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トヨタ自動車テストコース問題
織田 重己
（21 世紀の巨大開発を考える会会長）

2007 年 6 月 27 日、読売新聞にこの「ト

当たる場所です。環境的には約 9 割が森林、

ヨタ自動車テストコース」問題が初めて新聞

残り約 1 割が水田なので、いわゆる里地里

記事として書かれました。内容はトヨタ自動

山環境です。昔から林業も農業も盛んなとこ

車から依頼を受けて事業を進める愛知県企業

ろだったので、良い環境が維持されています。

庁からの発言で、「造成予定地でオオタカの

開発用途は自動車開発用のテストコースを

営巣など希少野生生物の生息が確認
された場合でも開発は中断しない」と
いう内容でした。
目を疑いました。愛知万博の時には
あれほど騒がれたのに、そんなことは
お構いなしに開発をするというので
す。翌月の 7 月 6 日からは環境影響
評価方法書の縦覧が始まり、知れば知
るほどこの無茶な開発を何とかしな
くてはと思い「21 世紀の巨大開発を
考える会」を立ち上げました。

問題の特徴１
この開発の 1 番の特徴は総面積

山を削り、田んぼを埋める開発予定地

660ha、造成面積 280ha という、と
てつもなく巨大な自然破壊ということです。

作ることと、それに伴う研究棟・実験棟や厚

660ha とは東京ディズニーワールド全体の

生施設などを建設することです。テストコー

4.1 倍、東京ドーム 141 個分、皇居の 5.7 倍、

スは 6 ㌔の周回路、4 ㌔の周回路、2 ㌔の直

愛知万博の長久手会場の 4.2 倍、中部国際空

線路など 14 コースを予定しています。完成

港の空港島 580ha（空港部分は 473ha）よ

すると研究者だけで 5000 人が働く予定で、

りも広い面積です。さすが世界一の企業のや

その他の職員を入れると 6000 人が働く計画

ることは違う！

と感心している場合ではあ

になっています。2009 年 9 月 1 日現在の下

りません。愛知万博の時にはあれほど騒いだ

山地区の人口が 5453 人ですから、昼間人口

マスコミも、今回ばかりは静かなものです。

は２倍以上になるわけです。雇用の場ができ

開発予定地は愛知県豊田市（旧下山村）と

ることは良いことですが、予定地周辺の下山

岡崎市（旧額田町）の山の中で、中山間地に

地区や額田地区で林業や農業に頼って暮らし
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ていた人が一気にいなくな
り、人工林を含めた里地里
山環境の荒廃にはさらに拍
車のかかることが予想され
ます。

問題の特徴２
この開発の 2 番目の特徴
は世界一の企業が行なうな
ことなので、地元ではトヨ
タ関連の関係者ばかりで反
対する人がいないことです。
予定地は全て民地ですが、多
くの地主は賛成しているわ
けではないですが、反対も
していないというところで

2009 年 10 月 18 日に行なわれた里山観察会

す。林業も農業も携わる人
は高齢化し、自分の子どもたちは作業を引き
継がないので、この機会に手放した人がほと

問題の特徴３

んどです。

3 番目の特徴は愛知県が用地買収、造成を

用地買収を実際に実施したのは豊田市と岡

行なうことです。このようなやり方は、最近

崎市の職員です。2008 年 8 月より買収工作

の流行のようです。優良企業を自分の県へ誘

を開始し、半年後の 2009 年１月にはなんと

致するために、より良い工業用地を格安で用

9 割の買収を終え、契約した地主にはすでに

意するのです。これを日本全国で争ってそれ

7 割のお金が支払われています。

ぞれの県で行なっているのですから、日本中

実は 20 年ほど前にトヨタ自動車が独自に
この開発を進めようとしました。その時には、
地主の大反対にあい、頓挫しました。

が工業用地ばかりになってしまうかもしれま
せん。
実際に動くのは愛知県企業庁です。企業庁

たった 20 年ほどしかたっていないのに時

ではこの事業のために 50 人ほどの新しい部

代は変わり、特に愛知県はトヨタ自動車のお

署を作りましたが、愛知県はトヨタ自動車の

かげで経済は成長しました。世界一の企業な

1 つの部のようなものになっています。

ので愛知県のみならず、日本の経済成長にも

企業庁は開発（自然破壊）が仕事なので、

多大な貢献をしました。多くの人が第一次産

アセスメントに対しては無頓着です。従来

業を捨て、工業界へ生活の糧を求めるように

型の開発で実施するつもりのようですが、今

なりました。工業製品を輸出するために食料

の時代に適当なアワスメントだけで済ますの

品を輸入せざるをえず、日本の食物自給率は

は、トヨタ自動車にとっても「環境の 21 世紀」

下がりました。このような社会構造そのもの

に逆行するという不幸な結果を招くことは予

が変わらなければ、どうにもならない問題か

想されます。

もしれません。

愛知県企業庁には田原市の埋め立て地の
ように自然を壊して開発したけれど売れず
3

懸命に雛を守るミゾゴイの親

に困っている土地がたくさんあるのですが
……。

れています。
その他、絶滅危惧Ⅰ B 類ではブッポウソウ、
ヤイロチョウ、絶滅危惧Ⅱ類ではサシバ、ヨ

工事着工は延期

タカ、ハヤブサ、サンショウクイ、準絶滅危

さて、来年は名古屋で生物多様性条約第

惧ではハチクマ、ミサゴ、オオタカ、ハイタ

10 回締約国会議（COP10）が開催されます。

カなど 30 種類以上の絶滅危惧種の生息が確

元もとこのテストコース計画は、同じ 2010

認されています。延期の理由をミゾゴイの調

年度に工事着工の予定でした。愛知県が何

査のためとしていますが、COP10 をやり過

も考えていなかったことのあらわれです。

ごすためとも言えそうです。

COP10 をただの国際会議としか思っていな

とりあえず「21 世紀の巨大開発を考える

かったのでしょう。COP10 とこの開発を同

会」では、ホームページを作って世の中に

時に開始すればトヨタ自動車が国際的な批判

訴えよう！

を浴びることは目に見えています。しかし、

す。

ということで現在に至っていま

それが見えていなかったのです。
2009 年 9 月 29 日にようやく、企業庁か
ら着工延期の発表がありました。予定地内で
国の絶滅危惧種ミゾゴイ（絶滅危惧Ⅰ B 類）
の繁殖が確認されたからです。ミゾゴイは
日本でしか繁殖が確認されていないサギの仲
間で夏鳥です。沖縄のヤンバルクイナでさえ
1500 羽が確認されているのですが、ミゾゴ
イは地球上にたった 1000 羽しかいないとさ
4

