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ウクライナ現地調査報告～被害今なお収束せず～
第二東京弁護士会
2013年５月12日から１週間、日弁連人権擁護大会シン
ポジウム第１分科会の実行委員会メンバーら総勢16名
で、チェルノブイリ原発事故被害の実態を視察するた
め、ウクライナを訪問しました。

中川

亮

線量の高い森のキノコや木イチゴ類も頻繁に採って食べ
ているとのことでした。
1991年、いわゆるチェルノブイリ法が成立して、被災
住民の健康や財産被害に対する補償が規定されました

福島原発事故との関連で、事故後の政府による補償に

が、その後すぐソ連が崩壊したため、新興国ウクライナ

関する法制度の実態、そして、事故とりわけ低線量被曝

には規定どおり補償を行う財政基盤がなく、住民への補

の影響が、子どもたちの健康にどのような被害を与えて

償は法の定めどおりに実行されていないそうです。

いるのか、被災者や医師、政府機関から聞き取ることが
主な目的でした。
一行は首都キエフから北西にバスで２時間、原発100

一行は、事故後、立ち入りが制限されている原発や、
事故直後に住民が避難して放置されたままの周辺の街や
村（の跡）も訪れました。事故を起こした４号機には、

キロ圏の自主避難区域内に位置し、人口６万6000人のう

ソ連時代に急ごしらえで作られたコンクリート製の石棺

ち５万6000人が事故の被災者認定を受けているコロステ

がかぶせられていました。現在は老朽化したため、石棺

ン市を訪れました。NHKで、原発事故、特に低線量被

の上からかぶせる巨大なアーチ型覆いの工事の真最中で

ばくの影響が子どもたちの健康に被害を及ぼしていると

した。４号機内には今も溶けた核燃料が堆積しており

報じられた街であり、同地での関係者からの聞き取り （その形状から「象の足」と呼ばれているそうです。）、
は、今回の調査のメインテーマでした。

線量計は人体に悪影響を与えかねない放射線量を示して

訪れた市内のある学校では、全校生徒705人のうち、 いました。
通常の体育のカリキュラムが行えるのは210人に過ぎず、

原発の北約４キロ、原発で働く人達の居住地だったプ

その他の生徒は運動量を減らすなどの対応が取られてい

リピャチ市は、事故翌日の1986年４月27日に５万人の全

るということでした。「教師の実感としては、事故の影

住民が避難したままの姿で残っていました。主のいない

響があると考えざるを得ない」と、校長は語りました。 高層アパート群、玩具が散乱したままの幼稚園、間近に
一方で「子どもの体力低下は全国的世界的傾向」と影響

迫っていたメーデーの飾り付け、共産党幹部の肖像画…

を否定する医師もいました。事故から27年経っても因果

時間が止まった街で聞こえるのは、ただ風の音と線量計

関係をめぐる議論は収束していないのです。

の警報音だけでした。第２、第３の「チェルノブイリ」

ウクライナの平均的家庭の月収は、月３万円ないし
４万円程度と聞きました。子ども７人を抱える同市のあ

を出してはならない。改めて心に刻むこととなりまし
た。

る一般家庭は、主な食糧は家庭菜園で自給自足し、放射
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ドイツ・スイス現地調査報告
～脱原発の背景を探る～
愛知県弁護士会
1

はじめに

藤川

誠二

老朽化した原発を停止することを発表し、その数か月後

本年度広島で行われる日弁連人権擁護大会シンポジウ

には国民的議論を経て2022年までに脱原発を行うという

ムの第１分科会の実行委員有志により、５月21日から24

決断をしました。この時には、様々な分野の専門家から

日までの日程で、ドイツ及びスイス調査が行われまし

組織された倫理委員会等による徹底した議論も行われま

た。この調査では、福島第一原発事故後、脱原発政策を

した。

明確にしたドイツとスイスにおいて、福島原発事故がど

⑵

スイスの状況

のような影響を与えたのか、また、脱原発政策を採るに

スイスでは、原発が５基稼働しており、２基について

至った理由・背景、脱原発後の代替エネルギー政策等に

は世界で稼働中の原発で最も古いものでした。老朽化原

ついて各国の状況を調査することを目的としました。

発については新たに作り替える予定をしていました。そ

2

して、福島原発事故の約１か月前に、新規原発建設の可

視察概要

視察の日程としては、５月20日にドイツ入りし、21、 否を問う国民投票が行われ、約52％が賛成という結果が
22日はベルリンで調査、22日夕方にスイスへ移動し、 得られており、新規原発設置についての具体的な手続が
23、24日はスイスにて調査を行いました。21日は午前に

