
公害・環境ニュース64号（2016年11月） 1

五十嵐弁護士には、日本における公共事業の姿と課題に
ついて、専門的知見を教えていただきました。本年の特
徴としては、外国でも活動をされている講師のお話を伺
うことができたことであり、岡崎準教授には、PM2.5騒
動の渦中で環境省職員として現地中国で奔走された貴重
な経験をお話しいただき、高村教授には、国際環境法・
条約が日本の裁判所においていかに援用・適用されてい
るかについて、研究結果を共有していただきました。
　当サマースクールは、2010年から毎夏、環境問題に携
わる法曹を目指す法科大学院生・修了生の皆さんが、環
境法に関する知識や経験を共有し、人間関係を広める場
を提供することを目的に開催しています。参加された法
科大学院生の中には、在籍する大学院は学生数が少な
く、一緒に環境法を勉強する仲間がいない、司法試験で
環境法を選択したいが、情報格差ゆえに不安で、藁をも
すがる思いで始発に乗って来たという方もいました。８
つある司法試験選択科目のうち、平成28年試験で環境法
を選択受験したのは全体の6.5％で448人（うち合格者は
88人）。より多くの方が環境問題に取り組むことができ
る途が開かれるよう、希望を持って環境法を学べる機会
を提供することがこのサマースクールの役割であると
思っています。今後は、遠方の方も参加しやすくなるよ
う、ライブ中継が行える弁護士会館などで実施すること
も考えています。

　第７回「環境法に関する法科大学院サマースクール」
が、2016年９月10日・11日、上智大学四谷キャンパスに
て開催されました。窓から迎賓館が一望できる会場に
は、司法試験の合格発表直後という修了生のほか、法科
大学院生、弁護士など合計86名が集まりました。
　本年のラインナップは、「過去問に学ぶ環境法学習の
方法」（北村喜宣上智大学法科大学院教授）、「名古屋新
幹線騒音公害事件の訴訟経過と現在のリニア新幹線訴訟
の取り組みについて」（高木輝雄弁護士）、「高浜原発３・
４号機の運転禁止仮処分決定に至るまでの訴訟経過」

（井戸謙一弁護士・元裁判官）、「環境訴訟に専門的に取
り組むための方法」（籠橋隆明弁護士）、「東京と北京で
の経験から考える大気汚染政策」（岡崎雄太上智大学大
学院地球環境学研究科準教授・環境省職員）、「公共事業
と環境」（五十嵐敬喜弁護士・法政大学名誉教授）、「日
本の環境判例と国際法」（高村ゆかり名古屋大学大学院
環境学研究科教授）。多様なバックグラウンドを持つ
方々の講義が行われました。
　元司法試験考査委員の北村教授は、環境法の学習方法
についてユーモアたっぷりにお話されました。高木弁護
士、井戸弁護士の講義は、いまそこにある生の環境・人
権問題であり、日常の学習では得られない貴重な機会と
なったと思います。籠橋弁護士は、事務所経営を成り立
たせながら、環境問題に積極的に取り組むにはどうすれ
ばよいか、ご自身の経験を基に情熱的に語られました。
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�有機農業視察調査報告
第二東京弁護士会　岡本光樹

