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大型風車6基の建設が計画されている山形県酒田市十里塚の海岸砂草地(砂丘)を見学｡左は日本海、
右はクロマツ林｡右後方には鳥海山も見える＝10月271三1、中山敏則撮影

◇海浜自然公園内の風車計画に異議あり…………………………………………………

＿酒田市で風力発電市民集会一

◇新基地建設で自然破壊が続く（山咲眞人、若槻武行）………………………………

－沖縄現地闘争･交流に参加して￣

◇美しい若狭湾を守ろう！（中嶌哲演さん）……………………………………………

＿原子力施設誘致を５度阻止した小浜市民のたたかい￣

◇環境政策に関する情報公開と市民参加を考える………………………………………

－敦賀市でシンポジウムー

◇貴重な干潟を後.世に引き継ぐために……………………………………………………

＿東京湾干潟サミットin千葉一

◇新規臨港道路構想は棚上げ（中山敏剛）………………………………………………

－事実上の第二東京湾岸道路、港湾計画に盛りこまず￣
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海浜自然公園内の風掌計画に異議あむ
～酒田市で風力発電市民集会～
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「よ～<考えてみよう１自然公園内風力発

電計画は是か非か｣－.こう銘打った市民集

会が９月１０日、山形県酒田市でひらかれまし

た｡主催は｢クロマツ林文化創造ネットワーク」

です｡４５人が参加しました。

風力発電設備の建設予定地は酒田市-|一里

塚地区の海岸です。事業者は山形県(企業

局)と酒田市です｡県と市が高さ119ｍの大型

風車を3基ずつ、計6基建設します｡出力の合

計は1万3800ｋＷ(2300ｋＷ×６基)です。

ここは庄内海浜県立自然公園の一部です。

幅Ｌ５～3kｍの見事な砂丘と海岸林が南北

33kmも連なっています｡その規模は全国最大

級です｡そんな砂丘(砂草地)に県と市が大型

風車を6基も建設するのです。しかも､建設予

定地から集落までの距離は500ｍしかありませ

ん。

この場所には､2001年と2010年に、民間事

業者が同じような大型風車建設を計画しまし

た。山形県はこの事業計画を容認しませんで

した。容認しなかった理由はこうです。「海岸

/日本海。
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線を分断し､海側や砂丘地からの重要な眺望

の対象に著しい支障を及ぼす｣｢微妙な生態

系のバランスの上に成り立つ『砂丘誕生とクロ

マツ林』の景観の維持を図るうえで重大な支

障を及ぼすおそれがある｣。

ところが､その県と市が同じような大型風車

建設を計画です。県と市が建設するものであ

れば景観や生態系に重大な影響を及ぼして

もし､い､という論理です。

この計画にたいし、市民

や学者･研究者などから疑

問や批判の声が高まってい

ます。そこで市民集会がひ

らかれました。「風力発電計

画は市民に十分知らされて

いるか｣｢市民の意志は反映

されているか｣｢場所は適当

か｣－゜このようなことを市

民自らが検証しようというも

のです。
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風力発電計画に疑問の声が噴出した市民集会＝９月１０日、酒田市
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▲疑問の声が続出 鳥海山