進みつつある状況でした。

ドイツ在住の日本人ジャーナリストである梶村太一郎氏

ところが、福島第一原発事故後の2011年５月、内閣は

から、ドイツ国内の脱原発及び自然エネルギー普及の現

今後原発を新設しないと発表し、事実上、脱原発政策へ

状等についてレクチャーを受け、午後は、ドイツ緑の党

と転換しました。そして、エネルギー需給について構造

の国会議員の政策スタッフから今後のエネルギー政策等

改革していくためのロードマップである「エネルギー戦

についてヒアリングをしました。22日は、ドイツ自由大

略2050」の策定を進めつつありました。

学において、政治学者であるLutz Metz教授からドイツ

4

調査の成果

の原子力政策について、また福島第一原発事故後にドイ

福島第一原発事故から２年以上経ち、ドイツでは、脱

ツで組織された倫理委員会の委員を務めたミランダ氏か

原発の議論は既に過去のものであると認識されていると

ら同事故後のドイツでの議論についてヒアリングをしま

のことでした。原発維持に積極的であったメルケル首相

した。

だけでなく、ドイツの原発関連企業も方針転換を明確に

23日は、午前にスイス・バーデン市長から同市におけ

したとのことでした。そして、ドイツの現在の関心は、

る原発に対する方針、エネルギー政策等について、午後

放射性廃棄物の最終処分問題と再生エネルギーに関する

は福島にも何度も訪れているジャーナリストのスーザ

問題（買取制度、送電網の整備等）であるとのことでした。

ン・ボース氏からスイスでの脱原発及び今後のエネル

スイスについては、ドイツほど脱原発についての社会

ギー政策についてヒアリングをしました。24日は午前

的な合意が明確というわけではなく、事実上新規原発の

に、スイス・エネルギー環境省を訪問し、午後は、スイ

設置申請手続が止まっているだけということでした。しか

ス緑の党の国会議員と脱原発訴訟の原告側代理人である

しながら、今後数年間で原発による約40％の電力を代替

ライナー弁護士からスイスの原発訴訟の現状等について

エネルギーでカバーするためのエネルギーシフトと電力

ヒアリング及び意見交換をしました。

需要を減らすための法案に関し、国民的議論がされる予

3

福島原発事故前後のドイツ、スイスの状況

定であり、社会的に大きな転換期を迎えている状況でした。

⑴

ドイツの状況

日本から遠く離れたドイツとスイスにおいて、福島原

ドイツでは、1970年代から脱原発の市民運動が活発に

発事故の影響が強く及んでいることに改めて驚くととも

行われ、2000年には当時の連立政権により脱原発の合意

に、甚大な原発災害を経験した日本では、なぜいまだ原

がされるに至りました。ところが、2010年秋に現メルケ

発維持政策が推進されようとしているのか、なぜ原発が

ル政権により既存原発の稼働延長が決定され、脱原発政

必要なのか、今一度福島原発事故を振り返り、国民が一

策は後退しつつある一方で、脱原発を求める市民運動が

人一人将来のエネルギー問題について問題意識を高める

再燃しつつある状況でした。

必要があるといえます。

福島原発事故後、ドイツでは、事故のわずか３日後に
2
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福島県・栃木県現地調査報告
岩手弁護士会
1

はじめに
廃棄物部会では、本年５月26日から28日の３日間、福
島第一原発事故に伴う放射性廃棄物の処理等に関する実
情把握を目的とする調査を実施しました。当日は、指定
廃棄物処分場の設置で揺れる栃木県矢板市などを担当す
る班と、除染作業に伴う廃棄物の取扱いや避難区域の一
部解除、津波被害からの復興など様々な論点に直面する
福島県南相馬市を担当する班に分かれ、３日目に福島市
で合流し、同県庁と福島環境再生事務所からの聴取を行
いました。本稿では、主に矢板市と南相馬市での視察内
容を取り上げます。
2 矢板市
矢板班は、矢板市民同盟会（住民団体）、矢板市、栃
木県の聴取と矢板市の現場候補地を視察しました（他、
福島市及び住民の聴取と除染状況などの視察も実施）。
いわゆる放射性物質汚染対処特措法の制定に伴い、放
射性セシウム濃度が1kgあたり8000Bq（ベクレル）超の
汚泥など（指定廃棄物）の最終処分場を１県各１か所ず
つ設置する基本方針が閣議決定され、2012年９月には、
栃木県の候補地として、矢板市塩田大石久保の国有林野
が公表されました（他に候補地が明示されたのは、茨城
県高萩市のみ）
。
栃木県庁の説明では、「茨城県では、高萩市が候補地
に挙がる前に、環境省の担当者が県職員と一緒に事前に
現地を踏査したようだ。しかし栃木県では、具体的な候
補地が挙がれば市町村に言わざるを得ないと環境省に伝
えていたところ、何の打診もなく突然に矢板市が選定さ
れた」とのことです。
当然ながら矢板市側は猛反発し、候補地の白紙撤回を
目的に結成された「矢板市民同盟会」が中心となって、
高萩市とも連携し様々な運動を展開してきました。同盟
会の説明では、人口約３万人の矢板市で「１万人集会」
を成功させたとのことです。
環境省は、昨年末の政権交代後に過去の取組を検証
し、本年２月、候補地選定を一旦取り下げ、選定プロセ
スを見直すことにしました。同盟会の運動が成果を上げ
たのです。
現在、国の指定廃棄物処分等有識者会議で候補地選定
の再検討が進められ、栃木県内でも市町村長の会議で議
論がなされています。しかし、矢板市によれば、最終処
分場を１県各１か所ずつ設置するのとの基本方針が規定
路線化し、県内の他の市町村からは「やはり矢板市に
…」との姿勢が見られるため、孤立感を余儀なくされて
いるとのことでした。
3 南相馬市
南相馬班は、南相馬市及び市内の住民グループの聴取
と、市の一般廃棄物処理施設（原町クリーンセンター）、
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小保内