第１　�有機農業のパイオニア　循環型有畜複合経営の農
場を視察

　化学物質・食品安全部会は、2016年７月22日、埼玉県
比企郡小川町下里の霜里農場を訪問し、農薬・除草剤・
化学肥料に頼らない農業の可能性や有機農業の普及上の
課題等について情報を得ました。我が国の有機農業のパ
イオニアとして著名な金子美登氏の運営する稲作及び畑
作の農場です。
　循環型の有機農業・有畜複合経営の方法について具体
的に解説いただきました。
１　堆肥
　炭素の多い材料（おがくず・もみがら・落ち葉・わ
ら・植木くずなど）と窒素の多い材料（家畜の糞・青
草・おから・米ぬか・生ゴミや野菜クズなど）を交互に
積み込み、４回程切り返し完熟させたものを使います。
自然や家畜を利用した昔の農業の方法で、天敵が住みよ
い環境にもなり、農薬も化学肥料もいらない農業を行う
ことができます。
２　雑草対策
　水田では、田植え前に２度代かき後、4.5葉以上の成
苗１～２本を疎植し、水深７㎝以上の深水管理としま
す。さらに、手製のチェーン除草機で田植え後３日おき
に稲の上から４回引いて除草します。畑では、植え付け
前に家畜動物たちに食べてもらう（電気柵内に牛を放
す）、種まきや植え付け前に畑を二度耕す、等のさまざ
まな方法を駆使しています。
３　アイガモ農法（稲作）
　田植え後、アイガモのヒナを10aに30羽放し、雑草や害
虫を食べてもらい、同時に糞を肥料として活用します。
４　ブロックローテーション
　水稲２年、麦・大豆１年２作のローテーションにより、
雑草や病原体や害虫を減らし、連作障害も防止します。
同時に、大豆の窒素固定機能を活用し、土を肥やします。
５　バイオガス技術
　家畜の糞尿や生ごみなどの有機物を嫌気性の微生物の
はたらきによって発酵させ、そこからメタンガスと液体
肥料を得ます。発生したメタンガスは、ガス燃料に使用
可能です。空気の無い状態で生成される液体肥料は、有
害病原菌は死滅したクリーンな状態で、良質の肥料で
す。匂いもほとんどしません。
６　廃食用油の燃料
　てんぷら油などを遠心分離機にかけてろ過した油

（SVO　Straight Vegetable Oil）を軽油の代わりに使用
し、自動車・トラクターに使用しています。化石燃料に
頼らず、かつ低コストです。廃食油は、近隣の飲食店・
豆腐店等から無料で回収しています。発電機に廃食用油
を利用することで、電力を自給できます。原子力発電に
頼る必要もなくなります。
７　有機農業普及の阻害要因
　多くの農家が農協の勧めるがまま、化学肥料や農薬に
依存した農業を行っています。他方、有機農業は、大自
然に学ぶ農業で、工夫次第で面白さ・楽しさに満ちてい
ます。有機農業が広まれば、農協の販売する化学肥料や
農薬が売れない関係にあるため、農協が有機農産物の販
売を取り扱わない等、有機農業の普及を事実上阻害して
いる場合もあります。有機農業の普及拡大には、地域の
リーダーの技術と販路の確保が課題です。
８　販路
　農場見学後に、近隣の提携事業者も見学しました。無
農薬米だけを使用した日本酒を製造販売している酒造、
地元農家の無農薬野菜を中心に料理を提供する食事処、
地元の大豆を中心に使って豆腐・納豆・豆乳等を製造販
売しているとうふ工房を見学しました。価格競争の路線よ
りも、安心・安全の商品を製造直販で販売していました。
地産地消、地元の事業者の提携の実例を見分しました。

第２　民間稲作研究所を視察

　化学物質・食品安全部会は、2016年９月３日、栃木県
河内郡上三川町のNPO法人民間稲作研究所を訪問し、
化学合成した農薬や化学肥料を一切使わず、自然環境を
利用することで米をはじめ主要農作物を効率よく生産す
る方法について情報を得ました。理事長の稲葉光國氏に
解説いただきました。

霜里農場で行われているアイガモ農法の様子



公害・環境ニュース64号（2016年11月） 3

１　慣行農業の問題点
　日本の農業は、生産量を伸ばしましたが、同時に、農
薬の大量使用で環境を犠牲にしながら、世界一の農薬使
用国になってしまいました。1960年代に除草剤のPCPが
広く使用され、水田・水路の魚はほとんど死に追いやら
れました。魚を食べたコウノトリ・トキが絶滅したこと
は有名です。1990年代から使われ始めたネオニコチノイ
ド系やフィプロニル農薬によって、ミツバチ・赤とんぼ
が激減しています。影響は昆虫にとどまらず、血液脳関
門の未発達な乳幼児に悪影響を及ぼすとして、知的障害
児童（自閉症・多動症）数の増加との関連性も指摘され
ています。化学物質過敏症患者への健康被害も懸念され
ています。
　農薬使用が増えた要因は、小さな苗を密集して７～８
本植える機構の田植機の普及でした。日本は、田植機稲
作の欠陥を改めるのではなく、殺菌剤や殺虫剤などで対
処し、薬漬けの苗作り・米作りになってしまいました。
２　成苗疎植
　生育の進んだ4.5葉以上の成苗１～２本を、密植を避
けて植えることで、イネ本来の病害虫への抵抗力を引き
出します。冷害や病気（紋枯れ病・いもち病）に強く、
イネミズゾウムシ被害にも強くなります。
　化学農薬にたよらず60℃・７分間の温湯で種子を消毒
する方法を地元企業と開発し、同機は広く普及していま
す。
３　雑草の抑草技術
　有機農業の最大の難問は、除草剤を使わない抑草技術
の確立でした。特に雑草のコナギ対策が課題でした。こ
れについて、「移植前30日以上の早期湛水と２回代かき
によるトロトロ層の形成、田植え直後からの７㎝以上の
深水管理」という方法で、人間が田んぼに一切入らない
抑草技術を開発しました。たっぷりの水で２回目代かき

