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第５章 手続統合型 SEA の参加の効果
5.1

本章の目的と方法

前章では、ワシントン州ピュージェット湾地域における成長管理政策の策定に適用され
た統合型 SEA のプロセス形態と参加手法を明らかにした。これによって、従来の分離型
SEA が対応してきた絞込みのステップに加えて、分離型が対応しなかった課題設定や代替
案分析のステップにおいて SEA のステップが対応して実施されていたことが明らかになっ
た。そして、これらのステップにおいて、情報公開及び参加機会の両側面において統合型
の特徴的な参加手法が実施されていることが明らかになった。これらの手法では、環境情
報と政策情報の公開の同時性が確保されていると同時に、環境に関する事項と政策に関す
る事項を区別しない形での提案や意見を収集が図られていた。このような形で進行する全
体のプロセスにおいて政策形成が進み、最終的な採択に至ったといえる。このプロセスの
中の特定のステップにおける策定主体と参加機会に関与したステークホルダ間の情報の移
動について整理すると図 ５.1 のように整理できる。つまり特定のステップ（n）において
形成された決定前提は、政策情報とその環境面の情報である環境情報とパッケージとして
成果物にまとめられ外部主体であるステークホルダに提供される。そして、この情報に基
策定主体

ステークホルダ

ステップn
策定主体から各ステークホルダへの情報公開
中間成果物 n
政策情報

環境情報

政策の
事項

環境に関
する事項

情報公開の手法によって統合文
書あるいは政策文書とSEA文書の
同時公告によってパッケージ化さ
れた情報がステークホルダに対し
て提示される
参加機会の手法を通じて、各ス
テークホルダは政策の事項と環境
に関する事項の双方を各々の関
心に基づいて意見として提出する

各ステークホルダから策定主体への意見提出
ステップ n+1
中間成果物 n+1
政策情報

図 ５.1

環境情報

政策形成の議論における政策に関する事項と環境に関する事項の統合

193

プランニングプロセスに統合された SEA の参加.

づいて各ステークホルダは、それぞれの抱える利害において目的を実現させるために、各
関心に基づいて意見を形成し策定主体に提出する。このとき、ステークホルダは環境に関
する事項と政策に関する事項を区別せずに意見を形成し提出することができる。
このように統合型 SEA では、前章で特定された参加の手法において、政策面の議論と環
境面の議論が並行して進行していくことが特徴的であるといえる。このように考えると、
統合型 SEA の参加の効果の一つとして、政策形成に対して、政策面の議論と環境面の議論
平行することで、各ステップにおける政策形成に環境配慮の寄与が生じると考えられる。
そこで、本章では、第４章で分析した事例において、政策面の議論と環境面の議論平行す
ることで生じる、各ステップの政策形成に対する環境配慮の寄与を統合型 SEA の参加の効
果として明らかにすることを目的とする。
このために、まず第４章のステップ分解に基づいて各ステップにおいてステークホルダ
間で行われた政策形成のための議論を抽出し整理する。当該事例は、広域行政の成長管理
政策の策定事例であるため、ステークホルダは４郡全域に分布し、またその属性も多様で
ある。これに加えて、各ステップにおいて多様な意思疎通手段を通じた参加機会が設定さ
れていた。このため、政策形成のためのすべての議論を同程度に扱って分析することは、
その政策形成への寄与を明らかにするための手段として不適切である。そこで、本研究に
おいては、各ステップにおける議論を、全体の傾向と主要なステークホルダの提起した議
論の二つの側面から抽出し、これを分析する。
このために 5.2 において、VISION 2040 の政策形成と採択における意思決定構造を関与
した主体の側面から分析し、議論内容を抽出すべき主要なステークホルダを特定する。続
いて、これらの抽出した主要なステークホルダが各ステップにおいて、どのように政策形
成の議論を行い、この議論において政策面の議論と環境面の議論がどのように扱われたか
を明らかにする。そして 5.3 では、各ステークホルダの議論の抽出にあたっては、文書や口
頭での議論が各ステップで行われたが、本研究では各ステップで各ステークホルダによっ
て作成された意見書から各ステークホルダの議論を抽出することにする。そして、抽出し
た議論が各ステップの政策形成に対してどのような寄与を与えたかを、そのステップにお
いて作成された成果物から把握することとする。つまり、課題設定のステップにおいては、
当該ステップで実施された参加機会の一つであるスコーピングワークショップにおいて、
主要な各ステークホルダが提出した意見書で提起した議論が、当該ステップの成果物であ
る課題調書 Issue Paper と準備書 Draft EIS においてどのように寄与したのかを明らかに
する。代替案分析のステップでは、このステップにおける参加機会である意見期間におい
て、準備書にあたる Draft EIS に対して各主要なステークホルダが提出した意見書から議
論を抽出し、当該ステップの成果物である原案である Draft VISION 2040 及び補遺版の準
備書に当たる Supplemental Draft EIS を分析することによって政策形成への寄与を明らか
にする。絞込みのステップでは、このステップの参加機会である意見期間において各主要
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なステークホルダが Draft VISION 2040 及び Supplemental Draft EIS に対して提出した
意見書から各ステークホルダの議論を抽出し、これらの議論の政策形成への寄与を総会に
提出された採択案を分析することで明らかにする（表 ５.1）。
表 ５.1
ステップ

課題設定

各ステップにおける参加の政策形成への寄与を分析する対象

ステークホルダの議論を抽出する対

政策形成への寄与を特定する対象となる

象

成果物

スコーピングワークショップで作成

Issue Paper、Draft EIS

された意見書
代替案分析

Draft EIS への意見書

Draft VISION、Supplemental Draft EIS

絞込み

Draft

VISION 2040 総会提出案

VISION 、 Supplemental

Draft EIS への意見書

5.2

意思決定主体と参加主体の構造

5.2.1

広域連合としての PSRC の意思決定構造

本節では VISION 2040 策定事例の参加主体の中から研究で分析対象とする主要なステー
クホルダを抽出するために、VISION 2040 の意思決定に関わる主体の構造を明らかにする。
このために、まず VISION 2040 を採択したピュージェット湾広域委員会（PSRC）の意思
決定構造を明らかにすることで、意思決定にかかわる主体の構造を把握する。
第４章２節で説明したように、PSRC の組織根拠と業務スキームの根拠は連邦法、州法、
地域協定、業務執行に係る判例によって規定され、形成されている。これらの制度の中で
連邦法では全米に存在する都市圏計画機構（MPO：Metropolitan Planning Organization）
の業務内容を規定している。また、州法では、成長管理法に規定される広域郡成長管理政
策を関連自治体と協議調整のうえ合意を持って策定することが規定されているが、協議過
程や調整機構、また合意の定義や形態に関しては法的な規定はない。これらはすべて地域
協定において、PSRC の地域内における計画活動の権限と意思決定機構が規定されている。
よって、本節では、地域協定に規定される PSRC の意思決定機構を把握する。
■PSRC の地域協定
地域協定の正式名称は、「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）」であり、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、
公共交通に係る各種法人、州及び連邦の認定する原住民族の間で合意されたものであり、
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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lxvii。つまり、各協定加盟自治体における議会承
認による署名の基に成立している協定である。地域協定の目的は、ピュージェット湾広域
委員会 PSRC を設立することであり、協定において連邦法、州法の範囲内でピュージェット
湾地域の生活環境と質を高めるため、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と
している。
地域協定に基づく参加機関は、地域内協定に署名する郡、市、及びその他の自治体と連
邦政府の認定する部族、公共交通に係る機関と法人であり、加盟する公共団体の立法機関
に加え、特別区、特定区、大気汚染管理局、連邦の認定する部族であるとされている。こ
の地域協定が対象とする地理的範囲は、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、他の参加機関の地理的境界に順ずるとし、地域内の人口は参加機関の認定
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毎年度５月１日付けで
更新されるものを採用する。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
採用する。ここで人口に関して厳密な定義が行われるのは、後述する意思決定の議決権が
人口比に対応して分配されているからである。
また、地域協定では、総合計画を州法に基づいて郡及び市の統治機構が公告する土地利
用政策とした上で、PSRC の策定する総合計画と、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）である郡都市計画方針との整合性を要求している。この整
合性に関しては、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
関の間で整合性を保つための調整を図り、政策及び計画の内容においては整合が保たれな
ければならないとしている。また、この過程において政府間あるいは協定加盟主体間で、
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と規定している。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、成長管理異議申立会に判
断をゆだねるとしている。なお、PSRC における成長管理とは、成長の方針を方向付け、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
開発によってシステムを成長に適合させることであるとしている。成長管理は、社会、経
済、環境を含み、公開空地の確保、農地と自然環境を確保するために市街化区域lxviiiと同区
域外を定義し、必要となる居住地、商用地、工業用地を確保することであるとしている。
この考えにのっとり、PSRC は地域成長管理戦略として交通、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対して地域的側面からの政策及びビジョンを示し
た計画文書を策定するとしている。これが VISION 2020 及び VISION 2040 の地域協定にお
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ける根拠である。
PSRC における加盟主体の意思決定と執行にあたっては、PSRC における地域計画策定を
担う委員は、地域協定に参加している全ての法定組織及び、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、市の政府が対象によって組織され総会における投票権
が保障される。また、群及び市の政府は、PSRC による連邦道路関連予算及び州の成長管理
関連予算の分担を執行する。一方、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るが、予算分配は、これを執行する政府がない
ため認められていない。特定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
申請をし、加盟することによって意思決定に係る総会及び委員会での発言権は認められる
が、総会における投票権は認められていない。以上の、加盟主体の意思決定と執行に関し
てまとめると表 ５.2 のようになる。

表 ５.2
加盟主体
郡政府、市政府

PSRC の加盟主体の意思決定権と計画の実施と予算執行
意思決定権

計画の実施と予算執行

総会及びすべての委員会における

PSRC の策定する成長管理戦略、広

発言権と、総会における人口構成

域郡成長管理政策、に整合して各自

比に応じた議決投票権を有する.

治体の総合計画を策定する. PSRC
の分配する予算の執行.

地域内の部族

総会及びすべての委員会における

予算は分配されず、計画の執行義務

発言権を有し、総会の議決投票権

はない.

を有する. 議決投票県は人口比に
よらず固定である.
州政府機関

総会以外の、各機関の専門とする

予算は分配されず、計画の執行義務

分野の委員会においては発言権を

はない. 成長管理異議申立委員会に

有する. 総会における議決投票権

おいて不服審査の協議、調整、裁定

を有する. 議決投票県は人口比に

を行う.

よらず固定である.
公共交通に関連す

総会以外の、各機関の専門とする

PSRC の策定する成長管理戦略、広

る法人・法廷機関

分野の委員会においては発言権を

域郡成長管理政策、に整合して事業

（民間も含む）

有する. 総会における議決投票権

計画を策定し実施する. PSRC の予

を有する. 議決投票県は人口比に

算分配に応じて事業を実施する.

よらず固定である.
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このように地域協定では各加盟主体の持つ意思決定権と PSRC の策定した計画の実施
と予算執行が規定されるのに加えて、PSRC 内部の意思決定構造が規定されている。これに
よると、PSRC の最高意思決定機関は総会（General Assembly）であり、総会は協定に参
加するすべての郡、市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州政府、
部族政府、法定機関の代表で構成され発言が認められる。総会では、重み付け投票の結果
定数を満たした場合に意思決定が行われる。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当該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%に規定されており、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及
び法定機関の有する投票の重みは、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。
表 ５.3

地域内協定加盟主体の投票重み

加盟主体
キング郡:

代表者（人）

投票数

投票の重み

郡政府

4

4

275

最大都市

3

3

144

その他の市

3

3

131

郡政府

1

1/2

35

その他の市

1

1/2

35

郡政府

2

2

105

最大都市

2

1-1/2

75

その他の市

1

1/2

30

郡政府

2

2

85

最大都市

1

1

29

1

1

56

21

19

1000

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

26

24

1300

（シアトル）

地方公共団体

キットサップ郡:

ピアス郡:

（タコマ）

スノホミッシュ郡:

（エベレット）
その他の市

行政・公共機関

地方公共団体の合計

全体合計
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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基づいた投票によって、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が人口比に限らず合議によって分割される。法定機関の投票の
重みは、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。これらの総会及び理事会の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

加盟公共団体
の公選職と加
盟団体の代表
主にPSRCの職員によって
構成される

業務委員会
Operations
Committee

PSRCとしての意思決定
を行う組織

総会
General Assembly

意思決定のための政策案
や事業計画案を作成や統
計情報の整備を行う組織

理事会
Executive Board
交通政策委員会
Transportation
Policy Board
技
術
委
員
会

技
術
委
員
会

成長管理委員会
Growth Management
Policy Board
技
術
委
員
会

技
術
委
員
会

技
術
委
員
会

経済開発政策委員会
Economic Development
Policy Board

技
術
委
員
会
加盟公共団体の一般職員 と
加盟団体の代表

図 ５.2

PSRC の組織構成図

れるものである。理事会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。この理事会における参加機関の代表は、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理
事会における代表の人数と等しくなければならないとされ、理事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とされている lxix。以上の総会と理事会の二つ
が、PSRC における意思決定機関である。この二つの意思決定機関に関しては、地方公共団
体からの代表は市議会議員や郡議会議員などの公選職であることが規定されている点で
PSRC 内のその他の組織とは区別が図られている。なお、意思決定気を行う際の投票議決権
は各加盟主体の投票数と重みによって分配されているlxx（表 ５.3）。
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そして、地域協定では組織構成としてこの総会、理事会に加えて交通政策委員会、成長
管理委員会、経済開発政策委員会の３つの政策委員会が設置されることが規定されている。
交通政策委員会、成長管理委員会の２つの政策委員会は PSRC において、意思決定を行う
委員会ではなく、総会や理事会の指揮系統に属し、これらが意思決定を行うための原案を
作成する委員会として位置付けられており、地域協定の各加盟主体の代表で構成されるが、
総会や理事会と異なり地方公共団体の代表は議員などの公選職のみでなく、一般の職員、
実務者によっても構成されている。これらの政策委員会が実際の政策案や事業計画案を理
事会に提出するにあたって、技術的な作業を担うのが技術委員会であり、この委員会は、
地域協定に加盟する各公共団体の職員、技術師によって構成される。経済開発政策委員会
は、理事会に提出するような政策案や事業計画案は策定しないが、地域内の企業活動や公
共投資といった経済状況に関する調査や分析を行っており、PSRC の策定した政策や計画の
指標との整合性の評価などを行っている。この経済開発政策委員会は、主に各加盟地方公
共団体の職員や PSRC の職員で構成されている。交通政策委員会、成長管理委員会とはと
ことなり、総会や理事会の指揮系統に属さず、意思決定に直接関与しない点が特徴的であ
る。この他には、理事会の運営を支援する組織として業務委員会が設置されている。これ
は、PSRC の職員が主になって組織しているものである。以上の PSRC の意思決定に係わ
る組織を図にまとめたものが図 ５.2 である。
なお、総会の開催については、毎年一度定例で開催される。また、理事会役員の選任す
る場合、政策委員会が原案を提出した場合であって、これ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。理事会及び各政策委員会は毎月定例の会議がもたれるほか、
政策原案の作成にあたって必要に応じて招集されるようになっている。

5.2.2

VISION2040 の参加主体分析

VISION 2040 に係る意思決定は、前節図 ５.2 で記述した PSRC の決定機構にのっとっ
て意思決定がなされた。つまり、2003 年の理事会における VISION 2020 の改定の発議以
降、改定の発議書、SEA プロセスの開始を告知する DS 文書、スコーピング手続きの開始
を告知するスコーピング告知書の公告にはじまり、Draft EIS の発行の決定、代替案評価基
準案の発行と評価基準の決定、優位案の内定、優位案の発表、補遺版 Draft EIS の公告、
VISION 2040 優位案の公告が理事会の決定よって進められた。そして、2008 年の４月に
PSRC の最高意思決定機関として総会での議決を持って VISION 2040 が採択された。この
一連のプロセスにおいて、PSRC 内部で実質的な政策形成を担ってきた組織が成長管理政策
委員会である。この成長管理委員会には、前節で整理したように、PSRC に加盟する主体の
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各代表が所属しており、政策の形成作業を担っている。そして、この成長管理政策委員会
が主導して進めた一連の VISION 2040 策定プロセスにおいて、各ステップの参加機会を通
じてステークホルダは各ステップにおける情報公開に対する見解を意見としてまとめ提出
していた。この仕組みを関与する主体の単位で図式化したものが図 ５.3 である。
このように整理すると、地域内の民間企業や環境団体、ロビー団体、一般市民といった
各ステークホルダは、参加機会を通じて成長管理委員会に直接意見を提出している。また、
地域外ではあるが、地域に関係する州政府や連邦政府といった上級行政機関や国レベルの
行政機関も、同一の枠組みである参加機会を通じて意見提出を行っている。さらに、特徴
的なのが、PSRC に加盟している主体である、郡政府や市政府、また地域内の公共交通を担
い法定機関や認定部族も、同一の枠組みである参加機会を通じて意見提出している点であ
る。これらの主体が成長管理委員会での合議とは別に、参加機会を通じて意見を提出する

PSRC

総会

PSRC内部の素案形成を目
的にした委員会であり、公
式な意思決定の機構の一
部である. 成長管理委員
会の委員は、理事会の合
議によって決定される.

