
に環境原則を」in大阪
一時続可能な社会を確保するために一

去る11月19日 (土)、「エル ・おおさか」 (大阪府立労働センター)に おいて、環境文明21主催ならびに関西グル
ープの協力のもと 「みんなで語 ろう !憲法に環境原則を」 in大阪―持続可能な社会を確保するために一が開催 さ

れた。

当日は、愛知和男衆議院議員 (自民党)、 回端正広衆議院議員 (公明党)も 参加 して下さり、国会での憲法議

論の状況やそれぞれの考えなどを話 していただいた後、 「憲法に環境原則を導入すると、何がどう変わるのか」

をテーマに参加者全員で意見交換 を行 つた。それに先立ち、角倉一郎氏 (滋賀県自然環境保全課長)、久野武氏

(関西学院大学総合政策学部教授)、村松昭夫氏 (大阪弁護士会弁護士)ら による話題提供があつた。以下その

概要を報告する。

■ 愛 知 和 男 衆 議 院 議 員

私 自身、憲法については環境のみな らず、ずい

ぶん前か ら携わってきた。今の憲法は帝国議会の

議決 を得た ものであって、新議会か らは議決 を得

ていないことになる。 し か し、現在 は、憲法 を時

代にあつたもの、新 しい ものに改正 しな くてはな

らない とい う世論 も広まってきている。憲法は、

アンタッチャブルな ものではない とい う社会にな

つてきた。

以前は、憲法の話は予算委員会で行われていた。

そのま とめ とで も言 うべ く憲法調査会が、報告書

を出 した。先の特別国会で、議論がなされたが現

在 は、国民投票法の議論 とい う次の段階にきてい

る。焦点は、①国民投票法の制定、②現在、有権

者は20歳以 上になっているが、当該法においては、

18歳以上を有権者 に して も良いのではないか とい

う議論、③ 「過半数Jの 捉 え方、④公示期間であ

る。 また国民投票法が制定 された場合、条文毎に

是非を投票す るのか、全体を一括 して是非 を投票

す るのかについては検討 中である。

国会の議論の中に、市民の意見を取 り上げ られ

るよ うなプ ロセス作 りが重要になって くる。 自民

党の憲法草案 については、今で も党内において議

論が沢山ある。 『環境』が組み込まれたことは非

常に意味があることだが、今回出 された 自民党草

案の第25条の 2で は不十分である。持続可能な社

会にす るためには、地域特性 を含んだ仕組み作 り

が大切 になって くる。その仕組みづ くりのために

も、地方 自治、地方主権、地方分権な どを重要視

していかなければな らない。つま り、民主主義が

成熟 し、地方 自治の社会を 目指 した国づ くりを し

ていかなければな らないだろ う。

さらに、現行憲法の第86条 (予算の作成)が 、

法律の実施に大きな影響力を持 っていることに注

目していただきたい。内閣が、予算 として組み込

んで くれないことには、 どうしよ うもない。 この

条文をどうす るかが重要であることを、みんなが

認識 しなければな らない。

■ 回端 正 広 衆 議 院 議 員

2000年に 『循環型社会形成推進法』が策定 され

たことが 日本の環境政策が変わったターニングポ

イン トだ と思 う。その後、 自然再生推進法、フロ

ン回収 ・破壊法、 自動車 リサイクル法、環境教育

推進法が制定 された。

現在の憲法改正の動 きの中で、公明党は、加憲

の立場をとつている。 自民党は、今年が50周年記

念だが、 自民党です ら憲法改正草案提出までに50

年かかった。公明党は、来年の秋に草案 を提出す

る構 えだが、民主党はまだまとめるとい う段階で

はな く、羅列す るレベルにある。環境文明21の憲

法に第四の原則 を入れ る提案は、非常に大切なこ

とである。ただ、章を作 ることは難 しい と感 じて

いる。また私は、 「自然 との共生」 とい う文言を是

非入れて欲 しい と思つている。 「環境」に関 しては、

一つ一つゆつ くり議論 していかなければな らない。

また、 「環境Jは 、 自民党草案にあるように権利 と

義務の箇所にあつてほ しい と思 う。

環境立国 と名乗つている 日本 として、憲法の中

に環境権 ・環境原則 を導入す ることは重要で、前

