合意形成研究会（研究分担者）

原島

良成（はらしま よしなり）

 研究分野：行政法、自治法、環境法
 合意形成に関する研究の視点：
行政訴訟要件論を合意形成の観点から分析し再構成する。

職名
略歴
所属学会
本研究会に
おける報告

熊本大学大学院法曹養成研究科 准教授
上智大学大学院法学研究科博士後期課程単位修得満期退学。上智大学修士（法学）
放送大学助教授・同准教授を経て、２００９年１０月より現職。
日本公法学会
第１回（２０１５年６月） 研究会における発信準備【国自治体間レベル検証】ほか
第３回（２０１５年１２月） 抗告訴訟の原告適格について～合意主体論としての再構成
■論文・判例評釈 （論文名［掲載誌名, 巻（号）／掲載書名, 発行日, 頁数］ 著者名
の順に記載。共著は別途明記。）
1.

論文
地方政府の自律（上）―法学的地方自治論の復権に向けて ［自治研究 ，81（8），

（2005 年 08 月） ，101-119］ 原島良成
2.

論文
地方政府の自律（中）―法学的地方自治論の復権に向けて ［自治研究 ，82（1），

（2006 年 01 月） ，114-137］ 原島良成
3.

論文
地方政府の自律（下）―法学的地方自治論の復権に向けて ［自治研究 ，82（3），

（2006 年 03 月） ，116-129］ 原島良成
4.

論文
地方政府の原告適格に関する一考察（１） ［上智法学論集 ，50（3）， （2007 年 01

研究業績
など

月） ，71-91］ 原島良成
5.

論文
地方政府の原告適格に関する一考察（２・完） ［上智法学論集 ，51（2）， （2007 年

11 月） ，107-123］ 原島良成
6.

論文
地方分権改革関連法―法律による分権 ［法律時報 ，80（10）， （2008 年 09 月） ，

34-39］ 原島良成
7.

論文
自治体訴訟の今日的課題 ［政策法務 Facilitator ，（26）， （2010 年 04 月） ，

2-9］ 原島良成
8.

論文
市民協働の政策法務 ［ジュリスト ，（1404）， （2010 年 07 月） ，93-100］ 原島良成

9.

論文
日本の自治体の政策法務 ［地方自治法研究（韓国地方自治法学会） ，12（2），

（2012 年 06 月） ，93-111］ 原島良成
10.

論文

自治立法と国法 ［川崎政司編『シリーズ自治体政策法務講座１ 総論・立法法務』
（ぎょうせい） ， （2013 年 08 月） , 187-219］ 原島良成
11.

判例評釈

裁判を通じた行政上の義務の履行強制―宝塚市パチンコ店等建築規制条例事件最高
裁判決― ［上智法学論集 ，47（2）， （2003 年 12 月） ，176 (61)-160 (77)］ 原島良成
12.

判例評釈

土壌汚染対策法三条一項に基づく通知の処分性 ［環境法研究 ，（38）， （2013 年
10 月） ，159-173］ 原島良成
13.

判例評釈

高層マンション建設阻止を目的として構造評定申込書の進達を拒否した県職員の行
為が、国家賠償法上違法とされた事例 ［自治研究 ，78（11）， （2002 年 11 月） ，
130-143］ 原島良成
14.

翻訳・論文紹介（分担執筆）

（論文紹介）リチャード Ｂ． スチュワート著「環境規制の新時代」（２・完） ［上智法学
論集 ，51（2）， （2003 年 01 月） ，130 (37)-103 (64)］ 上智大学環境法研究会（代
表：北村喜宣）
15.

※分担執筆部分 ： 116 (51)頁から 103 (64)頁。

論文（共著）

地方自治体環境条例等の１０年と今後 ［資源環境対策 別冊 ，42（16）， （2006 年
11 月） ，83-88］ 原島良成,北村喜宣
16.

判例評釈

公共下水道整備を契機とする一般廃棄物処理業者の営業損害と国家賠償 ［環境法
研究 ，（32）， （2007 年 10 月） ，30-35］ 原島良成
17.

判例評釈

自然保護活動家および植物学研究者による環境権の主張が斥けられた事例 ［速報
判例解説 ，（2）， （2008 年 04 月） ，317-320］ 原島良成
18.

判例評釈

土地収用法 20 条 3 号「土地の適正且つ合理的な利用に寄与」要件の判断として、
一般廃棄物最終処分場の安全性に関する行政判断が支持された事例 ［速報判例
解説 ，（6）， （2010 年 04 月） ，349-352］ 原島良成
19.

