
 

. 

 

 

 

 

第４章  
 

 

VISION 2040 策定における手続統合型

SEA のプロセスと参加手法 





 

第４章 VISION 2040 策定における手続統合型 SEA のプロセスと参加手法. 

 

 

145 

 

 

第４章 VISION 2040 策定における手続統合型 SEA のプロセスと参加手法 

4.1 本章の目的と概要 

 

 本章では、これまで整理してきたワシントン州の統合型 SEA が実際の運用においてどの

ように実現したのかを、プランニングと SEA が統合されたプロセスの形態と用いられた参

加手法の側面から明らかにする。まず、統合されたプロセスがどのように形成されている

か、その輪郭を定式化するためにプロセス全体を通じて発行されたすべての公的な文書を

基に、プロセスの全体を把握する。そして、この公式な発行文書のレベルにおいて、プラ

ンニングと SEA のそれぞれどのようにプロセスが統合したかを明らかにする。この時、プ

ロセスを全体として捉えると同時に、プランニングプロセスの各ステップにおいてどのよ

うな手法で統合されたかを明らかにするため、策定プロセスの全体を第２章で提示したプ

ランニングプロセスのステップに分解して分析することとする。 

分析はまず、各ステップにおける公式な発行文書を成果物として特定し、その中からプ

ランニングとしての成果物として作成された政策文書と、SEA の成果物として作成された

SEA 文書を整理し、それぞれのステップにおいて、各プランニング文書及び SEA 文書がど

のような形で成果物として発行されたかを把握する、これによって、各ステップにおける

統合の形態を成果物ベースで定式化する。続いて、各ステップにおける統合された、ある

いは統合されなかった成果物を形成するための作業に、どのような参加の手法が用いられ

たかを分析する。ここでは、参加の手法を第２章で提示した参加の原理の整理に基づいて、

情報公開、参加機会、異議申立で分析する。同時に、参加技術としての手法だけでなく、

意思決定における各手法の実態を把握するため、各手法で取り扱われた議論の内容を整理

する。さらに、これらの手法の結果として、どのような主体が参加することができたのか

を主体の属性別に整理し把握する。本章は、以上の分析を持って結論を得るものとする。

図 ４.1 プランニンプロセスの各スッテプと参加の原理 

課題設定

代替案分析

絞り込み

採択
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4.2 シアトル都市圏の成長管理政策 VISION の概要 

 

本研究の対象とする事例は第２章で提示したように、米国ワシントン州のピュージェッ

ト湾地域におけるVISION 2040の策定である。VISION2040は、米国シアトル都市圏の都市

圏計画機構（MPO；Metropolitan Planning Organization）であるピュージェット湾広域委員会

（PSRC；Puget Sound Regional Council）の策定する、成長・経済・交通に関する長期戦略で

ある。MPOとは、米国の都市圏における交通課題を背景に広域的な交通行政の実現を目指

し人口が５万人を超える都市域（Urbanized Area）と呼ばれる各都市圏に設置が連邦法（23 

U.S.C. §134）によって規定された行政体である。組織形態や実際の活動は、各MPOによ

って異なっているものの、その多くは各地域の基礎自治体の代表によって構成されている。

基本的な目的は、連邦政府の分配する交通行政のための予算に基づいて地域内の交通政策

を効率的に運用できるよう、その長期計画（LRTP: Long Range Transportation Plan ）とその

プログラム（TIP：Transportation Improvement Program）を策定することである。近年その計

画領域は連邦道路法の性格の変化に伴って、より広範囲なものになりつつあるlxii。また、こ

のMPOの中でも、ワシントン州ピュージェット湾地域のPSRCに関しては、州法の交通計画

組織関連法（RCW 47.80）によって人口が４５万人を超える複数の郡が隣接する場合に当該

地域で策定が必要となる地域交通計画（RTP：Regional Transportation Plan）を策定する交通

計画地域交通計画組織に指定されている。さらに、下記の４郡政府及び郡内の各自治体等

によって合意されている地域協定lxiiiによって、当該地域のMPO及び交通計画地域交通計画

図 ４.2  ワシントン州ピュージェット湾地域 
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組織であることが承認されている。このように、PSRCは域内の4つの群（表 ４.1）及びシ

アトル市などの各市から構成される計画策定主体であり、参加する自治体による地域協定

によって組織化されている。 

 

 以上のPSRCの法制度的に規定された業務とその法制度的根拠に関して体系的にまとめる

と、規定された主な業務スキームは「長期交通計画・プログラムの策定（Lang-range 

Transportation Plans and Program）」、「短期交通計画・プログラムの策定」、「成長管理政

策の策定（Growth Management Policy）」「自治体の策定する計画の審査」「地域内におけ

る統計情報の整備」「地域の環境管理」の６つである。 

長期交通計画・プログラムの策定に関する連邦法の根拠は連邦道路法（23 U.S.C. §134）

と州法では公共交通及び高速整備法による地域の交通戦略と地域交通政策の策定（RCW 

47.80.023, RCW 47.80.030）、当該４郡及び４郡内の各自治体などによる地域協定ではこれ

らの連邦法及び州法に基づく地域の交通政策の策定権が承認されている。また、ワシント

ン州控訴裁判所によって、PSRCの策定する長期交通計画・プログラムの策定と、域内の自

治体の公的計画において不整合が生じ、PSRCがこの整合を求めた場合に、PSRCの策定した

長期交通計画・プログラムの策定が優先され計画整合が自治体に対して義務付けられると

いう判例が示されている（The City of Des Moines 対 The Puget Sound Regional Council, 97 

Wash. App. 920 (1999)、）。短期交通計画・プログラムの策定の策定に関しては、連邦法の

道路事業整備法に関する個別事業の計画と予算計画の策定、連邦道路局への事業申請、及

び連邦道路予算（STP：Surface Transportation Program）、連邦公共交通局（FTA：Federal Transit 

Administration）予算、混雑緩和及び大気質改善（CMAQ：Congestion Mitigation and Air Quality）

予算の分配計画の作成が連邦道路整備法（23 U.S.C. §134, WAC 173-420, and 40 CFR §93）

及び連邦交通予算法（23 U.S.C. §134）が連邦法によって根拠づけられている。州法では、

地域６ヶ年交通の策定が地域交通計画組織関連法（RCW 47.80.023）によって根拠づけられ

ている。また、地域協定では、PSRCが地域内の主要交通事業に関して州交通局にその優先

表 ４.1 PSRC を構成する各郡の概要 

 人口（千人） 住宅（戸） 面積（km2） 

キング郡 1,884.2 821,934 5,504 

ピアス郡 805.4 323,884 4,347 

スノホミッシュ郡 696.6 277,704 5,408 

キットサップ郡 246.8 104,145 1,025 

合計 3,633.0 1527 千 16,284 

州財政局統計 2008 年 4 月 1 日現在（人口は推計値） 
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順位を提示することが承認されている。 

