいは分析者として、特に

土地利用と民間所有不動産に関する立法行為の分野における技術的および行政

上の専門的な技能を持ったメンバーの協力を得て意見書を作成していった。こ

れらのメンバーは、多様な教育的専門職的な貢献をもたらした。そして彼らは、

法的な解釈や成長管理不服審査委員会の裁定、州裁判所の裁定を多くの時間を

かけて調査し、効率的な審査と分析を可能にした。 

       そもそもこの組織には、ワシントン州内における環境科学、自然科学、法

学、土地利用の分野で多くの経験を積んだ会員が属している。そして彼らは、

意見書をファクトベースで適切に完成させるために、必要な時間を提供してく

れた。たとえば、VISION2040 審査の早い段階で、DRAFT の内容に対する

PSRC の主催した会議において、KAPO が PSRC の土地利用委員会の委員に、

この文書の全体を何度読んだか尋ねたところ、全部を読んだ委員は一人もいな

かったことがわかった。KAPO の委員はこの文書を何回も読み、事前質問書を

作成したというのに。結果的に、質問をしても、それに答えられる知識を持っ

た委員はいなかった。これは VISION2040 を採択するときでも同じで、全体

を読まずに多くの委員が賛成に投票している。 

        我々の意見書からも明らかなように、KAPO は提案された規制の段落単

位で審査し意見を形成した。さらに、我々は意見の根拠となる情報源や法規制

の参照をすべて分かる形で添付している。これらの資料を特定し理解するのに、

KAPO のメンバーはとても膨大な時間を割いてきた。この徹底した努力を継続

するために、KAPO は土地利用規制と民間所有地の権利に関する専門に携わる

市民から、中心グループを作って活動してきた。結果的に、我々の提案が受け

入れられなかった場合においても、往々にして専門集団として認識される。こ

こで注意されたいのは、VISON2040 は成長管理法を引用しているが、これは

あくまでも一般的に参照しているだけであって、明確な参照は根拠づけられて

いない。VISION は、具体的にどの政策に何が基づいているかを示していない。 

         VISON2040 におけるもっとも大きな関心を寄せる土地利用規制に関

する問題の一つは、「派生的立法（derivative legislation）」である。先にも説

明したように、アメリカのいかなる政府も、立法に当たっては市民を代表する

ものによらない限り立法行為は認められない。政府の性質として、政府による

管理領域を拡大し続けようとするものである。その拡大を認めるための一つの

方法が、代表制を持つ議員によって法律の枠を徐々に連続して拡大していくこ



 

 

 

 

 

とである。 

         立法府というものは、迷惑施設を住宅地からどの程度離さなければな

らないといった法律を、その委任された権利によって制定するのである。そし

て市民がそれを受け入れるのである。政府は、住居地域の近隣区域においてど

のような活動が認められるべきか指定する権利を有しているが故に、政府は、

どの不動産が住宅として利用されて、どの不動産が何に利用されるべきかを規

制することができる。次のステップは、非住居地域にあたっては何に利用され

るかを決定し、住居地域にあたっては、その住宅密度を決定していく。一義的

に配慮行われ、規制が課せられるのは、公園や絶対高さ規制、容積率指定、産

業活動種、商店種の許可で、もちろん開発のすべての面において政府の審査と

許可が必要である。公共の福祉や公衆衛生など、民間では务化する分野におい

ては、政府の権限が陵駕するべき部分である。土地利用の場合、これは法に基

づく適正手続き（due process under the low）ではなく、立法によってその民

間不動産の活動が制限、あるいは否定されるべきなのである。 

 

質問：（２）どのように郡内の他の主体とコミュニケーションをとっているか？ 

回答：KAPO は不動産権の監視というユニークな役割を担っているため、不動産における

関心について効率的に調整を行っている。KAPO では、他の主体に対し、KAPO

とは別に各自 VISION2040 に対して意見をするよう奨励してきた。 

        KAPO はまた PSRC に対して、VISION2040 の説明のための啓発会と正

式な公聴会をキットサップにおいて実施するように求めてきた。KAPO の強い

主張がなければ、PSRC による VISION2040 のプロセスや文書をキットサップ

の関心に対して忚えていなかっただろう。 

 

