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【パネルディスカッション】

沖縄が問いかける自治と民主主義

山口 それではパネルディスカッションに入りたいと思います。まず、パネリストをご紹
介いたします。皆さまから向かって、左から沖縄県副知事の謝花喜一郎さん、
『沖縄タイム
ス』の与那嶺一枝さん、中央大学法学部で行政法がご専門の亘理格さん、それから法政大学
法学部で政治学がご専門の杉田敦さんです。よろしくお願いします。
4 人のパネリストの議論で進めてまいりますが、まず沖縄からの、県の立場、それから沖
縄のメディアの立場から、辺野古の問題を中心に問題提起をしていただきたいと思います。
では、謝花さんからお願いします。

辺野古新基地建設問題の経緯と沖縄県の立場
謝花 ハイサイ、グスーヨー、チューウガナビラ。皆さん、こんにちは。沖縄県副知事の
謝花でございます。このたびは年に一度の大変貴重なシンポジウム、そこに沖縄の問題を取
り上げていただきましたこと、そしてまたパネリストとして発言の機会を与えていただき
ましたことを、山口会長をはじめ関係者の皆さまに心から御礼申し上げます。どうもありが
とうございます。
私、実は元県庁職員でございまして、平成 28 年、29 年と基地問題を総括する知事公室長
を 2 年間やっておりました。昨年 3 月末に退職いたしまして、昨年 4 月から基地問題を担
当する副知事を当時の翁長知事から拝命しました。その中で基地問題、約 3 年半ぐらいで
すが、それから辺野古の移設の問題等に関わってまいりました。本日はこの沖縄の基地問題、
とりわけ辺野古移設問題について、今回のテーマであります地方自治と民主主義、この観点
からさまざまな課題があると私なりに考えておりますので、ぜひその観点から沖縄県の立
場をご説明させていただいて、また、諸先生方からご意見、そして皆さまからいろいろご意
見、ご提言などを賜ることができればと思っております。よろしくお願いいたします。
＊沖縄県の米軍基地
それでは、基地の問題、沖縄県における米軍基地の形成の問題ですが、ここにいらっしゃ
るほとんどの方は、よくご存じだと思いますので細かく言う必要はないと思います。ただ一
つだけ、この沖縄の基地というのは、何もない所に基地ができたのだろうと言う方がいらっ
しゃいます。特に普天間飛行場につきましては、日本でも著名な方が、何もない所に基地が
できて、その周りに住民が集まってきたのだろうと、あたかもそこに集まってきた皆さんが
悪いのだよ、みたいな言い方をする方もいらっしゃいますが、決してそうではございません。
普天間飛行場のある場所は、当時は宜野湾村と言い、その普天間飛行場のある地域は字宜野
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湾でした。宜野湾村には 14,000 人余りの住民が住んでいて、字宜野湾には、学校も、役場
も、郵便局も、病院も、そういったさまざまな公共施設があり、もちろん住宅もあるわけで
す。ところが、先の大戦で住民が避難した、あるいは収容所に入れられている間に米軍が上
陸して、役場を壊し、住宅を壊し、そこに普天間飛行場を建設していったわけです。それが
現在の普天間飛行場の始まりなのです。そこを移設、戦後 74 年もたって返してもらうとき
に、辺野古のほうに新しい基地を造らないと返すことができませんよと言っているのが今、
この問題だというふうに、まずご理解いただきたいと思います。
＊日米地位協定
それからもう一つ、ぜひ皆さまにもお伝えしたいことは、沖縄には当然、戦後 27 年間、
米国の施政権の下にあって米軍基地はあったわけですが、ここ本土にも米軍基地はあった
わけです。ただ、1950 年代後半になってから、やはり反基地運動が本土でも、特に山梨と
か岐阜とかですね、そういった所で海兵隊基地が多く存在したということで、その反基地運
動の大きな声、うねりの中で、
「それでは、どうするか」ということで日米両政府は、当時、
米国の施政権下にあった沖縄に米軍基地を移設していったという背景がございます。です
から、本土の米軍基地は徐々に、着実に減少していくわけですけれども、沖縄の基地負担と
いうのは、1972 年、昭和 47 年に復帰いたしましたけれども、一向に整理縮小が進まないと
いうようなことがございます。それでよく言われます、国土面積の 0.6 パーセントに 70.3
パーセントの米軍専用施設が沖縄に集中していると。このような過重な基地負担があるが
ゆえに、さまざまな問題が起こります。事件、事故、そして騒音問題、環境問題、さまざま
な問題が社会問題として起こるわけですが、そこで一番大きな壁、解決の壁になっているの
は、日米地位協定です。
日米地位協定、皆さんはこれもよくご存じだと思いますけれども、1960 年、昭和 35 年に
締結されてから一度も改定されないまま今日に至っています。米軍専用施設が集中してい
る沖縄においては、さまざまな問題が起きているというお話をしましたけれども、例えば、
平成 29 年に、沖縄の「やんばる」という地域の東村という、大変のどかな森林に囲まれた
地域がありますけれども、そこに CH53E という大型ヘリが不時着・炎上しました。地元で
は大変な騒ぎになったわけです。沖縄国際大学に墜落したのと同じ機種のヘリなのですが、
この沖縄国際大学墜落事故を契機にガイドラインができて、外周規制線、内周規制線ができ
ました。ところが、今回の事故当時、翁長知事でさえも、この内周規制線より内側には入れ
なかった。それで、どういったことが起こったかというと、ヘリには「ストロンチウム 90」
という放射性物質があるのではないかということが懸念されていたわけですけれども、わ
れわれ県の環境部も現地に行って立ち入りを求めます。調査をしようとするのですが、全く
入れてくれない。結局、6、7 日後くらいに米側が民有地の土壌をごっそり持っていって、
その後に「どうぞ」と言ってようやく立ち入りができた、そういった状況です。これが地位
協定の壁というものだと思います。
それから今週、沖縄の地元紙に記事が出ましたけれども、嘉手納飛行場周辺の河川からも
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沖縄県は水を取っていますけれども、そこから有機フッ素化合物、PFOS といいますけど
も、それが検出されたということです。実は平成 28 年からこの問題は出ていました。この
問題に関しても、県、これは企業局のほうですが、基地への立ち入り調査を求めていました
けれども、結局立ち入れなかった。沖縄防衛局の人は頑張ってくれていたようですが、28
年、29 年と立ち入りを拒否されて断念したという経緯があることが、地元紙に報道されま
した。
ことほどさように、人間にとって大変貴重な水問題、これの調査さえも、日米地位協定に
よってアメリカ側の同意がない限り立ち入りができないというような状況にあるわけです。
これは日本本土でも、例えば東京をはじめ 1 都 9 県をまたぐ大きな横田空域があります。
そういった問題が、実はこの地位協定が原因となっているということが、十分議論されてお
りません。そこで県は、平成 29 年度以降、日米地位協定の課題についていろいろ調査を行
って、全国知事会の場でもその改善と抜本的見直しを求めてまいりました。その結果、全国
知事会ですとか日弁連など、さまざまな団体でこの地位協定の見直しについて声を上げて
くれるようになりました。それから国政政党の公明党や国民民主党も見直しを求めている
という状況です。県は抜本的な見直しを求めているわけですけれども、日本政府はやはり運
用の改善であると、これが合理的な解決につながるということで、一向に腰を上げてはいた
だけないのです。
それではということで、沖縄県は、皆さんのお手元にもお配りしていますけれども、他国
地位協定の調査を行いました。ドイツ、イタリア、ベルギー、イギリスで調査を行って、条
文の比較調査のほか、具体的な事例について調査検討を行って、それを比較しております。
若干読み上げますけれども、ドイツ、イタリア、ベルギーなどでは、航空法など自国の法
律や規則を米軍にも適用させると。それで自国の主権を確立させて米軍の活動をコントロ
ールしていると。それから米軍基地の運用については、地元自治体からの意見聴取や必要な
情報の提供が行われているほか、受け入れ側の基地内への立ち入り権、航空機事故時の捜索
権等も確保されているということが明らかになっております。
片や日本はどうかというと、原則として国内法が適用されず、日米で合意した夜間の飛行
制限さえも守られない状況。また、基地内への立ち入り権が認められないなど、NATO、ヨ
ーロッパと大きな違いがあるというふうに考えております。沖縄県は今後、この調査対象を
アジアに広げて、しっかり日米地位協定の問題をさらに明確化して、国民的な議論を喚起し
てまいりたいと思います。そして、日米地位協定の抜本的な見直しにつなげていきたいとい
うふうに考えているところです。
＊辺野古移設問題
続きまして、辺野古移設問題についてお話をさせていただきたいと思います。細かい経緯
は省略いたしますが、
普天間飛行場の移設が問題になったのは平成 7 年にさかのぼります。
当時、幼い少女が米兵 3 名による暴行を受けるという、大変痛ましい事件が起こりました。
それに対して沖縄県はもう全県を挙げて抗議を行ったわけですが、そういった中において
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日米両政府は 1996 年、平成 8 年に、沖縄に関する特別行動委員会、SACO といいますけれ
ど、その中で普天間飛行場の移設について議論を行って、結局、撤去可能な海上施設を前提
とした普天間飛行場の全面返還というものがこの SACO で合意したということです。その
後、さまざまな経緯がございますけれども、日米両政府は平成 18 年に辺野古沿岸を埋め立
てるＶ字型に合意いたしました。この埋立て案について、仲井眞元知事、当時は普天間飛行
場の県外・国外移設を求めており、公約に掲げていたわけですが、その仲井眞元知事が平成
25 年 12 月にこの埋立てを承認したということです。その後、選挙がありまして、辺野古に
新基地を造らせないということを公約に掲げた翁長前知事が当選して、平成 27 年 10 月 13
日に、仲井眞元知事の行った埋立て承認処分、これについて取り消し得べき瑕疵があるとい
うことで承認の取消しを行いました。
しかし、これに対して政府、特に沖縄防衛局は直ちに、翁長知事が承認取消しを行ったそ
の日に、10 月 13 日です、行政不服審査法を濫用して、審査請求と執行停止の申立てを行い
ました。国土交通大臣はそれを受けて執行停止決定を行います。その執行停止を受けて、沖
縄防衛局は工事を再開したということです。その後、国地方係争処理委員会の手続きなどを
経まして、代執行訴訟、国の関与取消訴訟、抗告訴訟など、3 つの訴訟で係争が行われたと
いうことがございます。これらの 3 つの訴訟ですが、平成 28 年 3 月に福岡高裁で和解が成
立いたしました。その和解の話ですけれども、まずはこの 3 つの訴訟、それぞれを国も県も
取り下げるということ、それから、これも和解条項にあるわけですが、国土交通大臣は埋立
て承認取消しを取り消すよう知事に是正の指示を行うということがありますので、そのと
おりに是正の指示を行う。県はその是正の指示を不服として、国地方係争処理委員会に審査
の申し出をしなさいということがありましたので、県はそれに従って審査の申し出をしま
した。
そこから国地方係争処理委員会に議論のステージが移るわけですが、和解条項の中には、
実はこういうことがあります。国地方係争処理委員会が是正の指示を適法か違法とするか、
そのいずれの場合でも、県がその是正の指示の取消訴訟を提起しなさいと。国地方係争処理
委員会が是正の指示を適法か違法か判断したならば、それに従って県が訴えなさいという
ことです。しかし、当時の国地方係争処理委員会は誰も予想しなかった判断をしました。そ
れは、是正の指示を適法とも違法とも判断せずに、こういうことを言いました。
「この問題
は真摯に協議し、双方がそれぞれ納得できる結果を導き出す努力をすることが、問題の解決
に向けての最善の道である」と。沖縄県も決して訴訟などを望んでいません。協議によって
解決するのが一番の方策だと思っております。そういったことがありましたので、県はこの
国地方係争処理委員会に何ら不服がありませんので、和解条項に言う、いわゆる訴えを提起
することなく、安倍総理、そして菅官房長官に対しまして真摯な協議を求めました。そして、
そういった文書の発出も行ったところです。
しかしながら、政府はそういった協議に応じることなく、逆に、7 月に不作為の違法確認
訴訟を、国から県に提起をしたということがあります。その後、わずか 2 回の口頭弁論で結
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審をして、これはほとんどもう、福岡高裁が沖縄防衛局の言い分を 100 パーセントと言っ
ていいほど認める形で結審して、県が敗訴しました。それを受けて県は最高裁に上告いたし
ましたけれども、最高裁は 12 月 20 日に上告を棄却したということで、最終的に県の敗訴
が確定しました。県はその敗訴の決定を受けて、埋立て承認の取消しを取り消すことになっ
たわけです。その埋立て承認の取消しが取り消されたために、国は工事を再開するわけです。
そういった中、県は埋立て承認は有効だという立場に立たざるを得ませんけれども、その
中でもしっかりと留意事項などさまざまなものについて細かくチェックをし、行政指導を
積み重ねてきました。そういった流れの中で、埋立て承認後に判明した、今、言った留意事
項の不履行ですとか、軟弱地盤、活断層、そして飛行の安全に支障をきたす高さ制限、それ
から返還条件－実は普天間飛行場の移設には 8 つの返還条件がありますけれども、こうい
った返還条件などの問題が出てまいりました。そういったものを承認撤回の理由として積
み上げていったわけです。
そういった中で、平成 30 年 7 月に翁長前知事は撤回の要件が整ったということで、聴聞
の指示を行いました。これが 7 月 27 日でした。しかし、その聴聞が開始される直前、8 月
8 日に、皆さん、ご存じのように翁長知事は急逝されたということでございます。そういっ
た中において、県は翁長知事の遺志を引き継ぎまして、8 月 31 日、当時、私が職務代理者
から権限の委任を受けましたので、撤回を行ったということでございます。その後、県知事
選が行われました。翁長知事の遺志を受け継いだ玉城さんが、オール沖縄会議の支持を受け
て、過去最多の 39 万票の得票で当選いたしました。そういった中において、国はまた再度、
行政不服審査制度、これを濫用して、10 月 11 日に沖縄防衛局が審査請求、執行停止申立て
を国土交通大臣に行う。10 月 30 日に国土交通大臣が執行停止を決定したということで、ま
た工事が再開されてしまったという流れがあります。
亘理先生から後ほどいろいろお話をいただけると思いますが、沖縄県の行った承認撤回
という処分に不服があれば、平成 28 年の和解でも示されたように、国は本来ならば地方自
治法に基づき是正の指示、それから行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を行うのが筋であろ
うと思っているのです。この件については 100 名あまりの行政法の先生方が国への抗議と
して意見を出しております。しかしながら、沖縄防衛局はこの国民の権利利益の救済を目的
とする行政不服審査法という法律を使って、国土交通大臣に審査請求を行ったというわけ
でございます。
皆さんもご案内の、沖縄防衛局と国土交通大臣というのは、内閣の一致した方針に従って
事業を進める政府の同じ機関です。その国土交通大臣が同じ機関である沖縄防衛局からの
申し立てを受けて審査を行うということは、あたかも選手と審判を同じ人物が兼ねている
ようなものだというふうにわれわれは考えております。案の定、今年の 4 月 5 日には、国
土交通大臣は沖縄防衛局の言い分をそのまま認めまして、県の承認の撤回を取り消すとい
う裁決を行ったところです。こういった国が私人になりすますような手法がまかり通れば、
政府がその方針に従わない地方公共団体の行政処分を強制的に覆すことができるようにな
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ります。そうしますと、わが国の地方自治や民主主義は破壊されるというふうにわれわれは
考えているところです。
若干、時間は前後しますけれども、辺野古移設をめぐりましては知事選挙ですとか衆議院
選挙など、一連の選挙で辺野古移設反対を掲げる候補者が相次いで当選しています。それに
もかかわらず国は、政府は「選挙というのはさまざまな主張があるから」ということで、一
顧だにせず辺野古の工事を強行してきたわけです。そういった中において県民、特に若い方
の中から、この問題を辺野古の埋立ての賛否を問うという一本に絞って議論すべきではな
いかということで、地方自治法の直接請求制度に基づいて住民投票の動きが出まして、2 月
24 日に辺野古埋立ての賛否を問う、沖縄県で２回目となる県民投票が実施されました。そ
の結果、投票総数の 71.7 パーセント、43 万 4,273 人の圧倒的多数の方が辺野古埋立てに反
対の民意を示されました。
辺野古埋立てに絞った民意が初めて明確に示されたことは、大変重要な意義があるもの
と考えております。こういった結果を受けて、玉城知事は 2 回、安倍総理にお会いしまし
て、工事の中止と対話による解決を求めました。しかしながら閣僚からは、県民投票の結果
にかかわらず、あらかじめ事業について継続することは決めていたとか、沖縄には沖縄の、
日本には日本の民主主義があるといった、耳を疑うような発言がありました。
また、政府は工事を急ぐあまりに K8 と K9 護岸を－これはあくまでも護岸です、船を着
ける停船機能もないまま、桟橋として使用して陸揚げ作業を行うという暴挙も行っており
ます。安倍総理は国会において、
「辺野古に造らないということになれば普天間はそのまま
になっていく」と答弁をしています。一方で、埋立て予定地の 7 割を占める大浦湾側の軟弱
地盤の存在も認めています。軟弱地盤は広い範囲に分布していまして、深い所では海面下 90
メートルに達する深さに及んでいます。日本の地盤改良作業船で対応可能な深さは 70 メー
トルです。ですから、この深さというのは、わが国において前例のない大規模な地盤改良工
事になるということは避けて通れないというふうに考えております。また、絶滅危惧種 262
種を含む 5,300 種以上の生物が生息する貴重な辺野古・大浦湾、そこを埋め立てるわけです
から、そこにまた軟弱地盤の改良工事をやるわけですから、もう壊滅的なダメージを与える
ことになるだろうと考えております。
そもそも、政府は当初の埋立て承認から 5 年半を経過してもなお、大浦湾側を含メート
ル全体の実施設計すら示しておりません。われわれ、確認しました。埋立て土量等で試算し
た事業全体の進捗率はまだ 2.8 パーセントです。後戻りできないような状況ではないという
ふうに考えています。国会や国民に対して、今後必要となる埋立て工事の費用がいくらにな
るか、どのくらいの時間がかかるかということを、まずは政府が示すべきだろうと。そうい
ったことがないまま、国策として税金を用いる工事を進めることが認められていいのかど
うか、私としては甚だ疑問に感じているところです。
今まで述べましたとおり、沖縄県の民意は辺野古移設に明確にノーを示しております。わ
が国は地方自治国家で民主主義国家であります。ですから政府は沖縄の民意に応えて、辺野
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古工事を直ちに中止して沖縄県と対話を行うことが、わが国の民主主義国家としての当た
り前の姿であるというふうに、われわれは考えております。一方でまた、本土においては、
東京の小金井市議会ですとか小平市議会などで、辺野古埋立て工事を中止するよう求める
意見書が採択されるなどの動きが出てきております。沖縄県では、先ほど山口会長からもお
話がございましたように、日米安全保障の問題を全国の皆さまが自分ごととして考えてい
ただきたいと思っております。知事は今般、政令指定都市を中心にトークキャラバンを展開
することとしております。
今後とも、この問題に、ぜひ関心を寄せていただきますよう、よろしくお願い申し上げま
して、私の問題提起とさせていただきます。どうもありがとうございました。
山口 ありがとうございました。では続きまして、与那嶺さんからご報告をお願いいたし
ます。