理事会
成長管理
委員会

技術部会
技術部会

個々の主体が参加機
会を通じて個別に意
見を提出する.

技術部会

参加機会
自治体

民間
企業

環境
団体

ロビー
団体

自治体
連合

一般
市民

法定
機関

連邦
機関

認定
部族

州
機関

成長管理委員会が設定した策定プロセスにおける参加機会を通じて各主体が意見を提
出する. 提出された意見は、成長管理政策委員会の場で実質的な調整が図られ、決定は
理事会において行われる.

図 ５.3

VISION 2040 に係る主要な主体と意思決定に関する構図

のは、成長管理委員会における加盟主体としての果たすべき責任を有する主体と VISION
2040 の影響を受ける主体という二つの側面を同時に有しているからであり、制度上、これ
らの主体の意見提出を妨げる規定は一切ない。つまり、PSRC の加盟主体として PSRC の
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委員会で議論を行う場合は、各主体を代表した立場において地域全体ステークホルダから
提出された意見の調整を図りながら地域全体の成長管理における意思形成や意思決定を担
うが、参加機会を通じて意見を提出する場合、地域の成長管理政策に対して各主体の意向
を反映させ望ましい政策の実現させることで主体の利益獲得を目指すものであるといえる。
これは、民間企業や環境団体、ロビー団体などが参加機会を通じて意見提出行動と共通す
るものである。つまり、PSRC に加盟しかつ委員会に代表が参加している主体であっても、
参加機会を通じて意見提出行動をとっている主体は、VISION 2040 における意思決定主体
としての側面と参加主体としての側面の二面性を持ったステークホルダであることが分か
る。このような主体属性の構造が生じるのは、PSRC が広域行政を担うための被影響主体の
集合体として成立しているという組織基盤に由来している。
このように整理すると、PSRC に直接加盟しない民間企業や環境団体、ロビー団体など外
部主体に加えて、PSRC を構成する郡や市といった自治体や法定機関、認定部族も参加主体
として見ることができる。このような観点から、参加主体として考えられる各主体をと
PSRC との関係と VISION 2040 の意思決定、その影響という観点からを整理したのが表
５.4 及び表 ５.5 である。表 ５.4 では、参加主体のなかでも地域協定に加盟しており、参
加主体と意思決定主体の両側面を持つ主体を整理した。ここでは図 ５.3 における「自治体」、
「自治体連合」、「法定機関」、「認定部族」の中から、自治体連合に関しては個々自治体あ
るいは郡政府と共通する部分が多いことから「自治体」として分析した。「法定機関」に関
しては、公共交通機関以外にも消防や教育といった公共サービスを担う機関も含まれるが、
より事業性の面で直接的な影響が強いと考えられる公共交通機関を対象に分析を行った。
表 ５.5 では、第４章で整理した各ステップにおける意見提出者属性の分析を基に「民間企
業」「市民団体」「連邦機関」として分析を行った。なお、第４章での整理では「個人」と
いう属性があるが、ここでの分析は特定の参加主体が提出した意見がどのように政策形成
に寄与したかを分析するものであり、参加主体の属性を「個人」として取り扱うのは適当
ではないため、本分析では扱っていない。
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表 ５.4

参加主体における VISION2040 の利害関係の整理
自治体

具体的な内訳

手続統合型 SEA の参加の効果.

1/2

公共交通機関

認定部族

市街化区域を

地方・農村部を

高速道管理機

スノクアルミ族、

多く抱える郡

多く抱える郡

関、鉄道機関、

スラリップ族、ス

政府および市

政府、市政府

フェリー交通管

クアミッシュ族

理機関

等

政府
PSRC 地域協定

加盟

加盟

加盟

加盟

PSRC の予算分配

あり

あり

あり

なし

VISION 2040 の意思

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

想 定 さ れ る VISION

総合計画・社会

総合計画・社会

事 業 展 開 は

各部族の属する

2040 の影響

資 本 整 備 と

資 本 整 備 と

VISION

2040

自治体の政策を

VISION 2040

VISION 2040

の交通政策に則

介して、社会政策

の整合義務.

の整合義務.

する.

に影響

今後の増加人

開発が抑制さ

通、高次交通シ

口の多くが規

れ、新規の大型

ステムへの投資

制市街化区域

開発事業が困

が求められる.

に流入するた

難になる.

め、インフラ負

然区域の保護

荷が増大.

政策が進む.

賛成の傾向

部分的に反対、 賛成の傾向

決定への関与
VISION 2040 の公式
な意思形成への関与

VISION 2040 への賛
否の傾向

公共交

自

賛成の傾向

一部では強く
反対
表 ５.5

参加主体における VISION2040 の利害関係の整理
民間企業

具体的な内訳

地域内の交通に係

市民団体
環境団体

地権者協会

2/2
連邦・州機関
州地域開発

る企業、沿岸部に

局、州交通

多く分布する工

局、連邦環境

業・製造業、不動

庁、州環境局

産業等
PSRC 地域協定

非加盟

非加盟

非加盟

非加盟
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PSRC の予算分配

なし

なし

なし

なし

VISION 2040 の意思

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

想 定 さ れ る VISION

土地利用に関し

地域政策におけ

所有する土地

PSRC へ の

2040 の影響

て、未利用工業地

る環境価値の反

や不動産の開

連邦予算、州

域の開発抑制や地

映の実現. 自治

発権が市街化

予算の執行

方部・農村部の開

体による環境保

区域外で抑制

に係る政策.

発抑制政策によ

護政策の導入や

される. 経済

り、新規事業展開

保護事業に影響

的評価の低下.

が抑制される.

する.

VISION 2040 への賛

地方・農村部で展

賛成の傾向

否の傾向

開する開発事業者

決定への関与
VISION 2040 の公式
な意思形成への関与

強く反対

賛成の傾向

は反対. 以外は賛
成が多い.

これらの参加主体において、まず主体の具体的な内訳を整理した。ここで、自治体に関
しては郡政府と市政府が考えられるが、VISION 2040 は土地利用や交通、環境の問題を扱
う政策であることから管轄する地域の地理的性格によってその利害や影響が大きく異なっ
て切ると考えられる。そこで市街化区域を多く抱える自治体と、そうでなく農村部を多く
抱える自治体とで分類を行った。公共交通機関に関しては具体的な内訳として高速道管理
機関、鉄道機関、フェリー交通管理機関などが挙げられる。認定部族として成長管理政策
委員会に代表の議席を持つ部族としてキング郡、スノホミッシュ郡、キットサップ郡に現
在するスノクアルミ族、スラリップ族、スクアミッシュ族といた部族が挙げられる。民間
企業に関しては、地域内の民間のバス会社など交通に係る企業、沿岸部に多く分布する工
業・製造業、不動産業等が挙げられる。市民団体に関しては、参加主体が大きく二つに分
けられた。ひとつは環境保全や環境の管理、環境資源の利用促進などを主な活動のテーマ
にする環境団体であり、ひとつは土地の所有権を持って権利の保護と不動産の活用を活動
テーマにする地権者協会である。連邦・州機関に関しては、州の地域開発局、州交通局、
州環境局、連邦環境庁が具体的に挙げられた。
これらの参加主体に関して、PSRC との関係で分析すると自治体、公共交通機関、認定部
族に関してはいずれも地域協定に加盟しており、成長管理政策委員会のメンバーとして代
表が選出されており公式な意思形成への関与を持っている。また、総会の採択における議
決投票権を有している。予算執行に関しては、自治体、公共交通機関が有している。民間
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企業、市民団体、連邦・州機関に関しては、いずれも地域協定に加盟している団体ではな
く、PSRC の予算分配を受けていない。また、公式な意思形成への関与および意思決定への
関与も持たない。
これらの参加主体が VISION 2040 に関係して有する利害を、各主体に対して想定される
VISION 2040 の影響として主体ごとに分析すると、自治体としては今後策定する総合計画
やこの総合計画にのっとった社会資本整備プログラムや個別の開発事業、開発許可におい
て VISION 2040 との整合が求められ。そして、市街化区域を多く抱える自治体では今後の
増加人口の多くが規制市街化区域に流入するため、インフラ負荷の増大が影響として挙げ
られる。一方、地方・農村部を多く抱える自治体では、管轄する地域内で開発がスプロー
ル防止のための政策によって抑制されるため、新規の大型開発事業が困難になり、同時に
自然区域の保護政策が求められる。公共交通機関では、今後の事業展開が VISION 2040 の
交通政策に影響を受ける。具体的には、都市部への交通交雑緩和のための公共交通や高次
交通システムへの投資が求められることになる。各部族への影響としては、各部族の属す
る自治体の政策を介して、社会政策への影響を受けることになる。民間企業に関しては、
スプロール抑制や自然保護政策の影響で土地利用において未利用工業地域の開発抑制や地
方部・農村部の開発抑制政策により、新規事業展開が抑制される場合が考えられる。環境
団体などの市民団体には、自治体による環境保護政策の導入や改善事業に影響することで
間接的に都市計画や地域形成を通じての各団体の持つ環境価値の反映の実現といった影響
が考えられる。また同時に、都心部への人口集中につながる政策によって、都市部の生活
環境の悪化や都市部の自然生態系への負荷の増大といった負の影響も、環境団体の価値実
現という点では影響があると考えられる。これに対し、地権者協会においては、成長管理
政策である VISION 2040 によって所有する土地や不動産の開発権が市街化区域外で抑制さ
れることから、経済的評価の低下を招く恐れがある。また、VISION 2040 を受けて実施さ
れる各自治体の都市計画行政においては、開発許可を通じて直接的に開発権が制限される
場合も考えられる。このように、地権者協会のような市民団体は、VISION 2040 のステー
クホルダの中でも最も直接的に経済的または権利的影響を受ける主体であるということが
できる。最後に連邦・州機関であるが、これらの主体は計画活動において VISION 2040 に
整合する義務もなければ、VISION2040 の実施にともなって権利制限などの直接的な影響
を受けることはない。一方で、これらの主体は PSRC に対して予算分配を行いこれの執行
を監督する立場にあるといえる。また、州環境局や連邦環境庁などは、PSRC が対象とする
地域に管理責任を有する自然保護区域や海岸保全区域などの特異な管理区域を有するが、
これらの区域の管理はあくまでも VISION 2040 に直接に影響を受けない専権事項であり、
これらに係る開発や事業実施の許認可権は州環境局や連邦環境庁が独自に有する。
最後に、各参加主体の VISION 2040 に対する賛否の傾向に関して分析する。特定主体に
よって「VISION2040 に賛成である」あるいは「反対である」と明確な意思表明がなされ
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る場合は尐なく、各論点に関して賛成あるいは反対が表明される場合が多いことから、賛
否の傾向を定量的に把握する分析手法は用いない。むしろこの分析は主要なステークホル
ダを特定することが目的であるため、それぞれの主体が持つ VISION 2040 に対する意向の
傾向を把握するものである。よって、絞り込みのステップにおける意見書の記述において、
賛成の意向が表明されている場合と反対の意向が表明される場合がどのように見受けられ
るかを、傾向として定性的に記述することとする。自治体に関しては、市街化区域を多く
抱える自治体では比較的賛成の意向が表明される一方で、地方・農村を多く抱える自治体
においては農村部の開発に関する規定の部分で比較的多くの反対の意向が表明された。公
共交通機関及び認定部族に関しては、おおむね VISION 2040 による PSRC の広域的なコ
ントロールを好意的にとらえており、賛成の傾向が強い。民間企業では地方や農村部で開
発事業を展開する開発事業者においては、反対の意向が表明されたが、これ以外の企業に
おいては賛成の意向が表明される傾向が強い。市民団体に関しては環境団体では多くの政
策方針において環境の概念が結びつけて提示されたことから強い賛成の意向が表明されて
いるが、一方で地権者協会などは強く反対する意向を表明している。連邦・州機関では、
好意的な意向を表明しており、比較的賛成の傾向が強い。
以上の参加主体に関する整理を基に、統合型 SEA の参加の効果として、これらの参加が
政策形成にもたらした寄与について分析するための主要な参加主体を特定する。つまり、
分析として扱う参加主体としては、統合型 SEA を通じて政策形成に寄与されることが求め
られるような参加主体を抽出するべきである。ここで、SEA は環境の側面からの議論を意
思決定に反映させることを目的にしたものであるから、統合型 SEA を通じて政策形成に寄
与されることが求められるような参加主体とは、環境の側面からの議論によってその主体
の利害が影響される主体であるといえる。これまでの参加主体の整理から、VISON2040 と
の関係において、環境の側面からの議論によって影響を受ける主体として、スプロールの
抑制政策や都市への人口集中政策に直接的に影響を受けると考えられる市街化区域を多く
抱える自治体、地方・農村を多く抱える自治体、環境団体、地権者協会が挙げられる。
以下の分析では、この４つの参加主体属性に分析の視野角を焦点し進めることとする。こ
こで市街化区域を多く抱える自治体、地方・農村を多く抱える自治体については、PSRC
の管轄する地域内には４郡と８２市の自治体があることから、分析に適した自治体を抽出
する必要がある。そこで、分析の対象として、課題設定、代替案分析、絞込みの各ステッ
プで意見提出をしている自治体であって、なおかつ市街化区域を多く抱える自治体、地方・
農村を多く抱える自治体で比較可能な複数の自治体を選択する。ここで比較可能とは、都
市と農村の比較であるから人口や面積において違いが見られても比較可能であるが、自治
体としての意思決定構造や、PSRC との意思決定や予算執行といった行政関係、また
VISION 2040 の影響の強度といった点で類似性が見られる必要があるということである。
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そこで本研究では、PSRC 内のキング郡、ピアス郡、スノホミッシュ郡、キットサップ郡
の４つの郡すべてを分析対象として抽出することとする。この４郡はいずれも行政区分上
同一の階層に属する郡（county）でありlxxiPSRC との意思決定や予算執行の面で同じ位置
づけにあるといえる。また、いずれの郡も郡都市計画方針及び郡総合計画の策定にあたっ
て VISION 2040 への整合義務を負っているという点で VISION 2040 の影響の強度に関し
て類似しているといえる。そして、キング郡、ピアス郡、スノホミッシュ郡、キットサッ
プ郡４郡の現在の土地利用の状況を示したものが図 ５.4 である。図中において、スノホミ
ッシュ郡及びキング郡、ピアス郡の東部地域が市域未編入となっているのは、この地域は
北カスケード山脈および西カスケード山脈と呼ばれる山岳地域になっているためである。
この部分を除いて考えると、キング郡が最も広い市街化区域を要しており、米国西海岸を
代表するシアトル市（人口 59 万人）に加え、ベレブー市（人口 10.9 万人）、ケント市（人
口 8.4 万人）などの大型の都市を持ち、都市化が進んだ地域を最も多く抱えている。次いで
市街化区域の割合が高いのはピアス群である。ピアス郡は工業都市であるタコマ市（人口
19.7 万人）を抱え、戦前から造船業が栄え、現在ではタコマ港を中心に化学工業や製鉄業
など多くの産業が集積するワシントン州最大の工業地域を形成している。また、ピアス郡
からシアトルを経由して北に延びる州間高速道路 I-5（Interstate Highway 5）を利用した
キング郡への通勤者のベッドタウンともなっており、人口増加傾向が強い郡でもある。次
に市街化区域に対して農地の面積割合が比較的高いのはスノホミッシュ郡であり、郡内最
大の都市はエベレット（人口 9.8 万人）である。の市街化区域はキング郡の都市部に隣接す
る郡南西部に集中している。これは、市街化区域の人口に対して、キング郡で仕事を持つ
人口が高く、I-5 や I-405 を利用してシアトルやベレブーで働く人々のベッドタウンとして
の性格が強いことを表している。
一方、キング郡からピュージェット湾を隔てたキットサップ郡は、ピュージェット湾地
域の中で最も市街化区域に対する農地の割合が高い。キットサップ郡内で最大の都市ブレ
メルトンは人口が 3.7 万人であり、ピュージェット湾地域内の他の郡における都市に対して
規模の小さいことが分かる。また、スノホミッシュ郡やピアス郡都は異なり、シアトルへ
の交通にはピュージェット湾を南に迂回するか、海上交通を利用する他なく、直接の交通
手段を持たないことも、地域の性格に大きく寄与している。そしてキットサップ郡では全
体にわたって農地が広範に分布していることも特徴である。
以上のピュージェット湾地域における４つの郡の土地利用上の性格から、市街化区域を
多く抱える自治体及び地方・農村を多く抱える自治体としての分析対象として、キング郡、
ピアス郡、スノホミッシュ郡、キットサップ郡の４郡は適していると考えられる。これ加
えて、環境団体と地権者協会という属性を分析対象として抽出したが、この二つの属性に
おいても、分析の対象とする個別の団体を特定する。環境団体に関しては、VISION 2040
のプロセスにおいて継続的に意見を提出した団体として「Sierra Club」、「1000 Friends of
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Washington」、
「futurewise」、
「Friends of the Earth」の４つが挙げられる。この中で、1000
Friends of Washington に関しては、組織改編の中で futurewise に完全に統合されている。
また Sierra Club や Friends of the Earth に関しては、地域的な環境団体というよりも全
国レベル、あるいは世界レベルで活動を展開する環境団体であり、インタビュー調査から、
これらの団体において地域の環境課題に関する意見提出にあたっては、futurewise の協力
があったことが明らかになったlxxii。futurewise はワシントン州で活動する環境保護団体で
あり、シアトルに本部を構える。また、ピュージェット湾地域内では、スノホミッシュに
もオフィスを有しており、この地域における環境課題全般にわたって環境の保全、改善、
維持という価値の実現を図っている団体であるといえる。そこで、本研究では、futurewise
を環境保護団体として抽出し分析対象とする。地権者協会に関しては、VISION 2040 のプ
ロセス全体にわたって継続的に関与が見られた団体は確認されなかった。
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市街化区域
小規模農地
中規模農地
大規模農地
市域未編入

