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第３章 ワシントン州における手続統合型 SEA の制度
3.1

本章の目的

本章では、ワシントン州における統合型SEAを、従来のSEA制度の制定から計画策定手続
きとの統合までと、統合の結果の２つに分けて分析する。具体的には、統合前後のアセス
手続きの参加を、統合の必要性がどのような経緯で認識され、結果どのような規定で統合
型SEAの構築が図られたのかを明らかにする。また、統合型SEAの利点と考えられる効率性
に着眼し、同州で構築された統合型SEAを参加のシステムの３つの原理の枠組みにのっとり、
統合前に比べてどのように変化したかを明らかにする。以上が本章の目的である。この目
的に応じて、本章を以下のように構成する。
SEAの概念は我が国でも次第に定着しつつあるが、一方で共通の概念を有していても、実
際の制度や手続きには、行政の抱える様々な背景の違いにより多様性が生まれる。とりわ
け、本研究では米国の事例を扱うため、米国における制度の呼称や法手続きの名称が我が

3.2
米国におけるSEA
3.2.1 NEPAにおけるSEA
3.2.2 アセス制度における連邦政府と州政府の階層
3.2.3 州政府のアセス制度

3.3
ワシントン州のSEA
3.3.1 ワシントン州概要
3.3.2 SEPAの変遷

3.4
成長管理政策とSEPAの統合
3.4.1 成長管理法導入に伴う計画体系
の変化
3.4.2 計画手続きとアセス手続きの統合
3.4.3 統合制度のパイロットテスト

3.5
統合における参加制度変化
3.5.1 情報公開の変化
3.5.2 参加機会の変化
3.5.3 異議申立の変化
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国とは異なる。そこで、３．２節では米国内におけるSEAの概念を整理するために、まず連
邦の政府機関が対象とする制度であるNEPAを整理し、続いてNEPAと各州ごことの制度と
の関係を整理する。その上で、３．３節から３．４節にかけてワシントン州のSEA制度を、
その制定から計画手続きとの統合に到るまで、成長管理法との統合と、計画手続き全般と
の統合によって構築された統合型SEAに分けて把握する。
３．５節では、前節までに明らかにした統合前のSEA 制度（旧NPR：Non-Project Review）
と制度移行後の統合型SEA制度（新NPR）の２つを、研究の視点で整理した「情報公開」「参
加の機会」「異議申立」の３点において比較する。この比較から、統合の結果構築された
新たなSEA 制度の参加における特徴を明らかにする。最後の３．６節では、以上から得ら
れた結論をまとめる。

3.2

米国における SEA

3.2.1

NEPA における SEA

米国のアセス制度は連邦と州で別々に規定されており、それぞれに異なった制度となっ
ている。連邦政府のアセス制度の根拠法となる1969 年に制定された国家環境政策法
（NEPA：National Environmental Policy Act.）は、アセスの対象を連邦政府の立法とその他
主要な行為（major Federal actions）としている。このように、連邦法の対象は連邦政府に限
られるため州以下の公共団体は対象とならず、州以下の公共団体のアセス制度は各州の制
度によって規定される。本節では、まず連邦政府を対象としたアセス制度を整理する。
NEPA がアセスの対象とする連邦政府の行為は、「環境の質に重大な影響を与える立法
行為の提案およびその他の主要な行為」xxxviiとし、この中には政策や計画、許認可や融資の
決定などの意思決定が含まれる。これらの意思決定に対し求められる連邦政府のアセス手
続きの詳細の多くはCEQ (Council on Environmental Quality: 環境諮問委員会) の定めるCEQ
規則（CEQ Regulation）で規定されるが、CEQ 規則以外にもNEPA を中心に複数の連邦法、
及び規約により規定される。以下に、各法及び規則におけるアセス手続きに関する規定を
整理する。
 NEPA(国家環境政策法). (1969) (NEPA, 1969)


国家の政策が人と人を取り巻く環境の間で生産的で快適な調和のとれたもので
ることを宣言する.



環境影響評価における最小限の規則を発布し監督するために、大統領府にCEQ
（環境諮問委員会） を設置する.



全ての連邦機関に対し、立法や連邦政府の主要な行為の提案に関して、環境に
対する影響を詳細に報告することを義務付ける. また、報告には以下の項目が記載
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される必要がある.


提案行為の環境影響



代替案による分析結果



不可避な環境影響



天然資源に対する不可逆な影響

 CAA（大気浄化法）. (1970) 309 項


（EPA, 2007）

EPA は、提案された行為や立法などの環境影響評価書の記述に対し第三者の立
場から意見する明確な責任を持つ. またEPA（環境庁：Environmental Protection
Agency）が意見する場合は公開されなければならない.



EPA 長官は、連邦政府の行為に関して公衆衛生や環境の質の観点から問題の懸
念が生じた場合に、CEQ へ環境付託する責任がある

 CEQ及びEPA 間の規約

（CEQ, 1978）



EPAは、環境影響評価書の公告を官報へ掲載する責任がある



EPAは各アセス手続きにおける手続きの進捗状況を捕捉する責任がある



EPAの連邦事業部に影響評価書を受理し保管する責任がある

 APA行政手続法


（APA, 1946）

連邦政府の全ての行政機関は、規則や意見、記録、手続き等を公開しなければ
ならない. 行政機関は情報開示請求から10 日以内に公開するか、あるいは非公開
の部分があるのかを決定し公開請求者に報告し、20 日以内に公開請求に対して処
理を完了しなければならない.



全ての国民は、連邦の行政機関による違法な行為・法的侵害などで被害を受け
えた場合に連邦機関を裁判で訴える権利を有する

これらの法的根拠から、NEPA によるアセス手続きが実施される。またこれらが規定す
るように、NEPAによるアセス手続きの実施はCEQとEPAによって管轄されており、実際の
アセス手続きは意思決定を行う連邦行政機関が担当する。このアセス手続きを担当する行
政機関を主務機関（Lead Agency）と呼ぶ。このようにNEPAによるアセス手続きは、CEQ、
EPA、EPA地域事務所、事業省庁、各地の事業省庁によって実施され、各主体は図 ３.2の
ように関係付けられる。
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NEPA によって大統領府に設置されているCEQは、NEPA に基づくアセスの実施に当たっ
て、各連邦行政機関に対し統一的規則であるCEQ規則を定めている。この規則は実質的に
最小限の規則であり、さらに詳細の実施規定は各連邦機関が制定するよう求められている。
そして各連邦機関の定めた規定とNEPA の制度にのっとってアセスが実施される。なお、
NEPA に基づくアセスの多くは各連邦機関の各地域に存在する地域事務所の責任で実施さ
れる。このアセスを実施する機関のことを主務機関(Lead Agency) と呼ぶ。この各地域事務
所で実施されるアセスは、まず各地域に設置されたEPA の地域事務所で審査され、その後
連邦事務所のEPA(EPA HQ) で一元的に管理される。一元的に管理されたアセス文書は、
CEQ とEPA によって管理され、その実施件数も統計的に管理されている（図 ３.3）。
■

スクリーニング
NEPA を中心とした各規定に基づくアセス手続きは図 ３.4として表すことができる。以

下、図 ３.4に基づくアセス手続きをNEPA手続き呼ぶ。アセスの対象となる「行為」を行う
行政機関は主務機関と呼ばれ、当該アセス手続き全ての責任を負う。アセス手続きは、除
外リストに基づく類型別除外から始まる。この類型別除外は、各事業省庁が、EPAと協議し
CEQの承認の基に作成することがNEPAによって義務付けられている除外リストに基づい
て行われる。この除外リストに掲載される行為は、NEPA手続きを行う必要がない。この類
型別除外は、NEPA 手続きにおける1 段目のスクリーニングとなる。
NEPA手続きでは続いて簡易アセスが行われる。この簡易アセスにおいては、可能な限り
の公衆参加（feasible public participation）が求められる。この簡易アセスの結果、重大な環
境影響が考えられる場合は日本の評価書に当たるEIS（Environmental Impact Statement）の作
成が決定され、重大な環境影響が考えられないことが判明した場合はFONSI（Finding of No
Significance ）を発行する。
ここで、EISの作成が決定された場合には、EIS作成のためのスコーピングが行われるが、
これに先立ってスコーピングの告知を官報（Federal Register）に掲載しなければならない。
この時、スコーピングの告知は簡易アセスの結果とともに公表され、この2つの文書は我が
国の環境影響評価法における方法書に該当する。一方、FONSI が発行される場合は、この
発行を官報に掲載しなければならない。さらに、FONSI の判断に対しては、30日間の意見
期間が設定され、スクリーニングの判断に対して意見を提出することができる。この手続
きは、2 段目のスクリーニングとなり、NEPA アセスには類型別除外と簡易アセスの2段階
のスクリーニングが設けられている。
■ EIS の作成
スコーピングの告知を官報に掲載した後、EIS 作成に向けてスコーピングを行う。この段
階では、EIS で影響を詳細に予測・評価する項目を決定する。これには、地域の生態系
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行政機関による提案
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Final EIS
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官報へ掲載
(CEQ1506.10(a))
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及び回答
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図 ３.4

事業認可・行為の実施

NEPA による SEA（アセスメント）プロセス

や社会環境に関する情報などが必要になるとされ、説明会・意見聴衆会などの参加がもた
れる。この参加には、地元の関係する州・自治体が含まれることが規定されている。この
結果、スコーピングされた項目に関して、予測評価した結果がDraft EIS に記載される。こ
のDraft EIS（DEISとも表記する）は我が国の環境影響評価法における準備書に相当する。
Draft EISの公表は官報に掲載されなければならず、官報掲載後最短で45日間の意見機関が設
定されなければならない。
続いてFinal EIS が作成される。このFinal EISでは、Draft EISに対して寄せられた意見に可
能な限り回答することが要求されており、この意見を踏まえてDraft EISを基に作成される。
このFinal EISは環境影響評価法における評価書に対応する。Final EISは作成後公表される段
階で官報に掲載される。実際に官報へ掲載される内容はFinal EISの要約となる。この官報掲
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載から30日間は、他の行政機関、公衆、EPAからの意見を受け付ける意見期間が設けられる。
■ CEQ への環境付託
さらにこのFinal EISには環境付託（Environmental Referral：CEQ 規則1504.1）という手続
きがある。これは、環境に思わしくない影響が発生する可能性があるとき、連邦関係機関
の間でこの問題が解決できない場合はCEQに対して行う異議申立て手続きである。CEQは
係る問題が連邦機関の間で解決できない場合に以下の項目で環境影響を評価・判断する。
 国内環境基準または政策に抵触する可能性
 環境影響の深刻さ
 環境影響の及ぶ地理的範囲
 環境影響の考えられる継続時間
 先例としての重要性
 環境上の見地からの代替案分析
通常、CEQに対して環境付託を行う場合、環境付託を申し出る連邦機関は当該NEPA 手
続きの主務機関に対して可能な限り早い段階で環境付託を行う用意のあることを申し出な
ければならない、とされている。具体的には、Draft EISの意見期間の段階で環境付託の意向
通知を主務機関に対して提出し、同じものをCEQに提出することになっている。さらに、
Final EISの官報掲載から25日以内に環境付託をCEQ に対して行わなければならない。この
際に環境付託通知書と環境付託見解書が必要になる。