（深水代かき）を行い、微生物や底生生物が作り出す微
粒子状の土壌（トロトロ層）を水中に舞い上げ、浮いた
雑草を除去するとともに、コナギの未発芽種子の上に覆
いかぶせ、コナギの発芽を抑える方法です。コナギは光
が遮断されると発芽しない特性を活用した技術です。ま
た、アミミドロやウキクサを繁茂させ、光を遮断してコ
ナギを抑草する方法もあります。これに加え、２回目代
かき３日以内に田植を実施し、同時に、ペレット状に加
工した米ぬか発酵肥料や大豆粉末・トウモロコシ粉末な
ど（抑草ペレット）を散布して有機酸を発生させてコナ
ギの根端細胞を破壊し、無酸素状態で成長を抑制する方
法もあります。ほかに、雑草やレンゲ・麦などをすき込
んで代かきし、湛水状態を保って酪酸発酵させ、酪酸に
よって発芽したコナギを死滅させる方法もあります。こ
れら４種類の手法があります。

　タイミングが非常に重要なため、経験や指導が必要で
すが、費用面でも人間の労力面でも、慣行栽培より低コ
ストになります。
４　病害虫の防除
　日本では、稲作に農薬の使用は不可欠という「農薬神
話」がいまだ広く流布していますが、実は、農薬を使用
しない有機栽培の方が、被害が少ない傾向にあります。
ネオニコチノイド系やフィプロニルの農薬（殺虫剤）
が、天敵を駆逐し、農薬耐性ウンカや耐性カメムシの異
常大発生が起きています。農薬を全く使わず、水田の生
物の多様性を育んでいる場合は、害虫の天敵となるカエ
ル・クモ・ハチ・トンボ等が存在し、害虫の爆発的増殖
を防ぐことになります。生物多様性（Biodiversity）に
よる害虫管理（Integrated Pest Management）こそ普
及すべきです。ただし、畦畔の管理も重要です。管理を
怠ると、畦畔からの害虫や雑草の侵入、あるいは天敵の
減少を招く場合があります。なお、カメムシの食害によ
り生じる斑点米に関する米穀検査制度自体にも問題があ
ります。
　ラムサール条約及び生物多様性条約では、生きものの
豊かな水田農法が奨励されています。
５　輪作
　大豆、小麦、米、ナタネの２年４作の輪作が非常に有
効です。大豆の窒素固定機能を活用することで、化学肥
料に依存する慣行農業を収穫量の面でも超えます。ま
た、畑と田で雑草が異なるので、輪作を繰り返すうちに
雑草が減ります。カエル類の生物多様性が増して、カメ
ムシ被害が減ります。
６　放射能汚染
　放射能（セシウム）の吸収能に優れた、ナタネ・ひま
わり・大豆の栽培による除染、もみ殻を活用した吸着除
染を行っています。
７　今後の日本の稲作について
　日本の米作りは、農家の販売価格よりも生産コストの
方が高く、補助金頼みの経営になってしまっています。
老齢の農業従事者が、先祖伝来の田畑を守るため、無報
酬で行っているということもあります。
　TPPの推進で、日本の慣行農業は壊滅的な打撃を受け
るおそれがあり、海外の得体の知れない農産物しか手に
入らない時代がくるかもしれません。
　慣行農業よりも、有機農業の方が、低コスト・省力か
つ高収穫量になる可能性があります。化石エネルギー使
用を削減し、水質を浄化し、生物の多様性を育むなどの
多面的機能もあります。有機農業を評価する消費者を増
やし、有機農業をさらに普及発展させることが、多国籍
企業による食の支配と環境破壊に抗し、地域経済を再生
する方法です。
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�避難指示解除後の南相馬市小高区の状況
東京弁護士会　市野綾子