集会では､風力発電計

画の概要や経過、疑問

点、県議会議員と酒田市

議会議員へのアンケート

調査結果などが報告され

たあと、２時間にわたって

意見交換が活発におこな

われました｡意見表明は１

回３分以内です。計画に

疑問を呈する声が続出し

ました｡こんな意見です。

◇風車は､建てていい場

所とそうでない場所が

ある。事業予定地は庄

最上川
￣

庄内平野
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１１．１＝出酌蝉

風力発電市民集会の配布資料より

◇超低周波音による健康被害は個人差が大

きい｡体調が悪くなる人と平気な人がいる。

最大の問題は､なぜ影響を受ける人と受け

ない人がいるのかがわからないことだ｡その

ため、国(環境省)は｢耳に聞こえない音の

被害はないはずだ｡あるとすれば気のせい

であり心理的なものだ｣と主張している。し

かし､そこから離れて生活すると体調がよく

なり、もどるとまた体調が悪くなるということ

が証明されている。

◇わたしはかつて､超低周波音でたいへんな

目にあった｡近所の製造工場から発生する

超低周波音によって眠れないとか､頭痛が

するなどの症状がでた。酒田市に訴えた

が、市はなにもしてくれなかった。そこで、

自分で会社に対策を申し入れた｡発生源を

撤去してもらったら体調がもどった｡超低周

波音は恐ろしい。いつわが身にふりかかわ

るかわからない。

◇欧州では海岸線から数百メートルの範囲に

は構造物を建てないと聞いている。知恵を

だしあい、みんなが納得できる方法､結論

がでることを期待している。

◇問題の風車建設予定地を昨年見学した。

内海浜県立自然公園であり、国指定最上

川河口鳥獣保護区でもある｡絶滅危'倶種コ

アジサシの繁殖地でもある。山形県は､コア

ジサシを絶滅危倶１Ａ類｢ＣＲ｣に指定して

いる｡つまり､絶滅の危険性がきわめて高い

種である｡そのため、日本野鳥の会山形県

支部は計画に反対している｡再生可能エネ

ルギーの導入には反対しない。しかし、自

然を守るべき場所に風力発電施設を建てる

のは問題だ｡行政は本来､絶滅危'膜種など

を保護すべき立場にある。だがこの計画

は､絶滅危`倶種はいなくなってもよいと言わ

んばかりである。とても納得できない。違う

場所に建ててほしい。

◇わたしは山形や東北の自然保護運動に長

くかかわってきた。自然保護運動の究極の

目的は、将来そこで生きていく人たちのた

めに自然を残すことである。再生可能エネ

ルギー計画についてもきちんとモノを言うべ

きだと思い、この問題にとりくんでいる。「原

子力ムラ｣といわれる人たちは、まわりの意

見を聞かないで原発建設をすすめてきた。
てつ

再生可能エネノレギーの問題はそのような轍

を踏んではならない。
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｢なぜこんなところに大型風車

を建設するのか｣とたいへん

驚いた。風力発電は景観破

壊と健康被害が各地で問題

になっている。風車は設置場

所が最大の問題である。わた

しは伊豆半島の風車群も見

学した｡東伊豆町では､大型

風車の超低周波音によって

周辺住民が健康被害に悩ま

されている。千葉の南房総市～夕０Ｖ～▼◎ンＣｌ－J～￣－１１ＪＺノリJIT四ＵＤＩ＄

南北33kmも連なる海岸クロマツ林==10月２７日撮影
では､住民の猛反対によって

大型風車建設計画が中止になった。た｡『おしん』は八十数カ国で放送されてい

◇きようの集会で活発な意見がだされたことにる｡『おくりぴと』については､滝田洋二郎監

びっくりした。この風力発電計画について督がこう言っておられる。「酒田は日本の原

酒田市民はあまり関心をもってこなかった。風景のあるところだ｡だから酒田をロケ地に
。にそ

酒田市民の悪し､クセは､他所の人から指摘選んだ｣と。＋里塚の風車建設問題をきっ

されてはじめて｢なるほど｣と考えることであかけにし､酒田市民は悪いクセをなおさな

る。たとえば『おしん｣(ＮＨＫ連続テレビ小ければならない。市民の間では､この計画

説)や｢おくりびと｣(映画)を誘致したのは酒に対する議論が共有されていない｡それを

田市民ではない。他所からの､働きかけだっ あらためなければならない。

｢
、

□風力発電市民集会の主催者あいさつ(要旨）

市民による徹底議論が必要
しげや

クロマツ林文化創造ネットワーーク代表森繁哉さん
ノし

わたしは大学で民俗学･文化人類学という

学問をおさめてきた｡研究の重要なフィールド

ワークの場所は庄内地方である。とくに庄内

平野からは､たいへん多くの教訓や、学習の

テーマ､文化の蓄積の富をいただいだ｡庄内

平野は、山、海､川、里のたいへん豊かな風

士条`件をもって人びとの生活を守ってきた｡そ

ういうことに気づかされた。

わたしは、大学の授業の一環としてドイツで

も勉強した。ドイツでは風力発電も見学させて

いただいた｡そこの風力発電をめぐっては､な

ぜその場所でなければならないのかということ

について丹念な議論がされた、市民が議論を

つづけた｡役所がそれに耳をかたむけて計画

に結びつき､その場所が決定された。

ある日新聞を読んでいたら、「庄内海岸のク

ロマツ林をたたえる会｣の高橋寿昭理事長の

インタビューが載っていた｡庄内海岸に風車

の建設が計画され､クロマツ林への影響がた

いへん心配される、という話であった。

それを読んだとき､疑問を感じた｡なぜ日本

の行政は地元の人たちの声に耳をかたむけ

ないのか､ということである。そこで高橋さんに

お会いし、風車建設計画の内容や経過の全

貌､行政の手法を聞かせていただいた。

話を聞いてたいへん残念に思った｡庄内海

４ ＪＡＷＡＮ通信No.1212017.11.20



ず、その海岸に風力発電設備が無秩序に計

画された｡そのように疑われている｡しかも､多

くの市民の意見を尊重することなく計画されて

いる｡こういうことにたいへん驚いた。

庄内を愛し､庄内の文化から多大な恩恵を

うけている人がたくさんいる。その人たちがこ

の風車建設にたいへんな懸念をもっている。

そこで市民集会を企画させていただいた。

集会の目的は、風車建設計画を市民の方々

が共有し、議論をつくすことである。それを、

望ましい再生可能エネルギーや、さまざまな

環境政策、地域づくり、観光などの施策に結

びつけなければいけない。その材料をみなさ

んと共有したい。庄内文化を未来に伝える。

庄内のたいへん豊かな知恵と技術と生活のあ

りかたを子どもたちに伝えていく。そのために

盛んなご討議をいただきたい。

入入

森繁哉さん

岸があるがゆえに庄内文化が生みだされてき

たからである。庄内海岸は､そこに生きてきた

人びとの生活を保障してきた。|こもかかわら

「.￣｡｡……￣罎……￣’－－－口．￣..｡....~…~..~..~…－－….-－．.~.￣.｡~……－－－．.~……~.､-.-...~..~.－－．．、

砂丘とクロマツ林Iこ与える影響が`Ｕ配！

～現地見学会と意見交換会～
Ｌ…_…_｡｡_…＿……………＿…---..-..-.0-.…_…………－－…＿…｡_…－－.…-..-..」

酒田市十里塚の大型風車建設計両地を見「クロマツ林などの景観がすごくきれいだつ

る会が10月２７日にひらかれました｡主催はクた。砂丘(砂草地)では､風食によって大きな

ロマツ林文化創造ネットワークです。山形大学穴ができていたり、それを章たちが元にもどし

農学部の学生も6人参加しました。たりしている現場もみせていただいた｡砂丘が

案内人は｢やまがた樹木医会｣の梅津勘-－破堤と再生をくりかえしてきたことを教えられ、

さんです｡梅津さんは砂丘(砂草地)や海岸林砂丘のたくましさを感じた」
そうけい

にたいへん造詣の漂い方です｡砂丘や海岸「クロマツ林がその後背地で暮らしている人

林が形成された歴史や地形、地質､生態系なたちの生活を守っていることは大学の講義で

どをくわしく説明してくれました。聞いて知っていた。じっさいにクロマツ林から

見学会のあとは、北庄内森林組合酒田支砂丘にでたとき、風の強さを体感した｡クロマ

所の会議室で意見交換会です｡梅津さんと菊ツ林が役にたっていることを実感した｡市民の

池俊一さん(山形大学農学部准教授､森林環方々はこの場所に行かないと教えられた｡風

境保全学･森林動態学)の話を問いたあと､今の弱いところで生活していたら､海岸林のあり

後の対応策について意見を交わしました。がたさがわからないと思う。砂丘と海岸林の大

山形大学農学部の学生はこんな感想をの切さを多くの市民に知っていただきたいと恩っ

くました。た」
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事前の熟慮が121>要

山形大学農学部准謝受

菊池,俊一さん

（森林環境保全学､森林動態学）

わたしは知床の森を30年間観察しつづけ

てきた｡そこからわかったことは､人が手を加

えると、その応答として森の姿が変化すると

いうことである。したがって､なにかをおこなう

ときは事前の熟慮と事後のモニタリング･アフ

ターケアが必ず必要である。

わたしは再生可能エネルギーに反対して

いるわけではない｡風力発電も必要と考えて

いる｡ただ､風力発電施設を設置する場所が

問題である｡計画地のすぐ近くに森(クロマツ

林)がある。その森はわたしたちの生活を守

ってくれている。人びとが200年とか300年を

かけて森をつくってきた｡それによって庄内

の生活が守られてきた｡大型風車を建設した

ら森になんらかの影響が起こるかもしれな

い。であるならば､事前に熟慮することが必

要である｡建設するのであれば､その後の経

過をきちんとみていかなければならない。み

たうえでな'こかが起きたらケアをしなければ

ならない｡そこまで覚悟して建設するのか､と

いうことを強調したい。
七 Ｊ

〆

事業担当者は砂丘形成の歴史

を知らない

一般社団法人やまがた樹木医会

梅津勘－さん

この風力発電事業の環境影響評価(アセ

ス)は､砂丘(砂草地)は本来的に安定してい

る､としている｡風浪等による侵食や飛砂など

の影響はうけにくく､安定した地形･地質がみ

られる、という一言で片づけている｡そして砂

丘に高さ119ｍの風車が建設される。

しかし､ここの砂丘は砂が堆積しつづけて

いる｡年に20～30ｍ堆積する場合もある｡そ

のような場所を安定した地形･地質といって

いいのか｡アセスの受託会社はこの点をまっ

たく認識していないと思われる｡県･市の担当

者もアセスの担当者も､砂丘形成の歴史を知

らないはずだ。

砂丘は成長をつづけている。そのような場

所に標高10ｍで固定するコンクリート構造物

を設置したらどうなるか｡砂丘は毎年成長す

るが、コンクリート構造物の基礎は変わらな

い。したがって､そこがすり鉢状になり、そこ

から海風が吹きこむ。吹きこむと砂が飛び､ク

ロマツが枯れる｡そのような連鎖反応が起こる

おそれがある。
Ｌ ノ 【

現地見学後の意見交換会｡右端は梅津勘一さん＝10月27日、北庄内森林組合酒田支所で
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新基地建設で自然破壊が焼く
～沖縄現地闘争･交流に参加して～

反辺野古埋立土砂搬出／首都圏グループ山咲眞人、若槻武行
･つＣＯＣＯＣＯＣＯＣＯＯっＣＯＣＤＣＣＣＯＣＯＣＯＣＯＣっＣＣＣっＣＣＣＯＣっＣｏＣＣＣＤＣっＣＣＣＤＣＤＣっＣＣＣＤＣっ･っＣＤ０つＣＤＣＤＣＤＣＯＣＯＣＤ

１０月末、沖縄の反基地

現地闘争に参加してきた。

金高江

２４日は東村高江の大型

ヘリ･オスプレーパッドの現

場へ。座り込んだＮ１ゲー

トの上空を､数日前に墜落

したばかりの同型のヘリが

低空を飛び交う｡爆音もす

ごいが、破壊･炎上による

ストロンチウム90放出を身

近に感じてしまう。豊かな

植生と動物たちが危機に

瀕している。

蕊讓琴篭

》■》

辺野古新基地建設反対海上デモ＝10月２４日、護岸工事予定地で

争嘉手納基地弾薬庫前

２７日早朝より核配備に抗議する最初の集

会へ。台風前の強風･大雨の中でも女性や若

者の一人参加が意外に多かった。

傘石垣島自衛隊基地予定地視察と交流会

ＪＡＷＡＮ会員の｢アンパルの自然を守る

会｣のllll埼雅毅さんの案内で自衛隊石垣島

ミサイル基地候補地と名蔵アンパルのマング

ローブの湿地を視察｡反対運動の若手中心メ

ンバーであるＨさん､Ｕさんと交流し、ミサイル

基地の状況を聞く。衆議院選沖縄4区では自

衛隊配備賛成派が勝ったのに対し､反対派

住民には自衛隊配備反対署名１万４千筆余り

もあり、次の選挙で平和と豊かな自然環境を

守ると強く語っていた｡基地建設により赤土が

流失し､農地や国立公園の湿地､サンゴ礁を

破壊する｡石垣での反対運動の広がりを期待

したい。

争辺野古海上

２４日午前は今回のメイン行動､新基地建設

反対海上デモに参加。サンゴ礁のＫｌ護岸予

定地の澄んだ青い海にカヌー80艇と船8隻が

並んで､壮観だった｡台風の強風の中､我々

は沖縄平和市民連絡会の北上田毅船長らの

｢美ら海｣号に上船｡新基地建設工事は予定

より大幅に遅れ進んでいない｡さらに遅れそう

だ。現地では｢造らせない｣｢諦めなければ勝

てる｣という気持ちが本土以上に強い。

今ゲート前

同日午後は超大型ダンプ新車の工事資材
ごぼう

搬入阻止で座り込む｡機動隊の牛勢抜き力：自

分の番の寸前でストップ｡やや拍子抜けの気

持ちに｡翌日も同集会に参加。
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臭い､芳狭湾を守ろう！
～原子力施設誘致を５度阻止した小浜市民のたたかい～