環境付託通知書
–

環境付託機関（環境付託をCEQ に対して行う機関）の長の署名

–

環境付託の実施理由

–

CEQ の環境付託に対する回答までの意思決定効力の停止要求

環境付託見解書
–

争点となっている事実関係及び合意の見られている事実関係

–

影響の考えられる環境に関する要求事項及び政策

–

環境的問題の内容

–

環境付託機関が主務機関に対し要求した措置

–

保全措置、研究、等主務機関に対して行為を改善するための環境付託期
間の推薦案

■

主務機関の意思決定
Final EISの最短30日間の意見期間終了後、Final EISに重大な問題がなければ主務機関の意

思決定がなされる。このとき、Draft EISの公表の官報掲載から最短で90日が経過しているこ
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とが要件となる。この意思決定は意思決定の記録（ROD：Record of Decision）として主務機
関から発行される。このRODは官報に掲載されるが、その内容は決定、決定の背景、決定
の合理性の説明、代替案分析の結果、保全措置からなる。
NEPAでは、上述の制度に基づいてNEPAの制定以来SEAが実施されてきた。このことか
ら、一般的にNEPAは世界におけるSEAの先駆けとして認識されている。このことを確認す
るため行ったヒアリング調査から、次のことが明らかとなった。NEPAにおけるSEA に関
して、EPAでの担当官とのヒアリング調査xxxviiiからは、NEPAにおいてSEA と事業段階のア
セス手続きを区別する概念がないことが明らかにされた。また米国では、事業アセスはEIA
として、SEA はProgrammatic EIAとして認識されることが確認された。実際のNEPAに基づ
くアセスメントでは、この２つは区別されておらず、発行されたEIS (Environmental Impact
Statement) においても、どちらに属するか区別しにくいものがあることが明らかとなった。
このことは、1969年のNEPA制定以来、事業アセスとSEAが同一の枠組みで行われてきたこ
とを意味する。一方で、事業アセスとSEAを区別しない方法にも問題が報告されていること
が明らかとなった。SEAではアセスの対象とする計画の熟度が低く、事業段階と同じ枠組み
では扱う情報や分析が曖昧になり過ぎる場合や、上位段階に不適な詳細情報のみが予測評
価されるなどが問題報告されている。このためCEQ の作業部会(CEQ, The NEPA Task Force)
ではSEAにあたる計画策定過程のアセスを事業段階と区別する方針で検討が進んでいる。こ
の方針を示した報告書（CEQ, 2003）では、政策計画段階での分析や、事業段階のアセスと
の連携を意味するティアリング (tiering) に関して、それぞれの扱うべき領域、分析の詳細
さの度合い、アセス文書の記述内容の程度を定義し明確に示すべきである、としている。
アセス制度における連邦政府と州政府の階層

3.2.2

現在、NEPA を含め連邦法及び連邦政府による行政規則などにおいて、各州政府に対す
るアセス制度の規定はない。このため、州政府以下の公共団体に対するアセス制度は各州
の制度に依存することになる。CEQの調査によると、NEPA に類似した計画策定に対する
環境配慮規定を州法で整備している州及び地区は全米で16州及び2地区となっている（図
３.5及び、表 ３.1）。
表 ３.1
州(地区)

州における SEA 制度一覧
名州法(州行政規則)

制定年

California

CAL. PUB. RES. CODE Chap. 21000 - 21177

1970

Connecticut

CONN. GEN. STAT. ANN. Chap. 22a-1 to -1i

1973

District of Columbia D.C.

STAT. Chap. 8-109.01 to -109.11

1981

Georgia

GA. CODE ANN. Chap. 12-16-1 to -8

1973
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Hawaii

HAW REV. STAT. Chap. 343-1 to -8

1974

Indiana

IND. CODE Chap. 13-12-4-1 to -10

1987

Maryland

MD. NAT. RES. Chap. 1-301 to -305

1973

Massachusetts

MASS. GEN. LAWS ANN. Ch. 30, Chap. 61 - 62H

1975

Minnesota

MINN. STAT. ANN. Chap. 116D.01 to -.11

1973

Montana

MONT. CODE ANN. Chap. 75-1-101 to -324

1971

Nevada/California

Tahoe NEV. REV. STAT. 277.220

1980

New Jersey

Exec. Order No. 215

1973

New York

N.Y. ENVTL. CONSERV. Chap. 8-0101 to -0117

1984

North Carolina

N.C. GEN STAT. Chap. 113A-1 to -13

1971

South Dakota

S.D. CODIFIED LAWS Chap. 34A-9-1

1974

Virginia

VA. CODE ANN. Chap. 10.1-1188 to -1192

1974

Washington

WASH. REV. CODE ANN. Chap. 43.21C.010 to .914

1971

Wisconsin

S. STAT. ANN. Chap. 11

1971

NEPA におけるSEA の対象は連邦政府による州をまたぐ大規模な計画や国有地、軍など
に関する計画に限られる。これに対し、ある特定の都市やその周辺を含む広域的な都市の
成長管理または土地利用などの計画は州レベルでつくられ、これらの環境配慮は州の政策
に基づいて行われる（表 ３.2）。このようにアセスの対象が連邦政府の行為である場合は
NEPA、州および州以下の公共機関の行為である場合はNEPA の対象から外れ、州以下の制
度が適応される。このような形でNEPA と州法によるアセスが関係付けられる。

表 ３.2

連邦政府と州政府以下における SEA
連邦

実施根拠

NEPA（連邦法）

州
SEPA（州法もしくは州法以下の行政
制度や自治体の制度）

実施主体

各連邦機関

州内の機関（州法により異なる）

主なSEAの対象

連邦政府による

州内の機関による

・州間高速道路計画

・成長管理計画

・国有地の森林計画

・土地利用計画

・軍事計画

・交通計画

・エネルギー計画

・民間事業者の計画に対

・民間事業者の計画に対

する許認可 等

する許認可 等
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図 ３.5

3.3

ワシントン州の SEA

3.3.1

ワシントン州概要

州における SEA 制度導入の様子

ワシントン州（Washington State WA）は、アメリカ合衆国西海岸北部に位置する。州都
はオリンピアであるが、人口規模や経済規模の面における中心都市はシアトルである。ワ
シントン州の面積は18.4万km2で全米18 位、西部で太平洋、南部でコロンビア川を州境にし
てオレゴン州、東部でアイダホ州、そして北部はカナダのブリティッシュコロンビア州と
隣接している（図3.5）。この沿岸地域及びピュージェット湾（Puget Sound）はアラスカ州、
カナダ、並びに環太平洋における貿易の主導的な役を担っている。
2008年アメリカ合衆国統計局によるとワシントン州の人口654.9万人xxxixであり、2005年よ
り26.1万人(+4.2% ) 増加し、2000年より65万人(+11.0% ) 増加している。1950年には州の人
口は237万人であったが、その後10年毎の人口増加率は20% 前後で推移し、2000 年には580
万人を突破している。なお、この人口増加の多くが、ピュージェット湾を臨むスノーミッ
シュ群、キング群、ピアス群、キットサップ群で構成されるピュージェット湾地域に集中
しており、この地域の開発圧力は依然として高い状態にある。
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図 ３.6

ワシントン州の地図
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図 ３.7

ワシントン州の人口動態
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3.3.2

SEPA の変遷

SEPAは、州政府に対する環境配慮の求めに応じ、NEPAをモデルに1971年に制定された
（DOE, 2003）。このような背景から、SEPA の条文に掲げられる目的はNEPA の条文と一
致している。SEPAの制定後、SEPAの規定に則ってアセスが行われるようになった。その後、
1974 年に州議会において環境政策諮問委員会（CEP：Committee of Environmental Policy）が
設置され、特に手続きの重複が行政効率上問題になっていると判断しアセス手続きの効率
化を、またアセス手続きにおける公衆参加の促進を目的にアセスの実施細則の制定につい
て協議された。
この結果、1976年にSEPAガイドラインが制定されSEPA手続きが詳細に規定された（ ワ
シントン州行政規則Washington Administrative Code: WAC 197-10）。この実施細則によりア
セス手続きの効率化、公衆参加の促進が図られた。この実施細則に則ってアセスが行われ
ることになったが、依然としてアセス手続きの効率に関し問題が報告された。この不効率
を解消することを目的に、1981年、州議会に再び環境政策委員会(CEP)が設置された。同委
員会は3 年間の議論を経て、1984年にSEPAガイドラインに変わるSEPA 規則(SEPAルール、
WAC 197-11)を提案し制定された。このSEPA規則によって手続きの効率化と異議申立のア
ピール制度が明確化された。
この後1990年には州成長管理法（GMA：Growth Management Act.）が制定され、州内の行
政機関が策定する総合計画や長期計画、土地利用計画、土地利用規制等は州成長管理法に
基づいて作成・決定されるようになった。このように、環境形成に関わる多くの計画策定
がGMAの基に策定されるようになったことから、1995 年にはGMAに基づく計画策定過程
とSEPA手続が統合された。これは効率的に環境配慮を計画策定手続きの中で実現すること
を目的としていた。そして、SEPAとGMAの統合の結果は、州の行政手続法に基づく手続き
の一環として、その効果に関する検証分析が行われた。この結果をうけ、GMA以外も含む
全ての計画策定手続きとの統合が検討されることとなった。そして、2003 年にはSEPA 規
則の改正によりあらゆる計画プロセスとSEPAのアセス手続きとの統合に関する規定の制定
準備が開始された（表 ３.3）。
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表 ３.3

ワシントン州における手続統合型 SEA の制度.