　2016年７月12日、南相馬市小高区は、避難指示区域指
定を解除されました。解除から２か月がたった９月、小
高区の住民の自宅の様子と街並みを見てきましたので、
報告します。

１　避難指示等
　小高区は、2011年３月12日午後６時25分、福島第一原
子力発電所から半径20キロメートル圏内であるとして、
避難指示の対象となりました。続いて同年４月22日に警
戒区域に設定された後、2012年４月16日、避難指示解除
準備区域（避難指示区域のうち、年間積算線量が20ミリ
シーベルト以下の地域）及び居住制限区域（避難指示区
域のうち、空間線量率から推定された年間積算線量が20
ミリシーベルトを超えるおそれがあると確認された地
域）に設定されました。そして2016年７月12日、小高区
全域にわたり、避難指示が解除されました。

２　街並み
　避難指示解除後２か月以上がたちますが、街の人通り
はなく、解除前の６月とさほど変わりはないように見え
ました。

　建物が取り壊されて、空き地が目立つようになってい
ました。
　駅に近いある敷地内には、外観が同じ一戸建てが数件
建築されています。帰還するのは高齢者が多いと言われ
ていますので、孤立化を避けるとともに、高齢者向け
サービスを効率的に行うためであると考えられます。
　住宅の新築工事もところどころで行われていました。
ある小高の住民によれば、一家で避難し、祖父だけが小
高に帰還することになったので、その祖父のために自宅

小高駅前からメインストリートを望む

を建て替えたケースもあるということでした。
　原発事故後の小高の商店といえば、2015年９月28日に
開店した仮設店舗「東町エンガワ商店」です。名称の由
来は「帰還された小高区の住民が集い、人と人、人と土
地とが再び縁を結ぶきっかけを作る商店として地域に愛
されたい」という願いと、行政区（東町）の名前を合わ
せたものということです（市HPより）。営業時間は10時
から19時まで、日曜日が定休日です。店内は、簡素なコ
ンビニといった感じです。私は小高で昼食をとるときは
いつもここでおにぎりや揚げ物を買っています。ここし
かないからです。避難指示解除後の今回も、稼働してい
る商店はやはりここしかありませんでした。

　役場は小高区内で業務を開始し、南相馬市立小高病院
も休診時間がほぼない状態で営業していますが、人が普
通に住める町になるまでの道のりはまだ遠そうです。

３　住宅の状況について
⑴ ある住民（Ｔさん）の場合
　Ｔさん（現在70代　新潟県内に家族で避難中）の原発事
故前の自宅は、南相馬市小高区西部にあります。福島第
一原子力発電所から、直線距離で約16キロメートルです。
　広大な敷地内に、母屋、離れ及び作業場が建っています。
これらはすべて、大工であったＴさんが自ら建てたもので
す。原発事故前、母屋ではＴさん夫婦、二女、Ｔさんの
実父が暮らし、離れでは長女夫婦と長男（Ｔさんの孫）
が暮らしており、４世代７人家族の賑やかな毎日でした。
　原発事故により、Ｔさん家族は新潟県内に避難しまし
た。雪国の寒さでＴさんは体調を崩し、避難先を移動す
ることができません。Ｔさんの健康状態と若い娘さんた
ちのことを思えば、被ばくの不安が残る小高に戻ること

東町エンガワ商店
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もできません。
　2015年、Ｔさんは小高の自宅内の家財道具を処分しま
した。
⑵ 室内の状況
　まず13.75帖の台所を紹介しましょう。現在は、ネズ
ミ捕りに捕獲されたネズミや虫の死骸が見られ、壁に架
けられた時計は東日本大震災当時の時間を指して止まっ
ています。