スノホミッシュ郡
エベレット
ミルクリーク

キットサップ郡

ベレブー
シアトル

キング郡

ブレメルトン

スノクアルミ

ケント

タコマ

ピアス郡

25km
図 ５.4

ピュージェット湾地域における市街化区域と農村地域の分布
データ：PSRC GIS 統計情報データベースより（2008 年４月）

注）図中の破線は各郡の境界を示すが、ピュージェット湾上の破線に関しては
便宜上の目安であり、湾上に行政区域があることを示すものではない.
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しかし、キットサップの地権者によって結成されているキットサップ地権者協会
（KAPO：Kitsap Property Alliance）は、VISION 2040 策定プロセスの開始段階からキッ
トサップ郡の議員を通じてのロビー活動継続的に展開しており（Kitsap Sun 2007.08.05、
Kitsap Sun 2008.04.25）、また、絞り込みのステップにおいては参加機会を通じて積極的に
VISION 2040 に対する反対の意向を表明しており、参加機会を通じた政策形成への寄与を
分析するという点において適した分析対象であると考えられる。以上の参加主体に関する
分析から、キング郡、ピアス郡、スノホミッシュ郡、キットサップ郡の４つの郡政府と、
環境保護団体の futurewise、地権者協会の KAPO を分析対象として抽出する。

5.3

各ステップでの参加による政策形成への寄与

本節では、統合型 SEA の参加の効果として各ステップにおける参加議論が各ステップの
政策形成に対してどのように寄与したかを分析していく。まず、参加の議論に関しては 5.1
節本章の目的と方法において記述したように、提出されたすべての意見書の内容を意見が
提出された項目ごとに分類し全体の傾向を把握すると同時に、各ステップにおけるキング
郡、ピアス郡、スノホミッシュ郡、キットサップ郡の４つの郡政府と、環境保護団体の
futurewise、地権者協会の KAPO が提出した意見書から抽出し分析する。そして政策形成
への寄与としては、課題設定のステップでは成長完成政策の対象とする課題がどのように
特定されたか、代替案分析のステップでは提示された代替案に対してどのような議論が展
開され評価が行われたか、そして絞込みのステップでは最終の案の形成に向けてどのよう
な議論が展開され影響を与えたかを明らかにする。

5.3.1

課題設定のステップ

このプランニングプロセスにける課題設定のステップでは、統合型 SEA のスコーピング
のステップが対応して実施された。このステップにおける参加主体からの提出された意見
を内容別に分類しその割合を示したのが図 ５.5 である。これらの意見は、VISIION 2040
の改定前に当たる VISION 2020 の見直しのプロセスとして開始されたプロセスにおいて、
当時の現行政策である VISION 2020 の政策課題と地域将来像に関して問われた課題設定に
おいて提出された意見である。内訳としては、スプロールに関連する課題や、農地の減尐
に関する課題、都心の公開空地に関する課題といった土地利用政策に関連するものが最も
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多く全体の 23％を占めた。次いで多くみられたのが交通政策に関するものである。これら
のうち最も多かったのは都市部と郊外の通勤混雑に関するもので、混雑緩和を求める意見
が多く提出された。また、郊外の公共交通の整備や、環境負荷の低い交通モードへの政策
的転換を求める意見などが提出された。次いで多くみられたのは策定手続きやその実施体
制に関する意見で、PSRC と地域内の多様な主体との丁寧な調整を求める意見や、PSRC
の積極的なリーダーシップに基づく政策策定を求める意見、また、策定過程における学習
プロセスや参加手続きの充実を求める意見が提出された。自然環境及び社会環境に関する
意見は全体の 14％であり、この中では、特定の環境要素に限定しない形での環境保護・改
善を求める意見が最も多く、次いで都市近郊緑地などの生活空間における緑化事業を求め

分析手法
5％
経済成長と財政運営
13%

その他
8％

土地利用
政策
23％

交通政策
自然・社会
19％
環境
14％
策定手続き・
実施体制
総意見点数=1209
18％

図 ５.5

課題設定ステップにおける意見内容の分類と割合

る意見が多く提出された。また、環境配慮型開発の促進を求める意見、また水域管理に関
する意見が提出された。経済成長と財政運営に関する意見では、地域の経済成長を重視す
る意見、また行財政の健全化を求める意見が提出された。分析手法に関する意見は全体の
5％で、そのうちの 3 割以上は事後評価の充実を求める意見であった。その他の意見で最も
多かったのは、地域の課題や状態に関する教育や学習の場を求める意見であった。
このように整理すると、成長管理政策法が都市計画体系の見直しを基にして構築された
法体系であることから考えると、土地利用に関する意見が最も多いのは自然な傾向である
といえる。また、次いで交通政策に関する意見が多いことは、PSRC が連邦道路法による組
織であり、交通政策を主軸とした組織であることに起因しているとも考えられる。統合型
SEA の参加という観点では、環境に関する意見が 14％提出されている点に注目される。全
体に占める 14％という割合の大小に関しては比較可能な平均値が既往研究において得られ
ていないので分析は不可能であるが、統合型 SEA の参加機会を通じて、土地利用や交通政
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策に係る課題と同時に環境に係る課題が議論されていることは確認できる。
次に、キング郡、ピアス郡、スノホミッシュ郡、キットサップ郡の４つの郡政府と、環
境保護団体の futurewise、地権者協会の KAPO が提出した意見書の内容を分析する。この
ステップにおいて各主体が提出した意見書を分析し、意見項目ごとに要約して整理したも
のが表 ５.6 である。なお、前節でも記述したようにこの課題設定のステップと代替案分析
のステップにおいては、郡議会議員を通じて KAPO としての意見をキットサップ郡の意見
書に反映させることができたことから、KAPO は独自の意見書を作成していない。

表 ５.6 題設定のステップにおいて提出された意見内容
主体

意見内容
過去の統計よりも今後の団塊世代の振舞の予測を重視すべき
既存の市街地以外での開発が環境に与える影響を考慮すべき
政策実施における市場、民間企業の活用

キング郡

世論動向のみでなく事実ベースの議論を求める
策定には十分な時間、最低 2 年から 3 年は要するべき
効率的な交通混雑緩和策が必要である
開発許可のプロセスの簡略化
住宅供給の決定的な増加を政策で示すべき
環境負荷低減に寄与する多元交通の評価を交通政策で実現すべき
規模の異なる交通手段の連続性の確保
市街地以外における歩道や自転車道の整備

ピアス郡

逆通勤者への補助を充実させる
職住の近接化で環境負荷を低減させる
郊外住宅地の道路整備
タコマ・ナロー橋のように自動車交通のみの利用に限られる部分の
多元交通化事業の促進
現実的な将来像と可能な技術革新を促進させるべき
持続可能な技術支援を含めた雇用政策が必要である
官民協働によるベンチャー支援策を求める

スノホミッシュ

技能開発を含めた雇用政策
経済界の意向の重視
雇用と経済政策
地域交通の財政支援策を充実させるべきである
交通混雑緩和政策を推進するべきである
PSRC と地方政策の協調
将来像と実施の方針
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地方の性格を明確に特定すべき
PSRC のリーダーシップの発揮を求める
地域の性格を明確に提示するべき
低負荷・無負荷都市開発の促進のため基準を整備し支援をするべき
自治体間の調整と連絡を充実させるべき
地域における自然保護区域の基準を独自設定して地域特有の環境を
保全すべき
都市部におけるオープンスペースの確保を推進する政策が必要
地方経済を産業の集積を図って成長させるべき
PSRC としてブランド戦略、マーケティング、アウトリーチの強化
経済成長のための市民教育と企業誘致を推進する政策が必要
PSRC によるモデルの提示
キットサップ郡

自動車取得税の税率の回復
TIF（税増加分財務手法）の活用
PSRC と自治体の人材交流
地域内の人材交流
シアトルへの労働人口を抱えている地方の状況を踏まえた経済及び
地理的な多様性の確保
製造業や産業基盤の生活経済の活性化
地域社会の発展のための地域ニーズの把握
人口構成で大多数を占める地方部を重視した政策が必要
フェリー交通など地方間の問題の積極的な取り組み
2050 年を目標年とした地域の環境像を提示し、無負荷開発を促す
PSRC が指導的な役割を担うべき
ライトレールやモノレールなど環境負荷の低い交通モードの整備
都市近郊緑地の保全と農村地域の開発の禁止を政策で明示するべき

futurewise

保護区域地域内基準の確立
交通政策の環境評価基準の見直し
PSRC の手法を支持する
多元交通の促進によって交通効率を高くする政策を導入すべき
無負荷、低負荷開発の促進

このように整理すると、格主体が、それぞれの立場で成長管理に対して抱える課題とそ
の解決のための政策の要求を意見として提出していることが分かる。環境の側面からの議
論としてはキットサップ郡の「地域における自然保護区域の基準を独自設定して地域特有
の環境を保全すべき」や環境団体 fiturewise の「都市近郊緑地の保全と農村地域の開発の
禁止を政策で明示するべき」といった議論は、環境の観点に特化した議論であり人間活動
の制限による環境の価値の実現を要求する議論として提示されている。これに対しスノホ
ミッシュ郡における「環境負荷低減に寄与する多元交通の評価を交通政策で実現すべき」
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や futurewise の「環境負荷の低い交通モードの整備」は環境に関する議論と交通政策にお
ける新たな政策展開や開発事業の必要性を関連させて提示する意見である。また、キット
サップ郡意見に見られる「低負荷・無負荷都市開発の促進のため基準を整備し支援をする
べき」という意見は環境の議論と土地利用開発の促進を関連させて提示している。これら
の意見は、単に環境の価値の実現を要求する議論とは異なり、環境の価値を根拠として新
たな交通モードの整備や土地利用開発といった人間活動の展開を主張しているといえる。
これらの意見は、課題調書として取りまとめられ、Draft EIS で記述される代替案の基礎
として文書化された。また、ここで取り上げた意見はそれぞれ方向性としては採択された
VISION2040 の政策方針に反映されたものである。
以上の分析から統合型 SEA の参加の効果として、環境課題が政策課題の中に定式化され
たという点に加えて、環境の価値を根拠として開発の必要性を提示することで可能であっ
た点は重要であると考えられる。なぜなら、素案が形成された後に実施される分離型 SEA
では、SEA が実施される時点ですでに開発必要性や開発の中身が素案に記述されているこ
とから、環境の価値を実現するためには提示された開発必要性や開発の中身に対して制限
を求めることが必要になってしまうからである。

5.3.2

代替案分析のステップ

続いて代替案分析のステップにおいて提出された意見書の内容の全体的な傾向を分析す
る。このステップにおいて、Draft EIS に対して提出された意見を内容ごとに分類してその
割合を示したのが図 ５.6 である。なお、ここでの分類に関して、当該ステップでは代替案
に対する選好表明が多く提出されたが、それらの意見に関して選好の根拠とした部分にお
いて記述された内容に基づき意見内容を分類しているlxxiii。この分類において最も多く提出
された意見は土地利用政策に関する意見であった。この意見の中では、望ましい将来象と
して通勤負荷の尐ない生活環境を実現する職住近接化を求める意見が最も多く、次いで市
街化区域外での開発の抑制政策や逆に市街化区域外での柔軟な開発許可の運用を求める意
見など、市街化区域外の開発に係る意見、工業地域の拡大抑制などの意見が提出された。
二番目に多くみられたのは自然環境に関する意見であり、意見点数としては土地利用政策
に関する意見とほぼ同数であった。これらの意見は、自然環境としての大気質や陸生生物、
水生生物、また、生態系の連続性などに関する各環境要素の保全や維持、改善を求める意
見に加えて、気候変動対策に関する意見が多くみられた。ま全体の 15％を占める社会環境
に関する意見としては、騒音や交通混雑や治安、安全に関する意見が多くみられた。環境
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正義に関する意見としては、環境被害の局在化や環境保全投資が地方部に偏在しているこ
とを指摘する意見などが提出された。

分析手法
5％

そ
の
他
4
％

交通政策
11％

土地利用
政策
20％

住宅政策
13％

自然環境
20％

環境正義
13％ 社会環境
15％

総意見点数=142

図 ５.6

代替案分析ステップにおける意見内容の分類と割合

これらの意見分類と割合から、代替案分析ステップにおける提出意見のうち、環境に関
する意見が全体の 48％を占めており、他のステップにおける意見全体に占める環境に関す
る意見の占める割合（課題設定のステップでは 14％、絞込みのステップでは 16％）に比べ
高くなっているといえる。これは、代替案分析のステップにおける意見提出の対象となっ
た成果物が Draft EIS であり、環境政策法に基づく SEPA 文書、つまり SEA 文書としての
形式であったことが起因していると考えられる。
次に、キング郡、ピアス郡、スノホミッシュ郡、キットサップ郡の４つの郡政府と、環
境保護団体の futurewise の提出した意見書の中身を分析していく。なお、地権者協会 KAPO
からの意見提出は前述の理由により行われていない。このステップの各主体の意見書は、
課題設定のステップにおける意見書に比べ分量が増し、キング郡やスノホミッシュ郡など
では、A4 サイズの書類で 10 ページをこえる意見書を提出している。また、その内容にお
いても代替案の選好表明に加えって、懸念する課題や実現を求める施策などにおいて具体
性が高くなっている。これらの意見を論点ごとに分類し、各論点を要約して整理を行った
ものが表 ５.7 である。
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表 ５.7
主体

キング郡

ピアス郡
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代替案分析ステップにおいて提出された意見内容
意見内容