ワシントン州における SEPA の制定と変遷及び情報公開制度の確立

西暦

出来事
・州環境政策法（SEPA：State Environmental Policy Act.）制定

NEPA を基に

して包括的な環境法が制定される。この中でアセス制度が規定され、事
1971

業アセス・SEA の双方が実施される。
・会議情報公開法（Open Public Meeting Act.）成立

全ての行政の委員会や諮

問委員会などの会議情報の公開が規定される。
1972

行政記録公開法(Disclosure Record Act.)

行政文書の公開

環境政策諮問委員会（CEP）を州議会に設置
1974

1976

1981

指し、アセスの実施細則の制定を協議
SEPA ガイドラインの作成

1974 年の環境政策諮問委員会の協議をうけて詳

細な手続き/除外規定の導入/開始決定の設定 を含む.（ WAC 197-10）
環境政策委員会 CEP 設置

文書と手続きの簡易化/重複の回避が目的に実施

細則の改定を協議
SEPA ルール制定

1984

手続きの効率化/PI の促進を目

WAC 197-11

DNS の緩和基準/EIS の分量に最大値設定/

新たに EA のチェックリストを設定/手続きへのアピール手続きを明確化な
ど、新たな実施細則が加わる。この細則は行政規則として制定された。

1990
1995

州成長管理法 (GMA) 制定

州内の行政機関が策定する総合計画や長期計

画、土地利用計画、土地利用規制等は GMA に基づいて作成・決定される。
SEPA ルール改定

GMA に基づく計画の策定手続きと統合が規定される。

全ての計画プロセスとの統合に向けて検討がはじまる
2001

2001 年の統合結果

に関する行政分析が行われ、結果をうけ全ての非事業行為の策定手続きとの
統合が検討される。

2003

3.3.3

SEPA ルールの改正により計画プロセスとの統合を含む NPR 手続きが規定

SEPA に基づくアセス手続き（SEPA手続き）

上述の変遷で整理したように、SEPAのアセス手続きは州法であるSEPAと行政規則である
SEPA規則によって規定されている。SEPAはワシントン州法典RCW（Revised Code of
Washington）の43章21C節に記載され、州内の各行政機関が各行為に対し環境配慮を行うこ
とを規定している。その中で、アセス手続きを位置づけ、各行政機関のあらゆる意思決定
111

プランニングプロセスに統合された SEA の参加.

に先立ってアセスを実施することを定めている。同時に、SEPAの規定に関する運用は州政
府の環境局(DOE：Department of Ecology) の責任であることが定められている。
一方、SEPA 規則では、州の行政規則集（WAC）197-11 章に記載される。SEPA 規則は
冒頭に「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」と目
的が示され、全11部によって構成される。このSEPA 規則では、アセス手続きの詳細と、
SEPA に規定される文言の定義が示されている（表 ３.4）。

表 ３.4
節

ワシントン州行政規則： WAC の構成
第197-11章

SEPA規則各節のタイトル

第1節.

目的及び権限 (同章の目的及び理念。)

第2節.

包括的規定 (各用語の定義。対象となる行政機関)

第3節.

類型別除外及び閾値決定 (スクリーニングに関する規定)

第4節.

Environmental Impact Statement

第5節.

意見提出 (意見機関に関する規定)

第6節.

既存アセスの利用 (既存のアセス文書の利用規定)

第7節.

SEPAと行政機関の決定 (裁量権に関わるSEPA規定)

第8節.

手続き定義 (手続きの用語に関する定義)

第9節.

類型別除外 (除外リスト作成の規定)

(準備書・評価書に関する規定)

第10節.

行政機関のSEPA遵守

第11節.

書式 (各アセス文書の書式・文書形式の例示)

(各機関におけるSEPA遵守の規定)

ここでは、このSEPAとSEPA規則によって規定されるアセス手続きをそれぞれの規定に基
づいて整理する。今後このアセス手続きをSEPA 手続きという。SEPA 手続きは、除外リス
トに基づく類型別除外と環境チェックリストに基づく開始決定の二段階でスクリーニング
が行われる。この2 段階のスクリーニングの後に詳細なアセスが行われ、環境影響評価法
の準備書にあたるDraft EIS (Environmental Impact Statement)、同じく環境影響評価法の評価書
にあたるFinal EIS が作成される。この基本的なアセス手続きの構造は連邦の制度である
NEPA に基づくアセス手続きと同様である。これは、SEPAがもともとNEPAに基づいて制
定されたためである。しかし、連邦政府の行政組織体系と、州の行政組織体系には違いが
あり、全く同じ制度とはなっていない。そこで本節では、このSEPA手続きをNEPAのアセ
ス手続きと異なる点に着目して整理する。
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行為の提案
除外リス
ト対象

類型別除外

環境チェックリストの
作成

閾値決定

DNS発行
公告

DS/スコーピング
告知の発行
スコーピング

意見期間
行政アピール

公告

意見期間
行政アピール
公告

Draft EIS
作成

意見期間
公告

Final EIS
作成

行政アピール
待機規定
行為の意思決定

環境チェックリスト： スクリーニングの判断の前に行う簡易アセス
方法書に相当する.

閾値決定： スクリーニングの判断を行う. (Threshold Determination)
DS: Determination of Significance, 重大影響の決定
DNS: Determination of Nonsignificance, 非重大影響決定
Draft EIS： EISはEnvironmental Impact Statement. 準備書に相当する.
Final EIS：評価書に相当する

図 ３.8

SEPA に基づく従来のアセス手続き(SEPA 手続き)

■「行為の提案」
これはSEPA手続きの開始を意味し、具体的には「行政機関」が該当する「行為」の意
思決定をする場合に、SEPA手続きは求められる。ここで「行為」とは、
新規または継続中の活動(事業、プログラムを含む) に対し全体または部分的な
出資、援助、あるいは活動の実施、規定、認可、承認、及び、行政機関の規則、
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規制、計画、政策または手続きの制定または改定、を意味する.
(WAC 197-11-704)
とされる。また、「行政機関」とは、
全ての州及び州内の地方行政主体、審議会、委員会、及び立法権を有する機関
を含み、上記の「行為」をし得る機関を指す. 但し司法機関と州議会及び州内のす
べての地方自治体に設置される議会を除く.
(WAC 197-11-714)
と規定される。このことから上記の行政機関が規定された行為にかかる意思決定を行う場
合は、SEPA 手続きが必要になり「行為の提案」がなされる。この段階では、公式文書の作
成や発表は必要ない。続く除外リストによる類型別除外はNEPA によるアセス手続きと同
じである。あらかじめ各行政機関が作成した除外リストに該当する行為であればSEPA 手続
きを行う必要はない。この除外リストは、各行政機関と州の環境局によって作成される。
■「主務機関の決定」
除外リストに該当しない行為はSEPA 手続きが必要となる。手続きが開始されると、多
くの場合は事前協議が行われる。これは行為の提案を受理する段階で、アセス手続きやス
ケジュールについて申請者と州環境局を含む関係機関が協議するものである。この手続き
はSEPA ルールには記述されていないが、州環境保護局が各機関に対し奨励しているxl。そ
の後にSEPA 手続きを担当する主務機関を決定する。この主務機関の決定では、担当する機
関を決定するだけでなく、SEPA 手続きに責任を負う責任者を指定しなければならない。
SEPA 規則では、「行為」の意思決定権者と、SEPA 手続きに責任を負う部局を分離する
ことを推奨している。しかし、現実には分離されない場合があることが明らかとなったxli。
SEPAの運用を管理する州環境局では、分離されない場合は手続きや意思決定における第三
者性が欠ける、と認識しているxlii。
■「環境チェックリスト」
SEPA手続きでは簡易アセスにあたる環境チェックリストが作成される。主務機関は事業
者と共同して提案行為の環境影響を把握し、提案を見直すことで影響回避や影響低減措置
を盛り込む。その上で提案行為の内容と環境影響を示した環境チェックリストを作成する。
この環境チェックリストでは、自然環境に加え人間環境として交通や公共サービス、レク
リエーション、歴史文化といった対象への影響も記載される。この環境チェックリストの
記載要件は（表 ３.5）のとおりである。これは、後の閾値決定の結果とともに公表され、
方法書にあたる文書となる。
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環境チェックリストの記載項目

(WAC 197-11-960)

1. 提案行為の背景

2. 提案行為の環境影響

（a）提案された行為の事業名(計画名)

（a）土地・土壌への影響；8 項目

（b）申請者(事業主体・計画主体)

（b）大気質への影響；3 項目

（c）申請者の住所・電話番号・申請責任

（c）水質への影響；表水と地下水、計 13 項

者名
（d）チェックリストの発行日
（e）チェックリストの配布を希望してい
る行政機関
（f）意思決定の日程に関する予定
（g）将来的に当該申請が関与する追加の
計画・事業
（h）既知の環境情報に関するリスト
（i）当該申請が必要な他の申請に関する
状況
（j）当該申請が必要な他の許認可
（k）当該申請が予定している立地や該当
地域の規模と位置
（l）立地に関する具体的な情報

目
（d）植生への影響；4 項目
（e）生態系への影響；4 項目
（f）エネルギーと天然資源への影響；3 項目
（g）衛生・安全への影響； 3 項目
（h）騒音；3 項目
（i）土地利用と海岸線利用形態；12 項目
（j）住宅供給と住宅の質；3 項目
（k）美的景観；2 項目
（l）照明及び夜間の景観；4 項目
（m）レクリエーション；3 項目
（n）歴史的文化の保全；3 項目
（o）交通；既存の交通状況と交通負荷に関し
7 項目
（p）公共サービス；2 項目
（q）利便性；既存のインフラ整備との整合性
2 項目

■「閾値決定」
環境チェックリストを基に主務機関は詳細なアセスが必要か否かの閾値決定（Threshold
Determination）を行う。「行為」に対し重大な環境影響が予想され、詳細なアセスが必要な
場合意はDS 文書（Determination of Significance）とスコーピング告知書を公告する。一方、
「行為」に対して重大な環境影響が予想されず、詳細なアセスが必要ない場合はDNS 文書
(Determination of Nonsignificance) を公告しなければならない。この判断は、２段階目のスク
リーニングとなる。
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■「公告」
DSやDNSをはじめ、公告の手続きがが規定されている場合は、公告・縦覧と同時に、関
係行政機関xliiiをはじめ、規定された配布先へ主務機関の責任で該当するアセス文書配布さ
れなければならない。なお、DS文書・スコーピング告知書・Draft EIS・Final EIS は表 ３.6
に示す1. から7.の主体 に配布しなければならない。一方、DNS とその根拠となった環境
チェックリストは1. から4.の主体 に配布しなければならない。