 

成長管理政策の策定に関しては、連邦法上の規定はないが、後に詳述する成長管理法に

おいて、広域郡計画方針の策定が義務付けられている（RCW 36.70A.210）。そして、地域

協定においてはVISION 2040の前計画であるVISION 2020の維持管理そして改定が承認され

ている。また州成長管理法によって規定された成長管理法に関連する不服審査庁である成

長管理異議申立委員会（GMHB：Growth Management Hearing Board）においては、PSRCの

策定するVISION 2020及びVISION 2020の改定版に対して地域内の自治体の総合計画が整合

する義務があることが判例として示されている（Lawrence Michael Investments, L.L.C., et. 

al. 対. Town of Woodway, CPSGMHB Case No. 98-3-0012 (January 8, 1999)）。自治体の策

定する計画の審査に関しては、連邦レベルの制度規定はなく、州法及び地域協定が法制度

の根拠を構成している。州法では、地域交通計画組織関連法において地域の各自治体にお

ける交通計画の各要素を評価する広域的な方針と原則を提示することが義務付けられてい

る（RCW 47.80.026）。また、同法では、地域内の各自治体の策定する総合計画における交

通計画の要素を認定することに加え、これらの審査と代替交通手段の評価を州交通局と協

力して実施することが規定されている（RCW 47.80.023）。高次交通システム整備法におい

て、地域内の各自治体の策定する高次交通計画の評価と通勤時間削減計画の審査が要求さ

れている（RCW 81.104.080、RCW 70.94.527）。また、地域協定ではPSRCの成長戦略と地

図 ４.3 シアトル市街とピュージェット湾 撮影：柴田 2008 年 
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域内の各郡の郡総合計画の整合性を審査することを承認している。地域内における統計情

報の整備に関しては、連邦法および州法での規定はないが、地域協定において地域のデー

タベース作成と維持、自治体及び州政府、連邦政府への統計技術に関する協力が承認され

ている。地域の環境管理に関しては、連邦法である国家環境政策法（NEPA）において、計

画の策定過程において環境アセスメントを実施することが求められている（42 U.S.C. §

4331）。また、連邦大気質法において大気質基準適合施策の実施主体に規定されている（42 

U.S.C. §7401）。さらに連邦都市圏交通計画法（23 U.S.C. §134）によって、長期交通計

画の策定過程において環境担当機関及び天然資源管理機関と協議を実施することが義務づ

けられている。また、州法の環境政策法（SEPA）及び大気質法において、それぞれの環境

配慮行為の実施者として規定されている。さらに、地域協定において、地域の自然環境を

保全維持するためにNEPA及びSEPAの規定に則って地域の交通政策に基づく全ての事業の

環境アセスメントに対して審査と意見をすることが求められている。以上が、PSRCの主な

業務スキームとそれぞれの法制度的根拠であり、これをまとめると表 ４.2のようになる。 

なお、他にもPSRCの法的根拠も持った業務には、都市圏の多面的な計画を統一的に整理

する統一計画作業プログラム（UPWP：Unified Planning Work Program）の策定と実施（連邦

都市圏交通計画法、23 U.S.C. §134）など、広域行政にかかわる計画策定やそのための連

邦政府、州政府、地方政府との調整機能が規定されている（42 U.S.C. §3211; 13 C.F.R. §

302、RCW 81.104.080、RCW 36.70A）。現在、米国全土には385の都市圏計画機構MPOが

存在するが、これらが行う計画活動は、連邦道路法が改定を重ねるにつれて徐々にその計

画領域を拡大している。この背景には、連邦政府の制定する道路政策の中心的な法律であ

る道路六ヶ年法の法的傾向があり、1991年に制定された総合陸上輸送効率化法（ISTEA：

Intermodal Surface Transportation Efficiency Act.）、1998年に制定された21世紀交通最適

化法（TEA-21：Transportation Equity Act for 21 Century）に続いて、2005年8月に成立

したSAFETEA-LU法lxivの一連の法改正においてこの傾向が見て取れる。とりわけ

SAFETEA-LU法では、前計画TEA-21に対して31.4％増の総額2,860億ドル（2004年度-2009

年度会計）の道路予算を確保したほか、民間債権の活用や運輸長官権限の連邦交通基金の

利用対象拡大といった積極的な道路整備方針が示された。さらに、環境関連事業の拡大や、

道路以外の計画活動との積極的な統合的運用の方針を示すことで、総合的な計画策定に基

づいた道路整備計画の効率化を目指している。PSRCの業務が広範に広がっているのは、こ

のような連邦制度の方針と、ワシントン州の成長管理法、また、当該地域で締結された地

域協定に由来するものであると言える。 
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表 ４.2 SRC の主な業務スキームとその法制度的根拠 

主な業務スキ

ーム 

連邦法 州法 地域協定 判例 

長期交通計

画・プログラム

（LRT/LRP）の

策定 

連邦道路法に基

づくLRT/LRPの

作成（23 U.S.C. 