詳しくは「21 世紀の巨大開発を考え
る会」ホームページをご覧ください。
21 世紀の巨大開発
http://bio-diversity.info/

泡瀬干潟の再生と人間性の回復へ
小橋川共男
（泡瀬干潟を守る連絡会共同代表）

2009 年 10 月 15 日、泡瀬干潟裁判の控

「スポーツコンベンション拠点」とも、すで

訴審判決の日をいよいよ迎えた。どのような

に破綻したバブル計画のミニ版でしかない。

判決となるのか。私たちの勝利か、敗訴か、

彼らの感性の中に自然環境はどのような位

胸の内は肯定と否定が繰り返される。

置にあるのか。地球全体の問題、誰もが等し

一審判決以来、全国的にも注目され、さら

く享受できる自然は格差とは無縁の存在であ

に政権交代直後で判決が及ぼす影響は、今後

ることを承知しているのだろうか。私の知る

の自然環境に関わる運動に大きく作用してい

限りでも、これまでコリンザ、音市場ミュー

くだろうと考えられる。

ジックタウンが沖縄市の発展にかかせないと

時間は同じはずだが、待つのは長い。判

謳われてきたが沈没。沖縄市が実施した最新

決要旨の配布も、厳粛に聞いてくださいとの

の意識調査でも泡瀬干潟の埋め立ては９番目

裁判長の言葉も意外だった。主文、と読み上

にもかかわらず市民総意のウソの看板をかか

げられた最初が私たち非控訴人の亡くなられ

げて埋め立てようとする行政には人間性や自

た方や辞退者の名前であった事には一瞬とま

然に対する感謝の念は無く、利権しか見えて

どったが、原告として一緒に闘ってきた沢山

こないのが残念だ。

の人々がこの席以外にいることを改めて確認
させられた大事な点であった。

ともあれ私たちの勝利は動かない。「正直
ほっとしました。そして本当に嬉しい。」イ

判決用語は相変わらず私には理解不能で

ンタビュ−に答えた私の第一声は掛け値なし

あったが、耳だけは声を聞きもらすまいと集

の本音だ。事前集会ではどのような判決がで

中し、前後の流れの中で勝ったと思った瞬間、

ようとも泡瀬干潟を子々孫々へ繋ぐことが私

グッとこみあげるものにうなずくと共に傍聴

たちの使命と言ったこともウソではない。闘

席で眼を会わせた人に握りこぶしに力を込め

いはまだまだ続くが、あと一歩へ皆さんの一

て微笑んだことを思い出す。

層のご支援をお願いしたい。

無駄に税金を使い、その上、貴重な自然
を破壊する二重の愚が断罪されるのは当然の
事だが、司法の場でそれが証明されるのはほ
とんど信じていなかっただけに司法の良心を
疑っていたことをあやまらねばならない。
上告を断念し、判決が確定したにもかかわ
らず、性懲りも無く土地利用計画見直しで埋
め立てをごり押ししようとする行政の真意は
全く理解できない。
「国際交流リゾート拠点」、

生息条件が特異な泡瀬干潟のウミエラ
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泡瀬・公金差し止め訴訟

二審勝訴に寄せて
水間 八重
（泡瀬の干潟で遊ぶ会）

これほど様ざまなものに感謝したくなった

見る影もない。そのうえ二審判決が確定して

日はなかった。いわゆる「二審の壁」を破る、

なお、沖縄市はあらたな土地利用計画を策定

歴史的な判決だった。これまでたくさんの人

し、埋立続行を国に求めるという。早くとめ

びとがそれぞれに故郷や海や小さな命を思っ

て。そして早く元の姿に戻して！！

て行動してきた、その結果だと思った。
勝訴判決を聞きながら、私は来し方 10 年を

泡瀬が本当の意味で元の姿に戻るには、人
の一生を越えた長い長い時間がかかるに違い

思い返していた。はじめて泡瀬に行ったのは

ない。それを見届けるという希望ある仕事は、

1999 年 6 月 13 日。仲間たちと歩いた泡瀬の

まだ見ぬ未来の世代にゆだねることになるだ

海に、私は一目惚れしてしまったのだった。

ろう。けれど「二審勝訴」の波及効果は、自

澄み切ったキラキラ光る海を渡る風。ふか
ふかの絨毯のような海草の原。色鮮やかで種

分の目で見ることができるに違いない。
思いよ、届け！

問題を抱えたたくさんの

類も量も豊富な貝。甲殻類たちのたてる愉快

土地へ……。この「よき前例」が、今後、上

な音。……でもこれらは、工事の影響で今や

手く使われてゆくように。

二審勝訴を祝して（撮影・譜久里 茂氏）
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＜ 勝訴判決 ＞