　この台所は、自宅母屋を建築する際、Ｔさんの妻が、
家族そろって台所で食事ができるようにと広めのスペー
スを確保したものです。大きなレンジは、Ｔさんの妻が
シフォンケーキを焼く際等に使用していたものですが、
５年間の避難のうちに荒れはてて使えなくなりました。
広い水回りはＴさん宅の女性３人（妻、長女、二女）が
同時に作業できる十分なスペースがあります。天井には
２階の納戸につながる梯子が収納されており、実用性に
も工夫をこらした造りとなっています。この台所には

「燃し風呂」のかまどスペースへの出入り口が備えられ
ています。「燃し風呂」というのは、薪をくべてお湯を
わかす風呂のことです。窓で浴室と意思疎通ができるよ
うになっており、火にくべる薪の調整をするのです。

　１階の廊下には箪笥が並んでおり、現在も和服が収納
されています。これらの箪笥と和服はすべて、Ｔさんの
妻が嫁入り道具としてもってきたものです。Ｔさんの妻
が母親から受け継いだもので、さらに娘さんたちに受け

東日本大震災発生時刻を指して止まっている台所の時計

�燃し風呂のかまど。浴室と通じる小窓を通じて湯加減を聞
き、火加減を調整する。

継いでゆくものでした。こうした思いが込められている
ことから、Ｔさんの妻は、家財道具を処分した後も捨て
られずに保管しているのです。
⑶ 庭と畑
　裏庭には、氏神様が存置されています。氏神様という
のは、いわば家と家族を守る神様のことであり、相双地
域（福島県浜通り地域のうちいわき市以外）では家を建
てたら氏神様を存置するのが当たり前と言っても過言で
はありません。Ｔさん宅の氏神様は、瓦職人一筋であっ
たＴさんの父親が、コンクリートの基礎からすべて手造
りしたものです。このＴさんの父親は、原発事故による
避難中に避難先の病院で亡くなりました。最期まで「う
ちに帰りたい」と言いながら。
　Ｔさんの自宅敷地に隣接して、広大な畑が広がってい
ます。Ｔさん家族は、多種多様な野菜を育てて食べてい
ました。家族で早朝から雑草とりを行い、ジャガイモお
こしも家族で行いました。果樹も育てていましたが、避
難中、イノシシやサルが襲来し、ビワの木は根本から掘
り起こされて倒れたままになっています。
　ブルーベリーは、Ｔさんの娘さんたちの小学校の卒業
記念にそれぞれ植樹したものであり、2m程度離して並
んで植えられていました。現在残っているブルーベリー
の木は、二女の小学校卒業記念に植えたものです。長女
の卒業記念に植えたブルーベリーは、2015年の除染作業
により、撤去されてしまいました。二女のブルーベリー
が残されているのは、除染範囲から外れた場所に植わっ
ているからです。
　写真は、除染後間もなくの状況です。住宅から20メー
トルまでしか除染が行われなかった痕跡がよくわかりま
す。１筆の畑（Ｔさんにとっては庭）の中でこうした不
合理な除染が行われているのです。

４　感想
　こうしてみると、避難指示が解除されたから戻れると
いうものではないことを思い知らされます。戻りたいけ
れども戻れないという葛藤の中で、高齢化、進学、就職
していく避難者たちの苦悩はどんなに大変なものだろう
と思うのです。

除染された庭の様子
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�鬼怒川水害調査について
徳島弁護士会　志摩恭臣

　水部会では、かねてから河川環境の保全にとり極めて
問題の多いダム問題を扱い、また、ダム依存から脱却し
た後の治水のあり方として、いわゆる総合治水（流域全
体で住民参加のもと、流域の特性に応じて流域全体で洪
水を受け止める発想を根底とし、山林や水田の洪水貯留
能力などの活用、氾濫原・遊水池の設定、ハザードマッ
プの活用や避難意識の向上など、ハード・ソフト両面か
らの治水を目指す手法）の推進を提唱し、６年前には