§134 

公共交通及び高速

整備法による地域

の交通戦略と地域

交通政策の策定

（RCW 

47.80.023, RCW 

47.80.030） 

連邦法及び州法

に基づく地域の

交通政策の策定

権 

LRT/LRPは域内の

自治体の公的計画

に対し優先される

（州控訴裁判所判

例The City of Des 

Moines 対 The 

Puget Sound 

Regional Council, 

97 Wash. App. 920 

(1999)） 

短期交通計

画・プログラム

の策定 

道路事業整備法

に関する個別事

業の計画と予算

計画の策定、分

配（23 U.S.C. §

134, WAC 

173-420, and 40 

CFR §93、23 

U.S.C. §134） 

地域６ヶ年交通の

策定（州地域交通

計画組織関連法

RCW 47. 80. 023） 

主要交通事業に

関して州交通局

にその優先順位

を提示 

なし 

成長管理政策

の策定 

なし 大規模郡の隣接す

る地域における広

域郡計画方針の策

定義務（成長管理

法RCW 36. 70A. 

210） 

VISION 2020の

策定、維持、及

びモニタリング

等の管理、そし

て改定作業の実

施 

自治体総合計画の

整合義務（成長管理

異議申立委員会判

例Lawrence 

Michael Invest-

ments, L.L.C., et. 

al. 対. Town of 

Woodway, CPS 

GMHB Case No. 

98-3-0012 

(January 8, 1999） 
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自治体の策定

する計画の審

査 

なし ・自治体交通計画

の評価方針/原則

の提示、審査（地

域交通計画組織関

連法RCW 47. 80. 

026/023） 

・自治体高次交通

計画の評価と通勤

時間削減計画の審

査（高次交通シス

テム整備法RCW 

81. 104. 080、

RCW 70. 94. 527） 

PSRCの成長戦

略と地域内の各

郡の郡総合計画

の策定協力、策

定された郡総合

計画とVISION 

2020の整合性の

審査 

なし 

地域内におけ

る統計情報の

整備 

なし なし 地域データベー

スの作成、維持、

自治体及び州政

府、連邦政府へ

の統計技術に関

する協力 

なし 

地域の環境管

理 

・環境アセスメ

ントの実施（国

家環境政策法42 

U.S.C. §4331） 

・大気質基準適

合施策の実（連

邦大気質法42 

U.S.C. §7401） 

・環境担当機関

及び天然資源管

理機関と協議を

実施（連邦都市

圏交通計画法23 

U.S.C. §134） 

州法の環境政策法

（SEPA）及び大気

質法において、そ

れぞれの環境配慮

行為の実施者とし

て規定（(RCW 

43.21C） 

地域の自然環境

を保全維持する

ためにNEPA及

びSEPAの規定

に則って地域の

交通政策に基づ

くすべての事業

に対して審査と

意見 

なし 
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この表 ４.2 で示されるように、PSRC における業務スキームにおいて、他の MPO と異

なる部分は、ワシントン州の州法と地域協定、州内の判例によることが大きいことが分か

る。中でも、当該地域の VISION 2040 のような政策策定にあたっては州法の成長管理法と

地域協定が寄与している。そこで、次に地域協定における PSRC 業務に関する規定を、協

定の合意事項に則って、交通政策に関する業務、成長管理政策に関する業務、郡都市総合

計画に関する業務、技術協力に関する業務の４つに整理して把握する。 

交通政策に関する業務： 

 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：

Regional Transportation Plan）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：High Capacity 

Transportation）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整合性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、

地域交通計画の作成を含み、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。 

 地域内の各地方政府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、各種計画及び地域成長戦略を、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。 
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・ 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、交通政策委員会に対し、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。 

・ 交通政策委員会が、地域交通計画と各総合計画の内容に不整合があることを理由に、整

合性の承認を理事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理事会に対し不服申立を行い、問題の解決をゆだ

ねることができる。不服申立がされた場合は、理事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整備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。 

成長管理政策に関する業務： 

PSRC は正式に採択された地域成長管理戦略として、VISION 2020（VISION 2040 の改

定前）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。 

郡都市総合計画に関する業務： 

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。 

技術協力に関する業務： 

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。このた

めに以下の業務を実施する。 

・ 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。 
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 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応答を行うため。 

・ これに加えて、地域協定内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。 

 地域協定においては、このように PSRC の交通、成長管理、地域内の整合性の確保、統

計情報の整備に関して業務の範囲と目的を定義し、実施を規定している。また、これらの

業務の遂行にあたっては、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としており、公開で関係主体間の調整の場を

提供することを義務付けている。また、PSRC と各地方政府及び州政府との関係に関して、 

・ 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中で、

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。 

と規定している。PSRC の執行と運営に関する資金調達に関しては、 

・ 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 の総会は、必要に応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、総会において決定される。 
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・ PSRC の総会は、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依頼があった場合に、

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。 

・ 総会は、年次予算を採択し、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。 

として、規定されている。これが地域協定に基づく PSRC の業務と予算執行の枠組みであ

る。この地域協定の規定によって、連行道路法に基づく都市圏計画機構 MPO とは異なる追

加的かつ広範な計画活動が制度的に担保されている。なお、この地域協定に関しては、地

域間協定書の写しは州政府地域開発局に保管されることになっており、この点においても

州政府から認められた地域協定になっているといえる。2009 年現在のところ、この地域協

定は、上述の４郡の範囲で締結されており運用されているlxv。このような広域行政の機関で

ある PSRC が、州法の成長管理法（GMA）の規定に基づいて策定するのが VISION 2040

である。次に、成長管理法の規定から VISION 2040 の策定に関して把握する。 

 

■成長管理法におけるVISION 2040 

 1980年代において米国では自然環境の保全、交通混雑を基盤とした都市基盤への負荷の

軽減、都市開発区域と保全区域によるスプロールの防止、アフォーダブル住宅の提供、経

済推定地域における開発の促進というテーマを中心に総合的な計画による成長管理の手法

が取り入れられるようになってきた（DeGrove, 1991, 1992）。そしてこの傾向はワシントン

州においても見られ、成長率の高い自治体においては総合計画の導入が図られ、ゾーニン

グや社会資本整備プログラムとの整合性が法的に規定されるようになって来ていた（Gale, 

11992、Bollens, 1992）。この背景には、1980年代の同州のボーイング社の業績回復や木材

需要の続伸による林業の好況にけん引された経済成長があり、これに伴う人口流入が挙げ

られる。前章で提示したように、ワシントン州の人口は1980年代の10年間に４１３万人か

ら４８７万人に増加しており、増加人口は７４万人（増加率２１％）と大変大きな流入人

口を抱えていた。そして、ここで問題とされたのがこの増加人口の８割以上が現在のPSRC

が対象とするピュージェット湾地域に流入しており、そしてその６０％が市域未編入地域
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（unincoorporated area）に流れており、準市街化した地域が広く低密度に形成されていった