沖縄メディアから見た辺野古問題
与那嶺 あらためまして、
『沖縄タイムス』の与那嶺と申します。先ほど謝花副知事もお
っしゃっていましたけれども、このような機会を設けていただき感謝しております。
『沖縄タイムス』は戦後、1947 年にできた新聞社です。沖縄の県紙ではありますが、米
軍基地問題について県外の方々に情報を発信することも大きな課題だと認識しております。
ですので、こういうふうにお招きいただいて話す機会とか、あるいは何か雑誌に書いてくれ
というような依頼があるときは喜んで引き受けていますし、沖縄で研修とか視察とかとい
うことで基地問題について話してほしいということがありましたら、記者が積極的に引き
受けるようにしています。
ということで、話を進めていきたいと思います。パワーポイントを用意してきましたが、
拙い作りですので所々、見えにくい所もあると思いますが、ご理解ください。
表紙の写真について説明しますと、これは辺野古崎です。大きい写真が、まだ土砂が入る
前の辺野古崎で、右手の小さい写真が今年 5 月に撮ったものです。現在は、埋め立ての外枠
ができていて、内側に少しずつ土砂が投入されています。土砂が投入されて間もないですが、
既に辺野古崎の原形が分かりづらくなっているのが分かると思います。
＊辺野古埋立て県民投票
本題に入ります。まずは県民投票について話をして、その後に在京のメディアのことにつ
いて話をしていきたいと思います。
県民投票の話が出始メートルとき「今更なぜ県民投票をするのか？」という声が、かなり
ありました。当時の翁長雄志知事は県民投票をやりたいという思いはありましたが、支持母
体はおおむね反対の声が強いという状況でした。
なぜかというと、先ほど謝花副知事もおっしゃっていましたけれども、衆院の沖縄 4 区
以外は参議員も含め辺野古反対の国会議員が当選していますし、翁長知事も反対です。「辺
野古」の問題が起きてから 20 年あまりになりますが、マスコミが世論調査をすると 6 割か

11

ら 7 割ぐらいが反対という結果になっています。こうしたことから、沖縄の民意は出てい
るのではないか、民意ははっきりしているのではないかということで、県民投票は必要ない
のではないかという声が大勢を占めていました。
県民投票条例制定に向けて、まずは 2 万 3,000 筆の署名が必要になりますが、集まらな
いかもしれないという懸念もありました。また、国を相手どった裁判にも負け続け閉塞感が
漂っていると言われていたので、投票率も低くなるのではという懸念がありました。労力を
かけて県民投票をやっても辺野古の埋め立て工事は止められないという諦めムードのよう
な声も出始めていました。
こうした中で、ほぼ 2 年ぐらい前ですけれども、
「辺野古県民投票の会」という市民団体
を、弁護士さんや司法書士の方と若者たちが立ち上げました。県民投票の会を立ち上げたの
は、埋立て承認取り消し処分をめぐって、裁判で民意は「辺野古」反対だと認めなかった、
ということがきっかけだとしています。判決文の中に、民意は賛成か反対か分からないとい
うようなことが書かれていまして、
「じゃあ、ワンイシューで県民投票をやって、白黒はっ
きりさせようじゃないか」というような思いがありました。
あともう一つは、辺野古に土砂を投入するトラックが出入りする所で市民が座り込みを
やっています。座り込みは重要な反対運動だと認識していましたが、仕事をしている人、子
育て中の人が駆けつけて座り込みをするというのはなかなか難しい。主に高齢の方々が座
り込んで反対運動をしていますが、工事はどんどん進んでいる、運動の限界も感じているよ
うでした。
また、一般市民の中には、工事がどんどん進んで裁判にも負けたりしている中で、もっと
自分の意見を出したい、どうにか自分たちの意思を表明したいというような思いがあり、そ
の機会をつくることも大事だということで、県民投票の会は動きだしました。
動きだしたものの、署名締め切りの 2 週間前になっても必要数の 6 割しか集まっていな
かったことから、県民投票の会の若者たちが記者会見をして、署名してほしいと呼び掛けを
しました。
この会見の記事を掲載した後、
『沖縄タイムス』には、読者から「協力したいのだが、ど
こに行けば署名できるのか？」という問い合わせがたくさんきました。実際、私も署名活動
をしている場面を街で見たことはありませんでした。
この会見をきっかけに、危機感を持った県民が署名に駆けつけ、最初は引き気味だった県
政与党や労組なども動くようになり、急速に運動が広がりました。
県民投票は全国で 2 回目、2 回とも沖縄で実施されました。1996 年の県民投票が 1 回目
です。96 年と今回の違いは、96 年は労組や政党が前面に出てきて運動を展開しましたが、
今回は市民、とりわけ若者が前に出てきたというのが大きな特徴です。
若い人が運動をしているということで共感が広がり、残り約 2 週間で署名がかなり増え
て、最終的には 9 万 2,800 票余り集まりました。県民投票条例制定につなげるには、2 万
3,000 票あればいいのですが、それをかなり上回ったのは驚きでもありました。
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その後、県民投票条例が県議会で可決、制定されました。県議会でも与野党の攻防があっ
たのですが、いよいよ市町村が投票事務を担う段階になって、保守系の 5 市長が実施しな
いという判断をしました。市議会が投票にかかる予算を認めなかったことを理由に判断し
たのですが、この判断に対してまた県民投票の会の若い人たちが、市長に県民投票の実施を
要望する会見をしました。玉城デニー知事が直接市長にお願いに出向いたりしたこともあ
ったのですが、市長らは首を縦に振らず膠着状態が続いていました。
そうこうしているうちに、県民投票の会代表で、宜野湾市出身の元山仁士郎さんという大
学院生が、ぜひ全県で県民投票を実施させたいということで、宜野湾市役所の前でハンガー
ストライキを始めました。松川正則市長は県民投票に否定的でした。元山さんは県民投票を
やるために、１年間休学していました。米軍普天間飛行場を抱える宜野湾市民が、投票でき
ない、意思を示せない事態になりかねない状況でした。
一部の市民が投票できなくなるのは理不尽だ、おかしいという意見がある一方で、膠着状
態が続き打開策はないのかもしれないという空気も漂っていました。
こうした状況の中で、元山さんがハンガーストライキを始めました。そのときには、私も
思いも寄らない行動に驚きました。
元山さんという若者がハンストを始メートルことで、真剣にこの県民投票と向き合って
いるのだということが、今更ながら非常に分かりやすい形で示された格好になりました。そ
こから、流れがガラッと変わりました。5 市の市役所には市民からの抗議もあり、首長も追
い込まれていきました。
これを受けて、県議会の議長に加えて県政野党である自民党県連の会長や公明党の県議
も動き始めました。当初、賛成か反対かを尋ねる 2 択の県民投票だったのですが、これに
「どちらでもない」という項目を入れて 3 択方式にするということで折り合いをつけて実
施することになりました。
元山さんはハンスト 5 日目にドクターストップがかかってハンストは終わりました。
5 市も参加して県民投票が全県で実施できることになったのは、投票日のわずか 2 週間前
です。
こうした経緯からみても、私は県民投票の結果だけが重要ではないと思っています。県民
投票を実施するまでの過程は紆余曲折ありながらも、民主主義が正常に働いたから県民投
票の実施に至ったと考えています。
県民投票を実施する過程で、署名数が危うくなって危機感を訴えたら市民がいっぱい署
名をする、5 市の首長が県民投票はやらないといったらハンストをしたり市民が抗議をした
り、議員も議長だけではなくて県政野党の公明党の県議も動くし、自民党県連の会長も動く
というように、沖縄県民が民主主義を働かせたのは、沖縄にとって大きな意味があると思っ
ています。
当初、私たちマスコミはそんなに強い関心を寄せていたわけではなく、1992 年の県民投
票に比べても紙面で大きく展開していませんでした。自民党と公明党が静観している形だ
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ったので対立軸がなく、そんなに盛り上がってはいませんでした。
なので、投票率は大体 4 割程度、辺野古反対票がかなり多くなるだろうと予想していま
した。
「辺野古」に賛成している人たちは、自公が静観しているということもあって投票に
は行かないだろう、だから反対票が 6 割ぐらいだろうというふうに予想していました。ほ
かのメディアの人に聞いてもほぼ似たような感触を持っていました。
が、ふたを開けてみると投票率は 52 パーセント、反対票は 72 パーセントに達しました。
反対票の 43 万票というのは、玉城デニー知事が知事選のときに獲得し、過去の知事選と比
べて最も多かった 39 万票をも上回りました。
投票率が 52 パーセントというのは「低すぎる」と過小評価する声もありますが、2016 年
の参院選が 54 パーセント、2013 年のそれが 53 パーセントですので、ほぼ同じぐらいです。
低すぎるということはないと考えていいと思っています。
繰り返しになりますが、メディアの事前予想を超えて投票率が高くなった背景には、政党
や労組だけではなくて、若者が前面に出てきて運動したということがとても大きいだろう
と思っています。
＊県外メディアの扱い
続いて、県外メディアについて話したいと思います。
この県民投票の扱いについては、在京の新聞は、かなり大きく扱っておりました。朝日新
聞、毎日新聞、東京新聞が横見出しを使って、1 面トップで扱いました。日経新聞と産経新
聞は４段の見出し、２番手のニュースの扱いでした。読売新聞が一番小さくて 3 段見出し
で、ドナルド・キーンさんの訃報記事より小さい扱いでした。また、多くの在京紙が 2 面、
3 面や社会面でも受けて、サイド記事などを作っていましたので、県民投票についてはかな
り大きく扱ったと思っております。
『沖縄タイムス』は米軍基地関係の大きいイベントや事件事故などが起きると、翌日の全
国紙などの扱いをチェックして、つまり全国紙がどれくらい関心を持っているかというこ
とを紙面で紹介しています。このパワーポイントで紹介している『在京 6 紙が 1 面で掲載』
という見出しの記事は、総合 2 面で扱いました。
このパワーポイントの右側にあるのは、全国紙などの社説を掲載した特集紙面です。これ
は沖縄県外の新聞社がどういう論調で、基地問題を捉えているか、ということを読者に読ん
でもらうためです。県民投票のときも朝日、毎日、読売、北海道新聞、中日・東京新聞の社
説を掲載しました。
県民投票の結果が出たときに、私と、沖縄県のもう一紙『琉球新報』の編集局長が、共同
通信の依頼を受けて、寄稿しました。
このときに私は、
「辺野古」についてはこれまでも選挙の結果が出ているけれども、県民
投票ではワンイシューで「辺野古」反対という結果が出たから、今度は政府や本土の方々が
沖縄県民が出した結果に対して答えを出す番ではないかと書きました。『琉球新報』の編集
局長は、民意に軽重があるのかと問いかけ、沖縄の自己決定権がないがしろにされていると
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して、
「問い続ける自己決定権」という見出しがついて紹介されています。
この論評については、手前みそになりますが、共同通信の加盟社が割と使っていただきま
した。これを受けて、共同通信社の『「報道と読者」委員会』という報道の在り方について
第三者の意見を聞く場があるのですが、そこで委員の三浦瑠璃さんが、ちょっと珍しくと言
ってはなんですが、いい指摘をしていると思いました。
沖縄の基地問題解決に向けて、沖縄と中央政府を橋渡しするような言論がないと。行き着
く先が見えないことが本土の読者のストレスとなり、関心を遠ざけている可能性を危惧し
ているという指摘でした。
政府は「県民に寄り添う」とか、
「辺野古が唯一」と言いますが、私の立ち位置からすれ
ば、メディア側の追及が足りないという指摘だと理解しました。これは『沖縄タイムス』も
含めて、自省を込めますが、追及がまだまだ足りないと思っていまして、この意見はごもっ
ともだなと思ったのです。
けれども、これに対する共同通信の政治部長の答えが、
「安全保障という国の高度な政策
判断に、地元の意思をどこまで反映させるべきか、非常に難しい」「沖縄の不満に向き合う
こと」などと発言しました。この回答に、私はかなり沖縄の認識とはずれがあると感じまし
た。
まず「沖縄の不満」という言葉。県民投票の結果について「不満」と捉えていることに違
和感がありました。また、
「辺野古」問題は、米軍基地をまた沖縄県内に造るという場所の
問題なのですが、それを安全保障という国の高度な政策判断にというふうに大枠で捉えて
しまっているということに、沖縄側の見解はあまり理解されていないのだと思いました。
沖縄の人たちは「辺野古」問題は安全保障の問題ということではなくて、もっと個別具体
的な問題として捉えているのに、安全保障という大枠で議論されてしまうというところに
沖縄の人たちは常々ストレスを感じているところがあります。県外の方々と話すと、
「沖縄
が普天間移設に反対したら日米安保はどうなるのだ？」といったような、議論がずれている
というか、話がかみ合わないというようなことが多々ありまして、これもその例だと思いま
した。
先ほど『沖縄タイムス』で、全国紙などの社説を掲載するという話をしました。ちょっと
古い社説（2015 年 10 月 15 日付）で申し訳ないのですが、故翁長雄志知事が辺野古の埋立
て承認を取り消したときの社説です。「沖縄の新聞社は感情的だ」という、いわれなき批判
を受けることがありますが、このときの読売の社説はかなり感情的だと私は少し驚きまし
た。最後の締めの文章を例に挙げると、翁長知事に対して「辺野古移設には反対しつつ、沖
縄振興予算も確保しようという発想は虫がいいのではないか」と書いています。社説として
はかなり珍しい感情的な終わり方をしていると思いました。
この社説については『沖縄タイムス』の何人かの読者が電話などで「なぜこのような社説
を載せたのか？」と強い調子で批判を受けました。日本で最も読まれている新聞が、
「辺野
古」問題をどのように捉えているかということを沖縄の人が知ることも大事だと思ってい
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ます。現状認識が大きく違うことを強く認識したと思います。
県民投票については、県外でも大きく取り上げてもらったと思っていますが、基地問題に
対する報道はかなり少なくなっているというのがここ数年の傾向だと思います。聞くとこ
ろによると、米軍基地問題を取り上げたら視聴率が取れない、チャンネルを変えられ、雑誌
は売れないと。雑誌といっても、かなりリベラルな問題を取り上げている雑誌の記者から聞
きましたので、本当に売れないのだろうなと思いました。
また、沖縄では毎年のように米軍基地絡みの事件事故への抗議や「辺野古」反対の県民大
会を、数万人規模で開きます。県民大会については、県外のメディアは、もしかしたら「恒
例行事」のように受け止めているかもしれません。ですので、扱いもかなり小さくなりがち
です。沖縄から見ていると、米軍基地や日米安全保障に絡む問題が毎年のように起こる異常
な地域で、政治問題で数万人が集まる都道府県は全国でも沖縄だけという非常にまれな集
会だと思うのですが、逆に毎年のように開かれていること、
「辺野古」問題が長引いている
ということもあって、ニュースではないと判断されている現状があります。
つまり、政治的に動かないと報道が少なくなるわけです。けれども問題は解決していない
どころか、残されたままです。ここが現在のジャーナリズムの課題だと思っています。問題
は解決していないのに報道しなくなる、在京のメディアが関心を持っていただけなくなる
ということは、安倍政権の思うつぼだと思っています。
安倍政権は「辺野古が唯一」という理由を明確に示していませんし、本格的に議論したら
沖縄側がこれまで二十数年間、積み上げてきた理屈に対して答えられないのではないか、と
思っています。だからこそ、
「辺野古が唯一」の説明をしないのだと思います。このまま追
及せずに、メディアの関心が薄れ報道しなくなると、民主主義やジャーナリズムの弱体化が
進むと思っています。
沖縄の新聞社は、米軍基地問題ばかり報道しているとよくいわれます。実際、基地の問題
があまりにも大き過ぎて、かなりの紙面を割いています。県民投票について書いた記事は約
1 年で大小 1,500 本ぐらいありました。大きな問題なので、どうしても記事の分量が増える
のですけれども、そうすると、いろいろなことに興味を持っている県民のニーズに応えられ
ないという課題も出てくるので、そこは意識しながら、メリハリを付けて報道するようにし
ています。基地問題を大幅に縮小したらどうなるかというと、もうそれは『沖縄タイムス』
が死ぬときです。報道の仕方についてはもっと若い人にも読んでもらう工夫が必要だろう
と思いますが、沖縄の民主主義を守るためにも米軍基地問題はきっちりと報道していかな
いといけないと思っています。つまり、沖縄だけではなくて、本土でも工夫しながらこの問
題を報道していく必要があるということです。
山口 ありがとうございました。沖縄のお二人には時間を取って、県、地元メディアの立
場からお話を伺いました。では、次に行政法の専門家であります亘理さんから、法的観点か
らのお話をいただきたいと思います。
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法的関係からの辺野古問題
亘理