「ダム依存から脱却し、総合治水及び堤防の強化を求め
る意見書」を公表しています。
　2015年９月の「平成27年９月関東・東北豪雨」では、茨
城県や宮城県を中心に広い範囲で水害が発生しています
が、中でも利根川水系鬼怒川では、茨城県常総市を中心
に、破堤、溢水を含む様々な水害事象が惹起されました。
　鬼怒川は栃木県日光市の奥鬼怒沼を水源とし、茨城県
守谷市で利根川に合流する一級河川です。うち、上流
側・栃木県区間は川幅が約700mと広く、流下能力も比
較的高い区間です。一方、下流側・茨城県区間は川幅が
約300～400mと狭く、流下能力も不足する箇所が多数あ
ります。そして上流部には４つのダムがあり、中でも最
も新しい湯西川ダムは、その計画・事業段階で住民側か
ら、鬼怒川の治水問題の所在からすれば、ダム建設より
も堤防改修等の予算に充てるべきだとの主張がなされた
にもかかわらず、建設が強行され、４年前に完成したダ
ムです。
　結局、茨城県側の脆弱な区間が放置された状態になっ
た鬼怒川は、2015年、ついに流域住民に対して牙を剥く
形で、大きな水害をもたらすこととなりました。
　我々水部会は、2016年５月15日、16日にかけて、茨城
県弁護士会の会員とともに、茨城県常総市を中心とする
鬼怒川の被災現場の調査を行いました。
　現地調査では、主として調査したのは、左岸堤防が破
堤した三坂地区（21.0k付近。なお、数字は利根川合流点
からの距離。以下同じ。）、過去から実質的に自然堤防の

機能を有する丘陵地帯があったものの、河川区域の指定
がなされず、水害直前に事業者による開発行為がなされ
たこともあって溢水につながった若宮戸地区（25.35k付
近）、常総市役所市街地（旧水海道市中心部）付近で鬼
怒川に合流する人工河川が内水氾濫を起こした八間堀川

（新八間堀川）でした。現地調査時には水害から約８ヵ月
を経ているものの、若宮戸地区にある被災者方では、現
在でもボランティアも含め、災害の復旧に努力している
など、いまだ生々しい爪跡が随所に見られました。
　調査をして明らかになったのは、今回の水害は、まさ
に従前に作られた浸水予測図（ハザードマップ）のほぼ
予測どおりの災害であり、予測されていながらも極めて
大規模な災害につながっていることでした。また、予測
されているのであれば、破堤をしないような堤防の強
化、無堤地区の解消（自然堤防の活用を含む。）など、
取るべき対策・事業がなされていないことが改めて浮き
彫りになりました。地元常総市役所からの聞き取りによ
れば、例えば無堤地区であった若宮戸地区では、近隣市
町村で結成された鬼怒川下流改修維持期成同盟会から再
三にわたる要望が出ていたにもかかわらず、それもむな
しく、2015年の発災まで堤防の築造等が行われることは
ありませんでした。
　鬼怒川流域において、早々に治水のあり方を転換し、
茨城県区間の堤防強化や無堤区間の解消に力を注いでい
れば、仮に水害が発生したにせよ、その規模や程度は
違ったものになったのではないでしょうか。その意味
で、我々ダム依存の脱却や総合治水を提唱してきた者と
しては、極めて残念な水害でした。
　この調査結果を踏まえ、水部会では総合治水や堤防強
化に関する新たな意見書の発表を考えるとともに、他地
域においてもダム依存から脱却し、ハード面のみならず
ソフト面をも加味した、総合治水の考え方が浸透するよ
う、今後の活動を検討すべき必要性を感じました。

破堤した三坂地区の堤防の災害復旧現場 民間事業者により自然堤防（十一面山）を掘削され、溢水
した若宮戸地点
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�放射能汚染廃棄物にかかる秋田県現地調査
山梨県弁護士会　三枝重人