という点である。そして、このような状況の中で自然環境の破壊と市民の生活環境の悪化

は、結果的に生活の質の改善を求める広範な中間層による市民運動を生み出し、成長管理

政策導入の政治的原動力になっていった（例えば、Kelly, 1988, 1993；大野, 1997；小泉, 2003）。 

このような背景において州議会議員による成長管理委員会設置の提案や州知事の行政命

令によって、成長管理法の素案作りが進められ、1990年４月１日に州議会において成長管

理法 I が採択され成立した。翌年の1991年６月には、市民提案547号（Washington State 

Initiative 547）に対応した追加法案である成長管理法 II が州議会で採択され成立した。本

研究では、この成長管理法 I 及び成長管理法 II の二つを合わせて、州成長管理法（Growth 

Management Act）と呼ぶlxvi。 

この成長管理法によって、ワシントン州の都市計画体系は規定されている。これを図に

したものが図 ４.5である。この計画体系の最上位に位置づけられるのが、成長管理法に提

示される１４の成長管理法目標（Growth Management Act Goals）である。 

• 都市成長を都市域に集中させる（Focus urban growth in urban areas.） 

• スプロールの抑制（Reduce sprawl.） 

• 効率的な交通システムの提供（Provide efficient transportation.） 

• アフォーダブル住宅の提供の奨励（Encourage affordable housing.） 

• 持続可能な経済成長の推進（Encourage sustainable economic development.） 

• 不動産所有権の保護（Protect property rights.） 

• 開発許可プロセスの時間短縮と公平性の確保（Process permits in a timely and fair manner.） 

• 天然資源由来の産業の維持と増進（Maintain and enhance natural resource-based industries.） 
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図 ４.4 ピューゲット湾地域の人口動態の履歴と将来予測 
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• 公開空地と生態系区域の保全とレクリエーションの発展（Retain open space and habitat 

areas and develop recreation opportunities.） 

• 環境の保護（Protect the environment.） 

• 市民参加と地域内の調整の推進（Encourage citizen participation and regional coordination.） 

• 適切な公共施設と公共サービスの保障（Ensure adequate public facilities and services.） 

• 貴重な歴史的資源の保全（Preserve important historic resources.） 

• 賢明な海岸線管理（Manage shorelines wisely.） 

以上の成長管理目標を達成するために、実際の面的計画が各地方公共団体によって策定さ

れ、ゾーニングや個別の社会資本整備事業や開発事業に展開されていく。成長管理法目標

の直下に位置付けられ、面的計画の最上位の計画がVISION 2040である。 

成長管理法上では、地域内の交通に関して広域的な調整を図り、郡都市計画方針の交通

部門に対して長期的な方針を与える地域交通計画（RTP）や、郡都市計画方針に対して都市

計画の方針を示す都市圏計画方針（MPP：Metropolitan Planning Policy）の制定が求められて

いる。この地域交通計画と都市圏計画方針以外の法的な規定としては、長期的な観点から

都市圏における経済開発、交通、都市環境、土地利用、環境に関する成長管理上の方針を、

下位の郡都市計画方針及び郡または市のマスタープランに対し提示することが求めている。 

 

■成長管理法の計画手続き 

VISION2040が依拠した計画法制度において、規定される参加を整理する。成長管理法で

は、総合計画の策定における参加を表 ４.3（a）のように規定している。この州法に基づい

て州行政規則では努力義務として表 ４.3（b）のように定めている。これらは、いずれも体

図 ４.5 ワシントン州における土地利用計画体系 

局所

広域

【
面
的
計
画
領
域
】

- 成長管理法（州法）
→13項目の成長目標

- VISION2040
→複数郡での成長戦略

- 郡都計画方針市
→郡議会が採択、市が批准

- 郡/市マスタープラン
→各自治体が策定

- 実施手段
-ゾーニング
-社会資本整備プログラム
-開発事業

-個別公共事業
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系化された手続きではないが、計画プロセスの早い段階の参加と継続的な参加を規定して

いる。 

 

表 ４.3 VISION2040 に係る計画制度における参加規程 

計画法制度 参加規程 

（a）成長管理法：総

合計画策定に係る公

衆参加の保障（RCW 

36. 70A. 140）（＝義務

規定） 

・ 早い段階からの継続的参加を実施するための公衆参

加計画書の策定 

・ 計画策定の発議の公告と周知 

・ 代替案の公告と周知 

・ 計画採択前の意見期間と説明会 

（b）成長管理法行政

規則：総合計画及び

規制採択に係る手続

き要件‐公衆参加

‐(WAC 365 – 195 - 

600）（＝努力義務） 

・ 計画プロセスの各段階における参加を有する参加計

画書の公告と周知 

・ 計画策定主体における参加の窓口の設置 

・ 発議と代替案に対する意見期間 

・ 計画素案に対する説明会の実施 

・ 最終計画案に対する公聴会の実施 

・ 公衆意見の勘案と応答 

 