明通寺住職中嶌哲演さんに聞く
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おば股

若狭湾沿岸には原発が15基も集中立地しています｡しかし､福井県の'１，浜市民は原子力

施設の誘致を四十数年間も食い止めています｡小浜市で反原発運動をつづけておられる
てつえん

中嶌哲演さんに運動の教計１１などを聞きました。（編集部）

当時､原水禁運動や反原発運動、部落解

放運動は全国的に分裂していた｡小浜も例外

ではなかった｡そのため、「市民の会｣は準備

段階ですさまじい議論が交わされた。「○○と

はいっしょにやりたくない｣という意見もひんぱ

んにだされた。「政党は除くべき｣という意見も

だされた。しかし、「なんとしてでも原発設置を

阻止する｣を共通の目的とし､一致団結するこ

とが必要である。バラバラではたたかえない。

準備会を８，９回つづけるなかでこのことが合

意された。

小浜市民の会は会長や代表を設けず､加

盟団体による幹事会の合議制で運営すること

になった｡会内外の窓口を担う事務局長には

わたしが選ばれた｡わたしは福井県宗教者平

和協議会小浜支部として準,備会に参加してい

た。会員はわずか５人である。その小団体出

身のわたしが事務局長に選ばれたのである。

鯵〆イソスローガソは

「美しい若狭を守ろう！」

－小浜市民の会のス□－ガンは｢美しい若

狭を守ろう!｣ですね。

【中嶌】小浜市民の会は、「原発反対｣をサブ

スローガンにし、「美しい若狭を守ろう！」をメ

インスローガンに掲げた。力､て
若狭湾は漁民の生活の糧であった。同時

に､若狭の海の幸は関西や中京方面の台所

にどんどん入っていった。また、リアス式海岸

鯵原発阻止で一致団結

一｢原発設置反対小浜市民の会｣につい

て教えてください。

【中嶌]小浜市民は原発誘致を3度､使用済

み核燃料貯蔵施設誘致を2度にわたって阻

止してきた。

原発誘致の動きが最初に表面化したのは

1968年から1971年にかけてである。関西電力

小浜原発の誘致を､福井県知事と小浜市長

が表明した。市議会などでも誘致の動きが表
うちとみ

'こ厩註｡誘致場所は小浜市内外海地区
の奈胡１時である。

反対の口火を切ったのは内外海漁業協同

組合である。同漁協は、1969年２月の総会で

原発設置反対を決議した。そして1971年１２

月、「原発設置反対小浜市民の会｣が結成さ

れた｡小浜市の原発誘致反対運動は､この小

浜市民の会が支えることになった。

小浜市民の会は6つの加盟団,体と3つのオ

ブザーバー団体が結集して発足した｡加盟団

体は､原水爆禁止小浜市協議会､福井県高等

学校教職員組合若狭ブロック､福井県宗教者

平和協議会小浜支部､部落解放同盟遠敷支

部､若狭青年原電研究会､そして社会党の支

持母体にもなっていた若狭地区労働組合評

議会である。オブザーバー団,体は、内外海原

子力発電所設置反対推進蘂協議会､小浜市連

合青年団、日本共産党小浜市委員会である。
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なので美しい海岸が多

い。白砂青松の海岸もあ

る。そのため、とくに高浜

町の海岸は関西や中京

方面からの海水浴のメッ

カとなっている。ひと夏

に､高浜海岸だけでかつ

て120万～130万人の海

水浴客が訪れた｡小浜市

も美しい海岸をもってい

るので､大勢の海水浴客

がやってくる。1970年代

は民宿も盛んだった。

このように、若狭湾は

美しい自然･風土が生活

と密接に結びついてい

る。「美しい若狭を守ろう」

というスローガンは暮らし

と密着している。

若狭の｢原発銀座」

.(注)カッコは運転開始年月．敦賀原発“
．：、１号機僥炉措置中）＿

大飯原発：．．：：－＄2昌機(1987年12月）
,．．：．．．．．・・・：：：．。

・１号機(1979年２月）

２号機(1979年12月）．￣ふげん(廃炉作業中)￣
３号i蝋1991年12月） もんじゆ(廃炉決定)へ

越越前市

南越前町騨・・麺銅

・麟一》》
浜
二
二
号

若
狭
湾

、４号擬(1993窪２月） BrY

高浜原発．
１三樹1974年11月）

庁

定）

薑鶯繍、:座雪……意）
976犀３月）圧３月）

敦賀市敦敦賀市

美浜町美浜町美浜町

福井県福井県福井県
｣｣

若狭町若狭町若狭町

高浜町高浜町

小浜市小浜市小浜

京都府 おおい町おおい町 琵琶湖、

滋賀県

しい故郷を守る市民の団結の輪に変えようと

いうものである。このシンボルマークはたいへ

ん好評だった｡市民の家々や自動車の窓にも

貼りつけられた。

このような運動によって、請願署名は最終

的に1万3500余集まり、有権者総数(2万4000

人）の過半数に達した。請願署名はこの年

(1972年)の３月と６月の市議会に提出した。

市議会では､社会･共産･公明の3党5人の

市議が総務委員会や本会議で請願署名の採

択を主張した。だが、２１人の．保守会派が反対

したため、不採択となった。

この間、総務委員会の傍聴者は数人、２０

人､４０人､８０人と、回を追って増えた｡本会議

は傍聴席が満員となった｡小浜市民の会は、

その経過をビラで明らかにした。賛否の議員

名も明記した。不採択の挙手をした議員の地

元でその不当性を切々と訴えた｡青年原電研

究会のメンバーもマイクを握った。「市民の会

ニュース｣では､議会審議の経過を会の内外

へ発信しつづけた。

前述のように、請願署名は不採択となった。

ところが鳥居史郎市長は、この６月議会にお

韓住民自治に依拠した運動

一小浜市民の会は、原発などの設置を阻

止するためにどのような運動をくりひろげま

したか

【中嶌】結成後の年明け(1972年)の幹事会に

おいて、小浜市に原発を設置しないことなど

を求める請願署名を市議会に提出することを

決めた。

最初に、市内各地の小学校や公民館で学

習会をひらいた。小浜市は140の行政区でな

りたっていた。すべての加盟団体とオブザー

バー団体が分担･協力しあい、全行政区でポ

スタ－貼りやビラ配布、署名集めをくりひろげ

た。

若狭青年原電研究会の20歳の青年が小さ

なシンボルマークを提案した｡それは青･緑・

赤の三重の同心円である。美しく青い若狭の

青い海を抱きこむ緑の半島や岬、そしてそれ

をとりまく原発群が危険な赤で表現されてい

る。最外円の赤には二つの意味がこめられて

いる。危険な原発群と同時に、その危険を美
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るというやり方である。あるいは市長選挙のさ