代替案の選好に関して、「中心都市案」代替案を推奨する。ただし、広域の交通
ネットワークが整備可能であれば代替案の「地方大都市案」も指示できる
キング郡は気候変動に関する新たな政策委員会の設置を支持する
代替案の選好に関して、交通インフラへの負荷が最も低い「中心都市案」代替案
を推奨する。ただし、広域の交通ネットワークが整備可能であれば代替案「地方
大都市案」も指示できる。しかし、代替案「現状維持」及び代替案「地方小都市」
案は反対である。
通勤交通量の低減の面からも、VISION2020 改定では、人口と雇用の分配を直接
的に指定することを推奨する
代替案にある人口増加を管理するためには、キング郡内の市域未編入区域を含め
た開発の構想が必要であり、分離して計画するべきでない。
代替案は気候変動の観点からも評価されるべきであり、自動車の台距離単位での
評価が望ましい
代替案の違いは一般人にはわかりにくい、視覚化による工夫が望ましい
農村部の開発を抑制するための都市間の開発を可能にする交通施策の整備が必要
である
交通政策の評価にあたっては、交通手段別に評価するべき
改定 VISION2020 のみでなく Destination2030 への議論と分析の継続が必要である
気候変動の影響評価に関して、州政府の白書に基づいて、土地利用と気候変動影
響の関係を分析すべき
再生水の利用に関して、十分な記述がなされていない。影響低減策として特定し、
環境施策として活用すべきである。
今後作成される水資源と気候変動に関する調査報告書を次の評価書では評価基準
として反映するべき。
ピュージェット湾への環境影響に関する分析が十分に記述されていない。
洪水管理に関して、氾濫地域の長期予測を 10 年、25 年、50 年、100 年という単
位で計画図示すべき
物資とサービスの移動に関して評価がなされていない。次期評価書ではこの評価
を行うべき
自然災害に伴う発電所の崩壊リスクを評価すべき
公衆衛生の観点から、課題調査書のコンセプトは代替案「中心都市案」及び「地
方大都市案」に適合するが、代替案「現行維持」及び「地方小都市案」では負の
影響を与える. この点を考慮すると公衆衛生の観点から「中心都市案」、「地方
大都市案」が望ましい
食の安全保障に関して十分な分析と評価がなされており好ましい
地域の住民健康に関する記述が十分でない。次期評価書では加筆が望まれる
環境的正義に関して充実した分析と配慮がなされているが、郊外地域における部
族に対する分析が十分でなく、とりわけ漁業分野における利益分配率に差異が生
じていることを記述し、この対応策を扱う必要がある
地域ごとの環境負荷が政策に反映される必要がある。地域ごとの環境負荷と最大
許容負荷量の評価を次期評価書でする必要がある
優位案は現在提示されている代替案のみでなく、これらの中間案も考えられるこ
とから、議論を継続することで作成されるべきである。
職住間の交通需要と交通容量などの現実的な可能性を踏まえて議論すべき
ピアス郡は、雇用が地域全体に公平に分配される案が優位案となり採択されるこ
とを強く望む
一部の案における農村部の雇用比率が極端に低い点を改善するか理由を説明する
べきである
それぞれの代替案において実現するための施策を議論する必要がある
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地域全体における雇用の分配が地域全体の成長に欠かせないと考える。とりわけ、
スノホミッシュでは人口の増加に対して雇用が十分増加してらず、この分配の傾
向を見直す形での成長シナリオの作成が望ましい
住宅政策に関して、現在の成長シナリオは新規建設ベース議論しているが、既存
の住宅の再販を含めた議論が必要である
各代替案の将来シナリオにおいて賃貸住宅の利用割合がこれまでの傾向に比べて
極端に低いことは、今後現実とかい離する可能性がある
I-5 及び高速 99 号線の沿道区域は現在、代替案で提示された区分よりも高密度の
計画区域に指定されており、代替案の設計を見直す必要がある
将来の幹線道路におけるバス交通路線の開発を現段階で否定するべきでない.
次期評価書では議論に入れるべきである。
スノホミッシュが一酸化炭素とオゾンの排出量が中間に位置付けられているが、
モデルを再考すべき
不透水地域の根拠が不明確なまま計画図に示されている。根拠が不明確であるこ
とを明記すべき
スノホミッシュ川の河口付近に広がる干潟と湿地帯は生物多様性の観点から貴重
な自然空間であり保全が望ましいが、計画図では領域が小さく示されている. 実
スノホミッ
際の領域を反映した計画図への書き換えが必要である
シュ郡
暗梁部の回復事業には準備書で記載された以上の事業が既に提案されていること
を踏まえ、反映させるべきである
不透水地域の根拠が不明確であるが、評価書で扱うのであれば、全体の面積を示
すべきである
不透水地域の議論をするのであれば、これが夏季の地表水の減尐にどの程度影響
し、また水温の上昇にどの程度影響しているかを明らかにすべきである
再開発を促進することによる生態系への正の影響を考慮するべきである
汚水処理に関する影響低減策の技術を準備書で記載されたもの以外にも認めるべ
き技術がある
グリーン建築の寄与を考慮すべき
自動車解体業者を自動車産業に入れるべき
代替エネルギーの利用をより高くする必要がある
開発事業中に発見された史跡建築に対する調査を義務付けるべき
次期評価書では、都市部の再開発が史跡建築保存の脅威になることを分析すべき
キットサップ郡は地方政府に授権された土地利用の管理権限が PSRC の策定した
政策によって規定あるいは制限されるべきでないと考える
代替案のいずれのシナリオも、キットサップの地域的性格が束縛されず、影響を
与えるものでないことを確認する
キットサップは、本土との湾内交通に依存して活動が維持され、また海軍の駐留
がキットサップ内の経済活動の中心的な柱であると同時に、農村部としての地域
キットサッ の性格も維持される
プ郡
この上で、土地利用の権限を制限されない範囲で PSRC の策定する戦略はキット
サップにとって利益的であり、これを支持するものである
準備書における人口－雇用平衡に関する分析がとても希薄である。キットサップ
郡としても企業誘致に向けた実質的な努力を継続しているが、十分な雇用数が確
保できていない. PSRC がこの問題に対して現実的な政策方針を VISION2020+20
の中で示すことによって、地域全体に雇用を適正に分配することに貢献すると考
える。これによって、地域全体の交通集中路線の混雑緩和に寄与すると考える
地域全体における、多様な土地形態と土地利用を保全することが必要である
futurewise
既成市街地の高密度化が、温室効果ガスの排出、天然資源および生態系、水質及
び都市型の生態系への影響が最も低くなる
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職住近接型の都市形態は通勤時間の削減と交通資本の効率的な利用を実現する
公共交通の整備は、我々の地域において、幹線路線の交通混雑の緩和に不可欠.
この公共交通を効率的に利用するためには、大都市近接型の開発が必要である.
低所得者向けの低価格住宅の建設を推進するために人口成長の集中が必要
以上の環境上の観点から、人口成長を既成市街地に集中的に分配する「中心都市
案」及び「地方大都市案」を支持する.
この代替案を実現するための厳格な開発権移譲プログラム制度の導入に関しても
議論するべきである.

このように整理すると、各主体は Draft EIS に対する意見書の中で環境に限らず、土地
利用政策や交通政策、社会政策の観点から代替案の選好や代替案の設計、必要と考える施
策といった意見を提示していることが分かる。例えば、キング郡の「広域の交通ネットワ
ークが整備可能であれば代替案の「地方大都市案」も指示できる」や、スノホミッシュ郡
の「I-5 及び高速 99 号線の沿道区域は現在、代替案で提示された区分よりも高密度の計画
区域に指定されており、代替案の設計を見直す必要がある」といった意見、futurewise の
「公共交通の整備は、我々の地域において、幹線路線の交通混雑の緩和に不可欠である. こ
の公共交通を効率的に利用するためには、大都市近接型の開発が必要である.」という意見
は、交通政策の観点から代替案の選好や案の設計、将来シナリオに対する意見を提示して
いるといえる。また、ピアス郡の「雇用が地域全体に公平に分配される案が優位案となり
採択されることを強く望む」や、キットサップ郡の「キットサップ郡としても企業誘致に
向けた実質的な努力を継続しているが、十分な雇用数が確保できていない. PSRC がこの
問題に対して現実的な政策方針を VISION2020+20 の中で示すことによって、地域全体に
雇用を適正に分配することに貢献すると考える」という意見は、地域経済あるいは雇用の
地理的均等分配という経済・社会政策に基づいた代替案に対する選好の表明であるといえ
る。
一方、これらに対し環境の観点からの意見では、キング郡の「代替案は気候変動の観点
からも評価されるべきであり、自動車の台距離単位での評価が望ましい」や「公衆衛生の
観点から、課題調査書のコンセプトは代替案「中心都市案」及び「地方大都市案」に適合
するが、代替案「現行維持」及び「地方小都市案」では負の影響を与える.

この点を考慮

すると公衆衛生の観点から「中心都市案」、「地方大都市案」が望ましい」とする意見、ス
ノホミッシュ郡の「スノホミッシュ川の河口付近に広がる干潟と湿地帯は生物多様性の観
点から貴重な自然空間であり保全が望ましいが、計画図では領域が小さく示されている.
実際の領域を反映した計画図への書き換えが必要である」といった意見は、代替案の選好
や案の設計に対して環境の観点から提示された意見であるといえる。また、キング郡の「気
候変動の影響評価に関して、州政府の白書に基づいて、土地利用と気候変動影響の関係を
分析すべき」やスノホミッシュ郡の「再開発を促進することによる生態系への正の影響を
考慮するべきである」とする意見、futurewise の「既成市街地の高密度化が、温室効果ガ
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スの排出、天然資源および生態系、水質及び都市型の生態系への影響が最も低くなる」と
する意見は、環境の観点のみでなく、環境の価値に基づいた土地利用政策の方針の提示や
好ましい都市形態の提示が行われていたといえる。
このように、代替案分析のステップにおいて Draft EIS に対する意見書の提出という参
加機会を通じて展開された議論を分析すると、土地利用政策や交通政策、社会政策といっ
た観点からの代替案分析に対する意見と同時に、環境の観点からの意見も形成され、公共
空間に提示されていったことが分かる。さらに、環境の価値に基づいて土地利用政策や都
市形態の在り方を主張するという議論が展開され、優位案の選択の議論の一部を形成して
いったことが明らかになった。

5.3.3

絞込みのステップ

続いて絞込みのステップにおいて提出された意見書の内容の全体的な傾向を分析する。
このステップにおいて、同時に公告された Draft VISION 2040 と補遺版の（Supplemental）
Draft EIS に対して提出された意見を内容ごとに分類してその割合を示したのが図 ５.7 で
ある。このステップにおいて提出された意見は 9 割以上が Draft VISION 2040 に対する意
見であり、補遺版の（Supplemental）Draft EIS に関しての意見は 38 点で、全体の 2%で
あった。
意見の内訳として最も多かったのは、成長管理の方針に関するもので、具体的には成長
シナリオや都市部と地方部の成長の分配比率、地方部の低未利用地の保全に関する意見で
あった。次いで多くみられた意見は、自治体の施策にかかわる意見であり、VISION 2040
に記載された各自治体に求められる具体的な施策に対する意見や、VISION 2040 が採択さ
れた場合に予想される各自治体の具体的な施策に関する意見、あるいは記載されていない
具体的な施策の提案などが意見として提出された。交通政策に関しては、VISION2040 が
提示した交通政策に対する賛否の他に、これらの交通政策を実施するための財政支援に関
する意見や、追加的な交通混雑緩和施策を求める意見、新たな交通モードの推進を求める
意見が多くみられた。交通政策に次いで多く提出された意見は自然環境に関する意見で、
Draft VISION 2040 の冒頭で提示された「環境フレームワーク」に関しての意見のほか、
広域郡計画方針の環境に関する章に関する意見が提出された。これらの意見の多くは広域
郡計画方針の環境に関する章で提示された個別の環境施策に関する意見で、各々の施策の
賛否に関する意見に加え、追加的な広域環境施策を求める意見が多くみられた。次いで多
く提出された意見は VISION という成長管理政策文書に対しての意見であった。この意見
は、PSRC が成長管理法の法的な枠組みを超える範囲の記述が Draft VISION2040 に記載
されたlxxivことから、これらの記述に対する法的根拠を問う意見が多く提出された。また、
219

プランニングプロセスに統合された SEA の参加.

実際の自治体の施策において、自治体が義務と責任を負う範囲を明確にすることを求める
意見も多く提出された。

分析手法
4％

そ
の
他
3
％

経済政策
5％
VISIONの位置づけ
10％

自然環境
16％

成長管理
の方針
24％

自治体の
施策
交通政策 20％
17％
総意見点数=1932

図 ５.7

絞込みステップにおける意見内容の分類と割合

次に、このステップにおいて各主体から提出された意見の内容を分析する。このステッ
プにおける各主体の意見のうち、キング郡、ピアス郡、スノホミッシュ郡、キットサップ
郡から提出された意見を整理してまとめたものが表 ５.8、キットサップ地権者協会（KAPO）
から提出された意見を整理してまとめたものが表 ５.9、環境団体 futurewise から提出され
た意見を整理してまとめたものが表 ５.10 である。前述したようにこのステップでは Draft
VISION 2040 に対する意見と補遺版 Draft EIS の双方に意見が提出されたが、そのほとん
どが Draft VISION 2040 に対する意見であった。また、これらの意見は、Draft VISION
2040 では個別の政策が具体的に整理されて記述されているため、個別の記述に対して対応
して記述されている場合が見られた。そこで、表 ５.8、表 ５.9、表 ５.10 においては、Draft
VISION 2040 の特定の箇所を指定して提出された意見に関しては “【指定された箇所】” と
いう表記で示した。また、Draft VISION 2040 の特定の箇所を指定したいけんの多くは広
域郡計画方針の個別の部分を指定していることから、広域郡計画方針（ Multicounty
Planning Policies）を示す表記として “MPP” とし、MPP の中でも、環境（Environment）、
開発パターン（Development Pattern）、経済（Economy）、交通（Transportation）、公共
サービス（Public Service）を指す表記をそれぞれ “MPP-En, MPP-DP, MPP-Ec, MPP-T,
MPP-PS”とした。
また、このステップにおいては VISION 2040 の土地利用政策に関して郊外の住宅開発の
抑制政策が社会的な議論となったが、この議論の背景をここで整理しておくことにする。
ここで議論されたのは包括コミュニティー開発（FCC: Fully Contained Community）と呼
ばれる開発手法で、ワシントン州の成長管理法で規定lxxvされたコミュニティー開発の手法
である。この FCC は、市街化区域外における民間の宅地開発事業であり、学校や食料、衣
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料、薬品などの商店といった FCC 内に居住する住民の日常生活に必要な施設が計画段階か
ら組み込まれて設計されていることが開発許可の基準となっている。この際、水道、道路、
消防施設などの公共サービスに係る設備も一体として開発がなされなければならず、これ
らは基本的に民間の開発業者の負担となるが TIF（税増分財務手法）lxxviなどを用いて官民
パートナーシップ（PPP）の枠組みが用いられることも多い。この点で民間開発業者にと
っては公共部門への投資が求められるが、市街化区域外で安価な用地取得が可能なうえ、
法的枠組みに則った開発であることから信用リスクを管理しやすい面も大きい。また、前
章でも示したように、このピュージェット湾地域は開発需要が高く FCC の需要は堅いとの
見方が一般的である。一方で、これらの開発は規制市街地とは離れた市街化区域外で行わ
れるため、郊外の環境保全の観点で問題が指摘されている。
一般的な FCC の開発規模は 800ha 前後で、1.5 万人規模とされており、一度の開発で減
尐する自然生態系空間としては尐なくないといえる。また、この FCC の居住する人の多く
が近くの大都市に自動車通勤するため、都市部への流入交通量の増大に寄与し幹線道路へ
の負荷も問題とされている。また、1990 年代後半から 2000 年代前半にかけて多くの FCC
開発がキング郡及びピアス郡で実施され、これらによって都市近郊緑地が減尐したという
指摘もなされるなど、社会問題として取り上げられる機会も多い。そして、この FCC 規制

スノクアルミリッジ

20km

図 ５.8

シアトルとスノクアルミの位置関係

地図出典：The Thomas Guide 2009
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の要求の高まりを受けて、Draft VISION 2040 では原則的に FCC の建設を禁止する政策方
針が提案された。これは、現地の一般メディアにも取り上げられ社会的な議論となった（例
えば、シアトルポストインテリジェンス（Seattle Post-Intelligencer）2006 年 8 月 19 日；
シアトルタイムズ（The Seattle Times） 2008 年 4 月 16 日；シアトルタイムズ（The Seattle
Times ）2008 年 4 月 25 日；キットサップサン（Kitsap Sun）2007 年 12 月 19 日）。次頁
に提示する写真は実際にキング郡スノクアルミ市（Snoqualmie City）lxxviiにあるスノクア
ルミリッジ（Snoqualmie Ridge）と呼ばれる FCC の様子である。スノクアルミリッジは
530ha に 8000 人の住人を抱える。2000 年前後に段階的に販売が開始され、完売状態にあ
る（シアトルポストインテリジェンス 2006 年 8 月 27 日）。
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住宅街の様子. 歩道やオフセット、緑地が整備され典型的な郊外型の住宅街である.

住宅地内に学校（左）や図書館（右）が整備され子育て世代の家族を対象に開発されている.