表 ３.6

SEPA 手続きで発行される文書の配布規定

(WAC 197-11)

1. 提案行為の関係行政機関
2. ワシントン州環境局
3. 影響の考えられる部族
4. 提案の実施で公共サービスに影響の考えられる自治体
5. 提案行為の環境を専門に扱う行政機関
6. 環境影響の考えられ

■「意見期間」
SEPA 手続きの決定や文書の発行には公衆及び他の行政機関から主務機関への意見期間
が設けられている。それぞれの意見期間は最短でDS 文書には21 日間、DNS 文書には14 日
間、Draft-EIS には30 日間が保障されている。なお、意見期間内に寄せられた意見に対して
は、すべてFinal-EIS で回答することが義務付けられている。この際、意見者の氏名も同時
に記載される必要がある。
■「行政アピール」
SEPA 手続きではDS・DNS 文書及びFinal-EIS に異議申立手続きである、行政アピール
(Administrative Appeal) が認められている。この行政アピールは、市民あるいは主務機関以
外の行政機関がSEPA手続きの決定に対し主務機関に訴えるもので、主務機関が判断し裁定
を下す。これは異議申立の中の行政不服申立てに当たる手続きである。NEPA では、アセ
スの最終段階で連邦のアセスを担当するEPA(連邦環境庁) の上級庁に当たるCEQ(環境諮問
委員会：大統領府に属する) に対する異議申立手続き「Referral」が設けられる。この手続
きは、審査請求にあたるが、SEPA では審査請求に当たる手続きは存在せず、行政庁に対す
る異議申立は処分庁に対する行政不服申立てに限られる。また、当然であるがSEPA 手続き
もNEPA 手続きと同様に、手続きあるいは手続き中の決定に不備があった場合には、裁判
所に争訟を提起することができる。これはSEPAでは司法アピールと呼ばれる。
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3.4

成長管理政策と SEPA の統合

3.4.1

成長管理法導入に伴うプランニングプロセスとアセス手続きの統合

ワシントン州では、この成長管理政策の導入を受けて、都市計画や土地利用計画が成長
管理政策に基づいて策定されるようになった。この成長管理法に基づく政策や計画は、環
境形成に密接に関係していることから、政策や計画の策定手続きとアセス手続きを統合す
ることが提案された（DOE, 2001a; DOE, 2003a）。これをうけて、1995年のSEPA規則改定で
は、成長管理政策の策定とSEPA によるアセス手続きを一体的に行う規定が盛り込まれた。
しかし、この規定は特定の手続きを要求するものでなく、図 ３.8の従来のアセス手続きを
政策や計画の策定手続きと並行して進めることを求めるものであった（DOE, 2001a）。

3.4.2

統合型 SEA にむけたパイロットテスト

この規定を本格運用するにあったって、フィージビリティーを確認する調査が実施され
た。この調査の中では、６つの事例が選択され、実際のSEAの結果が分析された。ここで選
択された事例は、
１

サルタン市工業地区総合計画– サルタン工業地区総合計画は、300エーカーの効率的で
生産性の高い民間企業向けの工業用地域と高速道路用地域に対する、効率的で効果的
な公的及び民間の投資を呼び込むための戦略であるとされる。この策定にあたっては、
簡易アセスの結果から重大な環境影響が予測され、サルタン市とDOEとの合意によっ
て、環境影響評価書と総合計画を同時に作成することが決められた。

２

シャラン市総合計画における交通計画 – シャラン市は、市内で提案されている複数の
幹線道路とその流入道路に関して、総合計画における道路計画として位置付けるため
に、総合計画の一部を改定するものである。この改定は、現行の交通計画を基に、今
後２０年の交通需要を反映させる多行を伴う。

３

リンウッド市総合計画改定 –この総合計画の改定は、既存の計画の５ヶ年の運用実態
調査と、計画の構成の改定を目的にしたものである（総合計画における公園・レクリ
エーションに係る記述から、文化及び歴史資源に関する記述を独立させる）。これに
加えて、経済開発と計画の実施に関する章を新設することも提案されている。そして、
この計画の改定に伴って、市内のゾーニングの改定が部分的に予定されている。

４

アダムスカウンティー総合計画改定 – アダムスカウンティー総合計画の改定はは将
来の郡内の経済発展と税収基盤を確保するための将来計画の再構築を目指したもので
ある。この総合計画の改定は、第一期と第二期に分かれており、第一期は郡内東部の
総合計画であり、主に経済開発を主眼とする計画である。第二期は州の中で西部のパ
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ンハンドル部であり、自然の保全と他州都の調整が行われる。
５

州環境局流域管理規則の改定–

この流域管理規則の改定は、ワシントン州内氾濫原

地域（RCW 86. 10）における、建築物の改修、リプレースに係る施工計画に関して、
評価する基準と手続きを見直すことを目的としたものである。
６

州資源管理局ランドスケープ管理計画の改定 – このランドスケープ管理計画の改定
は、州内の特定自然資源管理区域における、資源利用の戦略性を高めることを目的に、
その管理のための評価基準と手続きを改定することを目的にしたものである。

統合に当たって、政策や計画の策定を想定したアセス手続きが設定されることはなく、
実際の統合した手続きはアセスの主務機関である計画策定主体に委ねられた。この結果、
統合の取り組みに関して、その実施を分析するレポート（DOE, 2001b）の中で次のような
報告がなされた。
「実際のところ、計画策定主体である主務機関の多くは成長管理政策・土地利
用計画・規制の素案がほぼ確定するまで環境影響の分析をおこなわなかった。こ
の場合、作成された素案がほぼ確定する前の段階で、関係主体の利害調整が図ら
れ、既に利害が調整されている。その後に環境影響を分析するため、極めて重大
な環境影響がなければ、素案を修正することは困難あるいは不可能である。」
このように、1995 年のSEPA 規則改正で行われた統合では、計画策定の利害調整が終了
した素案決定後にアセス手続きを開始されていた。その結果、アセス手続きにより環境影
響が明らかになっても、素案の修正は極めて困難であった。同レポートはこの様なアセス
手続きに対し、次のような評価をしている。
「利害調整後のアセスは、計画の素案を変更することが困難であり、アセス手
続きは「ただの飾り」のような存在であった。アセスの結果に基づく計画素案の
改善はほとんど実現せず、結果的に費用が余分に費やされ手続きの遅れを生み出
しただけだった。」
これは、素案作成後のアセス手続きが、無駄なコスト増大と行政の非効率を生み出した、
とするものである。また、このレポートでは、扱われる情報に関するも問題を指摘してい
る。
「アセス手続きの開始段階で環境影響を示すのに用いられる「環境チェックリ
スト」は、事業段階の環境影響を想定したもので、非事業行為には適さない。実
際には計画策定者「環境チェックリスト」の環境影響を問う項目に「適応不可」
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と記すだけで、政策や計画の策定段階には、個別の環境要素に対する具体的な環
境影響は扱えない。」
これは、事業段階で用いていた環境影響の評価項目が、政策や計画の策定段階では同じ
ように機能しないことを指摘している。特に「環境チェックリスト」はアセス手続きの開
始段階で用いる方法書に当たるものであることから、非事業行為のアセスにおける方法書
は、事業段階と異なる情報の扱われ方が必要になるとしている。

3.4.3

統合型 SEA、新 NPR

上述したとおり、SEPA では政策段階や計画段階の意思決定などの行為を「非事業行為
(Non-Project Action)」と呼ぶ。また、SEPA の定めるアセス手続きの中で非事業行為を対象
とするものを総称してNPR (Non-project Review) と呼ぶ。本論文では、2003年のSEPA規則改
正後から運用が開始された新しいNPR手続きを、新NPR手続きと呼ぶこととし、改正以前に
用いられた図 ３.8の手続きフローに従うNPRのSEA手続きを旧NPR手続きと呼ぶ。本節以
降では、統合の結果、新NPRがどのような制度となったかを、SEA手続きと、SEA及びプラ
ンニングプロセスの統合の2つの側面から制度を把握する。
ここでは、新NPR制度のSEA手続きについて述べる。新NPRに基づくアセス手続きをフロ
ーとして示したのが図 ３.9である。図 ３.8と比してわかるように、新NPRのSEA手続きの
基本構造は従来のSEPAに基づくアセス手続きと同様である。手続きは「非事業行為提案」
に始まり、「類型別除外」、続いて「環境チェックリスト」と新たに設定された「NPR書」
を用いたスクリーニングの判断が行われる。このスクリーニングの判断は「閾値決定
(Threshold Determination)」と呼ばれ、提案行為の詳細なSEAが必要な場合には「DS:
Determination of Significance(重大影響)」が発行され、その後に旧NPRと同様のSEA手続きが
行われる。一方、スクリーニングの判断の結果、環境影響が軽微であると判断できた場合
は、「DNS: Determination of Nonsignificance(非重大の決定)」が発行される。このように旧
NPRと基本構造を共有する新NPRにおいて、アセス手続き上の違いはスクリーニング段階の
NPR 書（Nonproject Review Form）の導入とDNS 発行後の意見期間の設定に違いがある。
ここからは、この2 点について記述する。
■NPR 書を用いたスクリーニング
新NPR では、「環境チェックリスト」の作成に前後して非事業段階の環境影響分析専用
に設定されたNPR 書（Nonproject Review Form）が作成される。これにより、「環境チェッ
クリスト」と「NPR書」の２つを用いてスクリーニングの判断にあたる閾値決定が行われる。
これは、従来の「環境チェックリスト」が事業段階の環境影響の分析を想定して作られて
いるものであることから、政策や計画といった、熟度の低い情報を扱う上位の意思決定段
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非事業行為の提案
除外リス
ト対象
NPR書
(任意)

類型別除外

環境チェックリストの
作成(必須)

DNS発行

閾値決定

公告

DS/スコーピング
告知の発行
スコーピング
公告

意見期間
(GMAに基づく
場合のみ)
行政アピール

意見期間
行政アピール

Draft EIS
作成

公告
意見期間

Final EIS
作成

公告
行政アピール
待機規定

非事業行為の意思決定

NPR書： Nonproject Review 文書,
DS: Determination of Significance, 重大影響の決定
DNS: Determination of Nonsignificance, 非重大影響決定
GMA： Growth Management Act., 成長管理法