義和、愛知県弁護士会

濵嶌

将周

仮設焼却炉予定地、津波による被災廃棄物の仮置き場、
放射性廃棄物（除染土壌など）の保管場所のほか、原発
被害で居住等が困難となっている近隣町村（避難指示解
除準備区域）を視察しました。
南相馬市の聴取では、30km圏外の除染等を担当して
いる同市が、国と住民との板挟みに遭いながら地道に除
染作業や除染廃棄物の暫定保管（仮置き）を進めている
ことが説明され、津波被害からの復興や被災瓦礫の処理
等も含め、原発被害が様々な形で足枷となっていること
が窺われました。
原町クリーンセンターでは、市内から収集した一般廃
棄物の焼却灰のうち飛灰のセシウム濃度が8000Bqを超
える（１万Bq程度）ため、フレコンバックに入れてコ
ンクリート製の大きな箱（以下写真。最終処分場と隣接）
に仮置しており、当方の測定では箱の付近で0.4μsv/h
（マイクロシーベルト毎時。以下単位の表示は省略）、セ
ンターの他の箇所や市の中心部（地表1m）で0.2の測定
値でした。南相馬市は沿岸の線量が低く、小高区でも国
道沿いでは0.1程度しか測定されません。それなのに、
今も多くの被災家屋や瓦礫が放置され復興から取り残さ
れた光景が広がり、強い怒りを禁じ得ませんでした。
地元住民との懇談では、行政の除染作業に関する疑問
（作業後に数値が元通りになる、敷地の広い農家などで
も限られた範囲しか作業しない等）が呈されたほか、
「20km」などの線引きで近所同士の取扱いが大きく異な
る理不尽さ、野生動物等に荒らされた小高区の家屋の悲
惨な様子など、具体例を通じて被害の深刻さや行政等へ
の不信が説明されました。
福島市への移動前に飯舘村内でも一般廃棄物処理施設
（膨大な除染廃棄物の仮置き場）を視察したほか南相馬
よりも遥かに高い線量を確認し、改めて高線量地域の住
民等の救済や復興支援の必要性を痛感しました。

高濃度の飛灰（フレコンバック）を保管しているコンクリ
ート製の箱
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辺野古・大浦湾現地調査報告
仙台弁護士会
1