い､市民の意思を代弁する公約を掲げた鐺候補

者を市長に選ぶ｡そういう運動をくりひろげる

なかで、５度とも市長の宣言や市長選で決着

をつけた。

いて、小浜原発の誘致を断念すると宣言し

た｡鳥居市長はそれまで原発誘致を表明しつ

づけていた｡しかし､過半数の市民が原発誘
致に反対しているという民意を汲んでの断念

宣言であった｡これによって小浜市民の第一

次原発誘致阻止運動は決着した。

その後1975年に原発誘致の動きが再浮上

した。１２月市議会の閉会直前に､保守会派が

｢発電施設の立地調査推進決議案｣を提出し

たからである｡これは､原発誘致に直結しかね

ないものであった。小浜市民の会ははげしい

反対運動を展開した｡300人の市民大集会や

街頭デモもおこなった｡その結果､1976年３月

の市議会本会議で当時の浦谷音次郎市長が

｢原発は誘致しない｣と言明した。

1984年には、無投票で当選した吹田安兵

衛市長が小浜原発の誘致に動いた。しかし、

1987年の市長選挙で市民が対立候補を当選

させたので､原発誘致は消えた。

その後1999年ごろから､使用済み核燃料中

間貯蔵施設を誘致する動きが浮上した｡市民

は誘致反対署名にとりくんだ｡集めた署名は、

有権者2万4000人のうち1万4097人に達した。

一方、商工会議所や建設業界は、誘致を求

める請願署名にとりくんだ｡こちらは3466人分

しか集められなかった｡保守派が多数を占め

る市議会は、誘致側の請願書を採択し､誘致

推進の決議を強行した。しかし市民は、２００４

年の市長選において、中間貯蔵施設反対を

公約した村上利夫市長を再選させた｡そのた

め、中間貯蔵施設の誘致も阻止することがで

きた。

中間貯蔵施設を誘致する動きは2008年に

も浮上した｡これも運動によって阻止した。

このような小浜市民の運動を総括すると､憲

法で保障されている地方自治や住民自治の

原則に依拠したもので､最も正攻法のやり方

ではないかと思っている。まず圧倒的多数の

住民が運動をおこない､その運動を市議会や

市長につきつけていく。そして、最終的に首

長(市長)の宣言を勝ちとって原発や使用済

み核燃料中ＩＭＩ貯蔵施設の誘致をストップさせ

鐘重要ポイントをつかむ

－中嶌さんは問題のとらえかたや市民へ

の訴えかたち重視されていますね。

【中嶌】市民の大多数を味方につけるために

は､重要なポイントをつかみ､それを市民にわ

かりやすく伝えることが必要だ。

科学者の講演を聞き､わたしたちはこういう

ことを知った。大飯原発の３，４号機の２基を

1年間動かすだけで広島型原爆の2000発分

の死の灰と長1時型原爆の60発分のプルトニウ

ムをつくりだす､ということである。これは明々

白々な事実である。わたしたちはこの客観的

な事実を市民になんども宣伝した｡こまごまし

た枝葉末節のデータを市民に提供してもあま

り意味がない。

それから､若狭には原発が15基も集中して

いる。関西の大電力消費のために､なぜ若狭

にぽかり原発がつくられるのか｡それは､原発

が安全ではないことを電力会社が知っている

からだ｡原発がほんとうに安全で必要ならば、

大都市圏の海岸部に建設すればいい。この

問題は、「安全神話｣や｢必要神話｣が崩壊し

ていることを客観的に示している｡わたしたち

はこのことも市民に訴えた。

－小浜市民は原発設置を阻止しているも

のの､15基の原発に包囲されています。

【中嶌】小浜市民の会は大飯原発3,4号機の

増設にも反対した。大飯原発については、

小浜市民は実質上の地元住民である。大飯

原発の10キロ圏内の住民分布をみると、小

浜市民は約１万9000人近くで､７５％を占め

るからだ。「地元」とされるおおい町は3600

人、１４％でしかない。

10 ＪＡＷＡＮ通信No.1２１２０１７．１１．２０



ところが、大飯原発はおおい町

に立地している施設なので、同意

が必要な｢地元自治体｣はおおい町

だけとなる。おおい町の関係者は

公聴会などに参加したり発言した

りすることができるが、隣接自治

体の住民は排除される。こんな理

不尽な話はない。

＃；

騨仏鼈馨一
■

護 ■よｐ■【.. 甥1

-.坐臥鎚彌－－－－■暉巧２－ｊ
－－－－

－

鈎反原発運動の課憲

－反原発運動の課題について、

考えをお聞かせください。

【中嶌】福島第一原発の事故が起き

て以降､全国各地で反原発運動が

大きく盛りあがった｡脱原発を求める

世論が過半数を占めるようになった。

しかし最近は集会やデモの参加者

が減少傾向にある｡原子力ムラや原

子力行政は、あたかも｢フクシマ｣な

どなかったかのように再稼働をおし

すすめている。

それでも、世論調査では脱原発が
中嶌哲演さん｡後方は国宝の三重塔＝明通寺で

依然として半数を超えている｡このよ

ような有権者過半数の潜在的な意思をどのよ安全性に自信があるからではなく、自分たち

うに顕在化させ､原発ゼロ社会への道を切りの生活や自治体の財政がどうなるかという明

ひらいていくかが問われている。小浜市民は日への強迫観念から再稼臘働に反対できない。

署名運動などによって民意を顕在化させ、市たとえば大飯原発があるおおい町は歳入の６

長の姿勢を変えた。このような運動を全国規割以上が原発関連である。再稼働しなくても

模で展開することが必要だと思う。やっていけるという施策やビジョンがあれば、
さらに､地元の経済的問題の解決も必要で原発を存続しなくていい｡そのような対策を識

はないか｡地元で再稼働を認めている人は、じるとりくみも必要である。
■

［
てつえん

中嶌哲演さん
み担うつうじ

1942年生まれ｡東京芸術大学中退､高野山大学仏教学科卒｡福井県'j､浜市・明通寺(真言
宗御室派)の住職。明通寺は9世紀初めに坂上田村麻呂が創建したとされ､本堂と三重塔は

国宝に指定されている｡宗教者平和協議会の活動を通じて反核･反原発活動へ入る。「原発
設置反対小浜市民の会｣事務局長として長年活動。現在も｢福井から原発を止める救判の会」
代表として大飯、高浜原発の運転差し止め訴訟などにかかわる。主な著書は『原発銀座・若
狭から』（光雲社）、『いのちか原発か』（共著､風媒社）、『大飯原発再稼働と脱原発列

島』（同、批評社）、『原発を阻止した地域の闘い第１集』（同、本の泉社）、『動かすな、
原発｡』（同､岩波ブックレット）、『原発と宗教」（同、いのちのことば社）など。

-Ｊ
Ｌ
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に関するl議舩開と市民参ﾉｩﾛを考えろ
～敦賀市でシンポジウム～
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環境政策に関する,情報公開と市民参ｶﾛをに関する条約｣です。日本はこの条約に加盟
求めるシンポジウムが９月２３日、福井県敦賀していません。

市でひらかれました。主催は福井弁護士会、第１部の基調講演では、大阪大学の大久

共催は日本弁護士連合会（日弁連)と中部弁保規子教授が、条約の内容や日本が条約に
護士会連合会です｡シンポのタイトルは｢地球加入する意義などを説明しました。

の未来を守るため､オーフス条約で環境政策第２部はパネルディスカッションです｡大久

を私たちのものに｣です｡このシンポは第60回保教授のほか、中池見湿地(敦賀市)の保全

日弁連人権擁護大会･シンポジウム(10月５，にとりくんでいるＮＰｏ法人ウエットランド中池

６日、滋賀県大津市)のプレシンポとして開催見理事長の笹木智恵子さん､原発問題にとり

されました。くむ明通寺(小浜市)住職の中嶌哲演さん､衆

オーフス条約は､環境政策に関する情報公議院事務局職員の後藤一平さんがパネリスト

開と市民参加をうながす国際条約です｡正式として意見を交わしました。

名称は｢環境に関する､情報へのアクセス､意以下は、講演と､パネルディスカッションに

恩決定における市民参加、司法へのアクセスおける発言の要旨です。

〆 、

●講演(要旨）

環境政策への市民参加とオーフス条約
の刑

大阪大学法学研究科法学･政治学専攻教授大久保規子さん
、 ノ

オーフス条約は､環境問題を解決するため

に市民参加を保障する条約である｡参加する

ためには､まず情報がないと参加ができない。

そのため、３つの権利(原則)が必要となる。

①情報アクセス権､②参加権､③司法アクセ

ス権である｡この3つのどれひとつ欠けても参

加は＋分に実現できない｡これがオーフス条

約の考え方である。

オーフス条約では､一定の要件を満たす場

合は､民間事業者であっても情報を公開しな

ければならないとしている｡排気ガスを排出す

るとか工場から煙を出すなど、環境の中にな

んらかのモノを出す場合は、営業の秘密を理

由として不開示にすることはできない。不開示

に該当する情報であっても、ほかの公補と比

１
１
１

岸闇

isらと

蕊：竃司:軍~電

大久保規子さん
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較して不開示にするかどう

かを検討しなければならな

い。

日本にも情報公開制度が

ある。それは、国の情報公

開法(行政機関の保有する

情報の公開に関する法律）

や地方自治体の』情報公開

条例などからなりたってい

る｡環境法独自の開示制度

もある。しかし日本では、
孟蕊雛卿雷宗制度鬘譲謙'蔓辮評燗と市民参加を議論したｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
もある。しかし日本では、