大型のショッピングモール（左）や小型の商店、ゴルフ場（右）などの娯楽施設も住宅街
の中に一体的に計画、設定され建設されている.
図 ５.9

包括コミュニティー開発（FCC：Fully Contained Community）の実例：FCC
手法によって開発されたスノクアルミリッジの様子

シアトル中心部から東へ 45km、車で州間高速道路（I-90）を利用して 40 分程度であ
った（朝夕渋滞時のシアトル-スノクアルミリッジ間の自動車所要時間は 1 時間程度）.
写真は 2008 年 12 月 3 日

著者撮影.

223

プランニングプロセスに統合された SEA の参加.

表 ５.8
主体

キング郡
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絞込みのステップにおいて４郡から提出された意見内容

意見内容
【VISION Statement】冒頭に「住民の健康と気候変動の影響の低減」を加筆
すべき
【VISION Statement】物語的に将来の記述をするのであれば、2040 年の将来
像をより積極的に描写するべき
【Environmental Framework】小題を「持続可能性フレームワーク」または「持
続可能な地域にむけて」に変更することで、持続可能性が最も中心的な概念
であることを強調すべき
【Environmental Framework】「住民の健康の増進」を加筆すべき
【Regional Strategy for Accommodate Growth】基本的に支持するが農村部・地
方部への人口分配率が 7％というのは自動車起因の環境リスクや市街化区域
外の自然環境保全に影響を与えるスプロールを抑制するという観点から高
すぎる
【MPP 環境に関する冒頭文 P27】自然環境への影響が住民の健康への影響
に寄与することを加筆すべき
【P27】気候変動に伴う高温化の影響をより具体的に記述すべき
【MPP-En-3 P29】エネルギー及び水資源に関する効率化の記述を加筆すべき
【P31】水質に関して、参照元を充実させるべき
【P31 第 2 パラグラフ】チヌークサーモンの回復が困難な小規模河川が多い
ことや、保全計画があることに関する記述を加筆すべき
【P32 Goal】記述が冗長
【MPP-En-14 P32】水資源の再利用に関する記述が欠落. 加筆すべき
【MPP-En-15 P32】河口付近の保護区域においては、天然の河川環境が保全
されていることを加筆すべき
【MPP-En-15 P32】河口付近の保護区域においては、天然の海岸環境が保全
されていることを加筆すべき
【MPP-En-16 P32】農薬利用による健康影響について記述が欠落している
【P32 第 1 パラグラフ】大気質の問題に関して、連邦大気質法を引用する
ことで、肺への健康リスクとなることを直接的に記述すべき
【P33】気候変動関連の影響低減策と順応性施策を区別して記述するべき
【P33 Goal】気候変動への順応的施策の言及が欠落している. 加筆すべき
【MPP-En-19 P33】土地利用に関連して非自動車交通型の地域開発の奨励を
加筆
【MPP-En-20 P34】一人あたりの水資源利用量の低減を明記すべき
【MPP-En P34】2050 年までに 2000 年比で 80％の炭素排出削減を MPP と
して明記すべき
【MPP-En P34】気候変動への順応的施策が公衆衛生と経済成長に寄与する
ことを MPP として明記すべき
【P35】開発パターンに関して、開発を通じて人々にとって健康な地域を目
指す目標を明記すべき
【P35 第 1 パラグラフ】スプロール型の開発に関連して、肥満患者の社会的
リスクが増大することを指摘すべき
【P36 第４パラグラフ】自然資源の保全価値をより具体的に記述すべき
【P36 第６パラグラフ】農地の保全価値を、より具体的に記述すべき。
【P36 第７パラグラフ】農地の損失は都市開発以外にもあることを正確に
記述すべき
【P36】キング郡の農地面積の修正。55000 から 42000 へ修正。
【MPP-DP-3 P37】経済的な持続可能性の記述
【MPP-DP-5 P37】農地保全と雇用分布バランスの記述を加筆
【MPP-DP P37】地域内における食料自給率を高めるために、地域内の食品
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加工施設の整備促進を MPP として追加すべき
【MPP-DP－27＆27 P47】包括コミュニティー開発 FCC の新規開発を認めな
い MPP を我々は支持する
【MPP-DP－34 P51】住宅政策に関してユニバーサルデザインを記述
【MPP-DP－35 P51】住宅政策に関してユニバーサルデザインを記述
【P52 第 1＆2＆3 パラグラフ】生活の質 QOL に住民の健康を併記すべき
【P63 Goal】交通政策に関連して住民の健康を記述すべき
【MPP-T－3 P63】用語の訂正
【MPP-T－8 P68】住民の健康と温室効果ガスの削減を加筆
【MPP-T－17 P68】住民の健康を加筆
【MPP-T－21 P71】都市間交通の記述を加筆
【MPP-T－24 P71】都市内交通の記述を加筆
【MPP-PS－8 P77】水質に関連して、住民の健康を追加
【MPP-PS－17 P77】地域の地方政府間の協調における環境保全を明記
【MPP-PS－18 P77】水資源の再利用の促進を明記
【Appendix１】環境委員会の設置方針をより明確に示すべき
アフォーダブル住宅開発にあわせた地域公園（community garden）の開発や
促進施策も VISION に記載してはどうか
地方の農業経営者（local farmer）もしくは、その農業市場（farmers market）
に対する支援策を VISION で扱ってはどうか
環境に関する世界的な挑戦に歩調をそろえている点で歓迎できる
経済成長や繁栄と自然環境とのバランスにおいて全体的に好ましい将来象
が提示されている
好ましい地域規模と気候変動の対策が記述されている
【MPP-DP-26】スノホミッシュ郡が加盟する郡内の自治体連合において包括
コミュニティー開発 FCC の是非をめぐる議論に合意が得られなかったこと
から、FCC を全面的に禁止する同条項の削除を求める
【MPP-DP-27】スノホミッシュ郡の総合計画は、他群の FCC 開発の経緯を踏
まえ、環境影響の問題点を克服した上で計画されており、妥当な人口分配の
基に FCC を含めて企画されている. この企画の規模は、スノホミッシュ郡の
人口増加分を適切な地域バランスの基に分配するものであり、FCC 開発にあ
たって地域協議を義務付ける同条項は追加的な安全策として容認できる
市街化区域内の交通ネットワークに関する施策が不足している。既存の自動
車交通網の拡充は人口増加の対応策として必要である。
既存の橋梁の中には、対応年数を迎える、あるいは超過するものが存在し、
これの対応は不可欠な交通施策である。老朽化の進む橋梁設備の取り扱いに
関する記述を加筆するべき
スノホミッシュ郡では、2020 年に 65 歳以上の人口比率が 15％を超過する。
このような年齢人口構成比に関する議論を追加するべきである
アフォーダブル住宅の供給に関して、低所得層のみでなく、中間所得層も考
慮したしさくが必要である。
追加的な汚水処理施設の整備には、追加的な予算措置が必要であることを明
記するべきであり、この財源を考慮すべきである
【MPP-DP-7
住宅供給に関する条項であり、成長管理法の枠組みを超える要求を地方政府
に対し義務付けるものである。また、追加的な財政出動を要求する施策を義
務付けるとこは認められない。同条項を削除するか、表現を義務付けから緩
和するべきである。
文書のフォントが小さく読みづらいので大きくするべき
キットサップ郡は、成長管理法上は広域郡計画の適用対象である人口 45 万
人を満たさない（23.9 万人）である
改定箇所の「削除」「変更」「新設条項」が分かるように記述すべき
【P43】MPP-DP-12,MPP-DP-13、MPP-DP-14 は MPP-PS-17、MPP-PS-18、
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MPP-PS-19 と矛盾する
【P25】キットサップ郡 5 ヶ年総合計画の改定年数の記述が正確でない
【MPP-En-13 P30】冒頭で気候変動が地域の流域システムに与える影響を特
定し扱うことを明記すべき
【MPP-En-20 P34】「地域の経済成長があっても、一人あたり及び単位建築
あたりのエネルギー消費量を低減する」との記述があるが、エネルギー効率
と経済成長は独立であるから記述を改めるべき
【MPP-En-21 P34】「エネルギー技術」の表記を複数形にすべき
【MPP-En-24 P34】気候変動が地域の流域システムに与える影響を特定し扱
うことを明記すべき
【P34】公益事業に記される事項と MPP-En に記させる事項に重複が見られ
る、またこれらの実行には地方政府に新たな財源が必要になることを記述す
べき
【MPP-DP-7 P39】広域郡計画方針において、キング、スノホミッシュ、ピア
ス郡の計画方針とその実施にあたって、キットサップ郡の合意は必要ないこ
とを銘記すべき
【MPP-DP-7 P45】市域未編入地区の合併の促進に向けた努力を記述すべき
【MPP-DP-26 P46】この条項は既存の市街化区域以外での包括コミュニティ
ー開発（FCC）を禁止しているが、これはスプロール対策及び成長管理目標
に寄与しない
【MPP-DP-26 P46】包括コミュニティー開発（FCC）は地方の経済活動の基
盤になる雇用の地域的適正分配に寄与し、バランスのとれた社会環境に寄与
することで環境的正義に貢献するため、FCC の全面的な禁止は不適切
【MPP-DP-27 P46】FCC の開発に伴う地域的な意見期間の手続きを義務づけ
る MPP-DP-27 は削除すべきである。最低限、義務規定から推奨規定に変更
すべき
【P63 第２パラグラフ】都市圏交通計画の実施に当たっては、各地方の計
画と戦略によって実施される旨を加筆すべき
【P63 第４パラグラフ】16 歳未満の人口構成比が高いことを指摘している
が、人口構成比のバランスとして適切な比率を提示すべき
【P63 第 1 パラグラフ】表現が冗長
【P63 第４パラグラフ】「ユーザー志向の（User Oriented）」の交通政策と
しているが意味が曖昧で定義の加筆が必要
【MPP-T-6 P67】特殊な交通需要に対する記述が欠落している
【P68】「高い効率」の意味を定義せよ
【MPP-T-22 P71】「農村部の自動車交通能力は拡大すべきではない」との
記述を「農村部の自動車交通能力は奨励されない」に変更すべき。交通能力
評価は地方の 6 ヶ年交通計画ないしは 10 ヶ年計画で評価すべき事項
【MPP-T-24 P71】「交通許容量に適した都市密度」としているが、交通許
容量に適した都市密度が成長管理法やその他の機関によって定義されてい
ない以上用いるべき用語ではない
【P71 第 1 パラグラフ】フェリー利用者のことを指していることが分かる
記述に変更
【MPP-PS-4 P74】GMA に記述されている内容の繰り返しであり、不要。
【MPP-PS-５ P74】「農村部に位置する公共施設」と「農村部向けの公共施
設」に変更すべき。実際の立地の多くは農村部でない場合が多い。
【MPP-PS-9 P77】汚水処理施設の新規整備は義務から推奨に変更すべき。
同時に対応技術の多様性を記述すべき
【MPP-PS-10 P77】対感染症排水処理施設の整備を命令形の表記でなく、推
奨の表記へ変更すべき。
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このように整理すると、提出された意見の内容が課題設定や代替案分析のステップとは
異なって、チヌークサーモン等の個別具体や個別の広域郡計画方針（MPP）に対して意見
が提出されており、その具体性が高くなっているといえる。ここからは、これらの提出さ
れた意見に関して、環境の観点を含む意見に関して分析を進めていく。キング郡では、「農
村部・地方部への人口分配率が 7％というのは、自動車起因の環境リスクや市街化区域外の
自然環境保全に影響を与えるスプロールを抑制するという観点から高すぎる」との意見が
提出されており、と市域外における自然環境や、自動車起因の大気質への負の環境影響の
観点から規制市街化区域へのさらなる成長集中主張している。また、気候変動のリスクと
気候変動に伴う健康リスク、地域の自然生態系へのリスクを指摘したうえで、この気候変
動に関連させて「土地利用に関連して非自動車交通型の地域開発の奨励を加筆」としてい
る。また、「スプロール型の開発に関連して、肥満患者の社会的リスクが増大することを指
摘すべき」といった意見も見られ、気候変動と健康影響といった環境の観点を根拠に都市
部への成長集中を主張している。そしてこれは、議論となった包括コミュニティー開発
（FCC）に対する「包括コミュニティー開発（FCC）の新規開発を認めない広域郡計画方
針（MPP）を我々は支持する」という意見に表れている。スノホミッシュ郡は、詳細な意
見書は提出していないが、立場としては「経済成長や繁栄と自然環境とのバランスにおい
て全体的に好ましい将来象が提示されている」との見解を提出し、FCC の開発禁止政策に
関しても賛同している。
これに対し、スノホミッシュ郡は「スノホミッシュ郡の総合計画は、他群の FCC 開発の
経緯を踏まえ、環境影響の問題点を克服した上で計画されており、妥当な人口分配の基に
FCC を含めて企画されている. この企画の規模は、スノホミッシュ郡の人口増加分を適切な
地域バランスの基に分配するものである」と主張しており、一般的な議論で指定されてい
る FCC の環境影響に対してはスノホミッシュ郡行政規則lxxviiiによって他の開発許可制度よ
りも詳細な審査が義務付けられていることを理由に FCC 禁止政策に反対している。また、
FCC は適正な地域間の平衡を図ることのできる手法であると主張している。さらに、
「スノ
ホミッシュ郡が加盟する郡内の自治体連合において包括コミュニティー開発（FCC）の是非
をめぐる議論に合意が得られなかったことから、FCC を全面的に禁止する同条項の削除を
求める」との意見に見られるように、スノホミッシュ郡内においても FCC 開発の抑制、禁
止をめぐって政治的な見解の一致が得られていないことが分かる。我々がこの意見書の草
案を作成したスノホミッシュ郡地域開発局に対して行ったインタビュー調査からは、この
FCC の政策に関して郡内の複数の市の間及び、郡議会の内部においても対立があり、この
理由によってスノホミッシュ郡の FCC に対する見解が形成されていったことが明らかにな
った。これまでスノホミッシュ郡では FCC 開発を共和党系の議員が積極的に推進してきた
経緯があり、2008 年にスノホミッシュ郡議会において一年の時限措置として FCC の暫定
的な禁止措置を議論した時は、群議会議員において意見対立が見られた。Dave Somer 及び
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Mike Cooper 両氏は、FCC の暫定禁止措置に対して賛成の立場をとったが、当時スノホミ
ッシュ群における大型の FCC 開発であるロージジャー湖リッジ（Lake Roesiger Ridge）
開発lxxixを推進していた John Koster、Dave Gossett 両氏は、この FCC 開発の抑制政策に
反対の立場をとっており、FCC の暫定禁止措置に反対の投票を行った。この規則案は最後
まで意思表明を保留した Brain Sullivan 氏の賛成によって可決された。しかし、この後も
複数の FCC 開発が設計段階にあり、その後も FCC 開発禁止政策に対する反対圧力は高い
状態が続き、FCC 開発の本格的な禁止政策の導入は 2009 年秋まで見送られたlxxx。
さらに FCC の禁止政策に対し強い反対の意向を表明したのはキットサップ郡である。キ
ットサップ郡では、
「この条項は既存の市街化区域以外での包括コミュニティー開発（FCC）
を禁止しているが、これはスプロール対策及び成長管理目標に寄与しない」、「包括コミュ
ニティー開発（FCC）は地方の経済活動の基盤になる雇用の地域的適正分配に寄与し、バラ
ンスのとれた社会環境に寄与することで環境的正義に貢献するため、FCC の全面的な禁止
は不適切」との意見を提出している。このようにキットサップ郡では、FCC の禁止政策に
対して、その導入根拠が環境分析において十分に明示されていないことを理由に反対して
いる。また、雇用の地域的な適正分配の観点から、社会環境や環境的正義を根拠に成長を
より地方部に分散させる土地利用政策の方針を主張している。このキットサップ郡の意見
書を作成したキットサップ郡地域開発局及び、意見書提出に郡の計画委員会委員長として
関与した郡議会議員 Jan Angel 氏の最大の後援団体である共和党キットサップ郡支部もと
会長へのヒアリング調査から、キットサップ地権者協会（KAPO）がキットサップ郡の意見
書の形成に関与していたことが確認された。そこで、次にキットサップ地権者協会（KAPO）
の意見書の内容を分析する。