図 ３.9

新 NPR に基づく手続きフロー

階における、環境影響の分析として機能していないという問題を受けて考案された。2001
年の秋に始まった検討では、NPRにおける「環境チェックリスト」を廃止して、「NPR書」
を導入するとされた。しかし、現在の規定では「NPR書」は「環境チェックリスト」の補足
であり、作成は任意とされている。また、閾値決定では「環境チェックリスト」の作成が
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必須であり、
「NPR書」を代用としてはならないとされているxliv（DOE,2003b）。また、
「NPR
書」は政策や計画段階といった熟度の低い計画の環境影響を公開することを目的としてお
り、このため「NPR書」の記載内容は、熟度の低い情報であると想定し設計されている。こ
の「NPR書」における評価項目は、表 ３.7に示す（DOE, 2003b）。
現地調査で実際に入手できた非事業行為におけるDNS（City of Spokane Valley,2006）xlvに
より、従来の「環境チェックリスト」と同時に新NPR制度によって導入された「NPR書」が
作成され、閾値決定の結果DNSが発行されたことが確認された。この「環境チェックリス
ト」は、計画内容を提示する項目に加えて、自然環境、社会的環境の評価項目を合わせ、
合計89項目で計画内容と環境影響を提示する形式となっている。この中で具体的に記述が
なされたのは、計画内容の部分10項目と現状の環境を記述する部分4項目の計14項目のみで
あった。これ以外の計画による具体的な環境影響を問う75 項目では適応不可を意味する
「N/A」と記述されている。一方、同時に作成された「NPR書」では、の内容で構成される
全33項目の中で、「N/A」の記述は4項目にとどまり、定性的に予想される環境影響が文章
形式で示されている。

表 ３.7

NPR 書に記載される内容

項目
提案行為の背景
必要性と目標
既存書類のレビュー
代替案
市民参加

内容
提案行為の内容と提案者及びその支持者、提案行為の基礎
情報
提案行為の意図と目標を明確化
提案行為と類似する行為に対する既往の環境分析の適応
可能性を確認
現段階で考えられる代替案を明示
現段階までの公衆参加の実施状況、及び計画している公衆
参加の手法を明記

環境の現状と大まかな変化

評価基準を提供し環境分析の枠を提案

課題

提案の作成で出た環境の課題

提案の総合評価

懸念される全ての環境影響を扱えているか確認

整合性

他の法規との関係

不可避の影響と後に検討され

現段階で影響回避が困難とされる環境影響と、後の計画策

るべき影響

定段階でより具体的に扱う必要のある環境影響の明示

モニタリングとフォロアップ

意思決定後のモニタリング調査及びフォロアップの計画
に対する見解

■DNS 発行後の意見期間
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旧NPRでは、事業段階のアセス手続きと同様にDNSの発行後には最短で14日間の意見期間
が規定されていた。しかし、新NPR制度では、DNSの発行に対しGMA（成長管理法） に基
づく非事業行為xlvi以外では、意見期間が要件となっていないxlvii。一方、GMA に関連する
非事業行為ではDNS の決定の決定をする場合に「環境チェックリスト」の発行後、最短で
14 日間、最長で60 日間の意見期間が求められているxlviii。
アセス手続きを定めるSEAPは、州内のすべての行政機関に対し、計画策定とその意思決
定において環境配慮を実現するためにNPR手続きxlixと計画手続きを横断して統合的に用い
ることを求めているl（DOE, 2001a）。この政策・計画などの形成過程において、アセス手
続きを同時に履行することで、一体的な手続きとして用いる手法は統合手法(Integrated
Approach) と呼ばれ、この統合手法はSEPA のみでなく、GMAliや河川や海岸などの保護と
利用計画を定める海岸管理法（Shoreline Management Act.）lii、GMAの下でより詳細な土地
利用の許認可を定める地方事業審査法（Local Project Review Act.）liii等の各種計画手続法に
も明文化されているliv。SEPAにおいて統合手続きは、多様な計画種との統合を想定した統
一規定として定められており、主にアセス手続きの履行時期に関する規定と、アセス文書
と計画文書で構成される統合文書に関する規定の２つによって構成される。
■アセス手続きの履行時期
SEPAの条文では、新NPRにおけるアセス手続きの開始時期について、
計画策定と意思決定における環境配慮と確実なものにし、手続きの遅延を回避
すると同時に、潜在的な環境影響や環境の問題を明らかにするために、NPR 手
続きは計画策定の成し得る限り早い時点で統合して進められるべきである.
[WRC 197-11-055 (1).]
計画策定手続きと環境影響分析の手続きを通して、計画形成の初期調査を有効
かつ有用なものにするために、環境影響分析は計画案作成の最初の段階で実施さ
れるべきである。[WRC 197-11-230 (2) (d).]
としている。また、SEPAの運用を担当する州環境局(DOE)では、ガイドラインにおいて
新NPRのアセス手続きの開始時期について、
州内の行政機関は、計画検討の準備段階において柔軟な形で環境分析を行う事
が求められる。この準備段階における環境影響の分析は計画過程の初期段階で行
われると同時に、計画形成に反映され、また、その後の環境影響評価の基として
用いられる。
としている（DOE, 2003a）。このように、新NPRでは政策や計画の形成過程における初期の
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調査や検討段階において環境分析を行うように求めている。また、早期段階で実施された
分析結果を、計画形成に随時反映することを求めている。また、この政策や計画の意思形
成の初期段階で行うアセス手続きにおいて、環境分析で扱う評価項目に関しては次のよう
に定めている。
計画策定の準備段階における(計画素案の作成に先立つ) 早期の環境分析では、
専門的な(技術的な) 項目に対する評価を行う必要はない。[WRC 197-11-232.]
とし、定量的な予測に基づかない定性的な評価を認めている。環境局のガイドラインでは
評価項目に関して、
対象とする意思決定で予想される環境影響に加え、その後の計画展開で懸念さ
れる影響を指摘することで、一連の意思決定に対する環境分析が意味のあるもの
になる。
としている（DOE, 2001a）。これは、評価の対象を、アセスの対象とする政策・計画の意
思決定に限定せずに、その後のプログラムや事業レベルにおける環境影響を予想できる範
囲で扱うことを推奨したものであり、アセス手続きの上流に当たる初期段階から、確実性
の低い予測であっても累積的影響の情報を提示することを促すものである。
■統合文書の作成
統合文書は、新NPR 手続きで発行されるアセス文書とアセスの対象とされている計画策
定の手続きで発行される計画文書を組み合わせることで作成される。SEPA の運用を担当す
る州環境局(DOE)は、ガイドラインにおいて、新NPR 制度におけるDraft EIS(準備書) やFinal
EIS(評価書) などのEISは、計画文書と統合した文書として発行されることが望ましい、と
している。この２つの行政文書を統合する目的に関して、SEPAの条文では、
NPR手続きと計画策定手続きの統合は、計画策定の早い段階で開始されるべき
である。また、計画文書とNPRのアセス文書は統合されることによって、計画策
定の手続きと環境影響評価の手続きをより有意義で有効なものとなる。[WRC
197-11-228 (2) (c).]
としている。具体的な文書の統合の形式に関して、SEPA の条文には、
統合文書において最優先して考慮されるものは、統合される計画文書の段階に
適した評価項目の詳細さやスコーピングの程度であって、統合文書自体の形式や
分量ではない。[WRC 197-11-235 (2).]
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とされている。また、州環境局のガイドラインによると、この統合文書の形式は柔軟性が
あり計画文書との統合が容易にできるように配慮されている、とされている。このように、
統合文書の形式は多様であり、単にアセス文書と計画文書を同時に発行する場合から、２
つの文書を組み合わせて完全に１つの文書として発行する場合まであり、その統合の程度
は計画主体であるアセスの主務機関に委ねられる。一方で、統合文書で扱われる情報に関
しては、計画の段階を考慮した分析に基づくものであることが求められている。しかし、
統合文書において全ての記載内容が主務機関の判断に委ねられているわけではない。SEPA
では、スクリーニング判断の結果DSの決定がされ詳細なアセスを行った場合は、EISを含む
統合文書の記載項目として、下の項目を最低限記述することを要件としている。この項目
は新NPRの統合文書で新たに設定されたものではなく、従来のSEPA手続きでEISに求められ
ていた記載要件を統合文書に対して求めるものである。


ファクトシート: 主務機関や発行日、提案行為の必要性と目標、他法規との
整合性、アセスの対象とする計画名や地域といったアセスに関する基礎情報。
必ず文書の先頭に記載されなければならない。[WAC 197-11-440(2). ]



環境分析の要約: 環境的に問題となるエリア・不確実性の高い環境影響・回
避しなければならない環境影響とその回避(低減) 方法、等に重点をおいて環
境影響の要約を記載。フォロアップとモニタリングの内容。[WAC
197-11-440(4), 及び-235. ]



代替案の検討: 代替案を用いた環境影響の比較考量の経緯と結果. [WAC
197-11-440(5). ]



意見と回答: Final EIS(評価書) を含む統合文書では、スコーピング段階や計
画の準備段階を含めた計画策定の全工程において寄せられた意見と、その意
見に対する主務機関の回答を記載。 [WAC 197-11-235(7). ]

以上のような、アセス手続きの履行時期に関する規定と統合文書に関する規定に基づき、
計画策定主体は計画策定と同時にアセスによる環境影響の分析・評価を行い、計画文書と
アセス文書を組み合わせて統合文書を作成する。環境局のガイドラインによると、２つの
異なる制度に基づく文書は実際の手続きの中で図 ３.10のようにして作成発行されている。
この図は、GMAに基づく都市計画等の計画策定を想定した計画策定手続きとアセス手続き
の統合の模式図である。ワシントン州のSEA は、SEA 手続きと計画手続きをこのように関
係付ける規定によって統合モデルを実現している。
このように制度移行に関して整理すると、プランニング複数のステップに対してSEAであ
るNPRの手続きが対応して実施のタイミングが規定されたといえる。これによってNPRは、
分離型SEAから、手続統合型SEAに制度移行したといえる。
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[ 計画手続き ]

ワシントン州における手続統合型 SEA の制度.

非事業行為提案着手

[ 新NPR ]

NPR書・
環境チェックリスト

提案の初動段階
「計画申請の告知」
の公告

統合文書

代替案を含む計画素案

統合文書

Draft EIS

具体的計画案

統合文書

Final EIS

DS・スコーピング
告知

主務機関の意思決定
「計画申請の告知」は、州法に定められた行政手続で、計画策定主体が
計画形成の意図があることを公衆に対し告知するものであり、機関名・計
画意図・計画内容・必要となる許可申請等を記す.(RCW 36.70B.110.)