「泡瀬干潟埋立公金支出差止等請求控訴事件」
～生物多様性の宝庫

泡瀬干潟を守るため～

御子柴 慎
（長良川法律事務所・弁護士）

（1） 泡瀬干潟は、沖縄市の東海岸に広がる、
琉球列島の中で現存する干潟としては最大の

生じたものについては除く）とする極めて画
期的な判決を言い渡しました。

約 290 ヘクタールという広大な面積を誇る、
豊かな植生、貴重な生物たちの宝庫となって
いる干潟です。

（2） 泡瀬干潟において進められてきた開発
事業とは、公有水面埋立免許・承認当時の計

この泡瀬干潟で現在進められている埋立事

画によると、国と沖縄県が事業主体となって、

業 に 関 し、2009 年 10 月 15 日、 福 岡 高 裁

泡瀬干潟と周辺海域約 187 ヘクタールを出

那覇支部は、住民勝訴の一審判決をほぼその

島方式によって埋め立て、国の埋立部分につ

まま維持し、沖縄県知事及び沖縄市長に対し、

いては沖縄県に売却し、さらに沖縄県から沖

地方自治法 2 条 14 項及び地方財政法 4 条 1

縄市に約 90 ヘクタールを売却し、基盤整備

項違反を理由として、調査費及びこれに伴う

の上バブル経済時に端を発した一大リゾート

人件費を除く一切の公金の支出等をしてはな

地を形成しようとする時代錯誤も甚だしいも

らない（但し、判決確定時までに支払義務が

のとなっています。

傷ついた泡瀬干潟、閉め切られた第一区域
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住宅街のすぐそばにミナミコメツキガニの大集団

貴重な自然を守るため、2005 年 5 月、公

いるという図式の埋立事業において、当の沖

金支出の差止を求め住民訴訟の形で提訴した

縄市の首長が土地利用計画の全面見直し（埋

のが本件訴訟です。

立区域の半分についてはそもそも埋立自体を
撤回）を表明したにもかかわらず、その見直

（3） 訴訟提起後、住民運動の高まりから、

された方針に基づき新たな土地利用計画が策

2006 年 4 月に実施された沖縄市長選におい

定されるまでの間、工事を止めるわけでもな

て、「検討委員会を立ち上げ事業の是非を再

く漫然と貴重な泡瀬干潟及びその周辺海域の

検討する」ことを公約とする東門美津子氏が

埋立工事が進んでいくという、誰が考えても

事業推進派の対立候補を破り当選し、東部海

おかしな状況が生まれることとなりました。

浜開発事業検討会議（注：沖縄市では泡瀬干
潟埋立事業のことを東部海浜開発計画と称し
ています。）が立ち上げられました。

（4） 2008 年 11 月 19 日に言い渡された住
民勝訴の一審判決は、このような誰が考えて

さらに、一審の審理が終盤にさしかかって

もおかしな状況について、それはおかしいで

いた 2007 年 12 月 5 日、東門市長は、同検

しょというメッセージを司法が示してくれた

討会議の意見などを踏まえ、結論として大要

ものでした。

①「第一区域については、工事の進捗状況か
らみて、今後の社会経済状況を見据えた土地

ところが、沖縄県及び沖縄市は一審の判決

利用計画の見直しを前提に推進せざるを得な

を不服として控訴をし、さらに国、県は、判

い」②「事業着手前である第二区域について

決が確定していないことを理由に工事をその

は、推進は困難、具体的な計画の見直しが必

まま続行するという暴挙に出たのです。控訴

要」との考えを表明するに至りました。

審では、県、市に時間稼ぎをされ、形だけの
新たな土地利用計画の策定とそのような計画

結果、沖縄市のために国と県が埋立をして
8

に形だけのお墨付きを与える御用学者等の意

見書などが証拠として提出されてしまうと、
行政の広範な裁量論の前に、一審の画期的
な判断を維持することは難しいとの判断もあ
り、とにかく新たな土地利用計画を策定され
るまえに高裁の判断を示してもらうことに力
点を置き、速やかな審理を目指しました。
幸い高裁裁判官がこの速やかな審理に理解
を示してくれ、わずか 3 回の弁論期日が開
かれただけで平成 21 年 10 月 15 日のスピー
ド判決を実現し、住民側の作戦どおり、沖
縄市の新たな土地利用計画の策定は間に合わ
ず、一審の判断をほぼそのまま維持する内容

第一区域内のサンゴ（スギノキミドリイシ）

の判決を勝ち取ることができました。
おりのスケジュールに従って見直し作業を進
（5） 従来型の司法の判断の枠組みからする

め、新たに策定されるであろう土地利用計画

と、免許・承認時点までの事情をもとに免許・

に基づく事業の推進の意向を示しています。

承認自体が違法といえなければ、その後の事

豊かな植生、貴重な生物たちの宝庫であっ

情の変化、過大な需要予測と現実との著しい

た泡瀬干潟には、既に強引に進められてきた

乖離等をいくら主張しても全く考慮してもら

工事によるものと思われる悪影響があちこち

えないまま住民敗訴となるのが常でした。

に出てきています。かけがえのない貴重な泡

そのような中、免許・承認当時の判断が違

瀬干潟が有する価値を正当に評価した場合、

法とまではいえなくとも、その後の事情の変

現在沖縄市が策定を進めているような土地利

化により経済的合理性を認めることができな

用計画では、これを上回るような価値（経済

い場合には、費用対効果の観点からそれ以降

的利益）を生むことはおよそ不可能です。

の事業に対する支出は違法となるという判断

折しも 2010 年には、名古屋市で、わが国

の枠組みを示したという意味で一審判決は非

が議長国となり生物多様性条約第 10 回締約

常に意義のあるものでした。さらに、本判決

国会議が開催されることとなっています。議

は、一審判決の判断の枠組みを高裁レベルで

長国の名に恥じぬよう、生物多様性の宝庫で

も維持したということで、同種訴訟にとって

ある泡瀬干潟を守るため、公共事業見直し方

も非常に意義のある重要な判決だと思われま

針を掲げている現政権のもとで本件事業の全

す。

面的中止を実現すべく、国内外からの更なる
要請、運動の高まりが強く期待されるところ

沖縄県も沖縄市も、高裁レベルでの判断と

です。

いう重みを踏まえ上告については断念をしま
した。ところが、沖縄県も沖縄市も、計画見

＜写真提供：泡瀬干潟を守る連絡会＞

直しのための調査費及び人件費について差し
止めの対象外とされたことを契機として、高
裁が示した、沖縄市が現在策定を進めてい
る新たな土地利用計画についての批判を考慮
することもなく、早くも、漫然とこれまでど
9