4.3 VISION2040 の策定における統合型 SEA のプロセス 

4.3.1 プロセスの概要 

VISION2040の策定プロセスは、VISION2020の改訂の発議として開始された。この際、成

長管理政策は下位の土地利用計画等、都市形態や自然環境に多大な影響を持つ事を理由に

EISを作成することが決定された。つまりPSRCは、スクリーニングに当たる手続きを省略し

たことなる。 

その後、2006年5月にDraft EISが公告されるまで、スコーピングに当たる調査が行われた。

Draft EISでは、増加人口の分配が4パターンでシミュレーションされ、代替案として提示さ

れた。続いて参加機会が設けられた後、2006年9月に代替案絞込みのための評価基準案が公

告された。この後、2006年末にPSRCは最も好ましい案として優位案を作成した。 

この優位案は、2007 年 4 月に内定優位案として、意見期間を設けた後に、補遺版 Draft EIS

で詳細な環境分析とともに、VISION2040 案として公告された。この案は、最終計画案とし

て再び公衆参加にかけられ意見が募集された。2008 年の 4 月に Final EIS の公告後、アピー

ルが提訴されなかったため同月に採択された（表 ４.4）。 
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表 ４.4 VISION2040策定と SEAプロセス 

年 月／日 事項 

20
03

 10月 
・ 改訂の発議 

・ EIS作成決定 

12月 
・ スコーピングワークショップ 

・ 意見期間（４５日間） 

20
04

 1月 スコーピングワークショップ報告書 

2月 ～ 

3月 
公聴会； キットサップ郡、スノホミッシュ郡、キング郡（２回）、ピアス郡 

20
05

 

1月 ～ 

（翌年）1月 

にかけて 

調査書 - 保健衛生、成長目標、地方都市、農村地域、住宅供給、自然

環境、社会環境、人口動態、経済･雇用、交通の各計画課題の分野ごと

に計１０文書を発行し公開 

20
06

 

5月 Draft EIS 公告 

5月 Draft EIS 説明会；シアトルで開催 

5月 Draft EIS説明会報告書 

6月→7月 Draft EIS意見期間（６０日間） 

7月 ～ 

9月  
Draft EIS ワークショップ；各郡で開催 

9月 
Draft EIS アウトリーチ報告書 

代替案評価基準案公告 

10月 Draft EISへの意見書に対する見解書 

10月 12日 優位案の内定、発表 

20
07

 

1月→3月 内定優位案の実現可能性調査書 

4月 内定優位案 事前公告 

4月→7月 内定優位案 意見期間 

7月 
・ 補遺版 DEIS 公告 

・ VISION2040 案 公告 

7月→9月 意見期間（60日間） 

8月 1日 意見交換会； シアトル 

8月 意見交換会報告書 

8月 意見交換会； 各郡で開催 

8月 補遺版 DEIS・VISION2040 案の意見報告書 

11月 8日 公聴会； シアトル 

20
08

 3月 公聴会； シアトル 

4月 4日 Final EIS 公告 予定 

4月 24日 VISION2040 採択 
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4.3.2 統合形態の定式化 

VISION2040の事例では、政策の策定の各ステップにおいて、成長管理制度とSEA制度の

双方で規定される参加手続きを同時並行して進めていた。策定主体からの情報提供・公開

に関しては、「課題設定」及び「代替案分析」のステップでは政策策定とSEAの文書を一体

化して作成していた。そして「絞込み」「採択」のステップでは、政策策定とSEAの文書を

区別して作成したが、作成と発表時期を同期させることで、SEAと政策策定の両手続きを同

時並行させた。 

策定主体への提案・意見の機会に関しては、策定過程全体を通じて文書ベース及び会議

ベースでの参加機会が確保された。これらの機会では、政策の内容に関する事項とSEAが扱

う環境に関する事項の両事項を区別しない形で提案・意見を収集していた。これは、両事

項を区別して意見募集が行われる日本のSEA制度とは大きく異なる。 

 

表 ４.5 成果物の内容と制度規定の照会 

制度的作成規定：有 

GMA  代替案、代替案評価基準案、VISION2040原案  

SEPA  Draft EIS、代替案評価基準案、補遺版Draft EIS  

制度的作成規定：無 

ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ  スコーピング報告書、計画課題分析書  

SEA  スコーピング報告書、計画課題分析書  

 

政策の策定過程における情報の抽象性に対しては、情報を視覚化して提示するという工

夫が挙げられる。PSRCの担当官はヒアリング調査に対し、一般の市民に政策の概念や地域

における政策課題を理解してもらうために、可能な限り図式化し、口頭での説明を心がけ

たとした。実際に、作成されたSEA文書には、専門的な計画図に加え、地域の環境要素を強

調して示したイラストが掲載されている他、PSRCが実施した説明会は80回を超えたとの事

であった。 

一方、策定過程に参加した主体へのヒアリング調査からは、分析に必要な情報を収集す

る段階からPSRCとプロセスを共有する事ができ、情報の持つ意味に対する理解が深まった
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との認識が明らかにされた。このことは、策定過程の初動段階から関わることで、情報の

生産過程を共有できた事が、抽象性や不確実性が高い情報の理解に寄与したと考えられる。 

このような手法を可能にした制度的背景には、成長管理制度とSEA制度の双方に、互いの

手続きを関連させる相互規定を設けていることがあげられる。これに加えてPSRCの担当官

へのヒアリング調査では、「政策段階で何を課題としどのように解決するかの判断は、今

後の行政施策を通じて実際の市民生活の環境に大きな影響を与える」との認識が明らかに

された。このことは、政策の策定者が、政策の策定過程における処分性とその二重効果性

を認識していることも、この手法を可能にした背景として指摘できることを示している。 

一方で、当事例の固有性に留意する必要もある。州政府でSEAを担当する行政官は、当事

例が政策の策定過程とSEAの統合に関して、最も成功した事例の一つで、他事例では必ずし

も当事例ほど統合が進んでいないとの認識していた。当事例が成功した理由には、PSRCの

SEA担当者が、以前から州のSEA担当者や連邦環境庁（EPA）の担当者と面識があり、SEA

の専門性に関して外部の協力を比較的容易に得ることができた事が挙げられる。また、PSRC

が政策や計画・プログラムの策定という計画行政に特化した組織であり、策定に費やす予

算や人的資源が、一般的な自治体に比べ潤沢であったことも背景として指摘できる。 

 

 