　2011年３月の東京電力福島第一原発事故以降、廃棄物
部会では、放射能により汚染された廃棄物（以下「放射
能汚染廃棄物」といいます。）の処理について調査・研
究を進めていますが、その一環として、2016年９月４日
から５日にかけ、秋田県で現地調査を行いました。
　もともと原発事故以前から、首都圏で発生する廃棄物
の相当量が首都圏外に搬出され、地方の最終処分場に埋
立処分されているという実態があります。
　そして、原発事故によって放出された放射性物質が、
東北地方にとどまらず首都圏にも飛散して放射能汚染を
もたらしたことにより、首都圏で発生した放射能汚染廃
棄物が、地方の最終処分場に搬出・埋立処分されるとい
う事態が生じました。秋田県にも、首都圏の放射能汚染
廃棄物を受け入れて埋立処分している最終処分場があり
ます。
　当部会は、その一つである秋田県小坂町内の最終処分
場（以下「本件最終処分場」といいます。）を視察する
とともに、本件最終処分場を経営するグリーンフィル小
坂株式会社や小坂町、秋田県、住民団体からヒアリング
を行いました。
　まず、住民団体「米代川の清流と命を守る流域連絡
会」からヒアリングをしたところ、2011年７月、環境省
の要請により、首都圏の廃棄物の放射能測定が行われた
結果、千葉県流山市の焼却灰から28,100 Bq/kg、同県松
戸市の焼却灰から10,500Bq/kgの放射能がそれぞれ検出
されたが、このうち松戸市の焼却灰は測定結果が出る前
に、本件最終処分場に埋立処分されていたということで
す。2011年８月に成立し、2012年１月より全面施行され
た放射性物質汚染対処特別措置法（以下「特措法」とい
います。）では、8,000 Bq/kgを超える放射能汚染廃棄物
については「指定廃棄物」として国が処理責任を負い、
隔離層を設置する等の特別な措置を講じて埋立処分する
ことが義務付けられていますが、特措法成立前に埋め立
てられた松戸市の焼却灰は、8,000 Bq/kgを超えている
にもかかわらず、「指定廃棄物」と指定されることもな
く、焼却灰の上部にコンクリート層や遮水シート等の措
置を講じた上で、引き続き本件最終処分場に埋め立てら
れています。そして、10,500Bq/kgと高濃度の放射能検
出により、いったんは受入中止となった首都圏の放射能

汚染廃棄物は、2012年11月から、4000Bq/kgという受入
基準の下、本件最終処分場に受入再開となっています。
また、原発事故以降2011年７月までの間、環境省の測定
要請が出る前に、首都圏から搬出・埋立処分された焼却
灰については、そもそも放射能濃度が不明なまま、特別
な措置が何ら講じられることなく本件最終処分場に埋め
立てられたままです。
　同住民団体は、2011年７月までに埋め立てられた濃度
不明の焼却灰や松戸市の焼却灰の実態解明、現在も日々
埋め立てられている首都圏の放射能汚染廃棄物の受入中
止などを求めていますが、その後にヒアリングをしたグ
リーンフィル小坂株式会社、小坂町、秋田県は、これら
の要求に否定的な立場を示しています。その理由とし
て、本件最終処分場における空間放射線量を測定すると
通常レベルの範囲内であり、放流水についても微量のセ
シウムが検出されているが基準値を大きく下回っている
ことから、埋め立てられた焼却灰は適正に管理されてい
ると考えられること、環境省の方針にも合致しているこ
と等を挙げています。
　秋田県は、東北地方にありながら、原発事故によって
飛散した放射能による直接的な汚染が見られなかった地
域です。しかし、首都圏の放射能汚染廃棄物が搬入・埋
立処分されることにより、放射能の問題と無関係ではい
られなくなっています。これは放射能拡散の事象の一つ
と言えるでしょう。当部会は、放射能汚染廃棄物のある
べき処理や特措法の問題点について引き続き調査・研究
を行っていきます。