はじめに

鶴見

聡志

周辺に存在する海草の藻場も壊滅的な打撃を受けること

自然保護部会と水部会13名は、2013年７月７日から８

になるでしょう。今後、新基地埋立による辺野古の藻場

日にかけて、沖縄県名護市の辺野古・大浦湾の現地調査

の壊滅的影響により、海草のみをエサとするジュゴンは

を沖縄弁護士会の協力のもとで行ないました。辺野古・

同海域で生息することができなくなるでしょう。実際に

大浦湾は、沖縄県宜野湾市の普天間飛行場の移転先候補

行われた辺野古アセスも、上記のような影響が正しく評

地として今年３月末に国から公有水面埋立の承認申請が

価されているとはいえません。これらの点からいえば、

なされた地域です。私たちは、辺野古新基地滑走路予定

上記埋立は、環境への配慮が不十分であり、公有水面埋

地等の海上のほか、カヌチャリゾート、ジュゴンの見え

立法の定める国土利用上適切かつ合理的であること及び

る丘、辺野古海岸のテント村、名護市役所を訪問しまし

環境等に対する配慮等の見地（同法第４条第１項第１

た。

号・２号）から疑問を呈さざるを得ません。

2

4

辺野古・大浦湾の自然

公有水面埋立手続

辺野古・大浦湾は、名護市東部沿岸に位置し、沿岸地

名護市では、視察当時、辺野古埋立申請の告知・縦覧

域は海草藻場となっているだけでなく、絶滅危惧IA類

が行われていました。しかし、埋立手続が社会問題化し

のジュゴンが生息し、甲殻類だけでも36種の新種と25種

ている一方で、分厚いファイル６冊にも及ぶ埋立承認申

の日本初記録種が発見された生物多様性の富む貴重な地

請書一式に目を通しに来る市民は皆無でした。もっと

域とされています。

も、名護市長が「辺野古の海にも陸にも新しい基地はつ

海上から眺めると、Ｖ字滑走路予定地に遠浅の豊かな

くらせない」という公約をかかげて当選するなど、埋立

海と海草の藻場が大規模に広がっているのがわかりま

に対する市民の関心は低くはありません。名護市として

す。大浦湾東部に船を移動すると、眼下にアオサンゴ群

は、環境団体等からの情報収集や市民の意見を踏まえ

落が広がっているのが確認できます。ほとんどの沿岸が

て、市長意見書を出す予定となっています。

埋立地となっている沖縄本島にあって、辺野古・大浦湾

同市は、埋立が行われる地元の意見が知事の判断に影

が、いかに貴重な自然が残っている地域であるか実感さ

響を与えるような重いものとなることを期待しているよ

せられます。

うですが、今後の公有水面埋立法の見直しを検討するに
際しても、名護市などの地元市町村の意向をいかに埋立

3

新基地建設埋立予定地

の承認や許可に反映させるかが検討課題となるでしょ

一方、辺野古・大浦湾には、米軍のキャンプ＝シュワ

う。また、今後公有水面埋立法を沿岸地域の保全や再生

ブがあり、新基地建設の埋立予定地とされています。私

のための法制度へと転換していくためにも、国の承認申

たちが訪問した当時は、公有水面埋立承認申請手続の補

請に対する沖縄県の対応も注視していく必要があるで

正が終了し告示・縦覧の最中でした。海上から同キャン

しょう。

プを眺めると、宿舎などの各施設は、キャンプ西側に移
設されるなど着々と埋立の準備が進んでいるのがわかり
ます。埋立については、面積が160ha、作業ヤードの埋
立10ha、進入灯の長さ1350m、埋め立て土砂必要量2100
万m3となっています。うち200万ｍ3は辺野古ダム周辺、
200万ｍ3は新飛行場の整地により調達し、残り1700万ｍ3
は県内外の海砂を使用するなど、大規模な埋立事業と
なっています。
辺野古ダム周辺地域からの土砂の流入に関しては、外
来種の流入など、生物多様性の保全という観点から周辺
環境への影響も強く懸念されます。また、埋立予定地
は、海草分布度が高いところが含まれます。埋立により
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公有水面埋立法埋立承認申請の縦覧（名護市役所）
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泡瀬現地調査報告―トカゲハゼの保全
東京弁護士会
1

調査の概要
2013年７月６日から８日にかけて、自然保護部会は水
部会とともに、沖縄県における公有水面埋立の実情を調
査するため、沖縄本島東海岸の南部にある中城湾泡瀬干
潟と新港地区（旧川田干潟）、中部にある辺野古、そし
て沖縄県庁を訪ねました。このうち、辺野古についての
報告は水部会に譲り、ここでは、自然保護部会が継続的
に調査研究してきた「生物多様性オフセット」に関わる
事例の一つとして、泡瀬干潟埋立と新港地区埋立におけ
るトカゲハゼ保全の実情について報告します。
調査に当たっては、現地で、泡瀬干潟を守る連絡会共
同代表・写真家の小橋川共男さん、同事務局長前川盛冶
さん、沖縄野鳥の会会長山城正邦さんらに案内を、県庁
で、港湾課、企業立地推進課等による説明を、それぞれ
受けました。
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中城湾におけるトカゲハゼ保全の歴史
トカゲハゼは泥質干潟に棲む全長15cm程のハゼの一
種で、日本では名護市大浦湾と中城湾にのみ生息し、そ
こが世界的な分布の北限になっています。主要な生息地
は中城湾の北部にある新港地区周辺と、南部にある佐敷
東地区で、新港地区のすぐ南に位置する泡瀬干潟にも少
数ながら生息しています。2013年３月に行われた最新の
調査結果では中城湾全域で987匹、泡瀬干潟で11匹の成
魚が確認されました。環境省及び沖縄県のレッドデータ
ブックにおいて絶滅危惧種にランクされる希少種で、中
城湾全体の健全な自然環境の指標的存在となっています。
沖縄県は、中城湾における埋立に際してはトカゲハゼ
の生息に配慮することとして、1989年からトカゲハゼの
生態調査を始め、1990年に設置した中城湾港干潟生物生
息環境等保全委員会より「トカゲハゼの生息地等の保全
と新たな生息環境の創出」という提言を受け、1992年の
新港地区第２次埋立免許においては環境保全に関し講じ
る措置として「事業の進捗に応じて新たな生息地の創出
に努める」こととし、1993年から1998年にかけて新港地
区周辺に８か所の人工干潟を造成し、1995年から2009年
まで人工増殖または佐敷東地区から採取した幼魚合計
4592匹を放流しました。なお、2000年の泡瀬干潟埋立免
許の環境影響評価書においても保全措置として「新港地
区において成功している泥質による人工干潟の実績を考
慮し」
、
「人工干潟を創造し、トカゲハゼ等干潟生物の生
息環境を創出」するとしましたが、その後の埋立面積の
縮小に伴い、人工干潟の創造は実施していません（既存
生息地の底質の改良試験が実施されています。）。
人工干潟は成功したとはいえない
新港地区における人工干潟の創造は、埋立による旧川