文 と条文の両方に入れ ることに異論はない。憲法

議論に関 しては、国会議員 と市民が集約 してい く



ことが大切だろ う。また、 「環境」は個別法で対

応出来るに しろ、や は り、根本である憲法に導入

す ることに意味があるのだ と感 じている。

■角 倉
一

郎 氏

滋賀 県の総合計画は、10年毎に改正 されている。

様々な計画にある 「持続可能な開発J「環境 と経済

の両立」「環境 。経済 ・社会Jと い うのは、私に と

つては どれ も疑間があ り、暖味な表現で、
一

般の

方 々には、 ピン とこない中、滋賀 県に赴任 して

「自然 と人間が ともに輝 くモデ)肉 造立県 ・滋賀J

(「自然が輝 くよ う保全 、 Fヨ復に取組む ことJ「自

然 と調和す るライ フス タイル産業 を創 り出す こ

とJ「自然の輝 きを亨受 しなが ら人間の輝 きを増す

ことJ)に 衝撃を受けた。環境原則を入れたか ら、

滋賀県が変わつたわけではない と思 う。人の意識

が、環境原貝Jを書 くことが出来るよ うになった レ

ベルまで高まっていることを理解 してほ しい。 こ

のよ うなヨンセ ンサス取 りが重要である。

*今回の発言は、公務員という立場上、個人としての

話題提供 とい う形で発言 していただいたし

■久野 武 氏

地球温暖化に関して、科学的不確実性があつた

としても、今、対策をするしかない。 日本が90年

度比 6%削 減は達成出来ないと私は考えている。

しか し、技術などの面では環境先進国である。イ

ギ リスや ドイツは、C02り門当量が減ってきている。

経済成長だけではなく、人の価値観や環境重視思

想を国家の長期 ビジョンに含ませていることから、

このような結果をもたらしているのだと思 う。

■村 松 昭 夫 氏

多数決で決 ま らない人権において、憲法の役害1

はあると思 うが、憲法を改正す ることで、持続可

能な社会になるのか、 とい う根本的な疑間を抱い

て しま う。 「新 しい権利 と平和 (9条 )Jの 中で、

「環境」が議論 されている程度で、 「環境」に関 し

てだけ議論 されているわけではない。現在は、第

13条と第25条で環境が保障 されていると思 う。憲

法は、 どん どん改正 して良い とい うもので もない。

今の裁判所は、様 々な理由か ら環境権を認めてい
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ないのが現状である。 まず、環境権 を適用す る範

囲が不明確であること、次に権利内容が不明確 な

ため、環境権に関 してはプログラム規定に しか出

来ない。 さらに、環境権を受 けた個別法がないた

めに、原告適格 を認定することが難 しいな どの理

由が挙|ずられ る。

《意見交換での主な もの》

●憲法に 「環境Jを 載せな くて も良い時代は幸せ

だつた。みんなのコンセンサスが とれて、憲法

に 「環境Jを 入れ ることになった ら、それ こそ

が大変な時代になるのだろ う。

● 「環境Jの 草をつ くることは、譲れない。最低

限入れてほ しいのは 「予防原則」。

→村松 さん !環境に関す る問題 は、公害問題が

大半で、今までは損害賠償で救済す るとい うこ

とが基本であ り、その賠償金で、対策 を行 つて

きた。 しか し現在は微量で も影響力が大きい ()

のが多いので、予防原則が重要になつて くる。

●①現在、環境訴訟は、控訴す ると敗訴 して しま

う。なぜそうなのか、②憲法に第4章 を載せた

らどうなるのだろうか、③環境に対して、高い

蓋然性 を求めるのは難 しいのか。

→村松 さん !

①東京の裁判所では、行政的な配慮が強 く働 い

ているよ うに感 じるため難 しい と思 う。

② 日本の裁判官は、キャ リアシステムの ににあ

る.も つ と現場の声を聞 くべきで、また、その

市民の声を裁判官に どう伝えるかが重要である

① 「環境原則」に関しては、 《知 らない人がい

るから、載せるべき !》 と考えて、本気で頑張

っていけばよいのだと思 う。

輸、

器趨

(文責 編 集部)