本件最終処分場
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めに人が入っていましたが、人が入らなくなり里山林が
暗くなりました。そこで、1998年から当時の八日市市が
里山保全活動団体である「遊林会」と協働して森を暗く
していた常緑樹を伐採するなどして管理し、整備するよ
うになり、その結果近畿からは30年以上前に絶滅したと
されていたハイハマボッスという植物が復活するなど、
里山管理の成果が現れてきているそうです。
⑵　湿原も含めた複合的な再生活動の事例として、「山
門水源の森」の事例が紹介されました。「山門水源の森」
は、滋賀県長浜市西浅井町にある森で、その中心付近に
約３万年の歴史を持つとされる山門湿原という湿原があ
り、森の周りはブナ、アカガシ等が茂っており、数十年
前は炭焼きのために人が入っていましたが、利用が止ん
で暗くなり、最近はシカの増加による食害も問題とな
り、ササユリに代表される里山の植物を保全するため、
柵等を設置しています。ここでは、教員の藤本氏が中心
となって行政支援を受けており、市民と行政の協力のも
と「山門水源の森を次の世代に引き継ぐ会」の活動が行
われています。
⑶　また、里山の山裾に樹木が茂っていると野生獣が人
里に出てくるという鳥獣による農作物被害の問題も生じ
ます。山裾を伐採・管理すると人と獣との緩衝帯がで
き、一定の効果があることが実証されており、伐採によ
り生じた伐採材については、自然エネルギーとしての有
効活用が期待されています。滋賀県には緩衝帯が2011年
度末時点で、96地区、約150haあると報告されています
が、伐採後は集落が管理することとなっているため、こ
の緩衝帯をどのように維持・管理するかが問題となって
います。
５　第三の危機―侵略的外来水草
　中南米原産のミズヒマワリは水質浄化植物としてわが
国に導入されましたが、2005年には日本の生態系を脅か
す特定外来生物として指定されました。琵琶湖へは2007
年に侵入が確認されましたが、侵入初期から継続的な防
除活動を展開してきたため、琵琶湖からの根絶も間近だ
とのことです。南米原産のナガエツルノゲイトウも、観
賞用として導入され、2009年には琵琶湖岸の100箇所以
上で定着が確認されました。特定外来生物として駆除活
動を行っていますが、駆除した場所からも再生するな
ど、最強最悪の侵略的水草とされています。また、アメ
リカ大陸原産のオオバナミズキンバイは2009年には琵琶
湖への侵入が確認され、駆除活動が行われているとのこ
とでした。

�滋賀県の生物多様性に関する勉強会報告
仙台弁護士会　塩谷久仁子

１　はじめに
　当委員会の自然保護部会では、生物多様性の保全と市
民参加というテーマで調査研究を行っており、先進的と
される滋賀県での取組を調査すべく、滋賀県立大学環境
科学部環境生態学科の野間直彦准教授をお招きし、2016
年６月９日に勉強会を開催しました。紙面の都合上、滋
賀県の生物多様性における危機および市民参加を中心に
報告します。
２　滋賀県の生物多様性における現在の危機
　我が国の生物多様性国家戦略では生物多様性の危機と
して第１に捕獲・開発など直接的な人間活動がもたらす
危機、第２に自然に対する働きかけの縮小による危機、
第３に人間が持ち込んだものによる危機があげられてい
ます。現在の滋賀県に当てはめると、第１の危機は、源
流部トチノキ巨木の伐採と湿地の喪失、第２の危機は里
山の変質、ニホンジカ、カワウの増加による危機、第３
の危機は外来魚や外来水草、となります。
３　第１の危機―源流部トチノキ巨木の伐採、湿原の喪失
　これは滋賀県高島市朽木地区の森林に残っていた胸高
直径１メートル以上の巨木が2008年～2010年にかけて伐
採され、高額で取引されていたという問題です。ヘリコ
プターでの集材価格が下落したため、林道のない山奥か
ら木を切り出すことが可能となったことも要因の一つと
なって、60本以上が伐採されました。
　伐採問題が顕在化し、2009年10月から地元住民と専門
家により業者との伐採回避交渉が始まり、2010年には

「巨木と水源の郷をまもる会」が設立されました。その
後、「まもる会」から伐採業者に対して伐採回避を求め
た調停は不調に終わり、業者から森林所有者に対して立
木の所有権確認訴訟が提起されるなどしましたが、最終
的には和解と伐採回避が成立、2011年に琵琶湖森林づく
り県民税を活用した「巨樹・巨木の森整備事業」が創設
されました。森林所有者、県、市、「巨木と水源の郷を
まもる会」の４者間で巨木保全協定が締結され、「まも
る会」によって巨木の調査やイベント等が行われていま
す。同様のトチノキ巨木伐採問題は滋賀県長浜市木之本
町の杉野川源流部でも起きています。
４　第２の危機―里山の変質、鳥獣問題
⑴　里山は人が時々刈って利用していた場所で、人が入
らなくなると植生遷移が進んだ森になって薄暗くなりま
す。この里山管理の一例として、琵琶湖に注ぐ愛知川沿
いの河辺林である「河辺いきものの森」についてご説明
いただきました。以前は家庭用燃料としての薪をとるた