Draft EIS（代替案）
代替案評価基準案

スコーピング報告書

計画課題分析書

VISION2040
原案

補遺版
Draft EIS

VISION2040
最終案

Final EIS

課題設定

代替案
分析

絞込み

採択

＜同期＞

＜同期＞

プランニング
文書

SEA
文書

統合
文書

図 ４.6  作成文書から定式化した統合のプロセス形態 
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4.4 統合型 SEA の参加手手法の特徴 

4.4.1 計画課題設定のステップ 

2003年にVISION 2020の改定プロセスを開始することを決定したPSRCは、成長管理法で

規定された「改定の発議」の公告と、環境政策法で規定されたSEA手続きの着手を示す「DS」

「スコーピングの告知書」を公告した。これらの文書は、一つのまとまった形式で公告さ

れ、州及び連邦の関係機関、事前から登録されている企業や市民団体及び個人、説明会な

どで配布されそう配布数は8千部を超えた。またウェブ掲載に加え、地域内の16の新聞・雑

誌メディアで広告掲載が行われた。 

この文書には、従来の成長管理政策改定のプロセスを開始したことが記載されているほ

か、改定のきっかけとなった人口動態予測の統計情報、スプロールの拡大を計画課題とし

て捉えていること、当時の計画区分よりも細分化した計画区分の導入を予定していること、

さらにこの後の方針としてスコーピング、市民意向調査、意見期間の手続きを行うことが

示された。また、PSRCは改定の内容に関して一切の意思決定を行っていないことを明記し

ている。 

図 ４.7 スコーピングで提示された将来人口動態予測 

スコーピング説明会資料に用いられた PSRC (2003) 『Regional View』より 

 

「私たちの２１世紀像は？」と題して将来象の策定の作業を始めたことを示すとともに、

「1960 年から人口は倍増し雇用数は３倍になろうとしている . この急激な成長傾向は

2040 年まで継続すると見られており、私たちの地域の住民は 2040 年までに 160 万人増加

し地域内の労働者数は 110 万人増加する。生活の中で良いところを残しながら、私たちは

2040 年に向けて何を変えていかなければならないか、考えないといけない. 」として、

VISON 2020 の改定にむけた意見を求めている. 
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これらの内容は、2003年の冬から2004年の春にかけて行われた説明会や公聴会において

提示された。担当者へのヒアリングによると、極力スライドを用いてグラフやイラストを

用いて説明を試みたとのことであった。 

2004年1月の「スコーピングWS報告書」、7月の「スコーピング参加報告書」では、ワー

クショップをはじめ、説明会や意見書や電子メールなどで収集された意見がまとめられ公

表された。ここには、意見全体の傾向を分析した結果に加え、全ての意見内容と意見提出

者名が記載された。また、2004年2月の「市民意向調査報告書」では2003年11月に実施され

た市民意向調査の結果が示された。この報告書では、無作為抽出された915人の無作為市民

を対象としたアンケート結果を、生活の質、計画課題の優先順位、成長管理・土地利用、

交通計画、経済成長の5つの視点でまとめ、地域の市民において、何が課題として認識され

ているかが定量的に示された（表 ４.6、図 ４.9）。このアンケート結果によると、全体の

80％がピュージェット湾地域を生活する地域として「素晴らしく適している」または「良

く適している」と回答し、この地域における生活の利点として「自然環境の美しさ」や「気

候」、「レクリエーション・娯楽」が多く挙げられた。 

図 ４.8 スコーピングで提示された都市成長のフットプリント 

スコーピング説明会資料に用いられた PSRC (2003) 『Regional View』より 

スコーピングにおける説明会ではこのような図が用いられ、現在の地域における人口成長

がどのような形で発生しているのかを視覚的に説明された. スコーピングの資料によると

「この二つの対比図から、最近 50 年の間における成長による影響を明確に読み取ることが

できる. PSRCは今後も州当局や大学有識者らの協力の下に近年の成長動態を画像化して分

析を進めていく」としている. 
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（a） 

 

 

 

 

 

 

地域内の各サンプル区分におけるサンプル量と 95％確度に対する誤差範囲. 

 

（b） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 年調査と比較対象とする 2000 年調査の属性別サンプル構成比の比較. 

 

 

 

 

 

 

 

表 ４.6 市民意識調査で実施された調査サンプルに関する記述 

PSRC (2004) 『2003 VISION 2020 Scoping Survey Final Report』より 
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（a） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「この地域におけるこの先 25 年間にどのような変化を望むか？」に対する回答.  

 

（b） 

 

 

 

 

 

 

「人口成長を集中させた場合の利点は何か？」という質問に対する回答. 

 

（c） 

 

 

 

 

 

 

「人口成長を集中させた場合のデメリットは何か？」という質問に対する回答. 

 

アンケート調査はこの他に、現在のコミュニティーの居住性に対し、住宅価格や通勤時間、公共サービ

スの利用のしやすさ、周りの自然環境、犯罪、交通混雑など市民生活に対し４４項目の質問で構成され

ている。また、報告書の巻末には、全ての加工前のデータシートが掲載されている. 

 

 

 

 

2003 年調査と比較対象とする 2000 年調査の属性別サンプル構成比の比較. 

 

 

 

図 ４.9 市民意識調査で実施された調査結果の例 

PSRC (2004) 『2003 VISION 2020 Scoping Survey Final Report』より部分抜粋. 
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一方、地域の不満点として「交通混雑」「交通手段の選択肢の不足」を指摘する回答が前