中央大学の法学部で行政法を専門にしております亘理と申します。お手元にお配

りしている私の名前入りのレジュメ（43 頁以下参照）がございますけれども、その最初に、
時系列の表がありますが、その中の 2015 年の 10 月 13 日に、当時の翁長知事が埋立て承認
の取消しを行ったというのがあります。その２つ目の黒丸にありますように、それに対して
防衛局長が審査請求を国土交通大臣に対して起こした。これが、私自身がこの辺野古問題に
関わり始メートルきっかけということになります。当時、行政法の研究者が、この沖縄防衛
局長による審査請求は審査請求制度の趣旨からいっておかしいのではないかということで、
100 人程度の研究者が呼び掛け、これに反対の署名をいたしまして公表したという、それが
きっかけでございます。それ以降、沖縄県の方と一緒に研究会などをやってきているという、
そういう経緯がございます。
＊辺野古問題の法的経緯
先ほど謝花副知事からもお話がありましたように、この問題をめぐって 2015 年 10 月 13
日の翁長知事による埋立て承認取消しに対して国側から応酬がなされまして、これが一つ
の事の始まりということになります。いろいろな訴訟とか、あるいは審査請求とか、あるい
は国地方係争処理委員会による審議などが行われてきたという経緯がございます。もう一
つは、昨年、翁長知事が亡くなられたその直後の 2018 年 8 月 31 日、今度はその承認処分
の撤回が行われ、またそれが契機となって国側がまた審査請求などをやるという形で、今日
に至っているという状況でございます。
このうち、裁判所の判決とか係争処理委員会の決定などにつきましては、【Ａ】～【Ｇ】
という記号を付けさせていただいておりますが、その中の【Ａ】
（2016 年 6 月 20 日・国地
方係争処理委員会決定通知）
、
【Ｂ】
（2016 年 9 月 16 日・福岡高裁那覇支部の不作為違法確
認判決）
、
【Ｃ】
（2016 年 12 月 20 日・最高裁第二小法廷の上告棄却判決）は、翁長知事に
よる埋立承認取消しに対し国土交通大臣が行った是正の指示をめぐって繰り広げられた一
連の応酬に関するものですが、配布資料の中でそれぞれ簡単な解説をさせていただいてお
りますので、ご覧いただきたいと思います。その後の【Ｄ】
（2018 年 3 月 13 日・那覇地裁
の岩礁破砕差止請求等却下判決）と【Ｅ】
（2018 年 12 月 5 日・福岡高裁那覇支部の控訴棄
却判決）は、国側が前々知事の仲井眞知事から受けていた岩礁破砕許可の期限が過ぎたにも
かかわらず、更新許可の申請もなさず無許可で岩礁破砕行為を続けているので、これに対し
沖縄県が岩礁破砕の差止め等を求めて提起した訴訟に対する、第１審と控訴審の判決です。
この 2 つの判決につきましても、配付資料の解説をご覧ください。そこで、ここまでは省略
をさせていただきまして、
【Ｆ】と【Ｇ】2 つの国地方係争処理委員会決定について、多少
踏み込んだお話をさせていただきたいと思います。
＊2 つの国地方係争処理委員会決定
この 2 つの決定は、先ほど触れました 2018 年 8 月 31 日付の承認撤回に対して、沖縄防
衛局長が国土交通大臣に審査請求を提起いたしました。それが 10 月 17 日ですが、そこか
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ら 10 月 30 日にそれを受けて国交大臣が、まず執行停止ということで仮に執行を停止する
旨の決定を下し、さらに 2019 年 4 月 5 日国土交通大臣が裁決を下しました。執行停止決定
の方は承認撤回処分の執行停止を命じる決定、裁決の方は承認撤回を取り消すという裁決
が下されたところでございます。これを受けて、まず執行停止決定に対して、2018 年 11 月
29 日に玉城知事が係争処理委員会に審査を申し立てたところ、2019 年 2 月 19 日に国地方
係争処理委員会が決定を下したというものでございます。これが参考資料の【Ｆ】です。さ
らに 2019 年 4 月 5 日に国交大臣が下した裁決に対して、4 月 22 日に玉城知事が審査の申
し出を行ったところ、2019 年 6 月 17 日国地方係争処理委員会が決定を下した。これが参
考資料【Ｇ】です。
以上のような経緯なのですが、
【Ｆ】と【Ｇ】という国地方係争処理委員会の２つの決定
がここで問題になるわけですが、決定の中身はほとんど同じでございます。執行停止に対す
る審査の申出に関しては、国地方係争処理委員会の審議対象にはならない、それ故、違法な
申し出であるという理由で却下と結論づけています。審査請求の裁決に対する審査の申出
の方も、国土交通大臣による裁決は係争処理委員会による審査の対象にはならないとして、
これも違法な申し出だという理由で却下しています。問題は、県知事側の申し出を、要件を
満たさないという理由で却下した 2 つの決定のどこに問題点があるかということになるわ
けでございますが、この点について 3 点指摘をさせていただきたいと思います。
実はこの係争処理委員会による審査の対象となるか否かにつきましては、国土交通大臣
が行った執行停止の決定および審査請求に対する裁決が適法なものであれば、これに対す
る審査の申し出は係争処理委員会による審議の対象にはならないというのはその通りなの
ですね。ですから、適法であれば確かに却下という結論になるわけですが、問題は適法であ
ったか否かであります。審査請求の根拠となる法律は行政不服審査法なのですが、この行政
不服審査法の 7 条 2 項に、国の機関などがその固有の資格において処分を受けたという場
合、その固有の資格で受けた処分については審査請求ならびに執行停止決定の対象にする
ことができないという趣旨の規定がございます。したがいまして、この沖縄防衛局長が県知
事から受けた承認撤回は、沖縄防衛局長にとって、その固有の、つまり国の機関として固有
の立場で受けた処分であるならば、これは要するに審査請求の対象にはなり得ないという
ことになるわけです。これについて沖縄県の側、すなわち玉城知事の側は、これは執行停止
の申立てに対する執行停止決定という形、また審査請求に対する裁決という形を取っては
いるけれども、本来、固有の立場で受けた承認撤回に対するものなのであって、そうである
ならば審査請求とか執行停止決定の対象になり得ないものだ。ところが、これに対して行わ
れたのであるから、これは違法なのだと主張してきました。そして、違法な執行停止の決定
とか違法な審査請求に対する裁決であるならば、地方自治法上、国が地方公共団体の権限の
行使に対して、いわば地方自治法上の「関与」という行為を行ったという、そういうことに
なります。これが、逆に適法に審査請求が行われ、それに対する裁決等が行われていたとす
れば、これは地方自治法上の「関与」には該当しないということで除外されてしまいまして、
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したがって、国地方係争処理委員会に審査を求めることができなくなるわけですけども、こ
れが実は「関与」に当たるとなりますと、当然、係争処理委員会による審査の対象になると
いうことになる。県の側はそのように主張したわけです。
そこで係争処理委員会は、
【Ｆ】と【Ｇ】という 2 つの決定でどのような判断を下したか
が、問題となります。いずれの決定も、県知事の申し出は係争処理委員会の審査の対象外だ
として却下決定を下したわけですが、その理由は、沖縄防衛局長という国の機関に対して仲
井眞知事が行った埋立て承認という発端となった処分の法律効果について考えますと、そ
れは要するに適法に埋立て工事を行うことができるという法的地位を生じさせる行為だと
いう点で、国の機関ではない、民間の事業者などに対する埋立て免許の法律効果と異なるも
のではないという点に着目しまして、法律効果が全く同じであるならば、国の機関である防
衛局長が固有の立場において受けた処分には該当しないだろうというものです。つまり係
争処理委員会決定の考え方によりますと、沖縄防衛局長は、私人ないし民間事業者とか民間
人が都道府県知事から埋立免許を受けるのと同じ立場で、埋立承認を受けたというふうに
述べたわけです。であるからして、固有の立場で受けたとはいえないので、この埋立承認の
撤回に対して国交大臣が行った執行停止決定および審査請求に対する裁決も、国地方係争
処理委員会に審査を申し出ることのできるような行為には該当しないので、却下という結
論を下したということになります。
以上が 2 つの係争処理委員会決定の結論及び理由ですが、その問題点を何点か指摘させ
ていただきたいと思います。
まず 2 つの決定が却下という結論を下した理由には説得力があるか、ということにつき
まして、2 点問題点を指摘させていただきます。決定理由の内在的な疑問点ということにな
ります。私は法学者として考えますと、法律の解釈・運用というのにはある程度の幅があり
ますので、係争処理委員会が決定【Ｆ】と【Ｇ】で採用した考え方は、法解釈の広い幅の中
の一つとして成り立ち得ないものではないと考えておりまして、たくさんある選択肢の中
の一つであるということ自体は否定できないというふうに思っております。ただ、問題はこ
の条文の規定内容です。先ほど申しましたように、2 つの係争処理委員会決定は埋立ての承
認がどのような法律効果を生じるかを見ると、これは民間人に対する埋立て免許と全く同
じだとし、だから固有の資格において行ったものとは言えず、民間人と同じ資格で行われた
ものなのだというふうに言っているわけです。しかし、私の見るところ、法律の条文からし
ますと、行政不服審査法 7 条 2 項は『固有の資格』という用語を用いています。何と申しま
しても「資格」と「法律効果」とでは相当ズレがあるのではないかと思っています。法律効
果が同じだから資格も全く同じだという、そのような論理は成り立たないのではないかと
いうのが一つの疑問点でございます。そのことを詳しく論じますと 20～30 分かかりますの
で、これは指摘だけにとどめておきたいと思います。
もう一つは、国と地方の関係における地方公共団体の自主性・自立性の尊重の要請につい
てです。辺野古問題の場合、沖縄県の自主性・自立性を重んじるならば、事業者である国の
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機関などと同一の主体に属する国の大臣である国土交通大臣、これをもって審査請求の審
査機関と考えるのは、やはり本来の行政不服審査あるいは審査請求制度の趣旨に反するの
ではないかと思います。つまり地方自治を前提にして国と地方間の関係を考えた場合、処分
を受けた沖縄防衛局長が審査を申し出て、それに対して国土交通大臣が裁決を下すという
構図は、地方自治の趣旨に真っ向から反すると考えます。防衛大臣と国土交通大臣は内閣に
おいて同一の、同等のメンバーであり、内閣の下での閣議に基づく統一的な意思決定に関わ
っているわけでございますので、そうした国土交通大臣が防衛大臣の指揮命令下にある沖
縄防衛局長が行った審査請求の場で出てくるというのは、地方自治の本来の趣旨も併せて
考えますと、やはり行政不服審査制度の本来の趣旨に真っ向から反するのではないかと思
っております。以上が 2 つ目の理由というふうに考えておりますが、私はどちらかと申し
ますと 2 つ目の理由の方が、特に重要だというふうに考えております。
以上が、
【Ｆ】と【Ｇ】の決定理由に対する内在的な批判でございます。その上で２つ目
の問題点といたしまして、国地方係争処理委員会がその本来的役割を果たしたと言えるか、
という問題点に入りたいと思います。行政不服審査制度との関係で今述べましたことの延
長線で考えますと、やはり地方自治制度の理念に照らして大局的な見地から法を解釈し結
論を下すということが、国地方係争処理委員会の判断には要求されていたのではないかと
思います。したがって、日本の地方自治の趣旨あるいは 1999 年の地方分権改革の理念から
考えましても、係争処理委員会は、日本の地方自治制度のあるべき姿の見地に立った判断を
すべきだったのではないかと思います。ところが、先ほどご紹介しましたように、法律効果
が埋立免許の場合と埋立承認の場合とで全く重なり同じだという理由から、そのような、一
言で言えば法技術的な解釈論で結論を出してしまうというのは、私としては非常に残念な
ところでございます。得てして裁判所の場合はそういった判断を徹底して行うという傾向
が、わが国の場合、高いわけでございますが、国地方係争処理委員会の本来の趣旨、設立の
趣旨からしますと、地方自治の本旨に沿った判断を期待された機関だったのではないかと
いうふうに考えておりますので、その点はやはり大変残念な結果だったというふうに考え
ております。以上が 2 番目の問題に関する指摘でございます。
最後に 3 番目の問題点といたしまして、この間の様々な局面での国の対応のあり方への
根本的な疑問点を、指摘させていただきたいと思います。この 4、5 年間における国の対応
をいろいろ見ていきますと、一つひとつが非常にゆとりのない対応が目につくという点を
申し上げたいと思います。自らの権限行使と権力行使、あるいは法解釈のあり方について、
いわば謙抑的な権限行使とか法解釈、あるいは自制的な振る舞いという姿勢に、著しく欠け
ているのではないかという感想を持っております。
この点に関わって 2 点だけ指摘させていただきますが、先ほど謝花副知事も言及されま
したように、国地方係争処理委員会の決定【Ａ】、つまり 2016 年 6 月 20 日の国地方係争処
理委員会決定は、結局、どちらかに軍配を上げるという決定を下さず、問題はむしろ国と沖
縄県間の相互理解を促進する必要があるという理由から、双方に対して協議を促すという
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ものでした。この点が一番、重要だったわけです。先ほど謝花さんもおっしゃいましたよう
に、沖縄県の側は、協議については、むしろ本来の趣旨であるということで協議を申し入れ
たということでした。それに対して国の側は、2016 年 12 月 20 日に最高裁判決【Ｃ】が出
ますと、翌 2017 年 2 月には即座に埋め立てを開始すべくもろもろの準備のための工事に取
り掛かるという行動に出ます。さらに 2017 年 3 月 31 日、これは仲井真前々県知事が埋立
てを承認した際に岩礁破砕についての許可を与えていたところ、これが期限付きだったわ
けでありまして、その期限が 3 月 31 日をもって終了した。本来であれば破砕許可の更新を
求めてあらためて許可申請をし、許可を受けて工事を行うのが法の趣旨であるにもかかわ
らず、一切、それを無視して、いろいろ口実といいますか理由を挙げてそのまま更新許可な
しの破砕工事を継続した。この点などは全く品位を欠いた、なり振り構わないといいますか、
使える手段は何でも使うといったような姿勢があからさまに垣間見える対応だったという
印象を持っております。
以上、国交大臣が県知事の不作為違法確認を求めて提起した訴訟について、2016 年に下
された２つの判決【Ｂ】と【Ｃ】を受けて、国側が埋立工事を開始するという中で、岩礁破
砕について更新許可を受けることもなく工事を続行したというのが 1 点目でございますけ
れども、もう一つはそれより前の時点での国の対応についてです。先ほども言及いたしまし
たが、国地方係争処理委員会の決定【Ａ】を受けて、沖縄県側は、法律上は福岡高裁那覇支
部に対して、2016 年 3 月 7 日に行われていた是正の指示に対して取消しを求める訴訟を起
こすことが可能であったわけですが、あえてその途を選ばず、国に対して協議の継続を求め
るという対応をとりました。何故なら、先ほども申しましたように決定【Ａ】が国と沖縄県
間の協議を促していたということなので、県としてはこれに元々何の異存もない。そういう
ことなので、協議の実施を国側に申し入れた。これに対して国の側は、それに一切応じなか
ったということでありまして、特に 2016 年 7 月 22 日には、国交大臣が不作為違法確認訴
訟の提起という行動に出たわけです。時系列順に申しますと、以上のような国の対応の方が、
むしろ 1 点目ということでございまして、これに対し、先ほど申し上げました岩礁破砕許
可の更新を受けずに工事を続行したという問題点の方は、2 点目ということですが、いずれ
の場合も、国の側は自制とか抑制が利いていないような対応に終始しているのではないか
という感想を持っています。
本来は地方自治の趣旨にかんがみまして、地方公共団体の自主権や自立性を尊重し、日本
の民主主義の基盤としての地方自治を育てていくという姿勢が国には要求されます。この
趣旨から申しますと、この間の国の対応は、相当かけ離れた逆向きの振る舞いに終始してい
るのではないかと考える次第でございます。
以上、少し長くなりましたが、私からの話はこれくらいにしたいと思います。
山口 ありがとうございました。今の話を聞いていまして、レビツキーとジブラットとい
うアメリカの政治学者が書いた『民主主義の死に方』（新潮社）という本の主要な論点を思
い出しました。そこには、独裁的な権力は、最近は力ずくで法を破るのではなくて、従来の
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政府が常識や暗黙の了解の共有という形で差し控えていたことを遠慮なしにやるという傾
向があるという指摘があります。つまり、先ほどの行政不服審査の使い方などは常識ではや
っぱり考えられないことですけれども、法の趣旨を全く無視して使えるものなら何でも使
うという傾向が安倍政権の特徴である、ということです。
それでは最後に政治学の観点から、特に民主主義論との関係で沖縄県民の意思表示に、あ
るいは国レベルの政策決定と沖縄県の民主主義の関係という論点について、杉田さんから
お話をお願いします。