若井

英樹

田干潟喪失の代償措置であり、もし、トカゲハゼの生息環
境が保全・拡大され、その数が維持され、さらに増加した
のであれば、埋立そのものの当否は別として、
「生物多様
性オフセット」の成功例として評価することができます。
現に前記環境影響評価書は、新港地区における人工干
潟の創造が成功したといっていますが、その後の状況を
含めてトカゲハゼの数の推移をみれば、成功したとはい
えません。1989年３月に363匹いましたが、1992年に第
２次埋立が着工された後急減して、1995年３月にはわず
か21匹です。これが、同年11月から開始された人工干潟
への幼魚の放流によって増加に転じ、2003年４月のピー
ク時には1612匹に達しました。あたかも人工干潟が成功
したかのごとく見えますが、2009年11月に放流が打ち切
られた後はほぼ一貫して減少し、現在ではわずか200匹前
後に減っています。これは第２次埋立着工前より少ない
数です。
人工干潟は、現在、河川改修により泥土の流入が減少
した上、国内移入種のヒルギダマシが繁茂して、陸地化・
乾燥化が進行しています。一時期トカゲハゼの数が増え
たのは幼魚の継続的な放流によるものとみられます。
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生物多様性オフセットについて考える
新港地区における人工干潟を現状のまま放置すれば、
トカゲハゼは、再び、絶滅の危機を迎えることになるで
しょう。生息地として機能させるためには、ヒルギダマ
シを除去し、泥土を補給し、さらに幼魚を放流するな
ど、多くの作業を必要とします。
自然が長い年月をかけて形成してきた生息環境を消失
させ、その代償として、同等以上の生息環境を人工的に
造るというのは容易なことではありません。新港地区に
おける人工干潟の現状は、生物多様性オフセットの問題
点を示しています。
最後に、泡瀬干潟で生物を見つけて歓声を上げている
小学生の写真を添付しました。
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泡瀬干潟の子どもたち
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生物多様性保全のための代償措置
～千葉県「成田新高速鉄道線」及び「北千葉道路」
建設事業におけるヨシ原造成事業～
兵庫県弁護士会

吉江

仁子

環境影響評価制度では、環境保全措置の検討に当たっ

関し、植物及び鳥類の専門家の意見を聞きながら進めて

ては、環境への影響を回避し、または低減することを優

いるとのことでした。上記２工区では、ヨシ原の定着を

先した上で、必要に応じ代償措置の検討が行われるべき

図るとともに、2007年から両生類などのエサとなる生物

旨が規定されています（環境影響評価法に基づく基本的

の生息状況を調査してきましたが、2013年からは、上記

事項及び主務省令）
。

検討委員会の指摘を受けて、鳥類の生息状況の調査も始

千葉県「成田新高速鉄道線」及び「北千葉道路（印旛

めているそうです。

～成田）
」
（起点印西市若萩、終点成田市大山、延長約

現場は、ヨシが人の背丈ほども生い茂り、鳥類の鳴き

13.5km）は、首都圏等からの成田国際空港へのアクセ

声も響いており、豊かな生態系があることを伺い知るこ

ス強化や地域の活性化等を企図したものですが、千葉県

とができました。このまま、工事が進み、道路が開通し

立自然公園の特別地域に指定されている北印旛沼を橋梁

た後も、鳥類の営巣に支障なく、生態系が保全されるこ

（印旛沼渡河橋

延長450m）で渡河します。そこで、こ

とを願ってやみません。

れらの事業では、上記環境影響評価における代償措置と
して、橋梁敷設のために失われるヨシ原の代わりに、印
旛沼内２か所（
「北須賀工区」と「大竹工区」）で、各4ha
ずつ合計8haの新たなヨシ原の整備を行い、それによっ
て、同沼周辺に生息するサンカノゴイ（コウノトリ目サ
ギ科・絶滅危惧1B類（環境省レッドリスト））等湿地性
希少鳥類の生息地が代償されることを企図しています。
自然保護部会では、去る７月４日、３名の委員で、北
千葉道路建設事務所を訪問し、ヨシ原造成事業の現場を
案内していただきました。
本事業では、
「ヨシ原の順応的管理に関する検討委員
会」を年３回開催し、ヨシ原の定着及び生態系の保全に

サンカノゴイ
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ヨシ原造成全体図
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群馬県高崎・前橋マンション調査、武蔵小杉超
高層マンション群調査～マンションの行く末
京都弁護士会
はじめに ２つの調査の目的
今回の２つの調査は、マンションの朽廃・空家化が最も進
行している地域の一つである群馬県の高崎市・前橋市（６月
７日）と、対照的に、今なおタワー（超高層）マンションが
林立し続ける川崎市武蔵小杉（７月５日）において行いました。

飯田

昭

唯一の居住区分所有者（女性）から話を聞くことができま
した。現在、月額5000円の管理費を徴収してますが、支払は
半数程度で、80万程度しか管理組合
の預金がなく、弁護士にも頼めない
し、管理会社も雇えないとのことで
す。給排水設備の劣化も激しいけれ
ど、対策もとれません。
7 朽廃／荒れ放題のマンション
元々は、パチンコ店が経営してい
た賃貸マンションですが、倒産しま
した。現在は、賃貸人が全部退去し、
荒れ放題の廃墟になっていました
（写真１）朽廃したマ
（写真１）
。