夕暮れにカモを待ち構える坂網猟師

ラムサール条約湿地
「片野鴨池」の
ワイズユース
石鍋 慎也
（加賀市鴨池観察館レンジャー・
〈財〉日本野鳥の会サンクチュアリ室）

はもちろん、天然記念物であるマガン、絶滅
危惧種であるトモエガモもこの鴨池を利用し
ています。カモをエサとする国内希少野生動
物のオオタカやオジロワシなどの広大な生息
環境を必要とする猛禽類も、この小さな鴨池
を利用しており、面積から受ける印象よりも、
自然界における役割は大きいのです。

＜片野鴨池と坂網猟＞
この小さな溜め池には、生物の営みととも
に、人間と自然の共存の歴史が刻み込まれて
います。片野鴨池は、16 世紀中頃に日本海
の潮風で谷が砂で埋まってできたと伝えられ
ており、1678 年には大聖寺藩主の命を受け

＜小さくて大きい片野鴨池＞
か た の か も い け

片 野鴨池は石川県の南西部にある加賀市

た魚屋長兵衛によって、鴨池西端にトンネル
が掘られ、水が抜かれて水田が作られました。

に位置する、丘に囲まれたわずか 10ha の日

1688 年になると、水田に集まるカモ類を

本屈指の小さな溜め池です。鴨池は小さくと

対象とした坂網猟が始まったと言われていま

も、生物にとっては貴重な生息環境となって

す。この坂網猟は大聖寺藩によって行なわれ、

おり、この鴨池を利用する生物は様ざまです。

銃ではなく、特殊なＹ字の網を空中のカモに

中でも、代表的なのが毎冬に越冬地として
利用しているカモ類であり、マガモやコガモ
10

さかあみりょう

投げつけるという独特の狩猟方法でした。
坂網猟師は鴨池のカモを捕まえるだけで

猟師

はなく、カモを脅かすものからカモを守る働

たことによって、今でも鴨池が存在し続けて

きも行なっていました。坂網猟師のカモを守

いると言えます。

る働きで有名なものでは、戦後、石川県を管
轄下においていたウォーカー中将が、鴨池で

＜鴨池観察館と日本野鳥の会＞

銃猟を行なおうとした際、当時の捕鴨組合が

私たち日本野鳥の会は、1984 年の鴨池観

銃猟の停止を求めて GHQ へ直訴したという

察館設立時より鴨池の保全に携わってきまし

記録があります。組合長は直談判し、アメリ

た。鴨池を利用している生物や、鴨池の歴史

カ軍野生生物課のオースティン博士の協力の

である稲作農業や坂網猟の重要性を来館者の

もとに銃猟停止に結びつけました。命を賭し

方へ伝える普及啓発活動を基本としつつ、鴨

て行なったこの行動から、代代、鴨池を守り

池内の水田や森林の管理といった環境整備

ながら利用してきた坂網猟師としての誇りを

や、ガンカモ類を中心とした環境調査を行な

持っていたことが強く感じられます。

い、鴨池の保全に向けて活動をしています。

自然に任せて、人間がなるべく関わらない

そして、鴨池の保全には、私たちの力だけで

ように守る方法と正反対に、鴨池は人間が自

は足りず、鴨池に古くから直接関わってきた

然を守りながら利用してきたことで 1993 年

地元農家や坂網猟師といった地元住民の力が

にラムサール条約登録湿地となりました。ラ

どうしても必要です。

ムサール条約にある賢明な利用 ( ワイズユー

実際に鴨池の水で稲作をしている地元農家

ス ) という言葉ができる以前から、鴨池では

や、鴨池のカモを狩猟している坂網猟師は、

地元の人びとによってそれが行なわれてきた

鴨池に対し、直接的な影響力を持っているこ

のです。人間が鴨池という自然に関わり始め

とから、鴨池の保全をしていく上でも、私た

てから 300 年間、カモと田んぼ、坂網とい

ち以上に重要な存在なのです。そのため、些

う三つの持ちつ持たれつの関係が守られてき

細なことであっても、鴨池の保全を進める際

ラムサール条約湿地「片野鴨池」
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には、地元農家や坂網猟師と意見や情
報の交換を行なったり、協力して一緒
に汗を流しながら重労働をこなすなど、
「一緒に鴨池を守る」という意識を常に
お互いが持てるように現在も取り組ん
でいます。

＜これからの片野鴨池＞
現在、様ざまな人びととの協力によ
り、鴨池の環境は保たれているものの、
カモの越冬個体数が減少傾向にありま
す。
要因の一つとしては、現代の銃猟の
規制による影響が考えられます。銃を