国の政策決定と沖縄県の民主主義
杉田

私には企画委員会の方から、岩屋防衛大臣の発言についてコメントしてほしいと

いうことだったので、まずその辺からお話を始メートルいと思います。
岩屋防衛大臣が 2 月 26 日に『沖縄には沖縄の民主主義があり、しかし国には国の民主主
義がある。それぞれに民意に対して責任を負っている。沖縄の民意というのは私ども、しっ
かり受け止めないといけない。一方、国も民主的に選挙された国会によって内閣が構成され、
時の政権は日本の国の安全保障という大きな責任を負っているわけで、私どもはその責任
をしっかり果たしていかないといけない。そういう意味で非常に難しい、困難な課題だが、
対話というものをしっかり行って、できるだけ理解をいただきご協力をいただけるように、
これからも誠心誠意、対応したい』と発言したようですが、このご発言については、私は前
半の部分、つまり問題の所在についての認識自体は一応、評価したいと思います。ただ、そ
こから先で思考停止に陥っていっていますので、結局は評価できないのですけれども、出発
点としてはそれなりに重要な認識です。というのは、異なる政治的な単位において、つまり
自治体において、そして自治体も県レベル、市町村レベルがあるわけですが、あるいは国レ
ベル、さらに言えば、例えばＥＵみたいなものがあればそういう広域的な（リージョナルな）
単位、あるいはもっとグローバルな単位の決定がある場合もあると思うのですが、そういう
さまざまな単位においてそれぞれ民主的な決定が行われ、しかもその結論が相互に異なる
場合に、どういうふうにして調整するのかというのは非常に大きな問題で、これはデモクラ
シーに関わる最も大きな、困難な問題の一つ、難問の一つだというふうに思うからです。
しかも、実はこれはあまり政治学者が考えてこなかった問題ですし、また、考えれば考え
るほどよく分からなくなる問題であるわけです。ある政治的問題について、どうやって決め
ようか、みんなで決めよう、ここまでは問題ありません。しかし、それでは、その「みんな」
ってなんですか、そこがまさに問われてしまうわけです。「みんな」とは当然に国民全体の
ことだ、ということになれば、一応民主的に選出されている国の政府の言う通りでいいとい
うことになりかねない。他方で、沖縄のことだから沖縄で決めるのが当たり前だという話に
なれば、それは沖縄の声が勝つ。結局、
「みんな」とは何かが自明ではないし、そして、ど
の単位を「みんな」とするかを、
「みんな」で決めるということは論理的に不可能です。こ
こから決定不能性の問題が生じる。
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例えば、ちょっと極端な例があるのですけれど、東ティモールですね。これがインドネシ
アから独立したのが 20 年ぐらい前なんですけれども、このとき、どうして東ティモールは
独立できたのか。それは東ティモールの住民投票によって決定したからなんですよね。イン
ドネシア政府は、これはインドネシアの国内問題であり、まさに主権国家であるインドネシ
アの一部の地域が分離するかどうかの問題は、全インドネシアにおいて決定するのが当然
であるという、そういう主張をしたわけです。どこの国でもそういう主張をすると思うので
すけれども、このときは国連などがいろいろ介入していたこともあって、それを認めず、い
や、これは東ティモールで決める問題だという話になったわけです。それで東ティモールで
投票したので、大多数の人が独立に賛成して、独立できたわけですけれども、もしここで、
主権国家であるインドネシア全体で決めるのが当たり前だという話で思考停止していれば、
永久に東ティモールは独立できなかった。これは別に私は、沖縄が独立すべきだとかそうい
う文脈でお話しているわけではありません。そうではなくて、どこで決定するかこそが、実
は重大な、しかも構造的に決定不能性をはらんだ問題であるということです。
岩屋発言には、ですから岩屋さんがどのくらい意識しているかは別として、大変、難しい
問題が絡んでいます。国と沖縄のどちらも民主的正統性（legitimacy）はそれなりにちゃん
とあるということは一応、認めている。沖縄の民主主義についても、まあ、言葉の上だけか
もしれませんが一応認めているわけです。この点については、例えばそれさえ認めない議論
というのもあるわけです。2000 年に吉野川可動堰の問題で住民投票が行われたときに、当
時の中山正暉建設大臣は、これを『民主主義の誤作動』というふうに表現した。誤作動です。
パソコンとかがよく誤作動しますが、それと同じように、本当の民主主義じゃない、自治体
レベルの住民投票というのは本当の民主主義じゃなくて、国レベルの決定が民主主義であ
るだろうと、そういう認識なわけです。あるいは議会が決めるのがまともな民主主義。直接
投票は違うといった、直接対間接という論点もここにはもちろん関係しているわけですが。
この中山発言のような形で、正当（authentic）な民主的な決定とそうではない決定を区別
できるという前提に立つと、世の中は非常に分かりやすくなるわけで、歴史上、そういう役
割を果たしてきたのが、いわゆる主権概念です。主権というのは非常に剣呑な言葉で、あま
りに危ないんで私は使わない方がいいと思っています。市民主権とかそういう言葉にも、あ
まり賛成じゃないんです。なぜなら主権という言葉は、思考停止を可能にするものだからで
す。主権というのは最終審級、切り札ですから、主権というものが出てきたら、もうそれに
対しては勝ち目はない。こういう風に決着をつけるために主権という概念はあるわけです。
もちろん、それを逆手に取っていくのが、例えば市民主権という概念だということは承知し
ていますが。
そして、主権概念の問題性を現在、世界で一番理解しているのはヨーロッパ人です。つま
り主権概念をつくった、主権概念というものを発明したヨーロッパ自体が、EU をつくって、
危険というものをある程度、相対化して、まさに、EU で決定すべきことと各国家が決定す
べきこととを切り分けようとした。ここにいわゆる補完性（subsidiarity）原理が関係して
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きます。この補完性概念自体も人によって好き勝手な理解をしているわけで、当然、EU 側、
EU をつくったとか、EU に基盤を置いている方々は、まずは EU が全部やるが、どうして
も EU でできないことは個別国家でやる、これが補完ということの意味だというふうに言
っています。逆に EU に批判的なイギリスのサッチャー首相とかは、すべてはまず国家が
やるべきだ、イギリスとかフランスがやって、どうしてもできないことだけをヨーロッパで
やってくださいと、こういう具合に補完性原理を解釈した。しかも、このどちらが正しいの
かということ自体、実は簡単には決められないのですよ。言い合いになって、力関係でその
都度、補完性の意味合いが変化していく。あるいは別な言い方をすると調整されていくわけ
ですが、理論的にどっちが正しいということでは必ずしもない。もちろんヨーロッパが政治
統合まですれば、ヨーロッパ主権になった可能性はあるのですけれども、そうならなかった
ことはご存じだと思います。
今、イギリスはその EU を離脱して、イギリスの主権を再確立したい、としています。し
かし、今回、イギリスが EU を出て行こうとすると、イングランドとアイルランドとの間に
EU とその外部との間のボーダーができてしまう。つまり、北アイルランドは EU じゃない
けれど南のほうは EU だっていうことで、そこでアイルランド問題が再燃してしまい、場
合によってはアイルランドが再燃し、大きな国家的な危機が発生する可能性もあるし、ある
いは、スコットランドは EU に残りたいとすれば、イギリスが離脱した後、スコットランド
が連合王国から出て行く可能性、住民投票をやって出て行く可能性があります。これはイギ
リスの国家主権を強化することになるんでしょうか。むしろ逆ですよね。イギリスはばらば
らになりかねない。今のイギリスの保守党の人々は、それでもいいからとにかく出たいとい
う、いわば国家主権の衝動に駆られているわけなのですけれども、その結果がかえって主権
を損ないかねない。非常に皮肉です。
日本の場合には、EU に当たるものはもちろんないわけですけれども、日本の国家レベル
と自治体のレベルとの関係、今、亘理先生からご紹介があったような国地方関係、政府間関
係の問題はあります。国と地方との間の係争を処理する委員会もあるわけですが、それが十
分に機能していない中で、安倍政権の対応は、まさに主権概念の対内的側面を国内に対して
は強く主張し、安全保障はすべて国の専権事項だと強調するものです。たしかに、最終的に
は安全保障について、国と国との条約等を自治体が結ぶわけではありませんので、条約等に
責任を持っているのは国の政府だということはあるとしても、国内のどこにどう基地を置
くのかとか、そういう問題については、これは国内で調整すべき問題であり、主権を振り回
すべき問題ではない。国と地方との意見の相違を調整せよという問題提起を、主権概念を濫
用して封じようとしているわけです。その一方で、実はアメリカに対しては全然主権を主張
していないのではないか。日米地位協定という、まさに主権を侵食しているようなものにつ
いて全く放置している。主権の対内的な運用と対外的な運用が非常にねじれている、こうい
う状況になっているわけなんです。
これについてどう考えていくべきでしょうか。まず一つ、大きな問題として、自治体にお
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ける住民投票の正統性の問題があります。これは先ほどの吉野川河口堰問題の時期からい
ろいろ議論はされていることですけれども、こういう住民投票と、国全体の国民投票とは同
じようなものなのかどうか。私も誰かから質問されたことがあるのですが、例えば大阪の橋
下さんは、憲法改正国民投票をどんどんやるべきだとしています。改正の結果うまくいかな
ければまたやればいい。そのように煽るわけです。近年は安倍首相もそういうことを発言し
た。そういう話と、沖縄などで何回も住民投票をやる話とは違うのですかと聞かれました。
その含意は、憲法改正国民投票に消極的なら沖縄などの住民投票にも反対しろということ
なのですが、自治体の住民投票と、国が上から押し付けてくる国民投票とは全く意味が違い
ます。まさに国民投票というのは、主権的な単位とされている国民という単位における決定
を特権化するものだからです。これに対して、沖縄などの住民投票は、そういう国民単位に
よる押し付けに対抗するためのものです。国民投票にも私は意味があると思いますが、さま
ざまな弊害があり、慎重に運用されるべきと思っています。その一番の根拠は、国民という
単位がまさに主権概念によって圧倒的に有利な立場にあるからです。それに対して自治体
の住民投票というのは、主権的な単位とされていない、まさに主権の名の下に抑圧されてい
る単位が異議申し立てでやっているわけなのですから、これは全く意味が異なります。
これがまず第 1 点ですが、第 2 点として、今の件に関係して、主権国家の長期的な安定
性という点でも、本土の側の、つまり沖縄以外の部分の対応は問題です。国政レベルと沖縄
レベルに齟齬がある場合に、本来は国民的な単位において、主権者たる国民が主権者の一部
である沖縄の負担を自分たちの問題として意識すべきです。ところが、沖縄を犠牲にしてお
けば本土のほうに基地は来ないといった、無責任な対応に終始している。先ほど副知事から
ご指摘がありましたように、そもそも沖縄にある基地の多くは、本土にあった基地が 70 年
代にかなり移転したものであり、つまり、実は、本土が先に沖縄に押し付けたものであるこ
とをもう忘れている。在京メディアもあんまり報道しない。そして、そもそもアメリカとの
関係で基地の総量は減らせないという根拠のない前提の上に、それをどこに押し付けるか
というゼロサム的なゲームとしてとらえ、立場の弱い沖縄に押し付けようとしている。しか
し、アメリカの軍事政策も変化しうるわけで、まさに主権の対外的な側面として、日本国内
の土地利用をここまで外国が制約するのはおかしいということを主張していかなければ、
国民統合そのものができません。こういう形で、
「多数者の専制」みたいな形で、少数派の
犠牲の上に民主政治を運用していこうとすれば、民主制度の基盤である国民的な単位その
ものが蝕まれてしまうのではないでしょうか。
最近、官房長官の会見で特定の記者の質問が拒否されたりして問題になっていますが、こ
ういう攻撃には、ジャーナリズムであれば全員でボイコットするのが当たり前です。そんな
記者会見には出られないというのが当たり前の対応です。一部の記者の犠牲の上に記者ク
ラブ制度を維持して、まともな報道ができるでしょうか。基地については、最近、イージス・
アショアなどの形で、本土のほうでも負担の問題が発生しており、これについても、政府は
沖縄と同じような形でごり押し的な対応を取ろうとしているわけですけれども、このこと
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を見ても、誰かを見捨てれば、次に、今度は別な形で自分たちの所にお鉢が回ってくるとい
うことがわかります。こういうメカニズムだということを、やはりもう少しはっきりとした
形で認識していかないと、そもそも民主政治というものが成り立たなくなると思います。
山口 杉田さん、ありがとうございました。非常に大事な指摘がいくつかありまして、私
も日本国家の主権というお題について、一つエピソードを紹介したいと思います。2010 年
の初め、当時、鳩山政権で、まさに辺野古県外移設をめぐって紛糾していた最中、駐日大使
をしていたルースさんと、2、3 時間、話をするという経験がありました。そのときのルー
スさんの言葉を私は忘れられません。「国家間の関係においては、新しく選ばれた政府も前
の政府が他国と結んだ約束には拘束される。自分たちは民主党政権に言おうと思えば言え
るけれど、言ってない。日本は民主主義の国だから、新しく選ばれた政府が何か提案をした
いのであれば、それはそれで一応、聞く準備がある。だから、ボールは日本の側にあるのだ」
、
こう言った。新しい案が出てきたら、どこまで本気でそれを検討するか、それは分かりませ
ん。しかし、一応、ボールは日本側にあるから今、新しいボールが来るのを待っているのだ
という言葉には偽りはなかったと思います。問題は、だからアメリカにボールを投げて拒絶
されたのではなくて、要するに日本は、そもそもアメリカに対してボールを投げられない。
新しく選ばれた政権のトップが新しいボールを投げようと言っても、それを官僚やメディ
アがよってたかってつぶした。そこに問題の本質があったという、これはぜひ、紹介してお
きたいエピソードです。
それでは、ここで 10 分ほど休憩をいたします。質問用紙をお配りしてありますので、こ
の間にぜひ皆さんから積極的に質問を出していただいて、後半のディスカッションを進め
てまいりたいと思います。よろしくお願いします。