第１ 群馬県高崎・前橋マンション調査
人口が急減する中での空家の問題は、一戸建てでも同様の
問題ですが、強固な建造物である上、権利関係の輻輳するマ
ンションの場合、建て替えや取り壊しさえ事実上不可能な場
合が多く、高齢化・無関心・資金不足等で管理組合が機能し
なくなれば、管理自体が崩壊します。
調査は、群馬県内のほぼ全棟の調査を繰り返し行っている
ンション（前橋市）
松本恭治氏（松本地域再生研究所）より、事前レクを受けて
資料を読んだ上で、同氏の案内により６月７日に行いました。 第２ 武蔵小杉タワーマンション群調査
以下、いくつかの典型例を記します。
1 武蔵小杉に林立するタ
1 高崎駅近辺の７階建て老朽化店舗付分譲マンション
ワーマンション（写真２）は、
階段、屋上等の補修がなされていません。屋上は、歩行可
JR横須賀線の新駅ができ、こ
能状態にもかかわらず、仕切りガラスが外れた状態のままで
れまで12棟、１万2000人の人
あり、転落の危険があります。
口が増加し、2030年度までに
2009年に管理会社が倒産し、管理組合の預金が紛失。現在
は20棟、8700戸、 計 画 人 口
は別の管理会社が管理していますが、高齢化した住民は管理
２万6000人になるといいます。
会社任せで管理組合は機能していませんでした。
拠点開発地域に林立するタ
2 高崎市の商店街（さびれている）のビジネスホテル・店
ワー（超高層）マンションは、 （写真２）林立するタワーマ
ンション（武蔵小杉）
舗併設分譲マンション
高額にもかかわらず早期に完
地下～２階が店舗、３～５階がホテル、８階建て、住戸は
売しています。
40で半分が空家。
確かにアクセスは良いです。殊に、駅直結のタワーマン
店舗は最近１階に「合法ハーブ店」が入りましたが、大半
ションは、どのような天候であっても、濡れずに東京、横浜
は空室です。地下街もありましたが全滅で地下入り口の
等各地にアクセスできます。買い物、医療、保育、図書館も
シャッターは閉じたままです。
完備しているという意味では、コンパクトシティの最たるも
ホテルは一度倒産（2000万円の管理費等を滞納）し、長ら
のともいえるでしょう。
く競落人がいませんでしたが、ようやく「Ｐホテル」が落札
しかしながら、上層階と下層階などの「収入格差」の問題
（1100万）しました。残金は回収できないままです。
や、タワーマンションの横にタワーマンションが林立するた
3 やや郊外のワンルーム分譲マンション
め、上層階の億ション部分を除いては、眺望、日照も将来に
ほとんどが空室で、１階の一室のみ学生が賃借していまし
保証される訳ではなく、数年で日影になるおそれがあります。
た。車が無いと生活できない地域です。
駅直結マンションでは、10年ごとに多額の修繕積み立て一時
4 市街地の地下～２階店舗の10階建て分譲マンション
金を別途徴収するシステムであり、区分所有者が本当に支払
地下店舗は風俗店、１、２階店舗は空室です。住戸部分も
可能なのでしょうか。さらに、大型店舗及び元地権者のパチ
大半が空室で、廊下、階段には退去者が残した物が散乱して
ンコ店との複合マンションであり、倒産問題が起きれば将来
おり、管理組合は、ほとんど機能していないようです。
「巨大な廃墟」になるおそれはないのでしょうか。
5 住宅供給公社が分譲した低層（２階建て）店舗併用（＝
他方、周辺低層住居には、日照阻害は勿論、我が国では風
下駄履き）マンション。
害対策がほとんどなされていないため、ビル風が襲いかかり
１階店舗と２階住戸は同一所有者のいわゆる店舗付下駄履
ます。
「まち」としては、
「ヒューマンスケール」どころか、
きマンション。
乱杭状の景観と空の切り取り、日照阻害、ビル風等で足下の
「Ｎ団地」
「中央商店街」
（専門店街）として分譲当時は栄え
居住空間の快適性は全くありません。調査日当日も、駅構内
ましたが、現在では店舗はほとんどがシャッター街で、修繕
から一歩出れば、猛烈な風にさらされ続けました。
費用も不足しています。
2 右肩下がりの人口減少で、空家が続出する中で、超高層
かろうじて救われると思ったのは、高層でないため、比較 （タワー）に集中させることは、子育てや高齢者の住環境と
的大規模修繕は容易で、取り壊しも可能なことです。
いう意味でも、到底問題があると思うのですが、この点に対
6 やや郊外の小規模（５階建て、20戸）分譲マンション
する調査も公的には行われていません。
落雷事故により、エレベーターが使用不能になりましたが、
都市法制の抜本的改革は、
「持続可能性」がキーワードと
修復費用のストックはありません。
されなければなりません。また、マンション政策も、これまで
現在は過半数が空家のため、かろうじてもっていますが、 の中高層・30年耐用・売り逃げから、中低層・100年耐用・管
老朽化した浄水槽がオーバーフローしています。居住は区分
理組合のコミュニティが維持できる構成等を、都市法制の中
所有者は１名のみで、10戸程度賃借人がおり、他は空室です。 に位置付けて、抜本的に転換しなければならないと思いました。
公害・環境ニュース55号（2013年9月）
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シンポジウム「公共事業とわたしたちの未来
vol.2」報告
東京弁護士会