表 ５.9

絞込みのステップでキットサップ地権者協会（KAPO）から提出された意見の論点

州法 RCW 36.70A 及び RCW 70.94 に基づいて作成された VISION 2040 のドラフトは、逸脱した法
解釈を最大限に拡大するものであり、法の本来目的や、その精神に対して反するものである。納
税者は、政府の管理に仕えることを目的に政府に権限を信託するのではなく、個人の権利を保護
するために政府に信託しているのである。この基本的な法の精神にのっとった施策が必要である
が、この基本部分において誤った理解がなされている。
VISION2040 は VISION2020 が基本的に効果を上げているという誤った想定に上に構築されている
が、VISION2020 には正式な評価指標がないうえ、正式な情報収集、正式な分析プロセス、正式で
厳密な評価と審査のプロセス、外部の審査プロセスが無く、実際にこれが効果を上げたというこ
とを示す実際の立証は行われていない. 単に、いくつかの機関において採択され、そして時間が経
過したというだけではこれが成功しているとは説明できない. そしてこのような VISION2020 の
評価を基にした、VISION2040 は、ベースラインの設定で既に誤っている.
VISION2040 は多くの住民意見を反映して形成されたとしているが、地方部にいる住民はこれを受
け入れたりはしないだろう. キットサップにおける有識者は、ここに記載された交通、成長拠点、
流域問題など、ほぼすべての政策に対して反対するだろう. この政策文書は住民の重要と好ましい
と考える方向性を反映していない.
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この文書は、基本的に住民意見を十分反映していると前提にしているが、住民需要調査として実
施された 4500 という回答数も地域全体の多様性から考えてとても十分とは言えない. 環境課題が
VISION2040 の基として取り扱われているが、個人の土地の所有権に環境課題が起因しているこ
とを示すデータはない. また、キットサップで審理継続中の土地利用規制に関する裁判なども適切
に反映されていない.
キットサップ郡は、PSRC に法的な整合義務がなく、他のキング、ピアス、スノホミッシュと同じ
法的な枠組みで議論することはできない
成長管理法の成長管理目標をすべて公平に扱っているとは言えず、とりわけ不動産の所有権に関
しては十分に配慮されていない
政策方針の作成に当たっては環境の問題が十分に考慮されているが、成長管理法（GMA）に規定
されている合理性に関する配慮が不十分である。包括コミュニティー（FCC）の規制に代表され
るように、政策方針の多くが環境課題を理由に制限的な政策を導入しているが、いずれも環境課
題の定義や立証が不十分である
VISION2040 のドラフトにおいては、気候変動の問題が大きく考慮されているが、この気候変動の
定義や定量的な指摘がなされておらず課題設定として不適切である.
キットサップにおける基本的な経済活動が、環境への影響を理由に全面的に否定されているが、
地域の人口と雇用のバランスという社会的環境の維持に欠かせない要素であり、すでに開発を達
成し高い経済活動を持つシアトルやエベレット、タコマ、ブレメルトンと同様は扱えない.
多くの政策が農村部における土地の所有権を厳しく制限する方針を示しているが、これらはすべ
て個人の所有する財産であり、何か無形の公共財とは全く異なるものであるという認識が欠落し
ている.
VISION の政策は各自治体に対して、環境修復を要求しているが、成長管理法自体は環境修復を要
求する法的根拠を有していない点を考慮するべきである.
【P52 第 1＆2＆3 パラグラフ】健康と厚生は直接的に我々の生活様式や行動様式にかかわる重要
な概念であるとしているが、生活様式や行動様式は、我々個人の問題であり、この言及は法的な
枠組みを逸脱している
【P52 第 2 パラグラフ】人々の具体的な活動によって健康な環境が維持されなければならないと
しているが、具体的な活動とは何のことか GMA を引用し明記すべき
【P52 第 3 パラグラフ】無秩序な開発行為が水資源の質を务化させていると指摘しているが、こ
の量的および質的なデータは示されていない
【P53 第 3 パラグラフ】交通量の増加は自動車交通事故の増加に影響している、との記述は本文
書とは関係のない記述である。
【P53】この VISION は社会操作の手法ではなく成長管理法に規定された目標達成の手段である。
しかし、健康概況で取り扱っている内容は成長管理目標に記載されていない事項である
【P52 】食料供給の記述に関して、当該地域における食料自給率を増加させる有効な施策はない
といえる
【P53】物理的、社会的、そして精神的な厚生に言及しているが、成長管理法のいかなる部分に則
って係る政策に言及しているのか
【MPP-DP-39,40,41,42】これらの政策は法的根拠が不明である
【P53 第 2 パラグラフ】成長管理政策の引用において、法令にない文章が付加されている. 正し
く引用せよ
【P53 第４パラグラフ州法 RCW 36.07A.160】に規定される開発権移譲制度に関して、同法では
執行の際に自治体における補償に加えて協議過程の保障が義務付けられている点は VISION の政
策と整合を確認するべきである
【P53 第４パラグラフ】開発権の移譲プログラムの実施は、極めて慎重に図られるべきである
【MPP-DP-43】開発権移譲プログラムにおける長期的な経済影響に関して言及されているが、そ
もそもその定義が不明確である
【MPP-DP-44】開発権移譲プログラムにかんして経済的インセンティブの付与は、市場の公平な
取引を阻害するものである
【MPP-DP-44】開発権移譲プログラムにかんして、騒音、光害、交通増加、近隣健康問題に負の
影響があると記載されるが、成長管理法上の根拠を提示すべき
【MPP-DP-46】工業地帯の買い上げ方針に関して、たとえばエベレットやレントンではシアトル
タコマのボーイング工場やマックコード工場の買い上げ計画に関して反対運動が発生している.
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より現実的な手法を提示するべき
【MPP-DP-48、49】当該政策は成長管理法のいかなる規定に基づくものか明示すべき
【P55】「機能的な生態系、経済、社会に関する目標」としている、成長管理法のいかなる規定基
づくものか明記すべき
【P55 第３パラグラフ】地域レベルの生態系の保全は局所レベルの生態系の保全と同一に重要な
枠組みであるとしているが、成長管理法には地域的な生態系という概念がない. この法的根拠を明
示すべき.
【P55】環境と交通、都市形態、社会的関心を全体的に扱いシステムを設計するとしているが、成
長管理法のどの部分に法的根拠を有するのか示すべきである
【P55】地域成長目標に環境の回復が示されているが、成長管理法のどの部分に法的根拠を有する
のか示すべきである
【MPP-DP-50】自然景観的資源に関して言及しているがどのような資源なのか定義を示すべき
【MPP-DP-51】政策が示す保全すべき環境要素の定義が不明確であり、それらの法的根拠が示さ
れるべきである
【MPP-DO-52】コンパクトシティーについて方針を提示しているが、現状で不整合な部分はどの
ように扱われるのか、また住宅形態の自由を保障する一方でどのように混合利用を可能にするの
か、そしてコンパクトシティーの法的根拠は何か明示されるべき
【MPP-DP-53】商業施設の規模に関して言及しているが市場需要とは異なる場合が考えられるが、
その場合法的な制約が課される根拠はなにか
【MPP-DP-54】採用する政策によって地域における弾力性を増大させるとして政策に記述されて
いるが、地域の弾力性とは何であるか成長管理法における法的根拠をしますべきである
【MPP-DP-55,56,57,58,59】これらにおいて成長管理法に言及されない方針と施策が言及されるが、
法的根拠を明示するべきである
【P57 第１パラグラフ】全米で最も先進的な科学技術を伴う産業を有する地域であると言及して
いるが、具体的にどのような産業のことであるか明示すべき
【P57 第２パラグラフ】この地域における素晴らしい自然環境が、経済活動を行うにあたって理
想的な状況を生み出している、と述べているが基本的にこの因果関係は不明であり、なおかつ経
済的発展のための政策として言及するべきものでもない
【P57 第 3,4 パラグラフ】移民によってこの地域の経済的な国際性が成長している指摘している
が、これは市場のグローバル化に伴うもので、移民による経済とはかならずしも一致しない
【P57 第５パラグラフ】ワシントン州は全米の州の中で最も国際貿易に依存しており、この地域
にとって国際貿易は不可欠なものであるとしているが、データによって示されるべきである
【P58 第１パラグラフ】この地域は才能のある人材が集結しているとしているが、この根拠は何
明示されるべきである
【P58 第２パラグラフ】気候変動に関して言及しているが、科学的な根拠が明示されているとは
十分に言えない. 政策で扱うのは不適切である.
【P58 第３パラグラフ】地域内における経済成長のパートナーとしての戦略について言及してい
るが、実際の施策が不明である
【P59 第１パラグラフ】地域経済戦略に関して言及しているが、どのような文書で誰が作成すの
か不明である。明示すべき
【P59 】産業集積に関して言及しているが、これは新しいアイディアではなく現行で既に政策に
取り入れられている考え方である
【MPP-EC-1】「family wage jobs」に関して言及しているが、定義が不明確である。明確に提示さ
れるべき
【MPP-EC-2】政府による民間活動への影響を最小限にとどめるという原則を明記すべきである
【MPP-EC-3】集積産業の必要性を明確に提示しなければ、新規産業の参入の抑制になりかねない。
明示されるべきである
【MPP-EC-４】漁業への公金による産業支援の仕組みを具体的に記述するべきである
【MPP-EC-10.】経済発展のための教育プログラムに関して言及しているが、これはどのような主
体の責任で誰が実施するのか不明確である
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【MPP-EC-11,12,13,14,15,16,17,18,19,20】VISION のこれらの政策方針において、法的に規定され
ない用語に関してはていぎを明確に提示し、かつ成長管理法の法的根拠を明確に示すべきである
【P63 第 1 パラグラフ】交通政策の冒頭において環境との関連に言及しているが、この部分の記
述は不要である
【P63 第２パラグラフ】都市圏交通計画の実施に当たっては、直接選挙によらない議員が採択を
行う PSRC が策定するという法的権限が明確に示されていない。
【P63 第 3 パラグラフ】交通手段の選択は個人の完全な自由意思に起因するものであり政策の言
及するべき対象ではない
【P63 第 4 パラグラフ】人口の 3 分の 1 を非自動車交通利用者として目標を掲げているが、これ
は自動車運転が能力的に不可能な人口比のことを指しているのか。でなければ自動車交通は個人
の自由であり、政策として目標に掲げるのは不適切である
【MPP-T-1】費用効率性に関しての記述が見られないが、これは連邦道路法の SAFETEA-LU2 条
40 項に整合しない。
【MPP-T-2】市及び郡レベルにおいて道路維持、修復、改善事業を政策要求しているが、とりわけ
郡政府に政策要求できる法的根拠が提示されるべき
【MPP-T－3 P63】課金政策に関して言及し、実施を求めているが、成長管理法に法的根拠が示さ
れるべき、また、実施主体は何か不明である
【MPP-T－4,5,6、7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20】これらの政策において、成長管理法に提示され
ない用語の定義が不明であり、政策の実施主体、責任の所在が不明確である。成長管理法を基に
法的根拠を提示すべき。また、各施策の実施にあたって環境影響を慎重に考慮することを求めて
いるが、これは当然のことであり、政策上改めて要求されることに対する法的根拠が提示される
べきであり、経済的、あるいは行財政的効率に関する影響の考慮は要求されないのか？
【MPP-T-15】鉄道貨物、自動車貨物は各企業の経営判断の問題であって、交通政策として掲げる
のは不適格であると考える
【P70 第 3 パラグラフ】今後の道路予算の減尐傾向が指摘されており、これに対応した事業規模
の縮小と予算執行構造の変換に言及しているが、第一に議論すべきは代替歳入源の確保である
【MPP-T-21,22,23,24,2728】交通政策において、PSRC が道路整備に対する自治体の財政出動の優
先順位に対し、積極的に介入しているといえるが、法的な権限はどのように保障されているのか
提示されるべきである。
【MPP-PS-1】公共サービスの政策を通じて環境、健康そして安全の増進に努めていくと記述があ
るが、これは成長管理法のどのような法的目標に整合するものか明示されるべきである。
【MPP-SP-3】公共サービスの提供にあたって「需要管理」の手法が用いられることを推奨してい
るが、「需要管理」とは具体的などのような手法で、どのような計測手法が用いられるのか明確
にされたい
【MPP-SP-4】公共サービスの提供にあたって特別法人の設置を示唆しているが、これらの行財政
への影響が考慮されていない。これは税構造の改編を示唆するものなのか明確にするべきである
【MPP-PS-5,6,7,9】汚水管理行政、感染性廃棄物管理、氾濫原管理、などにあたって、各行政機関
に行政施策の方針を提示しているが、成長管理法における法的根拠が不明であり、明示されるべ
きである。また、フッド運河の環境改善に関する記述に関しては、科学的なデータの裏付けが不
十分であり、我々はこのような行政施策に対して反対である
【MPP-SP-10】キットサップ郡に関しては感染性汚水処理システムのシステムに関してシステムの
入れ替え政策が進んでいるが、導入コストに加え維持コストが高いことから、この施策への反対
が多い。我々もこの方針には反対しており、この政策方針には反対である
【MPP-SP-11】木材チップを利用したエネルギー供給の促進を掲げているが、我々はこのようなコ
ストの高い代替エネルギーの導入には反対である。なぜ、最もコストの高いエネルギー供給にシ
フトしなければならないのか理由が明示されるべきである
【MPP-SP-12】代替エネルギー産業の保護に言及しているが、我々はこの政策の具体的な内容が理
解できない。どのような施策によって何が保護されるのか、また、その法的な根拠はどこにある
のか成長管理法を引用して提示されるべきである
【MPP-SP-13】電子通信網の整備と拡大によって環境にやさしい社会の形成に寄与するとしている
が、現在、電子通信サービスは民間部門の領域であり公共サービスの方針として「環境にやさし
い」を根拠に個別規定は法的根拠が不明であるうえ、「環境にやさしい」の定義が不明である
【MPP-SP-14】地域の安全に関する施策は個々の自治体における行政施策であり、PSRC が政策を
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提示する根拠を示すべきである。
【MPP-SP-15,16,17】気候変動に関して言及する場合は、気候変動の何を問題としているのか明記
すべきである。また、成長管理法上の法的根拠を明示すべきである
【MPP-SP-18,19】政策内で提示される「保護資源」や「環境的平衡」といった概念の法的と定義
が不明であり、明示されるべきである。また、具体的な施策が不明であるため、加筆されたい
【MPP-SP-21,22,23,24】公共施設の地域内における公平な分配に関して言及しているが、これらは
各自治体の専権事項であり、PSRC が政策提示する根拠が不明である. キットサップ郡では人口の
75％が農村部に分布し、都市部への基本集中を方針とするこれらの政策とは整合していない.