パネリスト相互の感想・質問
山口 それでは、後半の議論を進めていきたいと思います。
まず、パネリスト同士で感想やご質問があればお願いします。まずは、謝花副知事、いか
がでしょうか。
謝花 私のつたない、特に辺野古移設問題に係る経緯について、概略を述べさせていただ
きましたけれども、亘理先生から大変細かく解説をいただきました。私もあらためて、やは
りそういったことでいいのだということで、再認識、確認することができました。本当にあ
りがとうございました。
それから、杉田先生のお話、例の岩屋防衛大臣が「沖縄には沖縄の、国には国の民主主義
がある」というお話をされたときに、私としては、沖縄の県民投票の結果にかかわらず、あ
らかじめ事業については継続すると決めていたという、その後にそういった言葉が続いて
いたことに関しては、大変違和感を覚えております。
ただ確かに、先生、ご指摘のように、沖縄の民主主義を否定していたわけではないという
こと、おっしゃるとおり、私もそういうことだなと思いましたけれども、その一方で、間接
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民主制度と直接民主制度の中で、やはりこの直接民主制度というものも、地方自治法に定め
られた規定に基づいて行われているということについては、これは後段のほうで杉田先生
からありました、
「国民投票というのと、いわゆる住民投票、県民投票というのは格が違う
のだよと、抑圧されている側からの、自己救済のための、そういった投票行動については、
権力を持っている側の政府としても、しっかり考えるべきではないか」という趣旨のご発言
だというふうに受け止めさせていただきました。もし、私の理解に誤りがあれば訂正したい
と思いますが、私はそういうふうに考えて、大変心を強く思ったところでございます。どう
もありがとうございました。
与那嶺

杉田先生のお話の中で、国民投票と住民投票は全く意味合いが違うということ

や、国民的な単位や主権的な単位で、第一義的に安全保障の責任があるのだからというのは、
民主制度の基盤である単位、国民的な単位そのものの基盤をむしばんでいるという解説は
非常に分かりやすいといいますか、もやもやしていたものがすっきりしました。
後半では、東京新聞の望月衣塑子さんと記者クラブの問題や、秋田のイージス・アショア
の問題を挙げて、いずれはこうした問題が自分たちの所にやってくるんだというお話をさ
れていました。
私も「辺野古」について長いこと反対運動を展開しているのに、政府が工事を強行してい
ることを例に、県外で話すときなどに、皆さんのところにも政府が強硬してくるような時代
がやってきますよ、という話をすることがあります。こうした意見について、皆さん、どの
くらいの認識度といいますか、気付いていらっしゃるのでしょうか。
山口 杉田さん、取りあえずお答えをいただけますか。
杉田 今、思っているのは、全く認識は進んでいないし、むしろ先ほどご紹介があったよ
うに、全国紙の報道も少ないし、また新聞に比べて、さらにテレビ等になりますと、もっと
そういうふうな報道は少ないのではないかなということで、なかなか浸透しているという
ふうには言えない状況だと思います。ただそういうふうに言っているだけでは事態がよく
ならないので、何とかしていく方法はないかなとは思っています。