質問：PSRC と意見書以外で意見交換をする機会はあったか？ 

回答：KAPO のメンバーが可能な限り土地利用委員会や交通委員会の会議に一般参加者と

して参加したが、これらの会議は平日の昼間に行われるうえ、シアトルの往復

に非常に長い時間の移動が必要なため、その出席は限られる。KAPO のメンバ

ーは PSRC によって開催される VISION2040 の説明会や公聴会に可能な限り

参加してきた。これに加えて、キットサップからの PSRC の委員会への代表者

の会議に参加した。この会議では PSRC の職員も参加しており、VISION2040

や Destination2030 などについて議論を行ってきた。 

        KAPO は VISON2040 や Destination2030 において公表された政策方針

の詳細な審査と理解に基づいて、PSRC におけるキットサップ郡の参加の必要

性や議決権などの分配に対しても適宜疑問を投げかけてきた。この議論という

ものは、キットサップの市民にはとても大きな影響があるのにもかかわらず、
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PSRC において認められる議決権はとても小さく、これ以上 PSRC に参加する

必要がどこにあるのかという問題である。そしてこの議論はまだ続いている。 

 

質問：PSRC は KAPO の意見をどのように VISION2040 に反映してきたか？ 

回答：多くの部分において、詳細なコメントは PSRC のスタッフによって無視あるいは疑

義ありとされた。不動産権に関する適切な配慮がなされず、本来は議員として

の義務であるにもかかわらず、実際の参加者として、これらの問題を取り上げ

る機会が与えられなかった。ここで注目すべきは、同じく投票権の無い環境団

体は委員会において代表として出席し議論をすることが認められていたという

ことである。 

        先に説明したように、最終版の VISION2040 は VISION 案から構造が大

きく変わったため、2 回目の審査活動のほとんどの労力が、最初の意見書の内

容と最終版のVISONの内容を結びつける作業に費やされた。にもかかわらず、

重要な意見のほとんどにおいて、具体的な忚答はなされなかった。 

 

質問：意見書に対して作成された各レポート文書に満足しているか？ 

回答：満足していない。PSRC の職員が意見書の内容をまとめたとされる一連の文書は、実

は意見書に対する PSRC 職員の「解釈（interpretation）」をまとめたものにす

ぎない。その職員による入力は、結局、職員によって採用された方針に強く束

縛されたものである。委員会の議論においては、意見書の全体に対して議論さ

れることはなく、委員に配布され、議論の対象となったものは、PSRC の職員

によって提供されたものであった。KAPO から提出された意見書は、その内容

が完全に提示されない限り、適切に議論することはできな。 

 

インタビュー 

柴：まず。KAPO の組織体制から聞いていきたい。 

K：今日、ここに出席している Executive Director のビビアンのビビアン、そして副代表の

ジャック、そして代表の私の他に、役員会（bored directors）のメンバーが 10

人いる。最近では取扱案件や領域が拡大していることもあり、組織を民間不動

産権、土地利用、環境保全、交通など 6 つの専門委員会に分割している。全体

の一般会員の人数は数百人規模になっている。日常的な活動としては、月一で

役員会、夕食会を開催している。この夕食会には、毎回 70 人程度が参加してお

り、講演会を開いている、講演者の多くは、郡の計画委員会の委員や州議会議

員、州裁判所の判事や州機関の代表などと交流することで、地域のネットワー

クを維持している。 

：：：地元紙キットサップサンについて、 



 

 

 

 

 