西島

和

日弁連は昨年、
「公共事業改革基本法試案」を発表し

いる防潮堤整備の問題点を報告いただきました。「平地

ました。この試案は、人口減少・財政悪化という時代の

の人が住めないところに200億円もの費用をかけて防潮

変化を踏まえ、新規公共事業の必要性を厳しくチェック

堤を整備するというようなことがすすんでいるが、それ

することを内容としています。

はやがて税金や維持管理費などの負担となる。防潮堤

これに対し、
「国土強靭化」をすすめる安倍政権が成

は、軟弱地盤である海岸付近に作られるため、矢板を打

立させた2012年補正予算・2013年当初予算では、公共事

つ構造になっているが、この構造により陸域と海域との

業予算が増額され、必要性が議論されないまま新規事業

水循環が遮断される。生態系への影響のほか、陸に近い

に多額の予算がつきました。５月に自民・公明両党が国

ところでしかできない牡蠣やホタテの漁獲にも悪影響が

会に提出した「防災・減災等に資する国土強靭化基本法

あると懸念している。ところが、事業をすすめる行政の

案」
（以下「国土強靭化法案」といいます。）が成立すれ

担当者からは『生態系に影響ありません』とだけ説明さ

ば、新規事業の根拠法がさらに増えることになります。

れる。最近では住民説明会が一般住民に告知されること

そこで、日弁連は、７月６日、「公共事業とわたした

なく非公開で行われる状況である。復興を目指す住民の

ちの未来vol.2～国土強靭化と被災地復興のいま、新しい

思いを防潮堤が阻んでいるように思える。」という報告

公共事業と地域経済のこれから」と題してシンポジウム

に、環境影響評価法など意思決定過程への参加を充実さ

を開催し、
「国土強靭化」の問題点を検討するとともに、 せることの重要性を改めて感じました。
東日本大震災被災地の「復興」の実現や、旧来型の公共

3

事業に頼らない「自立的な地域経済」の実現へ向けた議

新しい公共事業と地域経済
環境カウンセラーのつる詳子（つる・しょうこ）さん

論を行いました。

からは、熊本県荒瀬ダム撤去による球磨川流域の自然環

1 「国土強靭化」への疑問

境の変化、地域経済の変化を報告いただきました。「川

シンポジウムでは、まず、筆者より、「公共事業への

辺川ダム問題では、住民と行政が対立していたので、当

財政出動で景気が回復する」という考え方に批判的な専

初、事業者（国）は資料提出や説明を拒んでいた。荒瀬

門家の見解が複数あり、「デフレ脱却には成熟社会にお

ダム撤去は、地域が望む公共事業で対立がないので、事

ける国民の便益を増大させる分野の雇用を創出するよう

業者は資料を隠さず出し、丁寧に説明してくれる。荒瀬

な公共投資が必要」等と指摘があること、また、国土強

ダム撤去で、球磨川には魚が戻って来て、地元のウナギ

靭化法案は、いわゆる「老朽化インフラ対策」を実効的

が一年中店頭に並んでいる。流域の『水とおし』をよく

に解決できる構造・内容を備えていないことを指摘しま

することで、人間を含めた生物、地域が生き返りつつあ

した。

る。」と報告され、「荒瀬ダムの実績を、河川政策を考

法政大学教授、弁護士で、公共事業に関し多数の著作

え、自然復興の事業をおこすきっかけにしてほしい」と

を発表されている五十嵐敬喜（いがらし・たかよし）さ

呼びかけられました。

んは、
「防災・減災等に資する国土強靭化基本法案」に

4

公共事業改革基本法試案で新しい公共事業を

ついて「法案は、防災・減災については既存の法律の

公共事業改革基本法試案作成・とりまとめの中心と

「屋上屋」にすぎない一方で、国会の多数派が旧来型の

なった当委員会委員の鈴木堯博（すずき・たかひろ）さ

新規公共事業を中央集権的にどんどんすすめられること

んからは、「環境問題、財政問題、少子高齢化問題など

になり、問題だ」と警鐘を鳴らされ、「人口減少社会で

に対処し、持続可能な社会をつくるために、様々な視点

どのように安全な社会を構築するか、制度論、組織論を

から公共事業のあり方を転換していかなければならな

深めなければならない」と問題提起されました。

い。そのために日弁連の『公共事業改革基本法試案』実

2

現へ向けてあきらめずに取り組みたい」と提言されまし

防潮堤と被災地復興
NPO法人「森は海の恋人」副理事長で、宮城県気仙

沼で漁業を営み、東日本大震災で被災された畠山信（は
たけやま・まこと）さんからは、被災地ですすめられて
8

た。
公共事業改革の必要性、有用性を再認識させられた有
意義なシンポジウムでした。
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すべての水俣病被害者の救済を求める日弁連の取組
東京弁護士会
1