いっしょに汗を流す、畦作り作業中のレンジャー

撃てる場所が多かった時代でも、坂網
猟師によって銃猟から守られていた鴨池は、

ある山本幸次郎さんから始まり、現在では、

カモたちにとって貴重なねぐらであるととも

他の地元農家の方やボランティア、日本野鳥

に緊急時の避難場所であったため、20 年前

の会が協力して取り組んでいます。

の 1989 年にはおよそ 1 万 3000 羽のカモ類
を記録しています。

また、カモたちが水田で採餌を行なうこと
により、雑草の種子の除去や、排泄物が肥料

現在、石川県にやってくるカモ類の個体数

になることで、除草剤や肥料に近い効果が得

は、20 年前からほぼ平衡状態にあるものの

られることも研究から分かってきています。

近年、銃猟が規制された鴨池の近くにある

このことを活用し、冬期湛水をしてカモを誘

柴山潟では、20 年前の 1989 年にはカモ類

致した水田で、肥料と除草剤を減らして育て

208 羽 の 記 録 で し た が、2004 年 の 銃 猟 規

たお米を加賀の鴨米「ともえ」という名称で

制とともにカモ類の羽数は増加し、2009 年

ブランド化して販売することにより、一番手

には 1989 年の 20 倍となる約 4000 羽を記

間をかけてくださる農家の方に、通常よりも

録しました。一方、鴨池では、20 年前のお

高い利益が生まれるように仕組み作りをして

よそ 1 万 3000 羽から柴山潟と反比例して、

います。

2009 年度にはおよそ 3 千羽という大幅な減
少結果となりました。

カモにも農家にもおいしいお米を作る、と
いうワイズユースを意識した取り組みは、鴨
池以外の自然環境の保全でもとても重要であ

鴨池でのカモ類の越冬個体数を維持する

ると思います。これからも地元関係者と協力

ことは、坂網猟師という鴨池の守り手の存続

し、鴨池という人間と自然の共存場所を守っ

にも繋がることから、鴨池周辺の水田では、

ていけるよう、より一層の努力をしていきた

1996 年よりカモ類の個体数維持を目的とし

いと思います。

た「ふゆみずたんぼ」という取り組みがされ
ています。この「ふゆみずたんぼ」は、カモ
類のために冬にも水を張った水田を用意する
というもので、坂網猟師であり地元農家でも
12

とも

うら

福山市鞆の浦埋立て
架橋計画を止めよう！
松本 宣崇
（環瀬戸内海会議事務局長）

2009 年 10 月 2 日 付 け 全 国 紙 各 紙 一 面
トップには、「鞆の浦埋立て差し止め

景観

が ん ぎ

階段状に石を積み上げた雁木、燈台の役目を
果たす常夜灯、船舶の見張りを行なう船番所、
た で ば

は国民の財産」の大見出しが踊った。07 年

船の修理場である焚場跡、そして石造りの防

4 月、鞆の浦住民が提訴した「鞆の浦埋立て

波堤である波止。風化しにくい材料で造った

架橋計画差止め請求訴訟」に対し「請求を認

構造物が、円弧型の鞆港に巧みに配置されて

める」とした、10 月 1 日の広島地裁判決で

いる。中世の港の要素を全て残す港は鞆の浦

ある。

以外にはない。
また、鞆の浦には狭い路地に国重要文化財

歴史的文化的景観を残す鞆の浦

｢ 太田家住宅 ｣ はじめ中世から近世の「町家」

瀬戸内海のほぼ中央に位置する港町、広島

が多く残されている。

県福山市鞆の浦は天然の良港にも恵まれ、長

イコモス（国際記念物遺跡会議）から 4 度

く繁栄を築いてきた。東西からの潮流がぶつ

にわたり「保存を求める」総会決議と勧告を

かる所、万葉の昔から中世・近世、船の ｢ 潮

受け、国交省も文化庁も ｢ 慎重にならざるを

待ち・風待ち ｣ 港として利用されてきた。

得ない ｣ のは当然であった。

町には、多くの歴史遺産が現存する。ひと
つは中世の港、ふたつには中・近世の「町家」。

埋立て架橋計画は 26 年前の計画

海の干満に合わせて積み下ろしが出来るよう

そもそも計画は 1983 年、鞆の港を 3 分
の 1 埋め立て、真ん中に橋を通すというも
のだった。これは、「経済成長が一万台の通
過交通をもたらす」という、四半世紀前の目
測や価値観によって計画され、当初「バイパ
ス道路」にすぎなかった。ところが時が経つ
につれ、「生活道路」や「町並み保存のため
の代替道路」とその意味を変化させてきた。
そして、反対の声が上がるたび、「地域活性
化」や「生活環境の改善」などといった効能
が付け加えられ、果ては「緊急車両の通過」

国重要文化財「太田家住宅」前。「太田家住宅を守る会」
会長・鞆の浦訴訟原告団長 大井さんから説明を受け
る環瀬戸内海会議第 20 回総会参加者ら
（2009 年 6 月 13 日）

や「土砂災害時の避難地確保」、「高潮による
浸水被害の解消」といった、危機感で住民を
煽る謳い文句が加えられていった。
計画は 2004 年、住民の反対でいったん白
13

紙とされたが、現市長の登場で、にわかに再

文化的歴史的価値を有する景観として、国民

浮上してきた。

の財産ともいうべき公益である。しかも事業
が完成した後には復元不可能である。③埋立
てなど事業が鞆の景観に及ぼす影響は軽視で
きず、瀬戸内海環境保全特別措置法（瀬戸内
法）が公益として保護しようとしている景観
を侵害する。④事業の必要性・公共性の根拠
とする効果は、調査・検討不十分で合理性を
欠くとまで言い切っている。
瀬戸内法では第 3 条で、
「……瀬戸内海が、
わが国のみならず世界においても比類のない