図 ３.10 アセス手続きと計画策定手続きにおける統合文書作成過程の模式図
■新NPRの適用対象
SEPAによると、新NPRの対象となる意思決定は、州内の全ての行政機関による非事業行
為とされ、政策・計画・プログラムにおける意思決定を含むものである。SEPAの条文にお
いて非事業行為とは、
1. 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、規定の制定や改正
2. 土地利用計画総合計画またはゾーニングの制定または改正
3. 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
4. 行政区分の新設または市、町、地区の合併
5. 予算
6. 道路整備、街路整備、高速道路整備の計画
と記述されlv、これらにかかる意思決定は新NPR のアセス対象となる。この州法上の定義
は、1984年のSEPA規則制定時に設けられたもので、旧NPRと新NPRとでは、その対象は同
じである。実際に新NPRに適応された非事業行為は表3.8 のとおりである。これらの計画決
定・採択に際して、実際に新NPR によるアセスが実施された。前節で述べたように、ワシ
ントン州では連邦のNEPA制度のようにアセス文書を一括して統計管理がなされておらず、
実施件数に関する情報も整備されていない。しかし、州環境局に対するヒアリング調査か
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ら、州の環境局(DOE) には、州内の行政機関から年間1万件に上るSEPA 文書が送付されて
いるが、このうち２割程度が非事業行為を対象としていることが明らかとなった。
表 ３.8

策定時に新 NPR が適応された事例

適用された対象

内容
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 GMA の規定の下に作成される場合、行政機関

総合計画

(Comprehensive

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。ピュージェッ

Plan)

ト湾広域委員会 VISION2020 (Puget Sound Regional Council
Vision 2020).
重要施設計画

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
(Capital

Facilities Plan)

フラ計画として定義されている。この計画は成長管理法
GMA とは別の枠で作成される.
州または群や市の交通整備の計画である。例えば、ピュー

交通計画とプログラム

ジェット湾地域審議会目標 2030 (Puget Sound Regional

(Transportation plan and

Council Destination 2030)は、交通集中を緩和し住宅と職場

program)

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.

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、
(Zoning

Ordinance)

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.

住宅区域開発の計画

(Planed

Residential and Unit

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.

Development)
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
海岸管理者プログラム

ある。海岸管理者プログラムは大きな河川、20 エーカー

(Shoreline Master Program)

(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.

地域開発規制

総合計画に基づく規制で、文化・歴史的な観点から指定さ
(Local

Development Regulation)

れる重要地域条例や湿地の指定保護の規制が主な対象と
なる.

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
(Subarea plan or Master plan)

言った大型施設、あるいは産業などの特定目的の計画.

水道計画／ 汚水管理計画

水道供給のための地域計画／汚水浄化施設のための地域
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(Water system plan ／ Water

ワシントン州における手続統合型 SEA の制度.

計画.

treatment plan)
氾濫原管理計画

(Floodplain

氾濫原の管理のための地域計画.

management plan)
ワシントン州内の行政機関によって制定された規則で、ワ
州行政規則

(State regulation)

シントン州行政規則集(WAC：Washington Administrative
Code) に掲載される.

3.5

統合における情報的手段の特徴

以下では、この新NPRの参加の面から分析するため、参加の原理「情報公開」、「参加機
会」、「異議申立」の観点から、制度移行前のNPR（旧NPR）と比較する。
まず、新・旧NPR において設定される情報的手段の特徴を本研究の視点にのっとって比
較することで、統合における参加制度の変化を分析する。このときに、新・旧NPR におけ
る規定の変化において、参加制度に直接言及する規定の変化はDNSの決定に伴う意見期間
であるで、参加制度に直接言及しない部分の規定の変化によって、参加制度が変化してい
る部分も考えられる。ここでは、統合によって計画手続きと参加制度のかかわりが大きく
変化していると考えられることから、前節で示した計画手続き（図 ３.10）と照らして参加
制度を比較する。この計画手続きは、ワシントン州によってアセス手続きと計画手続きの
統合を示すために用いられたモデルであることから、特定の計画種を想定しない一般的な
モデルとして理解できる。よって、計画種を特定しないアセスの参加制度に関する比較に
用いることができる。
モデルとして用いる計画手続きは図 ３.10より、提案の初動段階、「計画申請の告知」の
公告、代替案を含む計画素案、具体的計画案、主務機関の意思決定で構成される。このモ
デルに参加制度を対応させ比較する。参加制度は、分析の枠組みで提示したように、情報
公開として説明会とアセス文書の公表、参加の機会として公聴会と意見書、異議申立とし
て行政不服申立てと行政事件訴訟を比較対象とする。ここで、新旧NPR における規定には
比較対象となる参加制度の全てが手続きとして規定されていない点に留意する必要がある。
説明会と公聴会の手続きは、常設的にアセス手続きの中に設けられるのではなくlvi、アセス
手続き中の意見期間において50 件を超える要望がある場合は設けなくてはならないlvii、と
される。このため、説明会や公聴会の手続きは主務機関の判断で開催され、計画手続きと
関係付けて規定されていない。よって、説明会と公聴会を比較対象として扱うことが不適
切であることが分かる。
なお、新・旧NPR において発行が規定されるSEA文書を整理すると表 ３.9になる。
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表 ３.9

新・旧 NPR における SEA 文書
旧NPR

SEA文書一般名

新NPR

方法書

環境チェックリスト

NPR書及び環境チェックリスト

準備書

Draft EIS

Draft EIS（統合文書）

評価書

Final EIS

Final EIS（統合文書）

以上の枠組みにより、新・旧NPRにおける参加の手続きと計画手続きの関係を比較したの
が表 ３.10である。
■情報公開に関する比較分析
新NPRでは、計画手続きにおける早い段階の情報公開が実現している。旧NPRでは、アセ
スの履行時期に関する規定はなく、結果的に多くの場合において素案がほぼ確定した後に
アセス手続きに入っていたことが報告から明らかとなっている。このことから、方法書、
準備書、評価書は具体的計画案の手続き段階で作成・公表されていたことがわかる。一方
で、新NPR ではアセス手続きを計画手続きと一体化することで「計画申請の告知」の公告
の段階で方法書を、代替案を含む計画素案の段階で準備書を、具体的計画案の段階で評価
書を公表することが可能となった。また、情報公開に関して比較する場合、NPR書の導入に
も情報公開に関与している。NPR 書は従来の環境チェックリストに比較して記載要件が定
性的・抽象的な情報に変化した。このことから、方法書の記載要件を定性的・抽象的にす
ることで熟度の低い計画情報へ対応したといえる。なお、ワシントン州の情報自由法の不
開示規定は、連邦の情報自由法に比して厳しく限定されており、これにより未熟な検討情
報の公開が実現されていることが明らかとなったlviii。
■参加の機会に関する比較分析
旧NPR では、方法書・準備書が具体的な計画案の段階で公表されていたことから、2回設
定されていた意見期間は全て具体的計画案の段階で設けられた。これに対し、新NPR はア
セス文書の公開時期の変化にともない、計画手続きの早い段階において意見書を提出でき
るようになった。また、意見の対象となる事項は、環境影響のみでなく計画の初期段階で
検討される必要性・目標も含まれることになった。一方で、後の段階の具体的な計画案に
対する参加の機会が簡略化されたことが明らかとなった。具体的計画案の段階は、計画手
続きの中で、早い段階に比較して具体性の高い環境情報が扱われる。この段階における意
見期間が、新NPRでは設けられないことが明らかとなった。
■異議申立に関する比較分析
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具体的な計画の検討に入る前の早い段階での行政アピールの機会が設定された。しかし
これは行政不服申し立ての手続きであるうえ、裁断が上級庁でなく処分庁に該当する計画
主体の裁量に委ねられるため、一般的に第三者性の保証が難しいとされている。