行政の「最小限救済」の原則に対抗して
行政は、水俣病の線引きをし、その線に届かない被害
者を切り捨ててきた、というのが水俣病の歴史です。
水俣病認定基準の「昭和52年判断条件」に合致しない
者は水俣病でないとして認定申請を棄却しました。棄却
された者は司法救済を求め続けました。
2009年に制定された「水俣病被害者の救済及び水俣病
問題の解決に関する特別措置法」（特措法）の救済対象
者は、
「居住地域」と「出生年」で線引きされました。
対象外とされた者は、最近続々と、司法救済を求めて新
たに訴訟を起こしています。
特措法救済措置の申請受付は、2012年７月末に締め切
られたために、胎児性・小児性水俣病患者を含む多数の
潜在患者が救済から取り残されています。
行政は「最小限救済」の原則を貫こうとしてきまし
た。これに対抗して、被害者は司法救済を求めてたた
かってきました。
2

最高裁判決に関する「日弁連会長談話」
2013年４月16日に、水俣病認定申請を棄却された患者
の認定義務付けを求めた訴訟で、患者勝訴の最高裁判決
が言い渡されました。水俣病認定基準の是非を問う行政
訴訟において、
「症候の組合せが認められない四肢末端
優位の感覚障害のみの水俣病」を最高裁が明確に認めた
のです。
同日、日弁連は会長談話を発表しました。その要旨
は、①最高裁判決は日弁連の意見に合致するもので妥当
である、②長年にわたり厳格な認定基準によって多くの
水俣病患者を切り捨ててきた国の責任は重大である、③
国は最高裁判決に従って「昭和52年判断条件」を速やか
に見直すべきである、という内容です。
ところが、環境省は、最高裁判決は「昭和52年判断条
件」を否定していない、として認定基準の見直しは行わ
ないという意見を表明しました。
しかし、行政が公健法上の水俣病とは「昭和52年判断
条件」に適合したものだと主張してきたことに対し、最
高裁判決は、公健法上の水俣病とは魚介類に蓄積された
メチル水銀を経口摂取することにより起こる神経系疾患
であるとして、
「症候の組合せが認められない四肢末端
優位の感覚障害のみの水俣病」についても個別具体的な
判断により水俣病と認定する余地があると明言しまし
た。したがって、
「四肢末端優位の感覚障害のみの水俣
病」を認めていない「昭和52年判断条件」は、最高裁判

鈴木

堯博

決によって実質的に否定されたとみるのが当然です。環
境省の判決評価は詭弁です。
3

日弁連の水俣病シンポジウム開催
2013年６月１日、日弁連は、九弁連と共催で、「すべ
ての水俣病被害者の全面救済を求めるシンポジウム―水
俣病は終わっていない―」を講堂クレオで開催し、一般
参加者約130名が集まりました。
これを企画した趣旨は、環境省が特措法の救済措置申
請受付を締め切ったことにより、遠からず水俣病問題に
幕引きがなされ、未救済の患者が切り捨てられる事態と
なるおそれがあるため、すべての水俣病被害者の救済を
アピールするためでした。
折しも４月に言い渡された前記最高裁判決を踏まえ、
すべての水俣病被害者の救済を図るにはどうすべきかと
いうことが、シンポジウムの主要な論点となりました。
パネルディスカッションの部では、パネリストに、花
田昌宣氏（水俣学研究センター長）、丸山定巳氏（熊本
大学名誉教授）、山下善寛氏（水俣病認定申請者）、永本
賢二氏（水俣病認定患者）、加藤タケ子氏（ほっとはう
す施設長）、鈴木堯博委員（日弁連公害対策・環境保全
委員会委員）の６名がなり、コーディネーターの三角恒
委員（日弁連人権擁護委員会委員）の進行の下で、熱心
な討論を行いました。
それぞれの立場から、すべての被害者の救済を求め
て、水俣病に関する行政の責任を追及する発言が相次ぎ
ました。行政は今回の最高裁判決をきちんと受け止める
べきであり、ボールが行政に投げられている、という認
識で一致していました。
4

すべての水俣病被害者の救済を求めて
日弁連は、上記シンポジウム開催後の2013年６月27日
付けで、「水俣病問題の総合解決に関する緊急提言」を
発表し、環境大臣のほか、熊本県、鹿児島県、新潟県に
提出しました。その内容は、「昭和52年判断条件」を改
定し、感覚障害のみの一症候であっても、総合的判断で
水俣病と認定できる基準に改めることなど、５項目に及
ぶものです。
公害の原点といわれる水俣病の救済の在り方が、福島
原発事故被害をはじめとする多くの大規模公害事件に波
及していくことは必至です。
日弁連は、引き続き、すべての水俣病被害者の救済を求
めて、全力を挙げて取り組んでいかなければなりません。

発行：日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 tel 03-3580-9841 fax 03-3580-2896
「公害・環境ニュース」のバックナンバーについては http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/enviroment/Environment_library.html からご覧ください。
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