中央政府を動かすために
山口 そこで、今のテーマをもう少し議論していきたいと思います。私なんかも実際の政
治で、安保法制反対などの運動をやっていますけれど、大体常に負けるわけで。負け癖が付
くと、だんだん諦めて運動をやめちゃうというか、続けることは非常に難しいということで
すね。沖縄の場合、本当に分厚い壁に何度もはね返されるという現実を繰り返しているわけ
で、声を出し続けるのは本当に大変だと思います。
一つは政治的に、国政選挙なり県民投票なりで県民が意思表示をしても、中央政府が絶対
に動かないという現実もある。あるいは法律、法的手段を使っても、残念ながら、今の日本
の裁判所なり、国地方係争処理委員会は、中央政府の決定を追認することしかしない。琉球
朝日放送にいた具志堅さんという人がお書きになったレポートを読むと、裁判所が政府と、
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いわばグルになって、この問題についての対応を相談したという話もありまして。この記事
が、インターネットのマイナーな雑誌に出ていて、全国紙に載らないっていうのは、私、非
常にそれもまた驚いたのですけれども。そういうことで、政治的、あるいは法的に非常に厳
しい状況の中で、さらにどういう戦い方をしていくのか。
例えば県として、従来の訴訟ではなかなか結果が出ない。そうすると、新しい切り口みた
いなものがあるのか。あるいはメディアとして人々に関心を持ち続けてもらい、あるいは全
国的にさらに関心を広げていって、
「おかしいぞ」という議論を続けていくための工夫。こ
の点について、沖縄の 2 人プラス亘理さんは、負ける裁判を続ける以外、なんかやり方はな
いのかという問題。
それから杉田さんにも、民主政治の中で、なかなか中央政府が動かない中で、どうやって
戦い続けるかということについて、それぞれお話しいただければと思います。
謝花 この国土交通大臣の 4 月 5 日の裁決に対して、関与取消し訴訟、それから抗告訴
訟、抗告訴訟については議会の議決が必要でしたが、11 日に議会の議決をいただきました。
沖縄県は、そういった 2 つの訴訟について提起することを検討しているところです。その
中において、県議会で言われていますのは、「沖縄県は訴訟ばかりしていてどうするのだ」
というような話がございました。
ただ、県が訴えたものもありますけれども、先ほど申し上げましたように、逆に国のほう
から訴えていると。7 つ訴訟があるわけですけれど、すべて県が訴えたわけではない。政府
も訴えている。
県が訴えたもののうちの一つは、これも亘理先生からお話がありましたが、岩礁破砕等行
為差止訴訟といいまして、本来、水産庁のこれまでの流れの経験からすると、許可申請書を
出さないといけない。つまり、岩礁破砕の新たな許可申請をしないといけない事態なのです。
しかし、水産庁はこれまでの方針を 180 度転換して、ここはいわゆる漁業権は消滅してい
るから要らない、という形の対応を取ったわけです。われわれは「法律を無視するような対
応はいかがなものか」ということで、言うべきことは言わなければならないという思いで、
訴訟をしているということです。
それから、多くの県民の皆さま、またその県民の負託を受けた翁長前知事の強い思いを受
けた承認撤回、そして、先ほど来出ていましたが、本来、国民の権利利益を守るべき手法で
ある行政不服審査法を活用して、安易に同じ仲間同士で裁決を行うというようなことがま
かり通る、これを放置することはわれわれとしては到底容認できない、といった思いで訴訟
を提起するという流れになっています。言うべきことはしっかり言わないといけないだろ
うと。
ただ一方で、これも申し上げましたが、対話は極めて重要だと思っています。翁長知事は、
厳しく激しく国と対立しましたけれども、翁長知事の意思を受け継いだ玉城知事は、対話、
これを極めて重要視する方です。多様性、それを前面に出して選挙も勝ち抜いて、今、トー
クキャラバンの話もしましたけれども、日本全国、政令指定都市を中心に、北海道から東北、
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そして中部、関西、九州とそれぞれ回って、沖縄県の立場をいろいろ説明していこうと考え
ているところです。
そういった中において、これも若干お話ししましたけれども、小金井市ですとか小平市な
どにおいて決議がなされている。若干ご説明申し上げますと、題名が『沖縄県民投票の結果
を踏まえ、辺野古埋立て工事を中止し、沖縄県と誠意を持って協議を行うことを求める意見
書』
。こういったものが今、全国各地で決議がされつつあるという流れです。そういったも
のを一つひとつ、われわれ丁寧に、全国の皆さんに、基地の問題は沖縄だけの問題ではなく
て、全国民の問題だという認識の下に、辺野古移設の問題を解決していきたいと、こういう
ふうに思っているところでございます。ありがとうございます。
与那嶺 新しい切り口はあるのかという質問ですが、なかなか難しいところです。
粘り強く「辺野古」に反対していくことが大事ということかもしれません。先ほど私は政
治問題と言いましたけれども、沖縄県民にとっては政治問題というよりも生活の問題だか
らです。米軍機の爆音であったり、物が空から落ちてきたり、あるいは事件や事故があるの
で、もっと身近な生活の問題が大きいのです。生活の問題だからこそ６割～７割の県民が
「辺野古」に反対し、これ以上の負担はできないという主張しているわけです。
ですから、
「辺野古」はどんどん埋め立てられていますが、もう諦めて容認する県民が多
数派になるということは、まず考えられないと思います。先ほども説明しましたけれども、
二十数年にわたって、6 割～7 割ぐらいの人が反対し続けるということは、埋められても諦
めない、諦めてはいません。
反対しても工事が進むので、閉塞感があったりとか、気持ちがちょっと沈んだりする空気
は感じますが、辺野古埋立てを受け入れるなんてできない問題だと県民は受け止めている
と思います。
本当に粘り強く、先ほど私が話したように、視察に来る人には理解してもらえるように、
私たちも協力して基地の問題について説明したり案内したりする。あるいはこういうシン
ポジウムの場で発言して、沖縄の現状を伝えるというような、地味ではありますが、こうい
う場などを通して、また粘り強く、人ごとではないですよということを、ぜひ理解していた
だいて広めていきたいと思っております。
亘理 これは、先ほどの私の発言の中の最後に、問題点 3 として取り上げた問題と関係
しますが、沖縄県は、一貫して国に対して、協議とか話し合いの場の継続を求め続けてきて
いるわけですね。それに対し国側は、それ自体疑問の余地のある様々な法律上の権限等をか
ざして、かなり強硬な行動を繰り返してきているという状況です。
ここからの話は、先ほどの杉田先生のお話と多少関係するのですが、国と沖縄県それぞれ
の主張の根拠といいますか、正当化の根拠は何かについて考えてみますと、実は国の側の正
当化根拠あるいは民意による裏付けというのは、これはいわば間接民主制ですから間接的
であるのに対して、直接的な裏付けは何かというと、結局、1996 年に当時の橋本総理大臣
がモンデール駐日大使と会談をして合意して、それで辺野古への普天間飛行場の移転に合
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意をしたということと、その後日米の安全保障協議委員会において、2005 年から 2006 年
にかけて、辺野古案について合意に達したという、そのような合意文書、それぞれ外交的な
合意文書があり、他方もう一つとして閣議決定でありまして、1999 年の閣議決定で、辺野
古案で進めていくという方針も決めているわけです。
つまり国側の正統化根拠というのは、どちらかというと外交文書と行政レベルの閣議決
定であり、これは民意によって結局のところ、間接的に支えられるに止まっているのに対し
て、沖縄県の側は、国政選挙、それから県知事選挙、度重なるそういった選挙で辺野古反対
の候補者が当選を重ねてきており、さらに今年、住民投票によって 75 パーセント近くの有
効投票で、辺野古移設反対という意思が示された。これは直接的な民意が住民によって示さ
れたということでありまして、民主的正当性の根拠という点からいうと、私が見るところ、
実は沖縄県のほうが非常に強固でしっかりしている、民意によって支えられているという
点が、この間、明らかになってきていると思うわけです。
ところが沖縄県のいろいろな協議の申し出に対して、国がそれに応じないというのが問
題でありまして、その辺のところは、やはり沖縄県以外に報道機関とかマスコミもしっかり
と、逐一詳細に報道していくべきではないかと思うのです。そういう中で、確かに一方で、
訴訟を続けるということは絶対に必要なことなのですけれども、訴訟での決着が付くかと
いうと、客観的に見ますと、現状では恐らく非常に難しいという感じがするわけです。
そうであれば、今後も訴訟は継続しつつ、やはり国内世論がきちんとそういった事態をし
っかりと客観的に見極めて、それで一体どちらの側に正当性があるのかということを見極
めて、合意形成を図っていくということが重要であります。その意味で、私自身は、玉城知
事が今現在、協議路線というのを前面に掲げてされているというのは、そのような基本的な
方向性は正当だと考えているところです。
杉田 いろいろな問題があると思うのですけれども、一つには、日米間の交渉において、
アメリカ側は、政府というよりはむしろ軍が出てきて、制服を着た人々が協議に当事者とし
て対応していることがあると思います。あらゆる条約とか、あるいは日本国憲法に優先する
形で、日米地位協定やそれに付随した文書が機能しているということは、沖縄などが依然と
して軍事占領に近い状態にあることを意味しています。そこをまず変えて、少なくとも米軍
でなくてアメリカ政府が責任を持つ形でこの問題を共有することを、まず日本側から働き
掛けないと動かないのかなと思っています。
先の戦争の戦利品みたいな意識で軍が占領している限りは、これについてなかなか民意
とかそういうアプローチで動かせず、それがこれまでの膠着状態につながっているのでは
ないか。先ほど山口さんの言われたように、むしろアメリカの一部の政治家等からは、従来
から、必ずしもすべての結論が決まっているわけではないというメッセージが出ているに
もかかわらず、結局それを日本側が活かしていくことができない。これが大きな問題ではな
いでしょうか。
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自治と民主主義
山口 次は、自治と民主主義というテーマで、最後に議論をしたいと思います。与那嶺さ
んが紹介された、全国紙の論調の中で、私は読売新聞の「虫がいい」という言葉には猛烈に
腹が立ちました。
沖縄の基地問題はしばしば、Not In My Back Yard、NIMBY の事例といわれます。つま
り、特定の地域が迷惑施設を拒絶する、ある種のエゴイズムだというような議論で沖縄の主
張を封じ込めるという論調です。あるいは基地の見返りに交付金をいっぱいもらっている
ではないかとか、そういう類いの議論がやっぱりあるのですが、沖縄からの問題提起とか異
議申し立てが、日本全体の政治の議論にとって、あるいは民主主義にとって、やっぱりまっ
とうなものなんだということを、国民みんなで理解しなければいけないと思うわけで。
まずその点については杉田さんから、民主主義との関係でお話しいただけますか。
杉田 先ほども申し上げたように、民主政治は通常、多数決で運用されており、昔からい
ろいろな思想家が恐れたように、
「多数者の専制」、つまり多数者が少数者を犠牲にするとい
うことが起こりやすい、そういう構造的な弱点を持っているのですね、
それを抑える手段として、一番制度的にしっかりしているのはもちろん司法で、本来であ
れば司法がやるべきです。しかし司法が、今のお話にもあるように、あまりにも偏った対応
をしているとすれば、あとはやはり最後は、多数者の側の認識を何とかして改めていくしか
ない。ときどき若い人たちと話していると、沖縄は基地を全部要らないとしているとか、そ
ういう認識の人たちがけっこう多い。そんなことではなくて、嘉手納とかについてはとりあ
えず受け入れるけれども、辺野古などのあまりに過剰な負担に抗議しているのだというこ
とを知らないのです。
そもそも沖縄の現状についての認識の水準が、あまりに低い。ですから、先ほど私、かな
り悲観的なこと言いましたけれども、あえて言えば、その水準を多少上げるだけでも、本土
の側の意見は、多少は変わってくるのではないでしょうか。
山口 今の点について、謝花さんと与那嶺さん、自由にご発言ください。
謝花 まず、先ほどの読売新聞の話ですが、私も同様な感じです。今、皆さんのお手元に
Ｑ&Ａをお配りしていますけれども、これは本当によくある質問なんですね。沖縄県の経済
は米軍基地経済に大きく依存しているのではないですかということですが、それに対して、
そうではありませんよとはっきり書いてございます。むしろ返還したほうが発展している
のだと。今の沖縄経済の発展は、まさにそういったところにあるということを、短い文章で
書いてありますので、お読みいただければと思います。
予算の話ですと、米軍基地と引き替えに沖縄振興が図られているのではないかというこ
とですが、そうではございません。沖縄の振興は、昭和 47 年の復帰までの 27 年間、米国
の施政権下にあったなどの 4 つの特殊事情があります。まず、そういった歴史的事情です。
27 年間米国の施政権下にあった。それから自然的事情、台風の常襲地帯。そして地理的事
情、本土から遠く離れていて、離島をたくさん抱えている県だと。そして社会的事情、基地
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問題があるのだ、負担もある。この 4 つの特殊事情に基づいて、27 年間も本土から遅れて
いた基盤、道路、空港、港湾、そういったものをやりましょうということで高率補助制度、
沖縄振興開発特別措置法があって、今は沖縄振興特別措置法になっています。そういったも
のでやっている。
確かに 40 年も経って、もうすぐ 50 年が経とうとするときに必要かというような話の中
で、まさしくわれわれが今、議論しているところですけれども、基地があるからゆえにとい
うことではなくて、4 つの今の特殊事情をベースにして、それではどうなんだという議論を、
今していると。
そして、Q&A に書いてある 3,000 億円を別枠でもらっているわけじゃない。この 3,000
億円という話はよく出ますが、これは、昔は沖縄開発庁といって、今は内閣府の沖縄担当部
局というところがまとめて一括して計上して予算を取るということで、3,000 億ということ
なのですね。他県とは別に、一定額を取った後にさらに 3,000 億プラスというようなことで
はありません。これはまたご理解いただきたいと思います。
基地とのリンクはないということが、政府のこれまでの既定方針でしたので、私どもも他
の 46 都道府県と同様に、沖縄振興に必要なものについては当然要求しますし、それから４
つの特殊事情において必要だという判断については、しっかりと政府に対して求めていき
ます。そういったものは、他の都道府県と同様な対応をさせていただいていると思っている
ところです。ご理解いただければと思います。
与那嶺 先ほども言いましたけれども、沖縄の側の基地問題に対する認識とか、あるいは
海兵隊のありようというものを、この二十数年間で随分勉強して積み上げてきたところで
す。それに対して、ここにいらっしゃる皆さんは関心が高いのでそういうことはないと思い
ますけれども、県外の一般の方は、沖縄は何でも反対してとか、先ほど副知事が説明したよ
うに、お金も基地を盾にいっぱいもらっているとか、間違った認識のままで、それがなかな
か解消されないと。私たちも 3 年ほど前に『誤解だらけの沖縄基地』という本を出したり、
関連する冊子を作ったりもしました。そういうふうに、かなり誤解だったり、あるいはヘイ
トまがいのこととかもあるのですけれども、反対ばっかりというのは一言で済むのですが、
それに反証するというのはかなり説明しないといけないので、なかなかそれが広がらない
という現実があります。
沖縄側が辺野古の問題点、お金や工事の問題点などを、どんどん積み上げていくのに対し
て、県外の方々は、もちろんそこまで身近な問題ではなく、その辺りの知識の蓄積がないの
で、議論がかみ合わずにどんどんずれていっているという印象を私も持っています。
学生さんが沖縄にいらっしゃるときに、私が簡単なお話をするのですけれども、「沖縄の
基地については自民党から共産党まで、減らしてほしいということを何回も県議会で議決
している一致した意見なんです」と言ったら、みんな目を丸くするんです。
「自民党も共産
党も一致してなんですか」とびっくりする。
というところで、もっと個別具体的に沖縄の辺野古の問題はどうなっているのだという
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ことを、私たちはもっと明瞭にというか、分かりやすく発信する努力はしないといけないと、
最近つくづくそういうふうに思っています。

パネリストのまとめ
山口 ありがとうございました。それでは既にいろいろな論点が出て、繰り返しになるか
と思いますが、議論の最後に、パネリストの皆さんから、まとめのご意見や感想などをいた
だきたいと思います。
杉田 きょうは特に、沖縄のお二人から、現状についての貴重なお話をいただいて、あら
ためて勉強になったと思います。きょうの議論の中であらためて明らかになったのは、沖縄
と日本全体との間のギャップです。
このようなシンポジウムには、過去にも私は何回か出させていただいていますが、いつも
そこが問題になります。そうなると、必ずメディアに負荷がかかるというか、メディアの人
頑張って、という議論に結局なるのですけれども、それだけの問題ではないですよね。マス・
メディアだけに期待することはできない。
特に今はメディアといっても、既成のメディアだけではなくて、ネットも含めていろいろ
な言論がある。その言論は、いわゆるネット右翼によって占められている部分も多少はあり
ますが、それだけではない。やはりかなり身近な人々とも、特に大学であれば学生、若い人
たちとかと、この問題についてもっと議論していって、そうすると本当に基礎的な誤解に基
づいた話が流通しているということが多々あるので、そこを一つひとつ変えていくことが
必要かなというふうに。
その点でいくと、例えば今回の参議院選挙なんかでも、この問題がきちんと争点の一つに
なっているのか、こういう機会を捉えて、争点化していく努力が必要ではないかと思います。
亘理

先ほども申し上げましたように、何ゆえ沖縄県と国との間で協議を続けていかね

ばならないかと申しますと、沖縄県の場合は、度重なる選挙、さらには住民投票で直接的な
住民、ないしは民意によって支えられ、様々な難しい状況の中でも辺野古新基地建設反対と
いう立場を貫いてきているのに対し、国側は、せいぜい閣議決定とそれから日米間の合意文
書が直接的な根拠となるに止まるのでありまして、この点で、実は民主的正当性は弱いと言
わざるを得ません。他方、しかし間接民主主義でございますので、国会議員、それから内閣・
政府は、国民によって信任を受けている、それを土台にして辺野古への新基地建設計画を、
この間ずっと維持し推進しようとしてきていると言えます。
以上のような対立構図を前提にして考えますと、沖縄県は、より直接的で強力な民意によ
って支えられていることを根拠に、一方では訴訟による対応を継続しつつ、粘り強く話合い
とか協議を求めていくべきだと思います。その点で沖縄県には、民意による正当性があると
思います。他方、国は先ほど言いましたように、直接的な国民の民意による支えというのは
実は薄弱ですので、説得力のある説明をむしろ積極的に行わなければならないという立場
にいるはずです。それにもかかわらず、そのような説明を今日まで尽くしてきていないとい
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うところに、大きな問題があるのではないかと思います。
では国民はどうかと申しますと、先ほども申しましたように、間接的な民主主義によって
国の政策を結局は正当化し、それを存続させてきているというのが実態でございますから、
この点は、ぜひ選挙の際に考えていくべきだろうと考えております。
与那嶺

きょうは本当にありがとうございました。普天間の返還問題が起きてから二十

数年、ずっと見てきたのですけれども、大きな節目があるときに、例えば鳩山さんが普天間
の移設先を辺野古以外で求めるのを断念した、あるいは仲井眞知事が受入れ承認を表明し
たとき、あるいは土砂が投入されたとき、その都度、私は、沖縄の人たちはもしかしたら諦
めるのかな、これで辺野古は諦めて、基地ができるのではないかと思うのではないかと、何
度かそういうふうに思ってきたことがありますけれども、先ほどから話しているように、世
論調査、選挙等でも、いつも反対のほうが上回っているという 20 年でした。
辺野古の工事は進んでいるのですけれども、反対の思いは強くなって揺るがなくなって
いるようにも思います。しかし、そういう沖縄の民意がある一方で、本土の側との分断があ
るといったことも、私たちの間ではよく言われています。また県内でも、若い人たちは、新
聞も読まないということで、基地問題をなかなか理解してもらえないというような問題を
抱えています。
そういう中で、先ほどもお話がございましたけども、メディアの中でとくに新聞が読まれ
なくなっていると言われていますが、私の所属する沖縄タイムスは県紙ですけれども、県外
の人にも理解してもらえるような、沖縄の実情を伝えられるような、ネットとか動画投稿も
使って、これからも伝えることに努力していきたいと思っています。
引き続き、沖縄の問題に関心を寄せていただければと思います。
謝花 まず、翁長前知事が 27 年 10 月に承認を取り消し、そこからすべてがスタートし
たわけです。その後、翁長知事が本当に命がけで承認の撤回を行ったという流れの中で、県
民投票など、いろいろ行われたわけでございます。そういった中で、翁長知事亡き後、玉城
知事が誕生した。
翁長知事は、沖縄県民の声なき声を集めて、オール沖縄としてまとメートル。こういった
流れの中で、沖縄の中で自治という意識が大変高まってきたと思います。その高まった自治
を、今度はどういう形で日本全国民に広げるかという中で、玉城知事が誕生したと思ってお
ります。翁長知事の意思が玉城知事にしっかりとバトンタッチされて、基地問題は全国民の
問題だという意識づけをしっかり行えるように、一生懸命、頑張ろうとしている。
そういった中で、先ほど亘理先生からもありました、民意に支えられているんだと。その
言葉を私、きょうのシンポジウムの一番の心の支えにして、頑張ってまいりたいと思います。
皆さん、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
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＜会場からの質問に答えて＞
＊日米安保条約と沖縄の基地問題
山口 これからは、会場からのペーパーによる質問について、回答いただきます。最初の
質問です。
「最近トランプ大統領が、日米安保条約について不平等だと批判し、コスト負担
の増加を求めると発言したと報道されている。これが沖縄の基地問題にどういう影響を及
ぼすのだろうか」という質問です。
杉田さんが指摘されたように、沖縄の基地については戦利品みたいな発想で、米軍が非常
にわがままに振る舞っている。地位協定も 1960 年にできたままで全く手を付けようという
雰囲気もない。日本もそれに甘んじている。そういう状況の中で、日米安保条約がアメリカ
から不平等だと言われたら、日本としてどういうふうに打ち返すのか。あるいは沖縄がかぶ
っているあまりにも巨大な負担について、むしろ軍ではなくて政治レベルで議論をしてい
くというきっかけになるのか。これはなかなか国際政治の難しい問題ですけれど、どうでし
ょうか。ご意見があれば。
謝花