KAPO は地権者協会であり、土地の開発権に係る政府の介入に対しては、その政府の適
正な権利の運用を監視することを目的とした組織である。KAPO の「成長管理法の成長管
理目標をすべて公平に扱っているとは言えず、とりわけ不動産の所有権に関しては十分に
配慮されていない」や、
「多くの政策が農村部における土地の所有権を厳しく制限する方針
を示しているが、これらはすべて個人の所有する財産であり、何か無形の公共財とは全く
異なるものであるという認識が欠落している.」との意見は、この団体の基本的な立場を明
示している。また、環境に関しては、「VISION の政策は各自治体に対して、環境修復を要
求しているが、成長管理法自体は環境修復を要求する法的根拠を有していない点を考慮す
るべきである.」
「気候変動に関して言及しているが、科学的な根拠が明示されているとは十
分に言えない. 政策で扱うのは不適切である.」「気候変動に関して言及する場合は、気候変
動の何を問題としているのか明記すべきである。また、成長管理法上の法的根拠を明示す
べきである」といった意見に見受けられるように、その法的根拠、定量的な科学的根拠を
要求しているといえる。そして、このような意見は、議論となった包括コミュニティー（FCC）
においても、「包括コミュニティー（FCC）の規制に代表されるように、政策方針の多くが
環境課題を理由に制限的な政策を導入しているが、いずれも環境課題の定義や立証が不十
分である」との見解に示されるように、FCC の議論であれば FCC の環境負荷が定量的に特
定されていないことを根拠に反対の意見を提出している。そして、「キットサップにおける
基本的な経済活動が、環境への影響を理由に全面的に否定されているが、地域の人口と雇
用のバランスという社会的環境の維持に欠かせない要素であり、すでに開発を達成し高い
経済活動を持つシアトルやエベレット、タコマ、ブレメルトンと同様は扱えない」として、
社会環境における地域間の公平な雇用人口分配という考え方を用いて権利制限的な政策に
反対している。
最後に、環境団体である futurewise の提出した意見内容を分析する。futurewise が絞込
みのステップにおいて提出した意見書の内容を、論点ごとに整理したものが表 ５.10 であ
る。
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絞込みのステップにおいて futurewise から提出された意見書の論点

VISION2040 は、市街地の高密度化による増加人口の吸収を目指しているが、実質的な方法が十分
に明示されていない。この政策は自体は賛成であるが、これを実施するための政策方針が明示さ
れるべきである。
高密度利用の施策を実現するために、最低平均密度を規定するべきである。都市域においては、
8-12 ユニット/エーカー、VISION で指定された成長中心地域では 15-20 ユニット/エーカー程度に
規定することで、住民密度の最低値を管理するべきである。
交通能力に整合した開発能力を最大限利用すべきである。このため、LRT や通勤輸送施設などの
交通分節点における、高能率交通に見合った高密度利用を想定して計画するべきである。
低所得者及び中所得者層向けの都市部における住宅供給施策を具体的に整備する必要がある
地方部における人口－雇用平衡を図るために、半径 8 マイル通勤圏を基盤とした雇用分配の方針
を策定するべき。
地方部における開発行為は過度に行われており、VISION はこれを削減する具体的な施策を示すべ
き。とりわけ、キットサップ郡での市街化区域外の人口増加率は 11％、スノホミッシュ郡は 19％
となっており、高いトレンドが継続されている。
VISION2040 で示される地方の開発値は、達成が望まれる目標値ではなく、成長の上限であるいう
方針を明記すべき。
地方部における開発権の移譲・停止に対してインセンティブを付与する政策を導入すべき
地方部の道路交通能力の拡張政策を削除すべき
FCC を容認する政策を削除すべき
地方部の開発事業に関するモニタリング政策を導入すべき
VISION2040 において地方部の自動車交通台距離（VMT）が 50％増加することが見込まれている
が、州の統計と整合せず、連邦の統計ではワシントン州の台距離はすでに減尐傾向に入ってきて
いる。この統計分析は、予測ベースを下方修正すべき。
温室効果ガスの排出削減に向けた投資の援助政策を導入すべき
州法に順じた自動車交通量の削減値を明確にすべき
持続可能性目標に関して、環境と交通の政策だけでなく、VISION2040 全体として掲げるべき
【P37】天然資源の保全区域に関して、永久保全に言及しているが、これを実現するための施策が
提示されていない。
【MPP-DP-43】交通政策（TDR）及び PDR プログラムにおいてにおいて、天然資源の保全区域に
関するモニタリング施策を導入することを明記すべき
【MPP-DP-43】TDR 及び PDR における保全区域の保全とモニタリング施策に関して、財源の確保
を VISION2040 の中で明示すべき
【P40-43】「指定地域成長センター」や「地域成長センター」「第二センター」「その他のセン
ター」の用語において、定義が不明確
【MPP-DP-16】第二センターに関して、混合用途を前提とした成長センターであるというコンセ
プトを明記すべき
【P43】成長目標において、地域成長センターは、高密度のコンパクトで徒歩圏基盤の地域という
コンセプトであることを明記すべき
【MPP-DP-11】地域成長における開発資金の言及部分において、追加の資金調達メカニズムだけ
でなく既存の資金調達メカニズムにおいても優先されるべきものであることを明記すべき
【P43】MPP において地域成長センターの 15-20 ユニット/エーカーを最低平均密度として明記す
べき。
【P43】MPP において、交通能力を基盤にした高密度化政策の必要性を明記すべき
【P43】MPP において、既存の第二センターの開発を具体的に明記すべき
【P43】MPP において 800m を超える公共交通の整備にあたっては PSRC との協議をすることを求
めるべき
【MPP-DP-18】各市に対し、直接的に住宅供給の多様性に関して言及すべき。
【MPP-DP-19】最低限新規住宅開発の 50％は、核家族あるいは拡大家族向けの住宅設備を併設す
ることを義務付けるべき
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【MPP-DP-19】高密度利用の施策を実現するために、最低平均密度を規定するべきである。都市
域においては、8-12 ユニット/エーカー、VISION で指定された成長中心地域では 15-20 ユニット/
エーカー程度に規定することで、住民密度の最低値を管理するべきである。
【MPP-DP-19】新規開発事業における利用密度を最低でも 80％として VISION の中で規定すべき
【MPP-DP-22】市域未編入地区の市域への新規合併は成長戦略に則して厳しく禁止されるべき
【P49】人口-雇用平衡政策において、地域開発にける駐車場政策が十分に記述されておらず、高
密度利用に適した高層駐車システムの導入に向けた政策が必要である
【P49】居住施設当たり半径 13km 以内に 1.25 人分の雇用を確保することを政策において明記すべ
き
【MPP-DP-31】各市に対し、直接的に住宅供給の多様性に関して言及すべき。
【MPP-DP-31-37】住宅多様性政策においても、通勤圏の縮小を織り込んだ政策となるよう明記す
べき
【MPP-DP-31-37】新規住宅開発及び再開発における資金調達に関して、住居-雇用平衡を優先順位
の判断に加味していることを投資基準に設けるべき
【P16】小都市の増加人口共有率を９％として明記しているが、域内の小都市のうち 20％は VISON
の制約を直接的に受けない独立市であることを明記すべき
【MPP-DP-26,27】futurewise は FCC の禁止政策に賛成である。キング郡のレッドモンドリッジや
イサクアハイランドに見られるように、交通混雑や自然生態系、自治体財政への悪影響は、これ
らの開発から得られる利益を上回るものであった。さらに厳格に FCC を禁止すべきである。
【MPP-DP-26,27】VISION は最低でも FCC の開発に係る公金の支出を禁止するか、あるいは全体
で自動車交通量が増加しないことを条件とするべきである。
【MPP-DP-28】VISION は各郡に対して地方部や農村部の開発権の移譲と収容に対して具体的に施
策を明示すべき
【MPP-DP-28】VISION は各郡に対して地方部や農村部の開発の推移をモニターする制度の導入を
明記べき
【P66-67】政策は、現状の交通もの維持と修復、安全投資の部分が十分に強調されているとは言
えない. また、全体交通量の削減や温室効果ガスの排出削減施策が十分に強調されていない.
【P66-67】交通政策に関して課金政策が言及されていない. 課金政策は既存交通施設の維持補修及
び新たな開発投資における資金調達にとって重要な資本を提供する.
【P66-67】交通政策は、雇用地域における昼間駐車料の上限と、料金の最低値規定に関して言及
するべきである. これは、自動車交通の抑制と、新規および既存の交通施策投資の資金調達にも
寄与する.
【P66-67】未開発地域及び低開発地域への交通アクセス管理計画に関して州の交通局と協力して
計画策定を推進するよう定めるべきである
【P67】温室効果ガスの削減と交通需要の低減に寄与する政策と事業に優先的に投資することを明
記すべき.
【MPP-T-9】公共交通機関の駅及び停留所の新設に対して財政的支援を明確にする政策を採用す
べき
【MPP-T-9】新しい交通政策は地方部における、車線拡幅、右左折車線、ラウンドアバウト、路
側帯、歩道といった交通安全の改善施策を盛り込むべきである
【MPP-T-14,15】自動車貨物交通量の需要水準を現状にとどめるか削減するための課金制度や、ア
クセス地点の抑制を政策に盛り込むべき
【MPP-T-16】鉄道貨物は自動車貨物に比べて持続的社会に貢献すると考えられることから、より
明確に鉄道貨物の支援策を提示すべき。
【P70】今度、化石燃料の供給量と石油燃料の消費を基盤にする連邦政府の道路予算は減尐傾向に
なる. この傾向を明確にし、これを織り込んだ戦略的な政策にすべきである
【MPP-T－21 P71】今後、環境影響の尐なくかつ利益的な分野に交通投資を優先させるとしてい
るが、具体的にどこを優先させるのか明確に示すべきである
【MPP-T-22】地方部の交通投資の増加を示唆しているが、これは安全確保のための事業と、現状
の交通施設の維持と修復に限定するべきである
【Page A-2-2】今後地域全体で交通関連予算が 2 割減尐するという傾向を前提にしているが、これ
に基づいた戦略的な投資の優先順位を明確にすべきである
【Page A-2-5】交通所要時間の短縮分析が、自動車交通についてのみ行われているが、自転車交通
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や鉄道交通も分析範囲に加味するべきではないか
対気候変動政策について、一人あたりの炭素消費量と同時に全体の炭素消費量を、また一人あた
りの自動車交通量のみでなく全体の自動車交通量の分析を記載すべき
【MPP-En-5】海岸環境及び海岸性生物の保全と、公衆利用のための新規開発を抑制する汚染地域
を利用した再開発事業の支援策とインセンティブを明示すべき
【Page A-1-2】地域内の複数の自治体で既に導入されている環境保全と気候変動対策のベンチマー
クプログラムを VISION2040 において導入、もしくは導入の方針を示すべき
【Page A-2-2】各自治体がどの環境政策及び対気候変動政策を導入したか確認できるモニタリング
施策を明記すべき
【Page A-2-3】大気質の環境計測手法として明示されている务質日計測では务環境の総量が示され
るが、全体の大気質傾向が分からない。補遺版準備書で用いられた全体傾向が把握できる計測方
法も用いるべきである

このように整理すると環境団体である futurewise の意見書の内容は課題設定のステップ、
代替案分析のステップから、環境に関する観点からの意見が多い。他のステップでの提出
意見と比べると、「高密度利用の施策を実現するために、最低平均密度を規定するべきであ
る。都市域においては、8-12 ユニット/エーカー、VISION で指定された成長中心地域では
15-20 ユニット/エーカー程度に規定することで、住民密度の最低値を管理するべきである」
や「交通能力に整合した開発能力を最大限利用すべきである。このため、LRT や通勤輸送
施設などの交通分節点における、高能率交通に見合った高密度利用を想定して計画するべ
きである」といった意見は、futurewise の持つ環境の価値の実現をより具体的な土地利用政
策や交通政策の施策として提案していることが分かる。
このステップで議論となった包括コミュニティー開発（FCC）に関しては、「futurewise
は FCC の禁止政策に賛成である。キング郡のレッドモンドリッジやイサクアハイランドに
見られるように、交通混雑や自然生態系、自治体財政への悪影響は、これらの開発から得
られる利益を上回るものであった。さらに厳格に FCC を禁止すべきである」との意見を提
出しており、今回分析した６つの主体の中でもっとも強く FCC 禁止政策を支持する意見を
表明している。
Draft VISION 2040 はこれらの意見に基づいて修正が加えられ、2008 年４月に PSRC
の総会において採択された。採択された VISION2040 における FCC に関する記述は Draft
VISION 2040 における記述と基本的に変化しておらず、今後の市街化区域外における FCC
開発は原則的に禁止されることとなった。ただし、Draft VISION 2040 においては現在計
画中の FCC も禁止されたのに対し、VISION 2040 では現在計画中の FCC が認められるこ
とになり、条件は緩和したといえる。
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5.4

考察
5.4.1 各ステップにおける特徴

このように整理することで統合型 SEA の参加による効果として、政策形成の議論への寄
与は各ステップによって異なることが分かる。まず課題設定のステップにおいては、環境
の観点から課題として考えられる事柄に関する意見が、土地利用や交通といった観点から
課題として捉えられる事柄に関する意見と同時に提出されることによって、環境課題が他
の政策課題とともに定式化さていることがわかった。これに加えて、環境の価値の実現の
ために、従来とは異なる交通モード整備の必要性の指摘や低負荷開発の促進といった、新
たな事業展開の方針の必要性の議論が形成された。従来の分離型の SEA では、政策の素案
が形成されてからスコーピングにより環境面の課題が特定される。このため、素案の方針
の枠内で環境の議論が展開されると考えられるため、環境の価値の実現のために新たな方
針を提案することは難しいと考えられる。したがって、このような課題設定における議論
は、統合型 SEA の参加の効果であると考えられる。
代替案分析のステップでは、土地利用政策や交通政策、社会政策といった環境以外の観
点からの代替案分析に対する意見と同時に、環境の観点からの意見も形成され、総体とし
て代替案分析の議論を形成していた。さらに、環境の価値に基づいて土地利用政策や都市
形態の在り方を主張するという議論が展開されていた。統合型の SEA では、土地利用政策
や交通政策、社会政策といった環境以外の観点から素案が形成された後に、再び環境の観
点から好ましい案が検討されるその後に両者の議論の調整が図られ、意思決定が行われる。
この分析でみられた、環境の価値に基づいて土地利用政策や都市形態の在り方を主張する
という議論は、単に環境の観点から代替案の選好を表明できるという意味のみでなく、土
地利用や交通、経済といった観点からの代替案分析と環境の観点からの代替案分析を同時
並行して行うことができるということを意味している。このことから、代替案分析の議論
の効率化に寄与するといえる。
最後に絞込みのステップである。このステップでは、環境影響の観点から意見が対立し
た包括コミュニティー（FCC）開発の議論に着目して意見分析を行った。この結果、市街
化区域外で保全されてきた緑地や生態系を保全するという環境の観点を根拠に FCC 禁止政
策に賛成する主張と、地域の公平な雇用人口分配という社会環境の観点を根拠に FCC 禁止
政策に反対する主張の双方が見られた。そしてこれらの主張はそれぞれ、政治的な立場の
違いを背景にしており、環境の観点が双方の立場の主張に用いられたといえる。これは、
土地利用や経済開発という政治的な立場が対立しやすい論点において環境の議論が並行し
て展開されたことによって、それぞれの立場の主張の根拠として環境の観点が利用された
結果であると考えられ、統合型 SEA の参加が影響した政策形成の議論の特徴であると考え
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られる。

5.4.2 プロセス全体としての特徴
これら各ステップにおける特徴とは別に、各ステップが連続することで構成される全体
のプロセスとしての振る舞いと参加の効果について考察を行うこととする。まず、プロセ
ス全体における参加の効果として、これまでステップごとに整理した参加主体の属性別割
合について改めて整理する。参加機会として意見提出の機会が設けられた課題設定、代替
案分析、絞込みの 3 つのステップで参加主体の属性を比較したのが図 ５.10 である。意見
提出数の絶対数が異なっているので単純な比較はできないが、全体に占める割合で比較す
ると、市民団体や民間の企業などの占める割合には大きな変化は認められないが、一方で
行政機関と個人の割合は大きく変化している。課題設定のステップでは、この両者の割合
はほぼ拮抗しているのに対し、代替案分析では、行政機関の割合が全体の 6 割近くまで高
くなったのに対し、個人の割合は 2 割近くにまで落ち込んでいる。実際には代替案分析の
ステップにおける行政機関からの意見提出数は課題設定のステップにおける意見提出数に
比べてもおおきく減尐していることから、ここでは個人からの意見提出数が非常に尐なく
なっていることが分かる。これは、代替案分析のステップにおいては各代替案の設計や仕
様、評価体系や個別の評価項目、さらには各評価項目における予測手法やモデリング、評
価方法が中心的な議論の対象となっていた。これらは、水質や大気質、人口変動、土地利
用、交通などを専門に扱う行政機関、またそれぞれの問題を専門に扱う市民団体にとって
は、意見を形成するだけ知的資源があったとしても、一般的な個人の市民においては意見
形成が困難であったと考えられる。
一方で絞り込みのステップでは、個人の意見提出の割合が高くなっている。これは、絞
込みのステップが、プロセス全体を通じて最も具体性の高い情報を提示しており、個人に
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おける市民生活において、将来の利害を最も想定しやすいステップとなったことが原因で
あると考えられる。そこでプロセス全体を意見提出の対象となる情報の具体性という観点
で比較すると、課題設定の段階が最も具体性が低く、次いで代替案分析、そして最も具体
性が高くなるのが絞り込みのステップである。このように考えると、“参加の矛盾”lxxxiとし
て知られる情報の具体性と一般市民の参加行動の関係が必ずしも当該事例において再現さ
れていないことが分かる。この要因としては、課題設定のステップにおける PSRC のアウ
トリーチの手法が考えられる。このステップでは、PSRC は 2040 年の将来像を抽出するに
あたって現在の生活における成長管理課題の特定を行おうとした。これは、望ましい将来
像を形成するための一つの方法であるが、実際の生活と結びつけて考えることができるた
め具体性の低い段階でも個人からの意見が得られていると考えられる。
このような参加の結果の下で、プランニングプロセスのステップと統合型 SEA の参加に
よる環境配慮が全体のプロセスとしてどのように展開したのか、その特徴を明らかにする
ための考察を試みる。この統合型 SEA の特徴を抽出するための方法として、ここでは従来
型の分離型 SEA との比較を試みることにする。そこでまずは、分離型 SEA における参加
による環境配慮を仮想的にモデル化することを試みる。分離型 SEA を本研究の分析枠組み
に沿って仮想的に分析したものが図 ５.11 である。分離型 SEA の場合、決定すべき案が形
成された時点、つまり絞り込みのステップから SEA が開始される。そして SEA の結果を
受けて、計画案に環境影響の低減策を盛り込むかたちで案の修正が行われ、採択のステッ
プに至る。このステップで実施される SEA では、課題設定のステップ及び代替案分析のス
テップで検討された事項が、所与の条件としてスコーピングが開始される。そのため、ス
コーピングで扱われる「時間的範囲」「空間的範囲」「SEA の代替案の範囲」で代表される
内容は、いずれも前ステップで構築された所与の条件の影響を受ける。たとえば、代替案
分析のステップにおいて、経済効率性の観点から代替案分析が行われ計画案が作成された
場合には、SEA における代替案の範囲は、経済効率性の観点から選択された案の優位性が
消滅しない範囲に束縛されると考えられる。よって、スコーピングでは、この範囲におい
て分析すべき環境影響の範囲や現況環境調査の方法、SEA の参加プロセス、SEA の代替案
の範囲が決定される。つまり、これは参加が扱うことのできる範囲を、SEA に先立って調
整された経済あるいは社会的側面の優位性を確保する範囲に限定するように作用する。
Draft EIS では、影響の程度（影響低減の効果）
、低減策の実現可能性（コスト）、社会的
受容性を総合評価する。この結果が Draft EIS として公表される。また、この内容に対し
参加手続きが実施される。そして Final EIS では、Draft EIS に対する参加の結果が反映さ
れ、最終的に計画案に加えるべき修正が環境影響低減策としてまとめられる。なお、Draft
EIS 以降の参加プロセスは、スコーピングにおいて決定された参加プロセスに従って進め
られることになる。
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環境配慮のメカニズム