回の2000年調査時に比べ倍に増加していることや、この先25年間でこの地域に必要な変化

として「公共交通の拡充」を挙げる割合が全体の3分の1に達していることなどが明らかに

なった（図 ４.9（a））。アンケート調査では、これらの生活に関する抽象的な質問に加え

て、成長分配や交通計画、経済成長戦略に関しても質問が行われた。この結果成長分配に

関しては、全回答者の3分の2が既成市街地に人口増加を集中させることに賛成しており、

その利点として「環境の保全」、「交通量の削減」などが挙げられ、デメリットとしては

「過剰混雑・過密度」や「交通混雑の増加」が挙げられた（図 ４.9（b）、図 ４.9（c））。

土地利用に関して、職住一体型の生活に関しては賛否が分かれ、賛成は56％、反対は36％

であった。交通に関しては、前述したように交通混雑に関して高い不満が示された。また、

過去5年で交通状況は悪化しているとの回答と今後5年で交通状況は悪化するとの回答はと

もに7割を超え、交通状況に関して悲観的なデータが提示された。この対応としては、公共

交通の拡充を全体の8割が支持するという結果も示された。経済に関しては、強みのある業

種に選択的に強化策を講じる経済政策を支持する割合が18％にとどまったのに対して、

82％の回答者が経済的多様性を促進するような経済戦略を支持していることが明らかにな

った。これら経済戦略として、新規産業誘致に、減税措置等の優遇政策を導入することに

対して賛成との回答は全体の65％を占める一方、既存産業部門のインフラへの負荷に対す

る経済負担を求めることに賛成する回答者は67％に上った。アンケート調査結果の報告書

PSRC (2004) 『2003 VISION 2020 Scoping Survey Final Report』では、これらの結果が統計的

に整理され、「生活の質」と「地域計画」の二つの章で記述された。「生活の質」の章で

は、地域の生活の快適性に関し5段階評価による調査結果と地域の社会資本の整備状況に関

する評価結果が提示され、「地域計画」の章では、計画課題の優先順位、土地利用、交通

計画、経済政策の４つの節で、各々の市民意識が調査された結果が提示された。 

2004年9月の「公衆参加計画書」では、政策の策定までを3つに時期区分し、各区分にお

ける公衆参加の手法を提示している。また、「2005年12月から2006年3月までの4ヶ月にわ

たって、Draft EISの意見期間を設ける」など、具体的な時期と公衆参加の手法が示された他、

アウトリーチの対象を8つの属性に分類し属性ごとに検討した参加手法や各手法の利点と

コストの検討資料が示された。なお、この参加計画書においては参加対象の属性別にアウ

トリーチ戦略が策定されている（表 ４.7）ほか、以下の団体が特定対象として扱われ、重

点的にアウトリーチを行う対象として位置付けられている（表 ４.8）。また各アウトリー

チ手法に関する想定される予算も提示されており、世論調査であれば1回につき300万円～

400万円程度、150人規模の討論会であれば50万円程度、ローカルニュースへの映像放映で

あれば製作費として80万円～400万円程度、新聞折り込みであれば250万円程度となってい

る（『VISION 2020 Update Public Involvement Plan』, Puget Sound Regional Council, 

September 30, 2004より）。 
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表 ４.7 公衆参加計画書に提示された対象別参加戦略 

『VISION 2020 Update Public Involvement Plan』, Puget Sound Regional Council, 

September 30, 2004 より一部表記を簡略化.  

参加対象 参加戦略 

PSRCにおける各政策委員会 ・ 公衆参加イベント（説明会、公聴会等）における

関連自治体としての参加の奨励. 

・ 意見期間における意見提出機会の提供. 

・ 内部資料も含む関連資料等の配布. 

基礎自治体、地方議会 ・ 策定作業に関する説明会の開催. 

・ プロセスにおける継続的な関与の奨励. 

・ 意見期間における意見提出機会の提供. 

・ 内部資料も含む関連資料等の配布. 

・ 投票の実施. 

連邦、州、民間の公共交通提供機関

及び企業 

・ プロセスにおける合同／協働会議の実施. 

・ 策定作業に関する説明会の開催. 

・ 役割別の継続的な関与の奨励. 

・ 意見期間における意見提出機会の提供. 

・ 内部資料も含む関連資料等の配布. 

地方マスメディア ・ 記者会見の実施及び報道デスクの設置. 

・ 意見期間における意見提出機会の提供及び結果の

報告. 

・ 計画文書等の関連資料の配布. 

・ メディア情報確認担当官の配置. 

一般公衆、企業、慈善事業団体、ア

ドボカシー団体、コミュニティー団

体、教育組織 

・ 話し合いへの参加機会の提供. 

・ 意見期間における意見提出機会の提供及び結果の

報告. 

・ メール配信サービスの提供. 

・ アウトリーチ手法に関する協議の実施. 

・ 調査結果の配布と意識調査. 

・ 社会的マイノリティー層 

（環境及び社会正義に関して） 

・ 身体障害者 

（環境及び社会正義に関して） 

・ 低所得者層 

・ 話し合いへの参加機会の提供. 

・ 参加機会の日時、場所、方法に対する配慮. 

・ 特定対象別説明会及び協議の実施. 

・ 意見期間における意見提出機会の提供. 

・ メール配信サービスの提供. 

・ アウトリーチ手法に関する協議の実施. 

・ 調査結果の配布と意識調査. 



 

プランニングプロセスに統合された SEA の参加. 

 

 

168 

 

 

表 ４.8 参加計画書において特定対象とされた団体 

『VISION 2020 Update Public Involvement Plan』, Puget Sound Regional Council, 

September 30, 2004 より 

・ 学校及び大学 

・ 図書館 

・ 主要労働団体 

・ 商工会 

・ 専門家組織、学会 

・ マイノリティー団体 

・ 環境団体 

・ シンクタンク 

・ 自治会 

・ 成長管理市民団体（1000 

of Friends） 

・ 先住民 

・ 女性有権者協会 

・ 住宅協会 

・ 衛生アドボカシー団体 

・ 議員 

・ NGO 

・ 基礎自治体 

・ 港湾管理者 

・ 州資源機関 

・ 連邦資源機関 

・ 郡広域計画機構 

 