オーフス条約とちがって､民間事業者には情ければならない。

報開示義務がない｡情報開示は国、自治体、一方､オーフス条約では､事業の変更､拡

独立行政法人が対象になる。張、見直しもアセスメントの対象になる。原発

環境アセスメント(環境影響評価)についての稼働を延長する場合もアセスメントをしなけ

わたしたちが意見をだせるというしくみは、日ればならない。このように、活動についてもア

本の法律にも定められている。しかし､説明会セスメントの義務がある。これがオーフス条約

のやりかたは事業者にゆだねられている。の大きな特徴となっている。

これにたいし､オーフス条約では｢事業者が 活動についてもアセスメントの義務を課すと

やることだから｣と言ってはいけない。参加権いうのは、オーフス条約に加盟していない国

の保障は行政に求められている｡事業者にやでもかなりのところがおこなっている。しかし残

らせる義務が行政にある。念ながら、日本では建設事業しかアセスメント

日本でアセスメントの対象になるのは建設の義務がない。

事業だけである｡新幹線をつくったりダムをつ日本でも、オーフス条約の３原則をふまえ

くったりする場合にはアセスメントをおこなわなた環境政策の推進が切にのぞまれる。

、「

●パネルディスカッションの発言(要旨）

中池貝湿地をめぐる'1盲報公開と市民参加の現実

NPO法人ウエットﾗﾝﾄﾞ中他見理事長接木智惠子さん
ノＬ

中他見湿地ではかって、工業団地造成や

大阪ガスのＬＮＧ備蓄基地建設の計画がもち

あがった｡わたしたちは､貴重な湿地を守るた

め、全国のみなさんの支援をいただいてナシ

ョナルトラスト運動を展開した。そして六百数

十人による｢共有地トラスト｣を実現した｡全国

初のトラスト運動であった。

この運動が功を奏し、ＬＮＧ備蓄基地建設

計画は中止になった｡その後はラムサール条

約登録にむけて活動をすすめてきた。

2012年７月、第１１回ラムサール条約締約国

会議(ＣｏＰ１１)がルーマニアのブカレストで開

かれた｡そこで中池見湿地はラムサール条約

に登録された。ところが、登録と同じ日に北陸

新幹線の計画が発表された｡あわてて帰国し

て資料を集めてみたら、ラムサール条約の登

録区域内を新幹線が通るという計画であっ

た｡新幹線が通ったら中池見湿地は壊れてし

まう｡わたしたちは情報収集と連絡に奔走する

ことになった。

中他見湿地はラムサール条約に登録され
みや虜

たのしかし、湿地に水を供給する重要な深山
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に新幹線のトンネルが掘られる。トンネルが掘

られたら湿地の水環境が変化する。中池見湿

地でいちばん重要なのは泥炭層である｡この

泥炭層は10万年の歴史がある｡それが重大な

影響をうける。水源のトンネル掘削でどうなる

かわからない｡専門家にもわからない。

その後､新幹線のルートが少し変更になっ

た。しかし､変更後のルートも依然としてラム

サール条約登録区域内を通ることになってい

る。水源にトンネルも掘られる。だから湿地へ

の影響は避けられない｡このように、中池見は

ようやくラムサール条約湿地になったのに､わ

たしたちは新たな心配事をかかえている。

ラムサール条約登録湿地のなかでこのよう

な大きな開発計画があるのは、世界でも初め

てである。もしこの計i可が続行されたら、日本

では、ラムサール条約に登録された湿地でも

開発などによって壊されていく。そのはじまり

ではないか､と思っている。

中池見湿地の保全問題では、わたしたちは

新聞報道によって新しい'情報を得てきた｡敦

賀市における情報公開をみると､残念ながら、

会議が終わったあとでいろいろなものがわか

る。そのときに知ったのでは手遅れになるとい

うこともある。

それを事前にどのように察知して動くか｡そ

れが､これまでの大きなとりくみに蕊2ていた。
正式に公表された情報ではなく、巷で生まれ

たI情報をウサギの耳のようにキャッチしながら

活動するというかたちで動いてきた。

敦賀市は｢中池見湿地保全協議会｣を設置

￣

嘗謬

=二一へ△尋$＝

Ｎ簿ﾖ簿が一■￣司

繧鑿壁

傷くｉ

コーリ
､へ

Ｌ

濠電
識 ￣

笹木智惠子さん

している｡薊溥罫､わたしたちはそれに加わって
いない｡蚊帳の外である。協議会には商工会

議所や金融機関などが参加している。そこで

どのような議論がされているかは、わたしたち

にはわからない。

中池見湿地を通る北陸新幹線計画が認可

されたとき、それを環境省も知らなかった。国

の省庁間でも情報がわからないようになって

いる。

関係者に聞くと､開発計画は土地の買収な

どお金にからむことがあるので､ギリギリまでみ

んなに知らせることができない、ということだっ

た｡ようするに環境面はまったく考えていない

ということである。たんに士地の買収にからむ

ことしか考えていない。それがいちばんの問

題だと思う。

、「

●パネルディスカッションの発言(要旨）

原発問題で問われていること
みようつうじ てつえん

明通寺住職中嶌哲演さん
し ノ

わたって阻止した。原発の立地計画が３度、

使用済み核燃料中間貯蔵施設の誘致計画が

２回i享上したが、すべて阻止した。しかし、小

浜市民は15基の原発に包囲されている｡その

ような皮肉な現実に直面している。

わたしは1968年ごろから原発問題の情報を
おば濃

集めるようになった。その時点です-でに,｣､浜

市の周辺では7基の原発が建設･計画中であ

った。

小浜市民は原発関連施設の立地を5度に
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である。というのは、大飯原発の10キロ圏内の