判例評釈

振動による健康被害に関する公調委原因裁定において「振動発生が客観的に認定でき
ない」とされた事例 ［速報判例解説 ，（8）， （2011 年 04 月） ，341-344］ 原島良成
20.

判例評釈

公害健康被害救済法制における指定疾病（水俣病）の認定が義務付けられた事例
［速報判例解説 ，（11）， （2012 年 10 月） ，301-304］ 原島良成
21.

判例評釈

公害健康被害救済法制における指定疾病（水俣病）認定の司法審査 ［速報判例解
説 ，（14）， （2014 年 04 月） ，321-324］ 原島良成
22.

論文

地方公共団体の住民―その法的地位（一） ［熊本ロージャーナル ，（6）， （2012 年
04 月） ，1-16］ 原島良成

21.

判例評釈

阿南市水道水源保護条例事件―条例制定権の限界 ［環境法判例百選［第２版］ ，
（2011 年 09 月） ，130-131］ 原島良成
23.

判例評釈

自治会の募金徴収決議 ［地方自治判例百選［第４版］ ， （2013 年 05 月） ，14］
原島良成
■著書
1.

教科書（共編著・分担執筆）
市民と社会を知るために―名著に触れよう― ［放送大学教育振興会 （2008 年 03

月）］ 林敏彦,山岡龍一,原島良成（編著）

※著書担当部分 ： 103-117 頁,

177-192 頁
2.

事典・辞書（分担執筆）
確認環境法用語２３０ ［成文堂 （2009 年 01 月）］ 黒川哲志ほか

※著書担当部

分 ： 項目番号 47,48,49,126,127 を執筆。
3.

教科書（分担執筆）
市民と社会を生きるために ［放送大学教育振興会 （2009 年 03 月）］ 高橋和夫,坂

井素思（編著）
4.

※著書担当部分 ： 101-130 頁

単行本（学術書）（分担執筆）
産廃判例が解る ［環境新聞社 （2010 年 05 月）］ 北村喜宣（編） ※著書担当部

分 ： 132-137 頁,155-160 頁。
5.

教科書（分担執筆）
演習ノート環境法 ［法学書院 （2010 年 08 月）］ 浅野直人,柳憲一郎（編） ※著書

担当部分 ： 123-133 頁。
6.

大学院向け教科書（分担執筆）
行政裁量論 ［放送大学教育振興会 （2011 年 03 月）］ 原島良成,筑紫圭一

※著

書担当部分 ： 9-19 頁, 42-131 頁
7.

教科書（分担執筆）
改訂版 市民と社会を考えるために ［放送大学教育振興会 （2011 年 03 月）］ 天川

晃,高木保興（編著）
8.

※著書担当部分 ： 170-176 頁

教科書（分担執筆）
市民自治の知識と実践 ［放送大学教育振興会 （2015 年 03 月）］ 山岡龍一,岡崎

晴輝（編著） ※著書担当部分 ： 209-246 頁
■総説・解説記事
（題目［出版社名 掲載誌名／掲載書名（編著者）,（雑誌の巻号）,（出版日）,頁数］ 著
者名の順。）
1. 解説
阿久根市問題の法的考察 ［公職研 地方自治職員研修 ，（611）， （2010 年 12
月） ，20-22］ 原島良成
2.

解説
住民 ［日本評論社 『新基本法コンメンタール地方自治法』 ， （2011 年 11 月） ，

56-61］ 原島良成

3.

解説
法律上の争訟 ［法学書院 行政法事典（北村喜宣ほか編） ， （2013 年 04 月） ，

314-319］ 原島良成
4.

解説
行政事件訴訟と類型 ［法学書院 行政法事典（北村喜宣ほか編） ， （2013 年 04

月） ，309-313］ 原島良成
5.

解説
都市計画法 ［法学書院 行政法事典（北村喜宣ほか編） ， （2013 年 04 月） ，

442-448］ 原島良成
6.

解説
都市再開発法・土地収用法 ［法学書院 行政法事典（北村喜宣ほか編） ， （2013

年 04 月） ，449-455］ 原島良成
7.

解説（共著）
環境法（２０１３年学界回顧） ［日本評論社 法律時報 ，85（13）， （2013 年 12

月） ，146-150］ 筑紫圭一, 原島良成
ホームページ http://kenkyuinfo.jimu.kumamoto-u.ac.jp/IST
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