M：キットサップサンは経営危機に陥っている。これは紙媒体の一般に言えることだが、電

子媒体に情報源が移行するに伴って、販売部数が落ち込んでいる。地域情報に

力を入れているが厳しいようだ。ちなみに、左よりの論調でこの地域ではリベ

ラル紙の代表。KAPO とは考え方が異なるから KAPO のメンバーは読まない

けれど、今日は偶然キットサップサンを読んで持ってきた。 

：：：KAPO の活動の話に戻って、 

K：さらに週一でニュースレターを発行している。このニュースレターでは、進行中の計画

策定や、PSRC の活動なども継続的に情報を発信し続けている。 

柴：ジャン・エンジェル議員とつながりが強いようだが、郡議会の議員との連携に関して

説明してもらえないか。 

K：ジャンは保守派の議員で、郡議会の議員を 2 期、合計 8 年にわたって務めている。当選

当時私は、共和党の支部長をしていた。つい 2 週間前の選挙で、他の候補に変

わってしまって、現在は保守派の議員がいなくなってしまった。KAPO は、こ

の郡議会の他にも公選職以外の委員会や会議などにメンバーを持っていて、市

民監視（citizen watchdog）としてほぼすべての公的な意思決定を監視してい

る。 

柴：それでは質問票に入って、スコーピング段階の参加から話をきいていきたい。 

K：基本的に我々は、2004 年の早い時期から参加してきた。まず当時の主な主張としては、

PSRC におけるキットサップの投票権を高めることを目指した。なぜなら、当

時は PSRC の議決権の 96％が東岸に集中していたから。それ加えて、民間の農

村地域に厳しくかけられた開発規制の解除を求めていった。 

V：初めは、キットサップ調整委員会 KRCC への説明会だったと思う。そこで、PSRC の

動きを知り、KAPO に持ち帰って警鐘を鳴らした。それ以後、湾を渡ってシア

トルの PSRC の会議に参加し続けてきた。 

J：最初は、この VISION2020 の改定として始まった。そして地域の将来像を考えると言

って始まったプロセスに、キットサップへの具体的な影響は考えることが難し

かった。しかし、大事だったのは、その裏に隠された意図を明らかにすること

だった。その例として、PSRC 委員会には多くの環境保護団体が招待されてい

たが、一方で、民間地権者団体が全く入っていなかった。ワシントン州では、

通常土地利用に関する計画策定を行う場合、必ず民間の地権者協会が入るが、

VISON2040 のプロセスでは一つも入っていなかった。 

J：実は東岸のシアトルにも大きな地権者協会の一つ財産権市民協会（CAPR：Citizen 

Alliance for Property Rights）がある。ビビアンが政治的な圧力を利用して、

キットサップまで PSRC に説明に来させたが、極めて限定的であった。結果的

に VISION に対しては 80 ページにも及ぶ意見書を綿密に作成したが、GMA 制

定時には 60 ページだったが、委員会のメンバーには読まれないままだった。公
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聴会の開催方式も問題だ、一人の供述持ち時間は 3 分、この 3 分の中に、自分

が誰であるか、そしてどの問題について供述するのかについて説明しなければ

ならない。2040 年という遠い将来に向けての話を 3 分でできるわけがない。意

見書の分析の仕方も問題があった。意見書を送ると、それをスタッフが受け取

る。そしたら、次にスタッフがそれを分類し整理してまとめる。まとめたもの

が委員会で委員に配布される。つまり、意見書が議論されるのではなく、その

意見書に対するスタッフの解釈が議論されているのだ。そして、案が公表され

た直後の委員会のミーティングに参加し、実際に委員に「Draft EIS の全体を

読んだ人はどれだけいるか？」と尋ねた。そしたら一人もいないのだ。文書全

体に渡って、詳細に記載されている内容を理解し把握している委員がいないの

だ。実に皮肉なことに、それを KAPO がやっているというにもかかわらず。だ

から Draft VISION 2040 が公表された時も同じことをしたが、結果は同じだっ

た。全員ではないが、VISION に賛成票を投じたほとんどは、その全体を読ん

で、何が書かれているのか正確に把握していなかったのだ。それは、委員は、

あくまでもスタッフが用意したものを基に議論しているにすぎないからこうい

った現象が起こるのだ。 

K：もう一つの問題は、この件に関してウォッチドッグとし活動した市民団体は我々以外に

ほとんどいなかった。市民は眠っていたんだ。 

V：委員会の会議も毎回、木曜日の午前 10 時から。仕事がある人間の誰が一体参加できる

というのか？市民参加は極めて操作的だった。操作された市民参加だった。そ

して、参加による供述も、プランナーの意図によって解釈され、プランナーの

描いた将来像に反するものは尽く消されていった。 

J：まずこのプロセスは、初めで失敗していた。まず問題解決のロジックから考えて、問題

がそこに存在していなければ解決はできない。その問題の定義を誤ったのだ。

この改定は既存政策の改定であったのだから、現行政策においてどこが問題で

あったのか、その原因は、何が成功であったのか、何が原因か、を考える必要

がある。この事例の場合、そのような情報が、提供されなかったし、生産され

ることもなかった。そして、2 番目の問題は、知っているように、この

VISION2040 は広範な環境問題の上に成り立っている。しかし、この環境に関

する問題はその性質として、すべて、事実に基づく科学の上に議論されなけれ

ばならない。そして感情論で議論されてはならない。私は、木が好きだし、実

際に木が多くあるこの地域の環境は好きだ、しかし、これを計画のための環境

の課題として捉えるのであれば、どこにどのような木が存在するべきかを科学

的に分析しなければならない。はじめのステップとしては、何が環境上の問題

として特定できるかを科学的な証拠としてテーブルに並べて、その議論から始

めなければならない。しかし、VISION ではそれがなかった。そこで問題だっ



 