2005年から順次公表された「計画課題分析書（Issue Papers）」では、「保健衛生」と「社

会環境」の分野ではスコーピング機関に寄せられた懸念事項に関する情報や今後の取り組

みを定性的に記述し、それ以外の分野ではセンサス調査や既存の統計資料を用いた現状分

析・将来予測が示された。 

例えば、計画課題調書の中で最初に発表された「保健衛生」では、統計的な数値解析や

保健衛生に関する観測データなどは一切提示されていない。一方で、「大気質や水質と生

活における健康との関係に注意を払うべきである」、「自動車交通量が人体に与える影響

について分析するべきである」といった、スコーピングで寄せられた意見を紹介している。

これと同時に、公衆衛生に関する学術誌「American Journal of Public Health」や「American 

Journal of Health Promotion」などの記事を引用しつつ、土地利用と健康影響に関する因果関

係に関して解説し、また、当時のVISION 2020における公衆衛生に関する施策について紹介

を行っている。これに対し、計画課題調書の2番目に発表された「成長管理：人口、住宅、

雇用の成長目標」では、現行の統計的傾向が詳細に分析され提示されている。同調査書で

は、成長目標を地域レベルで策定することの成長管理上の意味合い、法的な枠組み、既存

の成長管理目標と実現のための政策群、各自治体における都市計画の政策方針、個別施策

が冒頭で提示された上で、人口動態に関して統計的な傾向の分析がなされた。この計画課

題調書においては、州財務局の将来の人口動態予測に並べて、これまでのPSRC及び各郡に

よる政策的目標地及び各種成長管理施策が、1995年以降の各土地利用の異なる地区におけ

る人口増加の傾向にどのような影響を与えたかに焦点がおかれ分析されている（図 ４.10

（a）、図 ４.10（b）、図 ４.11（a）及び（b））. 
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地域内の各郡における「市街化区域」「市街化区域外」「市街化区域外における準都市化区域」「市街化区

域外の非都市化区域」「その他」「農村地域」という 6 つの地理区分に分割して集計した場合の「人口成長

上限の分配率（1995 年～2000 年に策定）」「人口成長の割合（2000 年以降の調査結果）」「近年の成長傾

向（1995 年から 2002 年までの傾向）」「最新の成長目標」（人口ベース及び住宅数ベースが混在）. 各郡

に共通した傾向として、成長目標は異なるものの農村地域を含む郊外の人口成長が政策目標を超えて高く

なっていることが分かる、と指摘している.  

 

 

（b） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワシントン州財務局が算出した 2025 年までの人口動態予測と、各自治体の 2025 年における人口成長目

標値の合算値（合算値は PSRC の VISION2020 における成長管理目標値にならっている）. 1960 年から

2000 年までの人口動態を 2025 年までに投影したもので、予測は人口流入の速度が増加した場合、低下し

た場合、中間、の 3 つのパターンから構成されている. 当文書においては、将来の人口動態予測に並べて、

これまでの政策的目標地及び各種成長管理施策が既成の人口増加傾向にどのような影響を与えたかに焦

点がおかれている. 

 

図 ４.10 計画課題調書『成長管理：人口、住宅、雇用の成長目標』において

提示された主要な統計情報の例１. 

Growth Targets Issue Paper Series, July 2005 より部分抜粋. 
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（a） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（a）はピュージェット湾地域内における

2020 年までの増加人口の分布予想図. 現在

の各自治体の成長管理政策における人口成

長目標を基に作成されており、ひとつの黒

点が 100 人の増加人口を示している. なお、

図中の赤線は州間高速道路、赤破線は主要

フェリー航路、薄茶部は市街化区域を示す. 

計画課題調書の記述によれば、市街化区域

外における人口増加の予測がこの図によっ

て示されている.  

図 ４.11 計画課題調書『成長管理：人口、住宅、雇用の成長目標』において

提示された主要な統計情報の例２. 

 

Growth Targets Issue Paper Series, July 2005 より部分抜粋. 

（b） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（b）は市街化区域における人口密度の変化率

を示した図である. 左は 2000 年に人口密度に

対する 2002 年の人口密度の変化の割合が基

礎自治体ごとに色分けされており、右図は

2022 年の人口密度に対する 2025 年の人口密

度の変化の割合である. 最も濃い茶の部分が

12％の増加率を示し、黄色の部分は 4％の増加

率である. 中間色は濃い方が 8-12％、薄い方

が 4-8％である. 計画課題調書によれば、将来

にわたり人口密度の増加率は多くの場所で高

くなっていき、とりわけ、規制市街地におい

てはその傾向が顕著であるとされている. 
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計画課題調書の中において、SEAの中心的なテーマとなるのが環境に関しての計画課題調

書である。この計画課題調書は、大きく３部から構成されており、第一部は環境に関する

諸課題全般に対して、今後のプランニングに対する方針を提示するものであり、第二部は

排水処理に関する施策及び環境影響に関して取りまとめたもの、そして第三部はエネルギ

ー供給に関して取りまとめたものである。この中の第一部では、これまでの課題設定のプ

ロセスにおけるアウトリーチの取り組みを提示した上で、PSRCの環境に関する課題の捉え

方と、課題設定の段階で各主体から提示された環境課題、あるいは環境に関する関心事項

が図表で整理され提示された。 

この図は、VISION 2020 の改定に向けて、環境への配慮の手法として従来の個別の

環境影響の特定ではなく、自然界の統合的なシステムとして環境を捉えることによっ

て環境への影響を分析するという概念を導入することを説明するものとして提示さ

れた. 図そのものは、2003 年にキットサップ郡の表層水とサーモンの生態系に関す

る保全とランドスケープのアセスメントに用いられたものであり、水域の包括的な生

態系システムとそれを取り巻く自然環境との系を統合システムとして模式的に示し

たものである. 

 

 図 ４.12 計画課題調書『環境』において提示された統合環境システムの模式図 

Environment Issue Paper Series, August 2005 より部分抜粋. 
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計画課題調書『環境』の第一部においては、地域内の環境課題に関する優先順位として、

課題特定のステップにおけるアウトリーチ活動の結果として得られた環境課題の優先度

を示すものとして提示された.計画課題調書によると、地域内には多くの行政機関、民間

企業、市民団体が環境面の課題に関し関心を持っており、これらの関心事項に関してアウ

トリーチを通じて網羅的な把握を行い、この表がその結果であるとしている. 

表 ４.9 計画課題調書『環境』において提示された参加主体と環境課題の関心の関係表 

Environment Issue Paper Series, August 2005 より部分抜粋. 