朝日新聞（2009 年 10 月 2 日より）

美しさを誇る景勝地として、また、国民にとっ
て貴重な漁業資源の宝庫として、その恵沢を
国民が等しく享受し、後代の国民に継承すべ

埋立て免許仮差止め申立に対する決定

きものである……」と高らかに謳われている。

2007 年 9 月、住民は本訴の進行とともに、

過去、瀬戸内沿岸の藻場や干潟の埋立て事業

本訴の判決が出るまで免許を下さないよう求
める

仮差止め申立

も起こした。08 年 2

月の決定は「却下」だったが、その内容は非
常にすばらしいものだった。
決定では、 景観利益
の排水権

と

埋立予定地へ

のどちらもほぼ訴えどおり認め、

原告に適格があるとした。また、埋立架橋
事業が景観を破壊することも明確に認めてお
り、却下理由を「仮に埋立て免許が下されて
も、即 （免許の）取消訴訟

に切り替え十

分争える」とした。埋立て免許が下される前
に、このような却下理由を盛り込んだのは、
過去の司法判断からすれば異例中の異例で、

が

ん

ぎ

鞆の浦港・雁木（2009 年 6 月 14 日撮影）

画期的であった。
に法的効力を持たず、ザル法と言われた瀬戸

鞆の浦埋立て免許差止め訴訟判決の意義
広島地裁は 10 月 1 日、鞆の浦の歴史的景
観を享受する利益が法的に保護するに値する
と明快に断じた。

内法を理由に盛り込んだことは特筆してよい
のではないか。
景観を巡る行政訴訟では、行政の裁量権が
広く認められ、これまで原告側敗訴が相次い

判決理由骨子は、①居住者は鞆の浦の景観

だ。和歌山市の景勝地「和歌の浦」の架橋工

による恵沢を享受していると推認され、法律

事をめぐる訴訟や、愛媛県織田が浜の埋立て

上の利益を有する。②鞆の浦の景観は私法上

をめぐる訴訟など景観利益の法的保護は認め

保護されるべき利益であるだけでなく、瀬戸

られなかった。

内海の美的景観を構成するものとして、また、
14

和歌の浦訴訟では 1989 年の提訴時、「歴

鞆の浦港・常夜灯（2009 年 6 月 14 日撮影）

史的景観権 ｣ という概念を初めて盛り込んだ

ながる」（朝日新聞 2009 年 10 月 2 日付）

とされる。敗訴はしたが、2005 年、景観を「国
民共通の財産」と位置づけ、地方自治体の景

鞆まちづくり工房・松居秀子さんは語る

観条例に法的根拠を与え「良好な景観の形成

裁判によって事態の客観性が高まり、メ

｣ を目指す「景観法」施行に繋がったことは、

ディアに取り上げられ、鞆の価値と危機はよ

住民の運動の賜物であり大いに評価すべきだ

り広く知られるようになってきている。周知

ろう。

が進んだとはいえ、2008 年 8 月の福山市長

また、判決は、景観への損害と公共事業に

選結果を見ても、住民意識には多くの課題が

よって得られる利益を行政側が比較し、事業

残っている。低い投票率の中、現職市長が再

の可否を合理的に判断すべきとし、行政に対

選し、結果を 民意 として利用している。「分

し今後公共事業にあたり、景観への配慮を強

かっているけど行動しない」無関心な市民が、

く意識することを迫っている。

問題ある行政を支え、まちづくりを方向付け

とはいえ、行政判断の合理性を検証する仕

ているのだ。地方分権の制度が続く限り、
「地

組みは乏しい。計画策定段階から情報が専門

元市民の意識をどうするか」は、避けて通れ

家や住民に検証可能な形で公開され、開かれ

ない課題であると。

た議論の場が保障されねばならない。

広島県、不当にも控訴
宮崎駿監督のコメント
鞆の浦に滞在してアニメ「崖の上のポニョ」

しかし、10 月 15 日の控訴期限ギリギリ、
広島県は「判決を不服」と控訴した。不服の

の構想を練り、鞆の浦の景観保全運動を支援

中身は、公共事業の裁量権が狭められること

してきた宮崎駿監督は語った。「（判決は）鞆

に尽きる。政権交代に際し、金子一義前国交

の浦の問題だけでなく今後の日本をどういう

相は「鞆の浦を埋め立てないよう」と、前原

風にしていくかというときに大きな第一歩。

誠司国交相に申し送ったというのだが……。

公共工事で何か劇的に変わるという幻想や錯

とはいえ、この金子前国交相も、景観がひ

覚を振り撒くのはやめたほうがいい。不便を

とつの問題となっている国立公園の名勝・小

忍んで生きる。そういう哲学を持たなきゃ。

豆島寒霞渓山ろくの巨大ダム＝内海ダム建設

不便だから愛着がわくというのが人間の心。

には、極めて積極的だった。

便利で静かで穏やかで落ち着いているとこな

か ん か け い

この落差は何なのだろう。

んてない、便利はうるさい、不便も良さにつ
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山から海まで
社会の仕組みを変えよう
辻

淳夫

（伊勢・三河湾流域ネットワーク共同代表）
このままではいけない！

多くの人びとの

思いが、民主鳩山政権を誕生させた。

み、海に排水している流域都市の住民が、そ
の感謝を形にしてお返しする方法を含めて、

力あるものが、保身と利益誘導に動かして

水と食料を産み出す持続的な生産基盤と、自

きた政治を、根底から変える機会がやってき

律的な地域経済を再興させる仕組みを考えよ

た。

う。

「公共事業」という名の暴力が、もっとも
公共的なものである自然環境をこわしてき

この夏、伊勢・三河湾流域ネットワークで

た。新政権は全国のダム事業を凍結し、見

「川の石ころ コロコロツアー」を企画した。

直しに着手したが、見えてきたのは、ダム問

鮎釣りの名所寒 狭川で、川の石ころを見る

題で長年翻弄された人びとの疲労感と、工事

ちょっと風変りなバスツアーに 40 名、案内

で落ちる金を頼りに自立心を失った地域の姿

人には設楽ダム問題でがんばるネット仲間の

だった。市場経済社会の中で、都市に若者を

市野和夫さん、「川の石ころレフェリー」と

吸収され、孤独な老人だけになるまで農山村

して、矢作川の漁協組合長、新見幾男さんに

を放置してきた政治を変え、山からの水を飲

も同行してもらった。

か ん さ が わ

し だ ら

川の石ころコロコロツアー in 豊川
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新見さんは、既に 7 つの
ダムや堰を持つ矢作川で、
「環境漁協宣言」（2007 年）
を出し、最上流部の上矢作
ダム建設に反対してきた方
だ。6 月の伊勢・三河湾流
域ネットワーク総会で、
「こ
れまで、自分の川のことは
自分でやる他ないと思って
いた。しかし、昨年秋の落
ちアユがとても少なかった
のに、この春、意外にも多
くのアユが登ってきた。ま
た遺伝子調査では、天竜川
から木曽川水系まで同じ
と知って、近隣の川のこと