ただ今のご質問ですが、沖縄県議会はこの外交防衛について活発に議論している

ので、一自治体とは思えないくらいなのですが、こういった議論も出ておりました。
安全保障の問題と沖縄ということですが、沖縄だけの問題ではないですよね。日本全体の
問題なのです。ですから日米安全保障条約を日本政府がなぜ堅持しているかといったら、わ
が国の安全保障のために必要だと言っているわけです。沖縄を守るためだけに安全保障が
あるわけではない。日本全体のためなのです。
日米安保については、国民の 8 割、9 割が賛成しているという状況です。それならば、安
全保障体制が必要ならば、いわゆる基地負担というのも応分に分担すべきではないだろう
かというのが、沖縄県がずっと主張してきたところです。
一方で、日米安全保障についてトランプ大統領が話をしたことですが、
「日米安保条約は、
どちらからか申し出れば、条約を廃止することも可能だ」と。ところが、わが国は今、日米
安全保障体制はやっぱり必要不可欠だという立場を取っているし、また国民の多くもこれ
は必要だろうと思っています。それでは、どうすればいいのかという議論をする必要がある
と思いますけれども、アメリカ政府が、
「条約廃止ということは今考えていない」と発言し、
また菅官房長官もトランプ発言を打ち消すような発言をしたと、私は認識しております。た
だトランプ大統領が、
「タダ乗り論」というような話をしているということは、何らかの形
で負担をまたさらに求めてくるということはあり得るだろうと思っています。
ただ私は、あまりこの部分は議論されていないかもしれませんが、トランプ大統領が安保
廃止の話をしたときに、普天間の話にも若干言及していると記憶しております。大きな代償
を払ってもらわないといけないと。これは本当に沖縄県としては放置できない。一体どこの
国の土地なんだと、これは言わないといけない。これについてはむしろ本土のマスコミの
方々も、この部分については激しく主張すべきではないかと思っています。まさしく山口会
長がおっしゃったように、これは本当に当時の植民地主義といいましょうか、戦勝国意識丸
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だしの発想で、これは絶対看過できない話なんです。一地域の問題を、返してもらえるのな
らば、大きな賠償云々というのは本来おかしな発言で、こういったものをもっと本土のマス
コミの皆さんにもきっちりと対応していただく必要があるだろうと。
すみません、直接的な話になりませんでしたが、話のきっかけになればと思いまして、発
言いたしました。
山口 杉田さんはいかがですか。
杉田 よく分からないのですが、一説には、過去のいろいろな秘密の日米間のやりとりの
中で、基地を返還したときには、原状回復費用は日本が負担するなどの密約があったのでは
ないかとか、そういう噂もあります。そういう具合で、この問題についての日米間の交渉に
ついては明るみに出ていない部分が多過ぎて、それが問題を複雑にしています。
こうした秘密の暴露については、もちろんメディアにも活躍していただきたい、特に全国
紙に活躍していただきたいのですけれども。その点でいえば、日米密約問題についての西山
事件の際に、せっかく秘密が明らかになり、政府を追及するチャンスになったのに、西山さ
んのスキャンダルで話がすり替えられてしまった。それは政府側が巧みにすり替えたとい
うことですけれども、さらに言えば、日本の有権者の中に、日本の惨めな、従属的な状態を
直視したくないという意識が働いて、自らそれに目を閉ざしたのではないかと私は思う。そ
ういう無責任な対応ではなく、まずは日米間の関係の異常性を直視するところから出発す
べきだと思います。
山口 さっき、最初のプレゼンテーションで杉田さんは、主権という概念はあまりにも危
険だから、あまり使いたくないとおっしゃったのですけれど、今、言われたことは、要する
に「日本は主権国家の意識を持っていない」ということとして理解していいですか。
杉田 そうです。日本政府は、対外的に、日米間においては主権を主張しない。ところが
近隣諸国や国内に対しては居丈高に他の所に主張します。そういうふうに使い分けている
ということです。
山口

この話を突き詰めていけば、やっぱり私たち自身が見たくないものをあえて直視

して、アメリカとの関係をもう一回つくり直す話し合いをするという、相当な決意、覚悟が
必要だという話になっていくと思います。鳩山さんが県外移設を言いだしたときは一つの
きっかけだったのですが、やっぱりそこも全部ふたをして、議論させない力が働いたという
ことは、私は痛感いたしました。

＊辺野古埋立ては可能か
山口 次の質問です。技術的な問題として、辺野古埋立ては本当にできるのか。軟弱地盤
とか断層の問題などがあると指摘されていますけれども。可能性があるのかという点につ
いて、謝花さん、いかがですか。
謝花 まず軟弱地盤のほうですが、沖縄防衛局が出した報告書によりますと、7 万 7,000
本ものくい打ちが必要になってくるという話があります。サンドコンパクション方式とか
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いろいろ、そういった技術を使えば可能だという話なのです。しかし、先ほども申し上げま
したように、軟弱地盤というのはどういったものかというと、重さは正確ではないですが、
一定程度の重さのものを自然に落としたときに、どの程度沈むかということを測るらしい
のですけれども、落とした途端にそのまま沈んでしまうらしいのです。これを何回打ったら
沈むかということで測るらしいのですが、辺野古の大浦湾のは、置いた途端に自分の重さで
沈んでしまう。これを軟弱地盤と言っている。Ｎ値ゼロというらしいのですけれども、そう
いったものが海底 70 メートルぐらいの所まであると。そして、一番深い所が 90 メートル。
日本には 90 メートルに対応するような工作船はないのだということです。ただ政府は、地
番改良をすれば 90 メートルでも可能だと説明しているのですが、極めていろいろな問題が
出てくるだろうと。
7 万 7,000 本のくいを打つ。先ほども言いましたが、5,200 余りの貴重生物種がいるとい
う中でこういったものをやったときに、自然、環境にいろいろな影響も出てくるだろうとい
う話があります。こういったものの保護に、どれだけの経費がかかるかということについて、
政府は明らかにしていません。どれだけの期間がかかるかということも明らかになってい
ない。辺野古に移設するのが唯一の方法だという一つの理由として、短期間でできるのだと
いうことですが、既に 5 年以上経過しています。さらにどれくらいかかるかというと、われ
われ、あくまでの試算ですが、この地盤の改良に 5 年はかかるだろうと。さらに上物で３
年。今まで進んでいないものも合わせると、10 年以上はかかるのではと思っています。予
算も、われわれの単純計算では 2 兆円を超えるだろうという数字も出ています。そういっ
たものについて、一切説明がないわけです。
一番大事なのは、こういった問題について、変更承認申請を政府は県に対して出さないと
いけない。変更承認申請が必要だというのは政府も認めています。ただ、こういったさまざ
まなことを理由として、県は承認撤回をしているような今の状況において、しかも裁判のこ
とも政府とやっている中で、はたして玉城知事が国の変更承認に対して速やかに対応でき
るかというと、最終的には知事が判断いたしますが、私自身は疑問です。そういった中で本
当にできるのかと。
先ほどの写真でもご覧になったと思いますが、辺野古というのは三角形です。一つの側は、
いわゆる辺野古側、もう一つは大浦湾側といいますが、辺野古側のほうは土砂搬入が 2 パ
ーセント程度ですが進んでいます。辺野古側が全部埋まったとしても 3 分の 1 です。残り
の 3 分の 2 は、先ほど言ったように軟弱地盤の問題、工期がかかる、予算もかかる。変更承
認もどうなるか分からない。こういった状態の中で、
「本当にできるかどうかということが、
われわれとしては疑問だ、工費もかかりますよ」と、集中協議等でもいろいろ伝えています。
そういった中で本当に政府が、辺野古の埋立てが唯一の解決策だと固執することがいい
のか、今なら後戻りできると思いますので、一度止めて、協議をしっかり行って、どういう
対応をしたらいいのかということの議論を行っていただきたいというのが県の思いです。
先ほど、各地域の議会での意見書の話をしましたけれども、少し意見書の文言を読ませて
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いただきます。
『普天間基地の代替地について沖縄県外・国外移転を、当事者意識を持った国民的な議論に
よって決定すべきである』
『安全保障の議論は日本全体の問題であり、普天間基地の代替施
設が国内において必要か否かは、国民全体で議論すべき問題である。そして国民的議論にお
いて普天間基地の代替施設が国内に必要だという世論が多数を占めるのなら、民主主義及
び憲法の精神にのっとり、一地域への一方的な押付けとならないよう、公正で民主的な手続
きにより決定することを求めているものである。なおこの意見は、米軍基地の国内移設を容
認するものではない』
今、こういったものが、全国各地で議論されています。われわれからすると、まさしく今
そういった議論をやろうとしているところで、「まずは工事を止めて、国民的な議論によっ
て解決すべきだろう」というのが県の主張です。
山口 今、非常に重要な指摘がなされまして、今後、工事を進めるためには、さまざまな
設計変更等々の申請を沖縄県に出して、許可を受けなければならないということなんです。
亘理さん、法的には今後、設計変更等の申請を知事が許可しない、それによって工事を止め
るということはできるのでしょうか。
亘理 確かに、基本計画で埋立ての承認を得ていたとして、それを前提にして、実際の具
体的な工事に関する相当重大な変更になりますので、あらためて設計変更の許可が必要と
なります。しかも変更内容が大浦湾の軟弱地盤に対応したものとなりますと、工事の方法と
か予算規模も全然違ってきますので、あらかじめ変更申請をして、許可を得なければならな
いということになります。
そうなりますと、あらためて公有水面埋立法とか沖縄県漁業規則だとかに基づく基準に
合致するかどうかという問題になるはずでありまして、今、手元に資料がないので正確なと
ころは確認できませんけれども、いずれにしてもそれが適正な工事といえるかどうかが、実
質的判断の対象になりますし、しかもその判断は裁判所ではなく、まずは行政庁が責任を持
って公益的見地から判断を加えて、許可を与えるかどうかの審査をすることができるとい
うことになるわけです。
山口 そうすると、法的にはまだまだ残された論点というか、手段がたくさんあると…。
亘理 それは、そういうことだと思います。そして、変更許可申請に対して県知事が不許
可にしますと、国の側がまた、今までの対応と同じような形で、国土交通大臣への審査請求
や執行停止等の手を打ってくる可能性がありますし、さらにはまた国地方係争処理委員会
への審査の申し出や裁判所への訴訟提起が行われるという可能性は出てくるということか
と思います。
山口

そういう意味で、やっぱり話し合いをするということが今一番必要なことなんで

しょうね。そんな延々と法的な話を続けていくことは、非常に愚かというか、不毛というか。
亘理 そういうことだと思います。
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＊憲法 95 条と県民投票
山口 もう一つ、今、地方議会の意見書の中で出てきた、特定地域に大きな問題を押し付
けることについての、民主主義的な議論のプロセスというお話があります。会場からご質問
がありまして、
「憲法 95 条との関係で、県民投票をどう位置付けるか」という質問が亘理さ
ん宛てに出ています。その点についても亘理さんから。まず質問をご紹介いただいた上で、
お願いします。
亘理 辺野古新基地の建設は立法に基づいてはいませんが、憲法 95 条の趣旨から見て、
住民投票の結果は尊重すべきだと考えます。そこで、特別立法によってのみ、こうした問題
は処理すべきであるという主張はできないでしょうか、というご質問の趣旨かと思われま
す。
そこで、直接のお答えになるかどうか自信がありませんが、実はこの問題は、首都大学東
京の憲法の木村草太さんが、この間ずっといろいろなご指摘をされてきた中で、米軍基地を
日本国内のどこに配置するかという問題は、本来、法律できちんと決めなければならない問
題だということを主張されています。この点については、先ほど言及いたしましたように、
政府は一貫して、閣議決定とかアメリカ大使との会談と合意文書などで決めてきているわ
けですが、本来はそれだけでは決められない問題なのだろうと思います。
何故ならば、米軍基地というのは地元に対して非常に大きな影響を及ぼす存在だからで
す。都市計画とか下水道、上水道とか、あるいは交通問題とか、ありとあらゆるもので重大
な影響を及ぼします。そういった意味で、地域の住民生活にとって非常に大きなしわ寄せを
常に招く、そういう問題であるからこそ、これはいわば国民生活にとって根幹に関わる重要
問題だということなります。
こうした問題について、実は憲法とか行政法では「重要事項留保説」あるいは「本質整理
論」などと言うのですけれども、国民の生活に対して重要な影響を及ぼす問題、あるいは将
来にわたって国民の人権の保障にとって重大な影響を及ぼすような問題は、本来は、立法府
が決定をしなければならないという考え方です。
木村先生はそれをまず踏まえた上で、かつ同時に、米軍基地をどこに置くかという問題は、
当然、その地方にとって大きな問題ですから、憲法 95 条に基づく地方特別法として扱うべ
きであるので、住民投票をまず条件にすべきではないかという、そういう二段構えの議論を
されています。これはなかなか説得力のある議論であり、本来はそうあるべき問題なのでは
ないかと思います。そのような問題を閣議決定だけで決めてきたこと自体に、大きな問題が
あるのではないかというふうに思っております。
山口 ということで、憲法 95 条で、一つの地方公共団体のみに適用する法律の制定に当
たっては、当該公共団体の住民投票の過半数の賛成が要るという、この条文を一つの手がか
りにしていくという議論というのも、あり得るのではないかということです。
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＊沖縄で発生する諸事件と法的問題点等
山口 あと、もう一つ、亘理さんと杉田さんに「沖縄で発生する諸事件と、大津事件、ジ
ラード事件と対比し、その法的問題点は何か。またその政治的背景と司法の独立性の問題に
ついてご見解を伺いたい」という質問がありました。
亘理 司法権の独立や政治的背景に関するご質問ということですが、それは、沖縄問題に
すべて直結するわけではありませんが、他方、辺野古新基地建設問題の確かに一つの背景と
して、司法権の役割の問題が潜在的に横たわっているのは事実ですので、その限りでお答え
したいと思います。
実際、私も最高裁とか日本の裁判所を緻密に一貫して継続的にウオッチングしているわ
けではありませんので、確たることは申し上げられませんが、一時期、最高裁および日本の
裁判所がかなり柔軟化したと見る可能性が生じたと思っています。
さすがに最高裁ではそれほど大胆な判決は出ないとしても、地裁とか高裁あたりで非常
に画期的な判決が出る可能性が、一時期にはあったのではないかなという印象をもってい
ます。特に 1990 年代末から 2000 年代初めぐらいの、司法制度改革が大きく議論されてい
たその前後の時期というのは、そういう時代だったと思います。ひょっとしたら、その後の
民主党政権への政権交代が生みだされるような政治状況が、一つの背景だったのかもしれ
ません。
他方、今はどういう時期かと言いますと、何といっても長期政権がずっと続いていること
によって、少なくとも最高裁は相当、政権に対する関係での司法権の自己保存、あるいは自
己保身に関して、非常に神経質になっているのではないかという、そのような問題意識を持
っております。
そうなると、最高裁としては、やはり消極的な対応にとどまらざるを得なくなるのであり
まして、しかも地裁や高裁に至るまで、問題が起きるような判決を出さないようにしたいと
いう動機付けが働いているのではないかという、実はそのような疑いを持っております。た
だ確証がありませんのでこれ以上は何とも言えませんが、一応、問題意識としては以上のよ
うに考えております。
山口 『司法官僚』
〔岩波新書〕の著書もある新藤先生（前日本自治学会会長）からコメ
ントをいただければ。
新藤