SEAによる環境影響の分析が行われていない内容
が暫定的に計画案として集約される。この計画案
が公表され、これを対象としてSEAによる環境影響
の議論が開始される。
計画案が潜在的に抱える環境影響のうち、影響の
低減が必要な環境影響の範囲を特定する。この特
定のために、計画案を公表し参加手続きが実施さ
れる。
影響低減策を盛り込んだ計画案を代替案（メ
ニュー）として複数提示し、影響の程度（影響低減
の効果）、低減策の実現可能性（コスト）、社会的
受容性を総合評価する。この結果がDraft EISとし
て公表される。また、この内容に対し参加手続きが
実施される。
総合評価の結果を基に、影響低減策を盛り込んだ
最も好ましい計画案を特定し、この特定された案の
採択を要求する。この結果が、Final EISとして公
表される。
SEA開始前の計画案を修正することで、Final EIS
で特定された環境影響の低減策を盛り込む。
SEAが開始される時点での計画案と、SEAによって
環境影響の低減策が盛り込まれた案との差異を
SEAの効果として特定できる。

参加が扱う内容

分析すべき環境影響の範囲
 予測評価すべき環境項目
 予測評価すべき影響範囲
現況環境調査の方法
SEAの参加プロセス
代替案の範囲
 代替案の作成方法
 各代替案の差異の程度

 予測評価結果
情報収集（測定、位置、時間）
分析（項目、モデル、評価軸）
優位案の選択
 総合評価の方法
 各案に対する選好

分離型 SEA の環境配慮と参加のモデル

図 ５.11

手続統合型 SEA の参加の効果.
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ステップ

課題
設定

代替案
分析

絞り込み

計画文書

統合文書
SEA文書

ｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ参加報告書
公衆参加計画書
計画課題分析書

Final EIS

Supplemental
Draft EIS

Draft EIS
評価基準案
参加報告書

VISION2040
案

参加報告書

VISION2040
最終案

環境配慮のメカニズム
2004年から2005年にかけて作成された一連の統合
文書は、既存政策における課題探索活動としての
参加プロセスの結果として作成された。その結果、
都市域の拡大による農村地域の開発や交通混雑
への不満や懸念が、政策改定によって解決される
べき課題として特定された。
2006年に公表されたDraft EISでは、特定された課
題を解決する方策として、地区ごとの人口成長率
を代替案の主軸パラメータとして、人口の地理的
分布パターンを4案設定された。また、環境影響、
経済影響、社会影響の予測結果を公表した。

代替案分析に関する参加の結果、高い評価となっ
た2案の中間案がVISION2040案として単一案に絞
り込まれた。Supplemental Draft EISでは、この案
の環境影響の予測結果が提示された。

VISION2040案及びSupplemental Draft EISに関
する参加の結果を案の修正によって反映すること
で、環境配慮が行われた。この後、SEPAで行った
分析をまとめ、Final EISが作成された。

参加が扱った内容

代替案のパラメータの設定
予測結果の評価方法
予測結果の評価
各案に対する選好

 政策改定の必要性
 政策改定のための参加プロセス
現行政策における政策課題
 地域の将来像






 VISION 2040案の内容に対して
環境フレームワーク
成長管理戦略
複数郡政策方針
成長パターン
交通政策
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図 ５.12 統合型 SEA の環境配慮と参加のモデル
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一方、事例における統合型 SEA のプロセスと参加を分析したものが図 ５.12 である。SEA
は課題設定のステップから開始され、案の修正のステップにおいて VISION2040 最終案と
同時に Final EIS が公告され終了した。スコーピングは課題設定のステップにおいて実施
され、その結果は公衆参加報告書と計画課題分析書としてまとめられ、SEA 文書と計画文
書の双方を兼ねる統合文書として作成された。
このスコーピングでは、参加のプロセスを通じて政策改定の必要性や現行政策における
政策課題といった、意思決定の必要性や意思決定が解決すべき課題の定式化が行われた。
また、政策改定のための参加プロセスについても議論が行われ、公衆参加計画書としてま
とめられた。
Draft EIS では、成長管理法と SEPA でそれぞれ義務付けられる代替案が提示され、環境影
響の予測が行われた。その後、参加プロセスを経て代替案の評価が実施され、評価結果と
参加で収集された代替案の選好に関する情報が整理された。この情報をもとに作成された
のが VISION2040 案と Supplemental Draft EIS である。ここでは、代替案の予測評価結
果と各代替案に対する選好の分布から、優位案が形成され絞り込みが行われた。この
VISION2040 案と Supplemental Draft EIS に対する参加プロセスは、それぞれを区別せ
ずに実施された結果、VISION2040 案に対する議論が 9 割以上を占めた。この後、意見書
に基づいて案の修正が施され、最終案及び Final EIS が採択された。
分離型と統合型の両者をモデル化し、それぞれのモデルにおける SEA の効果を整理して
考えると、それぞれに異なる点が把握できる。分離型では SEA による参加の効果を計画案
の修正に見ることができるが、統合型では各ステップにおける中間成果物として現れる。
この各ステップにおける中間成果物は、次のステップの前提となって積算され、最終的な
意思決定の決定前提をなしている。このように考えると、統合型 SEA の効果は、分離型 SEA

計画の熟度

（具体性）

の効果よりも広い範囲の決定前提に寄与しており、とりわけ、課題設定と代替案分析への

合意連動型SEAが
扱う範囲
案の修正

案の修正

絞り込み

絞り込み

絞り込み

代替案分析

代替案分析

代替案分析

代替案分析

課題設定

課題設定

課題設定

課題設定

事例における統合型
SEAが扱う範囲

課題設定

採択

プランニングプロセスのステップ

（時間）

図 ５.13 分離型と統合型の SEA の参加が作用するステップの領域比較
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寄与は特徴的である（図 ５.13）。また、成果物を作成するための参加プロセス設計への寄
与に関して参加の効果を考えることもできる。この点においても分離型と統合型で違いが
見られる。分離型は SEA の参加プロセス設計に効果が考えられるのに対し、統合型の場合、
設計された参加プロセスは統合されたプロセスの設計として参加の中で議論され、この議
論の結果が参加計画書としてまとめられ用いられた。
ここまでは、プランニングプロセスと参加のタイミングとその中で展開された議論の中
身について考察してきたが、最後に参加する主体に対して考察を試みる。まず分離型では、
これまでの分析から、SEA が開始される前と後では議論の対象が明確に区別されるために
参加主体もこれを反映することになると考えられる。つまり、経済、社会の側面に利害関
係や関心を有する主体は、SEA の前のプロセスに参加することになり、環境に利害関係あ
るいは関心を持つ主体は SEA プロセスに関与することになる。そこで、これらの両者の主
体間で意向が衝突した場合、この調整は環境配慮施策の反映あるいは反映の取りやめとい
う形で計画主体によって操作され、調整が図られる。つまり相互作用の形態としては、経
済、社会面の参加主体と策定主体の調整過程があり、これに連続して環境面の参加主体と
策定主体の調整過程が行われる。そして最後に、策定主体内において両参加主体間の調整
の方策が反映され決定されるという形態をとる。一方で事例では、課題設定のステップか
ら経済的な地域発展を重視する KAPO と地域内の環境保全型の都市形成を重視する
futurewise のような主体が参加し、それぞれの意向を策定主体に対し提出してきた。これ
によって、両参加主体は公共空間での議論を形成し、PSRC はこの公共空間の議論を調整す
ることになる。つまり相互作用の形態としては、経済、社会、環境面、それぞれの参加主
体が一元的に相互の意向を提出し議論が展開される、そしてこの多主体的な議論の結果を
策定主体がプランニングプロセスの各ステップにおいて意思決定に反映していくという形
態をとる。

表 ５.11

分離型と統合型の参加における相互作用の形態比較
分離型

統合型

策定主体対経済・社会面の参加

策定主体と特定側面の参加主体

主体との相互作用と、策定主体

が１対１で相互作用するのでは

対環境面の参加主体との相互作

なく、策定主体はあらゆる側面の

用が区切られる形で連続して実

参加主体の間で展開された議論

施される.（１対１）

の結果と相互作用する.（１対多）

経済、社会、環境における異な

経済、社会、環境面、それぞれの

参加主体間の相互

る側面の参加主体間には相互作

参加主体が一元的に相互の意向

作用

用は存在しない.

を提出し議論が展開. 参加主体間

策定主体と参加主
体の相互作用

における相互作用が存在する.

242

第５章

5.5

手続統合型 SEA の参加の効果.

本章のまとめ

本章では、統合型 SEA の参加の効果として、政策形成の議論への寄与を課題設定、代替
案分析、絞込みの３つのステップで分析を行った。この分析及び考察により明らかとなっ
た主要な結論は以下の３点である。
・分離型 SEA では、議論できる政策の範囲が既に形成された素案の範囲に限られるが、
統合型では素案が先行して形成されないため、この範囲に限られない。このため、参
加主体は新たな政策の方針を要求するような環境課題を政策課題として提案すること
ができる。
・参加主体は、土地利用や交通、経済といった観点からの意見と環境の観点からの意見
を同時に作成して提出するため、分離型に比べて代替案分析の議論の効率化に寄与す
るといえる。
・絞込みのステップでは異なる立場の主体における調整が行われたが、それぞれの立場
の主張の根拠として、それぞれの主体にとって利益的な側面からの環境の議論が展開
された。このことから考えると、統合型 SEA の場合、必ずしも環境の観点から最も好
ましい案に調整されない可能性が示唆される。
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【脚

注】

lxvii

地域協定の失効に関しては、協定は域内の人口の３／４を代表する、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。

lxviii

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（Chapter 36.70A RCW）.
RCW 47.80.060 に基づく、PSRC の理事会における各群及び市の代表者の 50％は各機
関における交通委員会もしくは地域内の交通機関に関する所属である必要がある.

lxix

lxx

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. なお、理事会における代表者数は直近
で 2005 年 7 月 23 日に改定された. 重み付け投票数は 2005 年 6 月 30 日付けの州財政
局発表の人口統計データによる.
厳密には、キング郡はワシントン州内の他の郡都は異なり特別郡（special county）と
して位置付けられている. これは郡内にシアトル市という大都市を抱えていることに由
来すし、シアトル市は日本の政令市と類似する行政区分で、予算執行権などにおいて州
政府と直接関係する位置づけにある. このため、キング郡の議会は他の郡都は異なり、
シアトル市と他のキング郡内の市との調整機能が求められておる. このことからキング
郡は一般的な郡政府よりも行政権限が拡大されており、このため郡議会（county council）
のメンバーはキング郡内の住民の直接選挙によって選出される. なお、ワシントン州内
の他の郡議会（county council）では、議員は各市議会（city council）の議員より互選あ
るいは議長任命、市長任命によって選任される. このようにキング郡に関しては他の郡
と違いが認められるが、PSRC における意思決定や予算執行という点に関しては同一の枠
組みが適用されていることから、本研究ではピアス郡、スノホミッシュ郡、キットサッ
プ郡と同じ枠組みで分析を行う.

lxxi

lxxii

インタビュー調査は、2006年12月1日16:20から18:00までワシントン州シアトル市内
futurewise旧事務所において、futurewise 計画主任Tim Trohimovich氏に対して行った
ものである.

lxxiii

例えば、キング郡の「代替案の選好に関して、交通インフラへの負荷が最も低い「中
心都市案」代替案を推奨する。ただし、広域の交通ネットワークが整備可能であれば代
替案「地方大都市案」も指示できる。しかし、代替案「現状維持」及び代替案「地方小
都市」案は反対である」との意見であれば、意見としては代替案「中心都市案」に対し
る支持と条件付きで「地方大都市案」に対する支持を表明する意見であるが、その根拠
として交通インフラへの負荷や広域交通ネットワーク整備の実現可能性を指摘している.
このような意見の場合、提出された意見書で議論された内容の分類として交通政策とし
て分析を行った.

lxxiv

州成長管理法（GMA）では、PSRC が当該地域の成長管理政策として広域郡計画方針
を策定することを規定しており、また各自治体に対してはこの広域郡計画方針と総合計
画との整合を義務化しているが、広域郡計画方針の取り扱う内容に関しては成長管理法
目標（14 の計画分野、第４章に詳述）を達成するための方針を提示することが求められ
ている以外は具体的な規定を持たない. このため、VISION 2040 の内容のには成長管
理法目標に規定されない記述が行われ、これらの根拠は地域協定に求められるとされて
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いる. このことから、成長管理政策として、Draft VISON 2040 に記述された「広域郡
計画方針」以外の「環境フレームワーク」、「成長九州のための地域戦略」、「実施方針」
の章は成長管理法に法的根拠を求めることは難しい.
ワシントン州の州法、新規包括コミュニティー開発法（RCW. 36. 70A. 350）では、
包括コミュニティー開発の定義及び開発許可の審査条件、審査プロセス、が規定されて
おり、成長管理法において唯一認められている市街化区域外における大型の宅地開発行
為である.

lxxv

TIF：Tax Incremental Financing（税増分財務手法）とは、開発プロジェクトにおい
て、開発後の固定資産税や法人税、事業税等の税収が増分を事業計画段階で評価し、こ
の評価を見込んで、その将来の税収増を返済財源の根拠として開発資金の調達を行う財
務手法.

lxxvi

FCC 手法によるスノクアルミリッジ（Snoqualmie Ridge）開発当時は市街化区域外で
あり、スノクアルミ市の市域外に当たる、市域未編入地区であった.

lxxvii

スノホミッシュ郡行政規則（SCC: Snohomish County Code）Chapter 30. 33A にお
いて FCC に関する開発許可の特別条項が規定されており、SCC 30. 33A. 060 によると州
環境政策法（SEPA）による方法書に当たる文書における環境影響の分析に加えて、既存
公共インフラへの負荷を分析することを義務付けている.

lxxviii

ロージジャー湖リッジ（Lake Roesiger Ridge）開発は、スノホミッシュ群の市街化区
域の東部に位置し、既存の市街化区域から 15 km 離れているロージジャー湖の西岸の森
林区域に計画された包括コミュニティーで、7000 戸の新規住宅建設が設計されている.

lxxix

2009 年 9 月 4 日、スノホミッシュ郡議会は、包括コミュニティー開発（FCC）の全面
禁止に関する行政規則案の採決を行い、John Koster 氏を除く、Dave Gossett 氏、Dave
Somers 氏、Mike Cooper 氏、Brain Sullivan 氏の賛成投票によって可決した。これによ
って、今後スノホミッシュ郡内における FCC の新規開発は全面的に禁止され、スノホミ
ッシュ郡内の FCC 開発を規定していたスノホミッシュ郡行政規則（SCC: Snohomish
County Code）Chapter 30. 33A は失効し破棄される.

lxxx

“参加の矛盾”は都市計画や行政学など複数の参加に関連する分野で提唱されているが、
SEA に関する研究では Heiland（2005）が挙げられる。Heiland（2005）によれば、提
供される情報の戦略性が高くなればなるほど、参加が意思決定に与える影響は高くなる
が、一方で一般市民の参加行動の意欲は低くなってしまうと指摘している.

lxxxi
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