寒狭川の清流で遊ぶ

も考える必要があると悟っ
た」と話された。
いたり、
「川の石ころ」レフェリー新見さんに、
寒狭川は豊川の最上流部で、豊川河口には

寒狭川を見ての感想をうかがった。

日本一アサリの稚貝が生まれる六条潟があっ
て、瀕死の三河湾漁業を辛うじて支えている。

「土台のしっかりした素晴らしい川だが、

寒狭川に計画される設楽ダムは、溜めた水の

底の石が光っていない（苔が食べられてな

6 割を「環境保全用水」としてそのまま川に

い）、海からの登りアユがおらず、今ひとつ

流すというムダなダムの典型だが、ダムが止

元気がない（途中の堰で止められて登りアユ

めるのは水だけではない。干潟に供給される

がこないので養殖アユを放流している）今は、

土砂も止めてしまう。もっと困ることは、ダ

アユが登れる魚道ができるようになったの

ムを造るとその下流は石ころが供給されずに

で、ぜひ魚道をつくってほしい。魚が多いこ

岩盤がむき出し、魚の住める川ではなくなる

とが人びとのエネルギーとなって、川が守ら

と、流域再生活動調査の折、市野さんから聞

れる」と、（豊川の川漁師さんに向けての？）

かされた。アユやアマゴが、どんな石ころの

エールを送られた。

ある川で生きているのかを見たくなり、川の

いろんな話が出た後、小学 1 年生のもか

プロである新見さんに、寒狭川を一緒に見に

ちゃんが、「魚がいっぱいいる川を壊して、

行ってと頼んで実現した企画だった。

ダムは何のためにつくるのですか？」と真っ
すぐに問いかけたのには感動した。

NGO のベテランから家族連れの子どもた

「設楽ダムの建設中止を求める会」代表の

ちまで、みんなで冷たい清流に入って、初め

市野さんが、「他の人はまた別のことを言う

て箱メガネでアユやカワムツなどが泳ぐのを

かもしれないけど、私は全くいらないダムだ

見て大はしゃぎした。昼食にはアユの塩焼き

と思います」と、丁寧に答えられた。

をいただいた後、地元の釣り師に川自慢を聴

もかちゃんが、「いらないダムをつくって
17

魚たちが困ることをなぜするのですか？」と、

危惧種の増大）も重要な指標だが、トンボや

さらに尋ねたら、私たち大人は何と答えられ

メダカなど、どこにもいた普通種が激減し、

ただろう？

旬には当たり前に食べられたおいしいアサリ

前からの計画だから、予算がついたから、

が、貧酸素による青潮で毎年全滅することの

他に仕事がないからと、ホントは良くない、

方が、食糧危機、生存の危機だと分かりやす

したくないと思っても、しなければならない

い。

仕事のように見せかけて、自然を壊す仕事を、
その仕事でお金を得るためだけに続けてきた

ラムサール条約が定義した「湿地」は、
「山

のだから。

から海までの水でつながる生態系」であり、

公共事業なら、いくらでも金を使えるかの

その「ワイズユース」（持続的な利用）を求

ような（国土交通省が国家予算の半分以上？）

めているが、機械力を手にした私たち人間は、

実態を許してきた社会が、ムダと知りつつ、

その奢りと浅知恵で、水でつながる生態系を

止めると倒れる「自転車操業」を続けさせた。

ズタズタにしてきた。

自然を壊し、地域の資源と活力を吸い取って

今こそ、山から海までの流域全体を包含す

きた結果が、途方もなく増え続ける国の借金

る私たちの生存基盤を生命流域（Bioregion）

（国民が貯蓄して貸した）とつながることに、

と捉え直し、かつての、ゆたかな「山の幸」、

気付かなかった私たちの責任も重い。

「里の幸」、
「海の幸」の流域内自給を取り戻し、
自律的、持続的に生きて行ける社会をめざす

折しも「生物多様性 COP10」、一般の認知

ことを提唱したい。

度が低いと言われるが、日本政府にも、企業、

JAWAN も加盟している生物多様性条約市

市民、NGO、そして報道にも、問題の本質

民ネットワークに「生命流域部会」を設立し

が捉えられていないようで心配だ。

た。また詳しく紹介して、その理念を広め、

地球の生命にとって、多様性の減少（絶滅

一緒にやっていただきたいと考えている。

読者の声
いつも諫早干潟に心を寄せて頂きありがとうございます。
9 月のシンポジウム「諫早を考える」では、佐藤正典先生のお話を聞きながら私たちが守ること
ができなかった干潟への思いをかみしめておりました。
佐藤先生とは「むつごろう裁判」でアサリの浄化能力の実験を裁判所で行い、海水を大村湾へ汲
みに行ったり、アサリを元気にするように温かい海水を入れたこと、そして、濁っていた水が、佐
藤先生が陳述している間にみごとに透明になって、裁判官が壇上から降りてきてじっと見ていたこ
となど思い出しておりました。
そして、大阪のムツゴロウ・ラプソディ−のメンバーの唄とおどりがとてもすてきで、全部を観
たくなり武蔵野市の公演に参加することにしました。漁業者のいのちとくらしをかけた裁判も続い
ています。１日も早い開門を願って、微力ですががんばってまいります。
（長崎県諫早市：松田恵子氏）2009 年 11 月 17 日
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2010 年「干潟・湿地を守る日」

キャンペーンのお知らせ
2009 年 12 月

日本湿地ネットワーク（JAWAN）では、長崎
県諫早湾が閉め切られた 4 月 14 日を「干潟・湿
地を守る日」とする全国キャンペーンを毎年春に
実施しています。
「干潟・湿地を守る日」キャンペーンは 1999 年
より始まり、みなさんのご協力で 2010 年で 12
回目となります。
こ れ か ら も 4 月 14 日 ＝「 干 潟・ 湿 地 を 守 る
日」の全国キャンペーンは日本湿地ネットワーク
とみなさんの大切な行事として続けて参ります。
2010 年は名古屋市で生物多様性条約 COP10 が
開催されますので、「干潟・湿地を守る日」と共
に「生物多様性」をキーワードとして注目してい
ます。