 

 

 

 

たのは、GMA には、MPO が長期の問題を成長政策として策定することを求め

ていない。法的に要求されているのは交通政策である Destination であれる。

しかし、この GMA には、そのような規定がないことは前提として。その上で

例をあげることができる。意見書の中では 8 つの問題を指摘したが、その中の

一つは水源の問題である。PSRC の東岸の地域は、水源林を多く抱えるカスケ

ード山脈の山々があるうえ、 それらの山々は積雪があり、雪解けによる水利

用など、保水機能が存在する。しかし、このキットサップ地域には、オリンピ

ック山脈からの水供給はなく、雤水に頼るのが現状。結果的に伏流水や帯水層

などの水に頼らなくてはならない。しかし、VISION の環境分析においては、

山岳地帯の積雪と河川、そして河口域の都市的水利用を前提にフレームワーク

が構築され、その中で議論が進んでいる。これでは、まったく環境の異なるキ

ットサップに対して科学的根拠を基にした議論が行われたとは到底言えない。

このように、VISION では、科学的論拠に乏しい議論が散見される。これを意

見書で訴えてきた。もちろん、KAPO としてのみではなく、個人の意見書も作

成してきたが、それらはスタッフの恣意的な理解と分類によって、正しく委員

会の議論の材料とはならなかった。だから、基本的に VISION の枠組みは、水

資源にしても、都市中心の考え方にしても、交通も、基本的な枠組みが、この

未開発地域を多くかかえるキットサップには適合しない。 我々、大都市圏で

あるシアトルとは、完全に異なる。機能するわけがないのだ。 

K：新たな規制がかけられる前に、答えられなければならない問題がある。それが、現在の

規制において、何がもんだであったか。現在の保護区域（critical area）の指定

が、キットサップ郡において、どのような問題があるのか。PSRC はそれに全

く答えていない。 

J：ルールを新たに導入するときには、論理が必要だ。なぜそのルールが必要なのか、そし

てそのルールが導入されることによって、何が変わって、何が変わらないのか。

この VISION においてはそのような論理が欠如していた。それが問題だという

こと。たとえば、先月、このワシントンにおいても環境フットプリントの導入

が始まった。これは気候変動への対忚であって、現在では、その必要性が科学

的に確からしいとされ、その効果が科学的に期待されるという根拠とともに、

実に疑わしいと思うが、導入される。もし 5 年や 20 年たって、世界的に気候

が寒冷化しているということになれば、そのルールは見直される。それがルー

ルだ。 

柴：それでは、意見形成にあたって、他主体との調整について聞きたい。 

J：この地域においては、我々が調整の場になっている。最低でも財産権の事柄に関しては、

我々が声を揚げ、周りに注意を促し、もちろんそれは環境や開発産業も含めて、

そして声を掘り起こして多様な側面を特定していく。我々は地域でそのような
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役割を果たしている。そして、その中で、意見書を作成していく。 

K：専門性の獲得方法においては、先ほども説明したように、我々には現在ボードメンバー

に 3 人の Ph.D.を抱えている。さらにマスターも MBA の取得者もおり、基本

的に専門をバックグラウンドに持ったメンバーの集まりだ。 

K：キットサップが PSRC に属していることは、実は多くの問題を含んでいる。このキッ

トサップが PSRC に帰属する唯一の理由は、連邦予算を PSRC が配布している

ということ。もはやキットサップの議員は、この連邦予算のどれになってしま

っている。しかし、我々の試算によれば、PSRC を離脱することによる損失は

皆無である。それゆえ、我々は PSRC に帰属するメリットはキットサップにと

ってないのである。それと、二つ目の問題は地域協定についてである。これは

正式にこの地域で交わされた自治体間の合意文書である。分量は 14 ページ。そ

の中で交通政策に関して記述されているのはわずか 2 ページ。そして成長管理

に関しては 4 行である。そう考えれば、VISION2040 がどれだけ逸脱して肥大

化しているかがよくわかる。そして、3 つ目の問題は住宅価格である。この地

域の住宅価格は連邦の都市圏平均に比べて高い価格が続いている。これは、開

発地域を極端に小さくとどめておりからであり、アフォーダブル住宅の供給は

全く追い付いていない。しかし、PSRC はその問題から目をそむけ続けている。
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K：主体間の連携で甚だしい問題だったのは、我々が KRCC と共同で供述を行ったとき、