住民分布をみると、小浜市民は約１万9000人

近くで、７５％を占めるからだ。「地元｣といわれ

るおおい町は3600人、14％でしかない。

ところが小浜市民は｢隣接自治体｣としてあ

つかわれている。大飯原発はおおい町に立

地している施設なので、「地元自治体｣はおお

い町だけとなる。こんな庇理屈によって、小浜

市民は｢地元自治体｣から排除されてきた。

わたしたちはさまざまな反対運動をつづけ

た。しかし、公聴会はたった１日、それも数時

間だけである。「地元住民の声を聞いた｣とい

うセレモニー、アリバイづくりでしかなかった。

わたしたちは猛烈な反対-運動をくりひろげ

た。県内外から2600人が集まって抗議集会と

デモ行進もおこなった｡なんとそこに､東京の

警察庁の一元指揮のもとに機動隊1500人と

制服･私服の警察官400人がやってきた。

2600人の集会･デモ参加者にたいして計1900

人である｡何にたいして何を守ったのか｡原発

を増設しようとする人たちを2600人のデモから

守ろうとした｡デモに加わった公務員4人がみ

せしめとして逮捕された。日本の原発をめぐる

市民参加の実態については、以上の実例で

ご推察いただきたい。

第60回日弁連人権擁護大会シンポジウム

が１０月５日に大津市で開かれる。そのひとつ

のスローガンは｢地球の未来を守る｣である。

壮大なスローガンである。わたしたちは、この

ような視野に立たなければいけない｡そのよう

な危機的状況に直面している。

2016年３月、大津地裁は高浜原発３，４号

機(福井県高浜町)の運転を差し止める仮処

分決定をだした｡差し止め仮処分は滋賀県民

の有志が申し立てた｡大津地裁は､近隣自治

体の住民も被害をうける可能性があるとし、再

稼働差し止めの判決をだした。しかし大阪高

裁はその判決をひっくり返した。

大津地裁がなぜそのような判決をだしたか

というと､滋賀県知事(当時)の嘉田由紀子さ

んが、「われわれも被害地元だ｡もし琵琶湖が

汚染されたら、1450万人の関西住民がすべて

１２１２０１７１１２０ １５

鍵里妬弾鬘鬘 壁

中嶌哲演さん

小浜市民の運動を支えてきたひとつの理念

は｢美しい若狭を守ろう｣である。若狭で営ん

できたわたしたちの先祖代々の暮らし､命の

営み､そして歴史や文化､それらのいっさい

がっさいをふくめての美しい若狭を守ろうとい

うものであった。

いま、若狭には原発が15基も集中してい

る。関西の大電力消費のために､なぜ若狭に

ばかり原発がつくられるのか。科学者の講演

を聞き、わたしたちはこういうことを知った。た

とえば大飯原発の３，４号機の２基を1年間動

かすだけで、広島型原爆の2000発分の死の

灰と長崎型原爆の60発分のプルトニウムをつ

くりだす、というものである。わたしたち住民に

とってはこの情報だけで＋分であった｡けっし

て情報が隠ぺいされているわけではない。

明々白々な客観的な事実や情報がある｡これ

をどうみつめ、どうするのか。そこに問題があ

る。

このようなことをふまえ、小浜市民は､集め

た情報を小浜市の全市民、全有権者に伝え

た｡そして､有権者の過半数から署名を集め、

市長と市議会につきつけた｡そのような運動を

くりひろげるなかで､小浜市民は今日まで5度

にわたって原発関連施設を拒否した。

大飯原発3,4号機の増設にも反対した｡若

狭では14,15基目の増設だった。

わたしたち小浜市民は実質上の地元住民
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発は環境問題だけでなく､人権侵害や差別の

問題でもある｡福島の原発問題はそれが問わ

れている。首都圏の住民も、当事者として今

後どうしていくのか､ということを考えなければ
ならない。

アウトになる｣と言った。知事みずからがイニシ

アティブをとった｡それによって滋賀県民の世

論が形成されていった。

福島県は１０基の原発をおしつけられた｡そ

れらの蝋力･供給先はすべて首都圏である。原

、
〆

●パネルディスカッションの発言(要旨）

日本【はオーフス条約のレベルに達していない
衆議院事務局職員後藤一平さん

Ｌ ノ

求められているレベルのものは満たしていな

い。

たとえば2009年の衆議院環境委員会にお

いて、当時委員長であった水野賢一議員が、

フロンの問題は非常に重要である、と発言さ

れた｡そして経済産業省にたいして､事業者

から提供されているはずのフロンガス排出量

のデータ開示を求めた｡ところが情報公開法

の例外規定により開示を拒否された。そのた

め、水野議員はわざわざ環境委員会の委員

長として抗議の記者会見をひらいた。

このような状況をみると､情報公開法があっ

ても、日本はオーフス条約のレベルには達し

ていない。日本にもそれなりの法制度はととの

っている｡だが、オーフス条約が期待している

レベルには達していない。

日本の環境,保護活動に関する私見をのべ

させていただく。環境保護団体は、国会ロ

ビー活動にも力をいれていて、国会議員にい

ろいろと要望している｡それにたいし､国会議

員はこのように考えている｡それらの要望はご

く少数の人たち(マイノリテイー)が求めている

ことではないか､ということである。そうでないと

いうのなら、たとえば1万人とか２万人の署名

をみせるなど、みなさんが世論を代表して来

ているということを示してほしい｡そういうことを

国会議員は求めている｡もうひとつは、議員立

法を提案するさいは条文案(たたき台)を示し

てほしい、ということである。

（文・写真／編集部）

ロ

二■＝

後藤一平さん

オーフス条約の３本柱にそって話したい。

まず環境情報へのアクセス権である。これ

について日本は措置ずみ､というのが政府の

見解である。その根拠として、`情報公開請求

権が保障されていることをあげている｡オーフ

ス条約の第5条で掲げられている環境情報の

収集にもいちおう対応している、というのが政

府見解である。

しかしオーフス条約では､環境情報へのア

クセスの対象となる公的機関のなかに公的な

機能を有する民間企業も含めている。民間企

業が環境に影響をおよぼしうる事業をおこなう

場合も、オーフス条約は情報開示を求めてい

る。ところが日本では､それらは川情報公開の対

象外とされている。日本の情報公開法におけ

る例外規定の運用は行政の裁量によるところ

が非常に大きい。したがって､オーフス条約で
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貴重な干潟を後世に引き継ぐために
～東京誓干潟サミットｉｎ千葉～
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「東京湾干潟サミットin千葉｣と題したシンポ

ジウムが９月１６日、千葉市でひらかれました。

主催は千葉県弁護士会､共催は日本弁護士

連合会（日弁連)と関東弁護士会連合会で

す。100人が参加しました。

このイベントは第60回日弁連人権擁護大会

･シンポジウム(10月５，６日、滋賀県大津市）

のプレシンポとして位置づけられました。

最初は、県弁護士会の中丸素明弁護士に

よる基調報告｢東京湾に残された干潟を将来

の世代に璋衷灘に｣です｡,命づいて､谷津
干潟､葛西三枚洲、三番瀬､盤洲干潟の現状

や課題などについて4人が報告しました｡その

あと、県環境生活部自然保護課主幹の竹重

貴志さんが｢三番瀬の自然環境総合解析結

果｣、法政大学人間環境学部の高田ゼミ生一

同が｢東京湾をテーマとした自主学習の紹介」

を報告しました。

それぞれの報告について質疑応答や意見

交換をおこなったあとはシンポジウム宣言の

採択です。宣言文は、三番瀬､盤洲干潟、葛

西二枚洲のラムサール条約登録を求めるとと

もに、「依然としてつづく開発の策動と人間活

動による悪影響から現存するすべての干潟を

守り、豊かな命をはぐくむ自然を将来の世代

に引き継ぐため､わたしたちは今後もたゆみな

く活動をつづけてゆく｣としています。

以下は報告の要旨です。

鶏鑪i菫i澪鶏鑪i菫i澪IijlIlIijlIl11[ｌｉ〔ill11[ｌｉ〔ill

i11li1l欝學i11li1l欝學
Ｆ曜巾ｒ曜’
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川IhAiIli川IhAiIli
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I1iljXIlII1iljXIlI
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殿誠但117，

Wii竺
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中111散則作成中111散則作成

東京淫に残された干潟を

将来の世代に残すために

千葉県弁護士会

弁護士中丸素明さん

日本の湿地は著しく減少している。国土地

理院が1996～99年に調べた結果、日本に存

中丸素明さん

在する湿地は約821ｋ㎡で明治･大正時代の

40％足らずでしかない。現在残っている湿地
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も劣化がはげしい｡環境省

が昨年４月に発表した調査

結果では、「日本の重要湿

地｣961湿地のうち823湿地

から回答が得られ、そのう

ち524湿地(64％)が｢悪化

傾向」としている。劣化の

最大の原因は開発である。

東京湾では、埋め立て

によって干潟が9割も喪失

した｡こうしたなかで､千葉

県では１９７１年以降、埋め

立て反対･運動が高まった。

運動によって盤洲干潟と谷

第60回日弁連人権擁護大会プレシンポジウム｢東京湾干潟サミット

in千葉｣＝９月１６日、千葉市

津干潟を保全した｡谷津干潟は1993年にラム

サーノレ条約登録を実現した。県が1993年に

発表した三番瀬埋め立て計画も2001年９月に

白紙撤回させた。

東京都の葛西三枚洲(葛西海浜公園)は東

京都内に残された貴重な干潟･浅瀬である。

スズガモなど渡り鳥の国内有数の飛来地であ

る。来年ひらかれる第13回ラムサーノレ条約締

約国会議(ＣＯＰｌ３)でのラムサール条約登録

に向けて気運が高まっている。

三番瀬は依然として開発の危機にさらされ

ている｡盤洲干潟は、隣接する袖ヶ浦市の埋

め立て地に超大型の石炭火力発電所が計画

され、温排水の影響が心配されている。谷津

干潟は干潟環境が悪化傾向にある。

こうしたなかで､これらの貴重な干潟を将来

の世代に手渡すために何をなすべきか｡それ

がわたしたちに問われている。

環境改善が急務

～谷津干潟～

千葉の干潟を守る会

副代表田久保晴孝さん

谷津干潟の面積は約40haである。谷津干

潟は大蔵省所管の国有地であったため、公

有水面埋立法では埋め立てることができなか

った｡その後、習志野市が谷津干潟を埋め立

てる計画をうちあげた｡そのため、「千葉の干

潟を守る会｣や｢千葉県野鳥の会｣、袖ヶ浦団

地住民を中心とする習志野市民などが共同で

大規模な埋め立て反対運動をくりひろげた。

その結果、市は1984年に埋め立て計画を断

念した。1993年､谷津干潟はラムサール条約

湿地に指定された。干潟としては国内初のラ

ムサール条約登録であった。

谷津干潟は渡り鳥(水鳥)が減りつづけてい

る。とくにシギ･チドリ類は大幅減少である。シ

ロチドリ、メダイチドリ、ハマシギなどである。

減少の主な原因は､淡水が流入しなくなっ

たことによる泥の流出やアオサの堆積などで

籔菅二篝
:籔沖」
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必
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田久保晴孝さん
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東京都は、「課題は山積している｣としなが