観察会（日本野鳥の会・徳島県支部）

諫早干潟の復活と全国の湿地保全を求める日という趣旨を尊重していただき、「干潟・湿地を
守る日」という名称はイベントで自由に使っていただいてかまいません。例年と同様に「干潟・
湿地を守る日」イベントとして、観察会や学習会などを各地でぜひ開催して盛り上げてください。
湿地や干潟を破壊してきた歴史に終止符を打ち、湿地保全の取り組みを前進させるため力を合
わせましょう。
尚、事務局の仕事量が増加し、運営改善が必要となってきましたため、全国統一リーフレッ
ト、干潟・湿地を守る日宣言の作成は休止しています。十分な企画を展開できず申訳ありません。
各地で独自の「干潟・湿地を守る日」宣言を採択していただきたいと思います。
■「干潟・湿地を守る日 2010」キャンペ−ンの内容
4 月 14 日「干潟・湿地を守る日」の前後、３月〜５月の干潟や湿地保全に関連するイベント
はすべて対象になります。自然観察会、シンポジウム、勉強会、講習会、写真展、絵画展、コンサー
ト、映画上演、観劇会、エコツアーなど何でも自由に自主的に開催してください。
チラシや広報に「干潟・湿地を守る日」に参加や協賛と付記願います。JAWAN 加入団体はも
ちろん未加入団体の参加も歓迎します。
参加イベントについては、事前に JAWAN 事務局までお知らせいただければ、ホームページ
でご紹介いたします。イベント終了後の感想・報告や宣言文などもお送りください。
■ 連絡先
〒 338-0832 さいたま市桜区西堀 4-7-1-113
事務局担当 伊藤昌尚 TEL/FAX 048-845-7177
E-Mail jawan2 @ jawan.jp
19

INFORMATION
■ＣＢＤ ( 生物多様性 ) カンパのお願い
いつも日本湿地ネットワーク（JAWAN）の運
営にご協力ありがとうございます。
日本湿地ネットワーク運営委員会より「CBD カ
ンパ」のお願いです。
2010 年 10 月 に 名 古 屋 市 で 開 催 さ れ る 生 物
多 様 性 条 約 COP10（CBD − COP10） は、 も う
1 年前となりました。日本湿地ネットワークは、
2010 年 6 月に名古屋市で総会＆シンポジウム
「生
物多様性と日本の湿地」
（仮題）を計画しています。
全国の皆さまと総会＆シンポジウムでお会いし、
意見交換や交流を図りたいと存じます。
日本湿地ネットワークは皆様からの会費やカン
パなどに支えられ、湿地・干潟の保全活動を行っ
ていますが、運営資金がはなはだ乏しくなってお
ります。つきましては今後１年間、シンポジウム
開催や生物多様性 COP10 参加のため下記の「CBD
カンパ」に一層のご協力を運営委員一同よりお願
い申し上げます。
応募期間：2009 年 11 月〜 2010 年 10 月まで
１年間
ＣＢＤカンパ：1 口 2000 円
（複数口の応募歓迎）
振込み先：郵便振替口座 00170-8-190060
加入者名 日本湿地ネットワーク
※尚、後日、お名前を JAWAN 通信に掲載させ
ていただきます。匿名希望の方は郵便通信欄に
ご記入お願いします。

編集後記
「事業仕分け」前半２日目を見学した。
11 月 11 日〜 27 日までに行政刷新会議が主導
した 2010 年度国家予算の事業仕分けが行われた。
会場は国立印刷局。入り口で身分証明書の提示、
カバンの中身のチェック、ボディチェックと厳し
い。入れば３つに分かれたワーキンググループ
（Ｗ
Ｇ）も出入りフリー。黒い服の報道と事業関係者
が圧倒的に多い感じ。写真撮影録画も制限なし。
各ＷＧの様子を身近に見学できた。
まず省庁責任者（局長クラス）から説明を受け
ると財務省主計局がポイントを指摘する。さらに
仕分け人が次々と質問を発する。最後にとりまと
め役が廃止、見直し、予算縮減などと評決結果を
発表していく。説得力がなければ予算を獲得でき
ない雰囲気は従来とはあきらかに違うところだ。
仕分け人は、天下りの役員は何人か、国がする
べき仕事かと短く質問し、説明者の不明瞭な受け
答えをさえぎることにも遠慮がない。ぼろぼろと
天下り団体の名前が出てくるのにはあらためて驚
いた。そんなやりとりも新鮮な感じで、ガンバレ
と応援したくなる雰囲気であった。事業仕分けに
は、劇場的効果のねらいもありそうだが、これか
らは税金の重みを感じる予算をつくってもらいた
いというのが多くの国民の期待と思う。
（昌）
世界が変わってくれるかもしれない。泡瀬干潟
訴訟が高裁でも勝訴したこと、民主党の政権交代
が実現したこと。うれしいニュースを来年も期待

■ 2009 年度会費納入まだの方はお早めに
JAWAN 会計は厳しい状態が続いています。
みなさまの会費が JAWAN の活動の推進力とな
ります。今年度会費納入の方は、12 月末までに納
入してくださいますようお願い申し上げます。
・個人会費 3000 円／団体会費 5000 円
・振込み先 郵便振替口座：00170-8-190060
加入者名 日本湿地ネットワーク

しましょう。次号通信 96 号は 3 月中旬の発行予
定です。
（恵）

＜読者の声・記者の眼＞募集！
投稿文や写真を歓迎します。
投稿文は 300 文字以内。意見、情報や感想など何で
も構いません。メールやハガキにてご投稿ください。

12 月末期日までに納入がない場合には退会扱
いになることがありますのでご注意ください。

■ＪＡＷＡＮメーリングに加入しませんか
加入希望の方、ご連絡ください。
E-mail 連絡先：jawan 2 @ jawan.jp

写真は、撮影者・撮影日・撮影場所と、30 文字以内
のコメントを添えてメールにてお願いします。
宛先：さいたま市桜区西堀 4-7-1-113
TEL/FAX 048-845-7177
E-Mail：jawan2@jawan.jp

編集協力：東銀座出版社
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