あれはシアトルでのワークショップだったが、キットサップでの説明会をもっ

と開催し、キットサップからの疑問に PSRC は答えるべきだと、と主張した。

そしたら、ある議員が、これ以上 KAPO に意見させることはやめないか、と暴

言を吐いた。この発言は削除されることになったが。 

V：実際に我々は PSRC の会長に直接意見を提出し見解を求めたが、そういう時間はない、

十分参加のプロセスをとっているから、そこで意見してほしい、と言ってきた。

その後ももちろん回答はない。いまだに直接回答はなかった。 

柴：では Final EIS で示された個別回答はどのように受け止めているか？ 

J：あれは回答になっていない。基本的に多くの意見書は、その感情や感覚でもって作成さ

れ、意見者の選好でもって形成されている。そのような意見に対し、事実に基

づいて回答することはできない。それは、まとめ考えればよい。しかし、KAPO

の意見は、細かな分析と事実に基づいた意見であって、そういった意見に対し

ては、科学的な事実に基づいた回答が必要だ。そういう意味で PSRC は寄せら

れる意見に対して興味がなかったと言わざるを得ない。 

多：それほどであれば、PSRC に対して、逸脱性を主張することはなかったのか。 

K：基本的に我々は公選職でないから、PSRC に対して直接力を持たない。だから、PSRC

の委員になっている議員を通じてレバレッジを持つことしかできない。PSRC



 

 

 

 

 

には、100 人のスタッフ、もちろん彼らは公選職ではない一般公務員としての

スタッフがおり、政策の文書を作成している。だから、我々がここキットサッ

プで声を上げても、彼らスタッフにかき消されてしまう。 

柴：SEPA ではその決定や SEPA プロセスに対して不服がある場合にはアピールが認めら

れているが、アピールは行わなかったのか？ 

J：実は SEPA の州機関や自治体の政府において設けられているもので、PSRC の場合には

そのあたりがあやふやになっていて、アピールプロセスが確認できない。彼ら

は、確かアピールプロセスを持っていなかったと思う。自治体の場合には、計

画委員会などに対して SEPA アピールが可能である。1999 年にキットサップ

郡が総合計画とその EIS に対しアピールを行ったことがあったが、PSRC に対

してアピールを実施したことはなかった。私は、PSRC のこのプロセスにおい

てアピールが可能だったとは考えもしなかった。 

M：PSRC へのアピールの一つは、成長管理異議申し立て委員会 GMHB において成長管理

案件の異議申し立てが認められている。しかし、ここで問題だったのは、VISON

が政策の方針であり具体的な規制ではないので、これに対して不当性を主張す

ることが極めて困難と考えたからである。実際にこの政策が実施され、自治体

レベルの規制にまで落としこまれてくれば、GMHB で異議申し立てを行うこと

は効果だろうが、政策をまとめた文書に対して異議申し立てを行っても効果は

ないだろう。この GMHB のように、規制に対して回答を求めて提訴する機会

が用意されていることは本当に重要なことだ。 

K：最も原点に立ち返るならば、この質問票の導入部にあるような、情報公開と効果的な公

衆参加、この二つはここには無かった。PSRC の参加は、イチロースズキをト

レードするか飯を食べるか選べ、という脅しだった。我々は、そういった脅し

に対していかなる有効な手段も持ち合わせていなかった。 

J：基本的な前提として、政府が環境を保全する最も効率的な主体であるとしている。これ

がそもそもの誤り。本当は、その土地を持ち管理する人間が最も可能であるに

もかかわらず。 

M：PSRC は交通政策予算で、自治体を釣っている。人々はお金が好きだからね。自治体は

決してその政策に賛同したわけではないが、結局は予算が欲しいだけだ。キッ

トサップにおいては、河川がなく伏流水や地下水に依存するが、そのような政

策や配慮は PSRC によってはなされない。この井戸の整備に関しても実に非科

学的な根拠の基に様々な工事が実施されている。地表水を対象とした政策ばか

りで、それを基盤に保護区域が考えられている。キットサップでは、東岸とは

河川への影響が全く異なるのに。これは環境の政策が科学的事実からでなく、

規制から考えられている問題がある。たとえば、オレゴンのポートランドは成

長管理規制の導入後、その高密度利用が原因で、米国で最も住宅価格が高い都