らも、葛西三枚洲のラムサーノレ条約登録を着

実にすすめていく意欲をみせている。わたし

たちは、葛西三枚洲の将来像を関係者で共

有し、「賢明な利用｣のイメージを考えていくこ

とにしている。

ある。こうしたことから、環境省関東地方環境

事務所は2010年度から谷津干潟の環境保全

事業をはじめた｡砂付け(干潟のかさ上げ)や

アオサ除去などの対策をすすめている。しか

し､いまのところ効果はでていない。「千葉の

干潟を守る会｣などは淡水導入などを提案し

ている。

世論を味方につけて埋め立てを

中止させた～三番瀬～

三番瀬を守る連絡会

代表世話人中山敏則

三番瀬は千葉県の船橋、市川両市の地先

に広がる約l800haの干潟と浅瀬である。

1950年代から1990年代はじめまで､三番瀬

は｢利権の海｣と呼ばれた。土地ころがしを目

的として、三番瀬が次から次へと埋め立てら

れたからである。遊園地（船橋へルスセン

ター、東京ディズニーランド)の建設･拡張をう

たい文句にして民間企業がみずから海を埋め

立て､その土地を数倍､数十倍､さらには100

倍以上の価格で転売するということがくりかえ

された。

1993年３月、県は三番瀬の新たな埋め立て

計画を発表した。三番瀬保全団体は｢これ以

上埋めるな｣という運動をはじめた。署名を３０

万集めるなど､埋め立て反対の世論を盤りあ

げた。

2001年春の県知事選では三番瀬埋め立て

が最大の争点になった。朝日、読売、毎日の

新聞各紙が選挙中におこなった県民世論調

査では､いずれも｢埋め立て反対｣が過半数を

占めた｡これをみた堂本暁子候補は､選挙戦

の途中で三番瀬埋め立て計画の白紙撤回を

唯一の公約に掲げ、当選した。

堂本知事は2001年９月､三番瀬埋め妾裏
訂画を白紙撤回した｡しかし､浦安寄りの猫実
川河口域で人工干潟を造成するという計画を

うちだした｡この海域に第二東京湾岸道路を

通すことが目的である。

三番瀬保全団体は、人工干潟造成と第二

湾岸道路建設を阻止するためにさまざまな運

2018年のラムサール条約登録

をめざして～葛西三枚洲～

日本野鳥の会嘉哀
幹事飯田陳也さん

さん友いず

葛西三枚#(Iは､葛西臨海公園の南側に広

がる海浜公園である。臨海公園は埋め立て地

だが、海浜公園は沖の三枚洲を埋めずに残

すために考えられた｢海上公園｣である。

葛西三枚洲は数万羽のスズガモ、数千羽

のカンムリカイツブリの越冬地である。シギ･ﾁ

ﾄﾞﾘ類も多く飛来している。国内でも最大級の

水鳥の生息地である。

ラムサール条約に登録するため、わたした

ちはさまざまなとりくみをおこなっている。その

結果､今年２月２４日、江戸川区議会で区長が

｢ラムサール登録をすすめる｣と答弁した。３月

１５日は都議会で小池知事が｢ラムサール登録

を推進する｣と発言するまで進展した。

緯、＝
一

ｊョ甲か－

飯田陳也さん
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動をくりひろげた｡その結果､ついに2016年１０

月、県は人工干潟造成を中止した｡第二湾岸

道路の建設も食い止めることになった。

とはいえ、第二湾岸道路構想はいまも残っ

ている。そのため、わたしたちは運動の手をゆ

るめないことにしている。三番瀬をラムサール

条約に登録する運動もすすめている。

原風景か残る貴重な干潟を

守るために～盤洲干潟～

小櫃川河口･盤洲干潟を守る連絡会

事務局長御簾紬照雄さん
ばんず おぴつがわ

盤》''千潟(小櫃ﾉ||河口干潟)は､東京湾の

小櫃川河口に広がる国内最大規模の砂質自

然干潟である。

盤洲干潟は前浜と後浜(三角州)からなる。

前浜に広がる干潟は総面積がl400haにおよ

ぶ｡最干潮時は水際がみえないほど遠くまで

干潟があらわれる。

後浜の面積は43haで､塩性湿地が広がっ

ている。多数多様なカニ類が生息しているほ

か､ハママツナ、シオクグといった塩性湿地植

物の大群落がみられる。

一昨年､盤洲干潟に隣接する袖ヶ浦市臨

海部で日本最大級の石炭火力発電所建設計

画がもちあがった。毎秒84トンの渦排水排出

はノリ養殖や底生動物に対する影響がはかり

しれない。

連絡会は発足当初から、盤洲干潟を県自

然環境保全条例にもとづく自然環境保全地

域に指定するか､ラムサール条約に登録する

ことを県（自然保護課)に働きかけている。だ

が、自然環境保全地域の指定やラムサール

条約登録はなかなかすすまない｡最大の障害

となっているのは地元の金田漁協が反対して

いることである。

盤洲干潟には日本の二1二潟や海岸の原風景

が残っている｡盤洲干潟をこれ以上損なうこと

なく後世へ引き継ぐことが必要である｡三番瀬

保全団体や全国各地の湿地保全団体などと

連携し、保全運動をすすめることにしている。

曇

御簾紬照雄さん

三番瀬自然環境の総合解析結果

千葉県環境生活部自然保護課

主幹竹重貴志さん

県は三番瀬において1980年代から自然環

境調査を継続的に実施している。1998年度、

2003年度､2010年度､2016年度に総合的な

解析を実施した｡2016年度解析結果の概要

は以下のとおりである。

(1)地形の変化

2011年３月の東日本大震災によって、三番

瀬の海底は地盤が20～30cm低下した。

(2)青潮･貧酸素氷塊

三番瀬では青潮が年間に数回発生する。

沖合には大規模な貧酸素水塊が形成されて

いる。三番瀬における生物生息環境はきびし

い状態がつづいていると考えられる。

(3)底生生物

増加傾向がみられた種としてはアラムシロ

ガイとホンピノスガイがある｡減少傾向の種とし

てはホトトギスガイ、ムラサキイガイ、アシナガ

ゴカイ､イトエラスピオ､コノハエピ科､イソギン

チャク目などがある。

(4)魚類

2015年度の仔稚魚出現種では、夏季にマ

ハゼ、ニクハゼ､ハゼ科、秋季にヒメハゼ､ハ

ゼ科、冬季にイシガレイが多く確認された。こ
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法政大学人間環境学部高田ゼミ生