表 ３.10 新・旧 NPR における参加と成長管理制度の手続きの関係
情報公開

成長管理制度の手続き

提案の初動段階

参加機会

異議申立

旧NPR

新NPR

旧NPR

新NPR

旧NPR

新NPR

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

行政不服
申立て
（1回）

「計画申請の告
知」の公告

なし

方法書

なし

意見書
（1回）

代替案を含む計画
素案

なし

準備書

なし

意見書
（1回）

なし

なし

具体的計画案

方法書
準備書
評価書

評価書

意見書
（2回）

なし

行政不服
申立て
（2回）

行政不服
申立て
（1回）

主務機関の意思決
定

なし

なし

なし

なし

行政事件
訴訟

行政事件
訴訟

3.5.1

情報公開の変化に関する考察

一般的に情報公開制度について議論される場合、その制度が公開を規定する情報の量・
質が主な問題となる。これに対し、アセス制度における情報公開に関して、公開される情
の質と量に加え、対象となる意思決定の意思形成過程においてどの時期に情報が公開され
るかが問題となる。これは、意思決定前の情報公開によって、決定の根拠となる情報に対
する公衆のチェックが働くことで、情報の質が高められ、結果として意思決定の質が高ま
ると同時に誤った意思決定を抑止すると考えられるからである。意思決定後の情報公開で
あっても、事後的に決定の説明責任を果たすことが可能であるが、この段階で決定に誤り
が明らかになった場合は、決定を是正する必要があり、行政処分の無効手続きを経る分、
事前の情報公開をした場合に比べ非効率であると考えられる。このような理由から、本論
文では新・旧NPR における情報公開を量・質と意思形成過程に対応した時期に注目して考
察する。
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■公開される情報の量・質の比較
一連のアセス手続き中で情報公開が行われるのは、説明会などの会議の場とアセス文書
である。SEPAにおいて法的に情報公開が規定されるのはアセス文書であり、規定される情
報公開の量・質は、アセス文書で要求される記載の内容を分析することで明らかになる。
この場合、情報公開の量は、アセス文書において「評価項目」として評価することが出来
る。また、情報公開の質に関しては、アセス文書の記載内容における「情報の定量化の度
合い」「情報の確実性」として評価し考察する。
先ず情報公開の量にあたる「評価項目」について考察する。新NPR では方法書にあたる
文書において従来の環境チェックリストに加え、NPR 書が導入された。NPR書では「政策・
計画の必要性と目標の項目」、「代替案の項目」、「市民参加の項目」、「他法規との整
合性の項目」、「モニタリングとフォロアップの項目」が評価項目として設定されている
が、従来の環境チェックリストへの記載が要件となっていない。しかし、これらの項目は
旧NPR においてもEIS で記載される。このことから、一連のアセス文書を全て包含して考
えると、要求される評価項目の規定は変化していない。このことから、新・旧NPR におけ
る情報公開の量に関する違いはないものと考えられる。
次に情報公開の質にあたる「情報の定量化の度合い」「情報の確実性」を考察する。新・
旧NPR において発行されるアセス文書の違いは、簡易アセス段階におけるNPR 書の発行で
あることから、NPR 書における情報の質に着目して考察する。従来の簡易アセス段階の環
境チェックリストに記載される内容は表 ３.5であり、新NPR ではこれに加え表 ３.7の内
容がNPR書に記載されることとなる。この２つの文書の記載内容を「情報の定量化の度合い」、
「情報の確実性」の観点で比較する。環境チェックリストでは個々の環境要素に対する影
響を具体的に提示することを求めているのに対し、NPR 書では大まかな環境影響の提示を
求めるにとどまり、懸念される環境影響に対してはその後の段階で具体的に扱うことの必
要性を指摘することが求められている。また、この場合懸念される環境影響に関しても詳
細な分析は求められていない。このように、NPR 書では環境影響を定性的に提示し、確実
性の高い分析はその後の段階で行うことを指摘する内容になっている。
この記載内容の比較から、情報公開の量・質に関して「評価項目」、「情報の定量化の
度合い」、「情報の確実性」は、表 ３.11のように考えることができる。このように、公開
される情報の量に対応する「評価項目」は新・旧NPR で変化していないが、情報の質に対
応する、「情報の定量化の度合い」、「情報の確実性」においてはNPR 書において定量化
の度合いが低い定性的な情報が加わり、また、懸念される影響として確実性の低い情報が
扱われるようになった。
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■意思形成過程に対応した情報公開の時期
新・旧NPR において、アセス手続きによる情報公開が、意思形成過程のどの段階で実施
されているか考察する。考察に用いる意思形成過程の段階は、一般的な政策過程モデルを
参考にする（原田, 佐藤, 2006）。このモデルの他に、政策や計画の形成過程をより詳細に
分割したモデルとして擬似逐次評価方式が存在する。しかし、このモデルでは実際に戦略
的意思決定で実際に行われている代替案の比較検討が考慮されておらず、現実との乖離が
指摘されている。このことから、より現実的な擬似同時決定方式が提唱される（高村, 2003）
本研究では代替案の設定の後に、庁内意見集約や利害関係者の意向調整等を経てから単一
素案が形成される場合が多いと考え、意思形成過程モデルを「課題設定」・「代替案設定」・
「利害調整」・「単一素案形成」・「意思決定」の5４段階で設定する。旧NPR では、関係
主体の利害調整が終わり、素案がほぼ確定した段階でアセス手続きが開始されていた。こ
の段階は、意思形成過程モデルでは「利害調整」後の「単一素案形成」の段階に該当する
と考えられる。
一方、新NPR では、アセス手続きを政策や計画の策定の開始段階から始めることが明確
に規定され、図 ３.9からわかるようにNPR 書は代替案が設定される段階には既に公表され
る。また、準備書に当たるDraft EIS は、代替案を含む計画素案の段階で公表される、評価
書に当たるFinal EIS は具体的な計画案が確定してから発行されている。このことから、新
旧のNPR における方法書は意思形成過程の利害調整前の段階で公表されていると考えられ
る。これによって、従来行政内部で外部に閉ざされて行われていた庁内集約等の過程が、
外部の監視下におかれる可能性がある。これは、行政過程の透明化において大きな効果が
あると考えられる。
表 ３.11

新・旧 NPR における情報公開の量と質に関する比較
旧NPR

公開される情報量

公開される情報質

新NPR

「評価項目」

アセス文書の評価項目は新・旧NPRで変化なし

定性的情報

扱われない

方法書

定量的情報

方法書・準備書・

準備書・評価書

評価書
確実性の低い情報

扱われない

方法書

確実性の高い情報

方法書・準備書・

準備書・評価書

評価書
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3.5.2

参加機会の変化に関する考察

■新・旧NPR における参加の機会に関する手続き
まず、新・旧NPR における参加の機会を比較分析するまえに前に、一般的なアセス手続
きにおける参加の機会の整理を用いてSEPAの規定するアセス手続きにおける参加の機会を
整理する。一般的にアセス手続きにおける参加の機会としては「ヒアリング」、「公聴会・
住民説明会」、「意見書提出」、「審議会への参加」等が考えられる。このようなアセス
手続きにおける参加の機会の諸形態は「文書形式」と「会議形式」の２つの形式に分類さ
れる。
表 ３.12

アセス手続きにおける参加の機会の分類

文書形式
参加の形態

会議形式

「方法書」、「準備書」「評価書」、 「ヒアリング」、「公聴会・住民説明
「見解書」等のアセス文書に対する

会」、「審議会への参加」

「意見提出」
利点

欠点

情報を一義的にかつ比較的正確で

即時的な双方向の情報伝達が可能。視

詳細に伝達できる。複製が容易で伝

聴覚機器を用いて情報伝達ができ、情

達範囲が広がる。

報の幅が広い。

双方向性が低く、迅速な対応が難し

日時や場所の制約が生じる。情報が多

い。

義的な理解で伝達される。

そしてアセス手続きにおける参加の機会は、この２つの形式の組み合わせで構成されて
いる。SEPAでは「文書形式」の参加の機会として、発行されたアセス文書に対する意見期
間の設定がある。一方、「会議形式」の参加の機会は、SEPA によるアセス手続きの中に設
定されておらず、第3.5節で示したように特例的要件として規定されている。この規定自体
は、新旧NPRにおいて変化していない。このため、ここでは「文書形式」の参加の機会に着
目して考察することとする。
「文書形式」の参加の機会に関して、SEPA では各アセス文書の発行に伴う意見期間を要
件として規定している。この規定に関して新・旧NPR において変化しているのは、新NPR
における「NPR書」の導入と、スクリーニング判断におけるDNS の決定に伴う意見期間の
設定である。この手続きの違いが、アセスにおける参加の機会としてどのような変化をも
たらしたのか、新・旧NPRで考察する。
通常、アセス制度における参加の機会に関しては、アセス手続きの中で設定される参加
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の機会の回数で議論されることが多い。本研究ではこれに加えて、各意見期間が各アセス
文書に対応して設定されていることから、各意見期間が対応するアセス文書の内容を比較
する。これは、アセス手続きと計画策定手続きが統合されたことにより、各アセス文書が
扱う情報に変化があると考えられるからである。各意見期間が対応するアセス文書の内容
を比較することによって、参加の機会が対応する意思形成の内容における違いを明らかに
することが出来る。
■参加機会の回数
新・旧NPR制度の中で規定される参加の機会の回数について比較する。新・旧NPRのアセ
ス手続きは共に２段階のスクリーニングが設定されている。１段階目のスクリーニングは
「除外リスト」に基づくもので、あらかじめアセスから除外される対象が規定されており
主務機関の裁量は働かない。これに対し、2 段階目のスクリーニングは「閾値決定(Threshold
Determination)」と呼ばれ、簡易アセスの結果により、詳細なアセスを行うか否かが判断さ
れる。詳細なアセスが必要な場合には「DS の決定(Determination of Significance)」がなされ、
その後「Draft EIS」、「Final EIS」と手続きが進められる。この場合には新・旧NPR 共に
「DS の決定」に対して最短14 日間と「Draft EIS」に対して最短30 日間の意見期間が設定
される。２回の意見期間が設定される。一方、２段階目のスクリーニングにあたる「閾値
決定」において、詳細なアセスを行わない判断、「DNS の決定(Determination of
Nonsignificance)」が行われた場合の参加の機会は新旧NPR で異なる。旧NPR では「DNS の
決定」に対し、対象とする意思決定の種別によらず最短14 日間の意見期間が設定されてい
た。これに対し新NPR では、環境形成と密接な関係にある成長管理法に基づく行為におい
ては、旧NPR と同様の最短１４日間の意見期間が設定される。しかし、成長管理法によら
ない政策計画策定(非事業行為) の場合、新NPR において「DNSの決定」がされた場合の意
見期間は省略された。このことから、環境形成に関わる事案に対しては参加の機会の回数
は変化していないと考えられる一方で、環境形成に深く関わらない事案に対しては、手続
きを一層効率的に進める点に重点がおかれていると考えられる。これは、SEAの対象を計画
種などで限定して対象とする我が国の方式と異なり、全ての意思決定を対象とする制度の
根本的な構造の違いが影響していると考えられる。
■参加機会が対応する意思形成内容に関する考察
次に、新・旧NPRにおいて参加機会が対応するアセス文書の内容に関して考察する。旧
NPR においては、「環境チェックリスト」と「Draft EIS」に対応して意見期間が設定され
ていた。前節では、旧NPR においてこれらのアセス手続きは、ほぼ確定した計画素案に対
し行われていたことが明らかにされた。このことから、旧NPR における「環境チェックリ
スト」と「Draft EIS」では、単一案としての素案が形成されるまでの代替案の検討経緯や、
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単一案としての素案の環境情報が提示され、これに対して意見期間が設定されていたこと
考えられる。
一方で、新NPRで意見期間が設定されているアセス文書は、「NPR 書・環境チェックリ
スト」と「Draft EIS」であるが、これらのアセス文書は統合によって意思形成過程のより早
い段階で作成され発行されることとなった。「NPR 書・環境チェックリスト」は意思形成
過程の初期段階である課題設定の段階で作成され、「Draft EIS」は意思形成過程の利害調整
段階で作成されると考えられる。このことから、意見期間を通じて意思形成過程の課題設
定と利害調整の過程に対して参加の機会が設定されるといえる。このことは、課題設定の
段階における政策や計画の必要性、あるいは達成目標といった基底となる決定前提の議論
に参加する機会が設定された可能性を示唆している。また、利害調整の段階で意見期間が
設けられることは、これまで庁内の意見集約の後に行われることが多かった行政外部の調
整が、並行して行われる可能性を示唆している。

3.5.3

異議申立の時期的変化

新・旧NPR において、アセスの手続きと行政決定に対する異議申立制度は、行政アピー
ルと司法アピールの２つに分かれる。前節でも示したように、行政アピールはSEPAによっ
てアセス手続きの中に設定され、主務機関である行政機関が審査庁となり一般の公衆ある
いは他の行政機関からの異議申立に対応する。一方の司法アピールでは公衆や他の行政機
関の訴訟の提起に対し、裁判所が審査庁となる。この司法アピールは、SEPA とは異なる州
行政手続法(APA: State Administrative Procedure Act.)

lix

で定められた手続きとして設定され

ている。このため、新・旧NPR 制度で司法アピールの規定は変化していない。そこで、こ
こでは行政アピールの制度に焦点を絞って考察する。
新・旧NPR のアセス手続きにおいて、行政アピールの機会は簡易アセスの結果に伴うス
クリーニングの判断と「Final EIS」の決定に前置されている。また、意見提出の前置主義を
採っていることや、審査の裁量を主務機関に委ねている点は新・旧NPR において変化して
いない。一方で、アセス手続きと計画策定手続きが統合されたことにより、行政アピール
が設定される計画手続きの段階が変化したことになる。旧NPR では、ほぼ確定した計画素
案に対してアセスが行われていた。このため行政アピールは、計画素案に対するアセス手
続きの中で設定されていた。これは、プランニングプロセスの「絞り込み」の段階にあた
る。これに対し新NPR では、アセス手続きと計画手続きとの統合によって行政アピールが
設けられるスクリーニングの判断と「Final EIS」の手続きは、それぞれ意思形成過程の「課
題設定」と「絞り込み」の段階にあたる。課題設定の段階で行政アピールが設定されたこ
とは、基底となる決定前提の確定に対し、即時的にかつ訴訟よりも簡易な手続きで異議申
し立てをすることが可能で、誤った判断をその時点で是正できる可能性が示唆している。
134

第３章

ワシントン州における手続統合型 SEA の制度.