竹重貴志さん れ、テーマ別に活動している。生物調査班、

生物と人班、緑地自然班､緑地と人班､水辺

環境班､東京湾と川班である。

Ａ4ゼミは､今年の主な活動として､東京湾・

川と人との関係についてさまざまな角度から

調べ､それを情報誌的にまとめることをめざし

ている。「三番瀬市民調査の会｣による三番瀬

･猫実川河口域の生物調査データの分析も試

みている。

「市民i訂､篝;鯰｣は､三番瀬の浦安寄りに
位置する猫実川河口域のカキ礁とその周辺

干潟において､2003年から生物調査をつづけ

ている。わたしたちは2013年３月以降､のべ１６

回にわたり、毎回数人ずつ調査に参加させて

もらっている。

市民調査では、水質調査や生き物調査な

どを手伝い､東京湾の息吹を直接感じる現場

体験をさせていただいている。また、「市民調

査の会｣がこれまで調査した生物種のデータ

から、継続的な確認がされているとみなせる

80種を会に選定していただき、それらの集計

分析を試みている。

東日本大震災によって三番瀬は海底地盤

が20～30ｃｍ沈下したとされている。その影響

がおよんでいる可能性のある種などを示すこ

とができれば､と考えている。

（まとめ・写真／中山敏則）

の傾向は変わっていない。

(5)鳥類

三番瀬で長期的な減少傾向がみられる種

として、シロチドリ、キアシシギ、キョウジョシ

ギ､。サギ､ウミネコがあげられる。一方で､増

加傾向の種としてはミユピシギ、ミヤコドリ、カ

ワウ､オオバンがあげられる。

(6)今後の変化の考察

物理･化学環境については、５年後におい

て大きく変化する可能性はないと考えられる。

生物環境も、５年後において生息状況が大

きく変化する可能性は低いと考えられる。

東京湾をテーマにした

自主学習

法政大学人間環境学部

高田ゼミ生一同

法政大学人間環境学部は、人間と環境を

キーワードとし、「横断的な学習｣｢現場から学

ぶ」「教養ある豊かな人間'性づくり｣を通して

｢持続可能な社会｣について考え実践する力

を養うことをめざしている。高田ゼミは、人間と

生態系との関係をさまざまな視点で考究する

ことをテーマとしている。

高田ゼミは､Ａ3ゼミとＡ４ゼミの2つのゼミを

あわせて70人である。各ゼミが6つの班に分か
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新規臨港道路構想は棚上げ
～事実上の第二東京湾岸道路、港逵計画に盛りこまず～

三番瀬を守る連絡会中山敏剛
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東京湾三番瀬では第二東京湾岸道路をめぐる攻防が1993年以降24年もつづいてい

る｡千葉県は今年１月、新規臨港道路を盛りこんだ千葉港長期構想を策定した｡この臨港

道路は事実上の第二湾岸道路である。しかし県は先月、千葉港の新しい港湾整備計画に

この臨港道路を盛りこまないことをきめた。

＊第二琶岸道路を24年間阻止

三番瀬を通る第二東京湾岸道路が表面

化したのは1993年である。同年３月、千葉

県は三番瀬の埋め立て計画を発表した

(図２)。埋め立て地のど真ん中に第二湾

岸道路を通す計画である。

三番瀬保全団体は｢これ以上埋め立て

るな｣という運動をはじめた。運動の高まり

により、県は1999年６月に埋め立て計画を

見直した｡埋め立て面積を740haからlOlha

に大幅縮小するものであった(図３)。

図１第二湾岸道路の想定ルート

動をくりひろげた。県議会の野党議員にも支

援をいただいた｡攻防は15年つづいた｡県は

2016年10月、人工干潟造成計画を中止した。

第二湾岸道路建設も食いとめることになった。

＊新規臨港道路構想も棚上げ

だが、県は第二湾岸道路建設をあきらめな

い｡県は今年１月、千葉港長期構想を策定し

た。同構想には新規臨港道路が盛りこまれて

いる(図５)。千葉市､習志野市､船橋市の埋

め立て地に確保されている第二湾岸道路用

地と外環道(東京外かく環状道路)をつなぐ道

路を建設するというものである。

この臨港道路ができれば､猫実川河口域に

第二湾岸道路を通す計画が復活するかもし

れない｡そのため、三番瀬保全団体は新規臨

港道路構想を批判した。

地元船橋市の丸山慎一県議も、県議会の

図をみれば明らかなように、見直し計画は

第二湾岸道路を三番瀬に通すことが主な目

的である。埋め立て反対運動はますます高ま

った｡埋め立て計画の白紙撤回を求める署名

は最終的に30万に達した。

2001年春の県知事選では三番瀬埋め立て

が最大の争点になった。選挙中に朝日、読

売､毎日の新聞各紙がおこなった県民世論調

査では､いずれも｢埋め立て反対｣が過半数を

占めた｡そして三番瀬埋め立て計画の白紙撤

回を唯一の公約に掲げた候補者が当選した。

2001年９月、三番瀬埋め立て計画は白紙
ねこさね

撤回となった｡県はその後、浦安寄りの猫実
がわ

)||河口域で人工干潟を造成する計画をうちあ

げ安急その目的は､この海域に第二湾岸道路
を沈埋方式で通すことである(図４)。

三番瀬保全団体は、人工干潟造成と第二

湾岸遣路建設を阻止するためにさまざまな運

2２ ＪＡＷＡＮ通信No.1２１２０１７．１１．２０



図３１９９９年６月発表の埋め立て見直し縮

小案(101ha､2001年９月白紙撤回）

図21993年３月発表の三番瀬埋め

立て計画(740ha）
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代表質問などで臨港道路構想をきびしく

批判した｡丸山県議は代表質問でこう主張

した。

「港の整備にかこつけて、事実上、第二

湾岸道路の建設が動きだすようなことはあ

ってはならない」

「巨大な橋を2本もかければ事業費が数

千億円単位になる。不要不急の大規模開

発は見直し､暮らしや福祉､教育を中心に

税金を使うべきである」

丸山県議は、港湾計Iil]Tなどを審議する

千葉県地方港湾審議会の委員もつとめて

いる。

１０月１９日、県地方港湾審議会千葉港幹

事部会がひらかれ､千葉港の港湾計画改

訂案を県が提示した｡改訂案に新規臨港

道路は盛りこまれなかった。港湾計画は、

港湾法にもとづいて10～15年後の港湾の

姿を描くマスタープランである。港湾計画

改訂は来年の予定である。

県は､新規臨港道路の建設を具体的な

法定整備計画(港湾計画改訂)に盛りこむ

ことを断念した｡その背景には、三番瀬保

全団体のすばやい対一応と丸山県議のご尽

力がある。わたしたちは今後も県の動きな

どを監視しつづける。

図４埋め立て計画白紙撤回後の人エ干潟

造成計画(2016年１０月中止）
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アセスを実施しました｡姑息な法定アセス逃れ

です。法定アセスではないのでズサンさがき

わだっています｡たとえば砂丘について、「風

浪等による侵食や飛砂等の影響を受けにく

く、安定した地形｣と記しています｡現地をみ

れば､この記述がまちがいであることは一目瞭

然です｡砂丘は｢砂の山｣です。じっさいに、

海風によって大きな穴のあいている箇所があ

ります｡庄内の砂丘と海岸林にたいへんくわし

い梅津勘一さんによれば､ここの砂丘はたえ

ず成長と変化をくりかえしているそうです。「そ

んなところにコンクリート構造物を設置すれ

ば､砂丘はもちろんのこと､風下に位置するク

ロマツ林にも害をおよぼす｣と言います。県と

市はそのような声を無視です。

▼酒田市環境審議会の委員をつとめている

金子博さんも県と市の姿勢をきびしく批判して

います。「県と市は､地域,住民や専門家などと

のコミュニケーションから逃げつづけている。

説明会でも､質問内容をはぐらかすかのような

回答、いわゆる論理の転換やすりかえが多く

みられる｣「自主アセスは､論理の転換やすり

かえをおこなって環境への影響の少なさを強

調する記述に終始している｣と｡今後の動きに

注目です。（中）

編罵復毘
▼山形県と酒田市は同市十里塚の砂丘(砂

草地)で大型風車を6基建設します｡この風力

発電計画は疑問だらけです｡第一に、ここは

庄内海浜県立自然公園であり、国指定最上

川河口鳥獣保護区です｡なぜそんな大事な

場所に大型風車を建設するのでしょうか。

▼第二に、この場所ではかって民間事業者

が同じような大型風車建設を計画しました。県

はこの事業計画を容認しませんでした｡理由

はこうです。「海岸線を分I折し､海側や砂丘地

からの重要な眺望の対象に著しい支障を及

ぼす｣｢微妙な生態系のバランスの上に成り立

つ｢砂丘誕生とクロマツ林』の景観の維持を図

るうえで重大な支障を及ぼすおそれがある｣。

ところが、その県と市が同じような大型風車建

設を計画です。

▼第三に、環境影響評価法は、合計出力

7500ｋＷ以上の風力発電施設を建設する場

合は法定の環境影響評価(アセス)を義務づ

けています。６基の合計は1万3800ｋＷですか

ら法定アセスの対-象です｡ところが県と市は、

それぞれ3基6900ｋＷずつの計画だから環境

影響評価法の対象外とし、法定ではなく自主
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