以上から、新・旧で設定される参加をプランニングプロセスの段階に対応させると表
３.13のようになると考えられる。

表 ３.13 プランニングプロセスにおける新旧 NPR の参加
情報公開

プランニングプロセス

課題設定
代替案
分析
絞込み
採択

3.5.4

参加機会

旧NPR

新NPR

旧NPR

なし

方法書

なし

なし

準備書

なし

方法書
準備書
評価書

なし
評価書

意見書
（2回）
なし

新NPR
意見書
（1回）
意見書
（1回）
なし
なし

異議申立
旧NPR
なし

新NPR
行政不服申立
て（1回）

なし

なし

行政不服申立

行政不服申立

て（2回）

て（1回）

行政事件訴訟

行政事件訴訟

特徴

以上の分析に基づいて、ワシントン州において新NPRとして構築された統合型SEAの情報
的手段の特徴をまとめる。情報公開の原理において、プランニングプロセスの上位のステ
ップから情報を公開・提供することで、利害関係主体の注意を喚起し、あるいは環境課題
に関しては、表面化しにくい潜在的な被影響住民などの利害関係者に対し関心を喚起し、
下位のステップにおける議論を活性化することが考えられる。また、プランニングプロセ
ス全体を通じて断続的に情報公開の機会が提供されることにより、主体間の調整過程が比
較的透明化されることも効果として期待される。
参加機会の原理に関しては、プランニングプロセスを通じて実施される利害調整過程に
対し、SEAの参加機会が上位のステップから設定されているため、計画課題の議論に環境課
題に関する議論を統合させるといった、環境の側面からの調整を統合させることができる
という効果が考えられる。一方で、本節の整理で明らかになったように、統合型SEAとして
従来と同様の構造を持つSEAプロセスを実施した場合に、プランニングプロセスにおいて最
も情報の確実性が高くなる具体的計画案の段階において参加機会が省略されるという課題
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も確認された。
異議申立の原理に関しては、プランニングプロセスの上位ステップにおける不服申し立
ての機会が用意されたことで、環境面の対立や紛争が拡大する前に解決するための機会が
設けられたといえる。しかしながら、ワシントン州の制度では、この行政アピールはあく
までも義務でなく、実施に当たっては主務機関の手続き整備が必要になる。また、不服申
し立ては、処分庁への申し立てである点を考慮すると、裁定における第三者性の確保は課
題となる。なお、日本の都市計画に当たる成長管理制度では、異議申立委員会が各自治体
の上級庁として設置されている。

表 ３.14 ワシントン州の統合型 SEA における情報的手段の特徴
情報公開

参加の機会

異議申立

・プランニングプロセスの遅いステップで実施されることによる非効率性の認識

背
景

効
果

・情報公開、公告、異議申立の前置主義が他の法制度で保証されてきた.

・関係主体に対し注意を喚起

関係主体の調整過程と並

計画の環境面の対立

し下位ステップにおける議

行して環境の側面におけ

が拡大する前に早い

論を喚起する .

る調整を行うことができ

段階で解決する機会

る.

が得られる .

最も情報の確実性が高く

行政不服申立てにお

なる具体的計画案の段階

ける第三者性の確保

において、参加の機会が

が課題である .

・主体間の調整過程が透明化
される.
低熟度、未整備の情報の提

課
題

示の仕方.

省略された .

以上の効果及び課題が考えられるが、このような特徴を有する統合型SEAの情報的手段が
整備された背景としては、従来の分離型によるSEAに伴う非効率性が行政の調査を通じで表
面化し、明確に認識されたことがあげられる。さらに、情報公開や事前公告、異議申しっ
ての前置主義が、情報公開の関連法lxや行政手続き法lxiで以前より保証されてきたことも指
摘できる。
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本章のまとめ

■制度的意図
従来の制度において、SEA が原案作成後のステップに限られていた（分離型 SEA）こ
とに起因した実効性の限界と非効率性の克服を意図していることが明らかになった。
■制度的仕組み
成長管理法で規定されたプランニングのステップに SEA の一連の手続きの各実施時期
を対応させ規定することで、手続統合型 SEA を制度的に構築していることが明らかに
なった 。
参加の３原理すべてにおいて、SEA 制度によって規定される参加の手続きの実施回数
および実施手法に変化はないが、各手続きが実施されるプランニングプロセスのステ
ップが上位のステップに遷移していることが明らかになった 。
■参加のシステム
統合型 SEA として構築された制度的仕組みによって、参加のシステムとして各参加の
原理における機能に以下の変化が考えられる。
情報公開：下位ステップの議論の喚起および潜在的利害関係者への早期の注意喚起。
従来は閉鎖過程にあった調整過程の社会への公開（透明化） 。
参加機会：従来は環境的側面の議論が影響しなかった利害調整過程において、環境
面の検討が並行して議論されることによって環境的側面の価値に関する
調整が図られる。
異議申立：環境に関する対立に限られるが、利害関係者間で対立が拡大する前に裁
定による解決の機会が得られる 。
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【脚注】
xxxvii

NEPA Section 102(2)(C)に規定. Sec. 102 [42 USC § 4332]. The Congress authorizes and
directs that, to the fullest extent possible: (1) the policies, regulations, and public laws of the
United States shall be interpreted and administered in accordance with the policies set forth in this
Act, and (2) all agencies of the Federal Government shall -- …(C) include in every
recommendation or report on proposals for legislation and other major Federal actions
significantly affecting the quality of the human environment, a detailed statement by the
responsible official on -- (i) the environmental impact of the proposed action, (ii) any adverse
environmental effects which cannot be avoided should the proposal be implemented, (iii)
alternatives to the proposed action, (iv) the relationship between local short-term uses of man's
environment and the maintenance and enhancement of long-term productivity, and (v) any
irreversible and irretrievable commitments of resources which would be involved in the proposed
action should it be implemented. Prior to making any detailed statement, the responsible Federal
official shall consult with and obtain the comments of any Federal agency which has jurisdiction
by law or special expertise with respect to any environmental impact involved. Copies of such
statement and the comments and views of the appropriate Federal, State, and local agencies,
which are authorized to develop and enforce environmental standards, shall be made available to
the President, the Council on Environmental Quality and to the public as provided by section 552
of title 5, United States Code, and shall accompany the proposal through the existing agency
review processes、と規定されている.

xxxviii

CEQ (Council on EnvironmentalQuality) 環境諮問委員会2006年11月27日,13:00-15:00

にWashington, DC にあるCEQ OfficeでEdward Boling 氏 (CEQ 次席法務顧問)に対し
て行ったインタビュー調査.
2009 年 2 月発表米国統計局推計値参照. Annual Estimates of the Resident Population for
the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2000 to July 1, 2008". United States
Census Bureau. Retrieved 2009-02-06.

xxxix

xl

DOE (Department of Ecology),Washington St. Government (ワシントン州環境局)2006年11
月30日,14:00-16:00 ワシントン州オリンピア（Olympia）にあるBarbara Ritchie氏,
Patricia Betts氏らへのインタビュー調査より.
脚注 xl に同じ.

xli

脚注 xl に同じ.

xlii

xliii

関係機関には、権力や管轄に提案行為にかかわるもの、提案行為が影響を与える公

共サービスを管轄するものが含まれる。
xliv

xlv

WAC 197-11-330.
DNS はSpokane Valley 市の更新された総合計画に基づき、市の環境政策規則の改定

に関するアセス手続きで発行された.
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xlvi

ワシントン州における手続統合型 SEA の制度.

GMA に基づく非事業行為とは、GMA の中で策定が義務付けられている政策・計

画・プログラム及び、その政策・計画・プログラムに基づく意思決定を指し、土地利
用計画や都市計画、土地利用規制など土地利用全般にわたる意思決定が含まれる.
xlvii

WAC 197-11-340 (2).

xlviii

xlix

WAC 197-11-230 (1) 及び(4)
WAC の条文においては、「SEPA review or environmental review」と記述されるが、

本論文の記述にのっとり「NPR 手続き」と記述する.
l

WAC 197-11-232,-250

li

Chapter 36.70A RCW

lii

RCW 90.58.020

liii

Chapter 36.70B RCW

liv

記述される条文は各種の法で異なる.

GMA の場合“It is not possible to meet the

goals and requirements of GMA or to make informed planning and decisions without
concurrent giving appropriate consideration to environmental factors.” として統合的手法
を求めている.
lv

WAC 197-11-704 (1) (b)

lvi

EPA 及び州環境局は、主務機関がアセス手続きを行う場合には公衆参加のための意
見聴取会(Public Hearing) を積極的に開くことを奨励している.

lvii

WAC 197-11-535(3)

lviii

Department of Development and Environmental Services, King County Government (キン

グ群環境開発局) 2006年12月5日、15:00-16:40ワシントン州シアトル市内シアトル市庁
舎にて、Karen Wolf氏および Paul Retenbach氏へのインタビュー調査より.
lix

RCW(Reviced Code of Washington ワシントン州法規集) Chapter 34.05 Section 330 及
び Section 510-598.

lx

Open Public Meeting Act. 1971 年；Preservation and Destruction of Public Records Act. 1957
年

lxi

Rules for agency procedure Act. 1959 年；Office of Administrative Hearing Act. 1981 年
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