細かいことを話す時間はほとんどありませんが、少なくとも衆議院選挙で行われ

る最高裁裁判官の審査のやり方はおかしいですよね。審査される裁判官が、どういう裁判に
どのように関わって、どういう結論を出したのかという広報はほとんどなされていない。も
っと言うと、最高裁長官はじめ、判事 15 人の国会任命の前に、国会で公聴会というか、意
見陳述などを呼んでやればいいですよね。そういうことが一つ。
それから、最高裁と事務総局がつくられて今日に至るまで、いかに裁判官を統制するかと
いう、そしてそのことで政権との間でいい関係を保って司法の独立を守っていくという形
でつくられているのが大半ではないか、私はそう思います。簡単ですが以上です。
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＊国と地方自治体の民主主義、日米安保条約の破棄
山口 ありがとうございます。最後にフロアの参加者のほうから、ぜひ聞きたいことがあ
れば。
Ａ 二つの質問があります。一つは杉田先生に、一つは謝花さんにお聞きします。先ほど、
杉田先生は、国の民主主義と地方自治体の民主主義という趣旨のことをおっしゃいました。
私は、国の民主主義が地方自治体の民主主義を無視していいということには全くならない
わけで。地域の広さの問題ではなくて、民主主義を圧殺する民主主義は、もはや民主主義で
はない、それは独裁だ、私はそう感じているわけです。多分、杉田さんも同感だと思うので
すが。
その国の民主主義と地方自治体の民主主義、どちらかが優位にあるかという問題ではな
いと私は思います。それは民主主義という点で、同列に論ずるべきだと私は思うのです。そ
の点について、杉田先生の率直なお考えをお聞きしたいと思います。
もう一つ、謝花さんが先ほど安保条約廃止の件で、非常に貴重なご指摘があったと思いま
した。私は、政治の世界でも国民の中でも、日本は安保条約廃止についてもっと検討しても
よいのではないかと思っています。安保条約を維持するために 9 条を改憲するなどという
のは、これは愚の骨頂であって、本末転倒の話だと思います。いつまでも、まず最初に安保
条約に依存というのは全くよくないと、私は個人的に思っています。杉田先生、いかがでし
ょうか。
杉田 例えば、国内の住民を虐殺しているような国は、これはまともな国家としては国際
社会に認められないし、虐殺しないまでも、例えば、生活できないような住民がたくさんい
る地区を放置している、伝染病がまん延している地区を放置している、そういう国もまとも
な国としては扱われません。それとは程度は違うとしても、特定の地域に対して、その地域
の人々が一致した形で拒否しているものを押し付けるということは、やはりその国が、国際
社会においてまともな国家と見なされなくなる可能性があるということです。
このことを、私は主権国家としての資格の問題とかそういうふうには言わないほうがい
いと思うのですけれども、そのくらい深刻な問題で、現状はかなり異常な事態だと思うので
す。つまり、一応先進国、民主主義国と主張している国の中で、中央政府が特定の自治体と
紛争になっているわけですから。それがいかに異常な事態であり、それを解消することが急
務であるかという認識を、少なくとも日本政府、国レベルの政府は持つべきで、その認識を
持たないで済んでいるとすれば、そのことが異常だと思っています。
山口 二つ目は、安保条約改正という質問で、これはなかなか謝花副知事にとっても答え
にくい面があると思うのですが。安保を直接どう評価するかという話よりも、むしろ将来的
に沖縄県がどういう構想で生きていくかということですよね。もちろん、いろいろな地理的
な特性もあるし、将来に向けたいろいろなビジョンがあると思いますので、安保とも若干関
連しながら、そういう点についてお話しいただければ。
謝花

本当に難しい問題ですが、先ほどのトランプ大統領との発言の関係で申し上げま
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したが、やはりこれは国民全体で議論すべき課題であろうと思っております。これに尽きる
のかなと。
あと、憲法 9 条の話がありましたけれど、私は、憲法の改正問題をどうするかというの
も、これもまさしく国民的議論でなされるべきだと。ただ私見で申し上げますと、やはり憲
法の議論よりも、まずは日米地位協定の問題ですね。日米合同委員会の話がありましたが、
国会の上に日米合同委員会があって、憲法の上に日米地位協定があるのだと。これは私の言
葉ではなくて、亡くなられた翁長前知事がおっしゃっていた言葉ですが、私も同様に考えて
います。日米地位協定についてどうあるべきかということを国民はもっと、そもそも日米地
位協定について中身を知って、そして議論がなされるべきだろうと思っております。
それからこれも民主主義の話、先ほど杉田先生がお答えになっていましたけれど、私なり
に少し考えがありまして。今回のシンポを通して考えますのは、沖縄は日本の人口の 1.数
パーセントです。そういう中で沖縄県が声を上げても、日本全体で米軍基地問題を自分たち
の問題だと考えない限り、沖縄県はいつまでたっても少数派になるだろうと思っています。
ですから、この問題が沖縄の問題だということ自体が、私は問題だと思っていまして、米
軍基地問題というものは日米安全保障条約の問題とも関連しますし、日米地位協定の問題
だと思うのです。まず、全国民の問題として議論を行って、先ほどの意見書の話もありまし
たが、これを民主主義と憲法の精神に基づいて判断していく必要があるだろうと、こういう
ふうに考えております。そうでなければ、沖縄はいつまでたっても、どれだけこれを主張し
ても変えることはできないだろうと思っています。これを変えることができるのは、やはり
日本国民全体の気持ちが一つの方向に動かないと駄目だろうと考えているところです。
＊
山口 長時間にわたりまして、熱心なご議論をいただきましてありがとうございました。
参加者の皆さまにも本当にお礼を申し上げます。それでは最後にあらためて、パネリストの
かたがたに拍手をお送りいただいて終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
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＜亘理教授・レジュメ＞

辺野古埋立て問題をめぐって
2019 年 7 月 13 日日本自治学会シンポジウム
中央大学 亘理 格
１．辺野古新基地建設をめぐる国・沖縄県間の争訟経緯
2013 年
3 月 22 日

普天間飛行場の代替施設建設のため、沖縄防衛局による、名護市辺野古沿
岸域（辺野古崎及びその周辺海域）について公有水面埋立承認出願

12 月 27 日 仲井眞知事による埋立承認処分（沖縄県指令土第 1321 号、沖縄県指令農
第 1721 号）。以下、「本件埋立承認」という。
2015 年
10 月 13 日 翁長知事による埋立承認取消処分
・沖縄県知事による本件埋立承認の取消し（沖縄県達土第 233 号、沖縄県達農第 3189
号）。以下、「本県承認取消し」という。
・沖縄防衛局長が国土交通大臣に提起した、本件承認の取消処分を取り消す旨の裁決
を求める審査請求（沖防第 4514 号）。及び、本件承認取消しの効力停止を求める執
行停止の申立て（沖防第 4515 号）。
10 月 27 日 国土交通大臣による執行停止決定
・国土交通大臣による本件承認取消しの効力を停止する旨の決定（国水政第 45 号）。
以下、「本件執行停止決定」という。
・地方自治法に基づく代執行等の手続に着手する旨の閣議口頭了解とその公表。
10 月 28 日 代執行訴訟提起前の勧告（地方自治法 245 条の 8 第 1 項）
・上記の閣議口頭了解に沿って、国土交通大臣から沖縄県知事への勧告「公有水面埋
立法に基づく埋立承認の取消処分の取消しについて（勧告）」（国水政第 48 号）。
・「本書面到達の翌日から起算して５日以内」に「本件取消処分を取り消すよう勧告」
する旨の勧告文書。
10 月 29 日 沖縄防衛局による埋立工事着手
11 月 2 日 審査の申出
・沖縄県知事による国地方係争処理委員会（以下、「係争処理委員会」という。）へ
の審査の申出（地方自治法 250 条の 13 第 1 項）。
・本件執行停止決定は違法な「国の関与」当たるとの主張に基づき、「必要な措置」
を講ずべきことの勧告を求める。
11 月 9 日 代執行訴訟提起前の指示（地方自治法 245 条の 8 第 2 項）
・国土交通大臣から沖縄県知事に対する、承認取消の取消しを求める指示。
11 月 17 日 代執行訴訟（福岡高裁那覇支部平成 27 年（行ケ）第 3 号事件）－訴訟α
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・国土交通大臣による福岡高裁那覇支部への代執行訴訟の提起。「地方自治法 245 条
の 8 第 3 項の規定に基づく埋立承認処分取消処分取消命令請求事件」
・沖縄県知事が上記勧告及び指示に従わないことを理由に提訴。請求の趣旨は、「被
告がこの判決の正本が送付を受けた日の翌日から起算して 3 日以内（･･･）に取り
消しせよ。」というもの。
12 月 25 日 執行停止決定取消訴訟（抗告訴訟）の提起－訴訟β
・那覇地方裁判所平成 27 年（行ウ）第 28 号事件
・沖縄県による那覇地方裁判所への処分取消訴訟の提起。
・国土交通大臣による本件執行停止決定は違法であるとしてその取消しを求める処分
抗告訴訟（行訴法 3 条 2 項）。
12 月 28 日 係争処理委員会による却下決定－決定日は 12 月 24 日
・国地方係争処理委員会による、本件審査の申出を却下する旨の決定。以下、「本件
申出却下決定」という。
2016 年
2 月 1 日 国の関与取消訴訟(福岡高裁那覇支部平成 28 年(行ケ)第 1 号事件)－訴訟γ
・地方自治法 251 条の 5 に基づく違法な国の関与の取消請求事件
・沖縄県知事による福岡高裁那覇支部への国の関与取消訴訟の提起（地方自治法 251
条の 5 第 1 項第 1 号）。
・係争処理委員会による却下決定を受けて、国土交通大臣による執行停止決定は違法
な国の関与に当たるとの理由により、その取消しを求めるもの。
3 月 4 日 暫定案に基づく和解成立
・国土交通大臣と沖縄県知事間の暫定解決策を内容とする和解の成立。
・「和解条項」は、訴訟αとγの取り下げ、埋立工事の即時中止、是正の指示（地方
自治法 245 条の 7）とそれに引き続く係争処理委員会への審査の申出（同法 250 条
の 13 第 1 項）及び関与取消訴訟という争訟ルートに一本化するとともに、迅速な
審理判断の促進及び円満解決に向けた協議の実施等を内容とするもの。
3 月 7 日 国土交通大臣による是正の指示（国水政第 98 号）（地方自治法 245 条の 7）
3 月 16 日 上記是正の指示を一旦取り消し、再度の是正の指示（地方自治法 245 条の 7）
3 月 23 日 国地方係争処理委員会への審査の申出（自治法 250 条の 13 第 1 項）。
・沖縄県知事が、上記是正の指示を不服として提起した。
6 月 20 日 国地方係争処理委員会の決定通知（決定は 6 月 17 日）

･･････【Ａ】

6 月 24 日 沖縄県から国（内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、防衛大臣）への
協議実施の申入れ
7 月 20 日 国の関与（是正の指示）取消訴訟の出訴期間最終日
（是正の指示通知日から 30 日目：地方自治法 251 条の 5 第 2 項）
7 月 22 日 国交大臣による不作為違法確認訴訟（地方自治法 251 条の 7 第 1 項）提起
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9 月 16 日 福岡高裁那覇支部による不作為違法確認判決

･･････【Ｂ】

福岡高裁那覇支判平成 28・9・16 判時 2317 号 42 頁
12 月 20 日 最高裁第二小法廷による上告棄却判決

･･････【Ｃ】

最二小判平成 28・12・20 民集 70 巻 9 号 2281 頁、判時 2327 号 9 頁
12 月 26 日 翁長知事による、承認取消処分の取消し（通知）
沖縄県からの事前協議再開要求。
12 月 27 日 沖縄防衛局から、H27 年度協議は終了した旨の回答。
沖縄防衛局による埋立工事（海上作業）の再開
2017 年
2月7日

汚濁防止膜設置のためのコンクリートブロック投入の再開

3 月 31 日 岩礁破砕許可の期限（最終日）到来
4 月 25 日 沖縄防衛局 K－9 護岸工事開始（捨て石投入等）
7 月 24 日 岩礁破砕差止請求訴訟の提起（沖縄県→国）
：辺野古崎及びその沿岸水域において「沖縄県漁業規則 39 条所定の沖縄県
知事の許可を受けることなく、岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採
取してはならない。」旨命じる給付請求。
11 月 2 日

＋仮処分の申立て

訴えの変更申立て（予備的請求として不作為義務確認の訴えを追加）
：同様の趣旨の不作為義務確認請求。

2018 年
3 月 13 日 那覇地裁による差止請求・不作為義務確認請求の却下＋仮処分新設却下
那覇地判平成 30・3・13 判時 2383 号 3 頁

･･････【Ｄ】

3 月 23 日 沖縄県が、福岡高裁那覇支部に控訴
7 月 27 日 翁長知事、記者会見で承認撤回の意向を表明
8月8日

翁長知事逝去。

8 月 31 日 謝花喜一郎副知事（職務受任者）、公有水面埋立承認処分を撤回
9 月 30 日 沖縄県知事選挙で玉城デニー候補が当選、10 月 4 日、知事就任。
10 月 17 日 沖縄防衛局が国土交通大臣に審査請求＋執行停止の申立て
10 月 30 日 国土交通大臣による執行停止決定（承認撤回の執行停止）
10 月 31 日 条例（「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例」）
の公布（沖縄県条例第 62 号）
11 月 29 日 玉城知事、国地方係争処理委員会に（執行停止決定に対する）審査の申出
12 月 5 日 福岡高裁那覇支部、控訴棄却判決（第１審の却下判決を維持）････【Ｅ】
12 月 19 日 沖縄県、上告受理の申立て
2019 年
沖縄県が上告受理の申立てを取下げ。
2 月 19 日 国地方係争処理委員会決定－国地委第 10 号
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･･････【Ｆ】

国交大臣による執行停止決定に対する審査の申出を却下
2 月 24 日 沖縄県民投票

投票率 52.48%

埋立てに－賛成 19.10%、反対 72.15%、どちらでもない 8.75%
3 月 19 日 玉城知事、安倍首相との会談で岩礁破砕等差止請求の上告受理申立て取り
下げの意向を表明→その後、取り下げ
3 月 22 日 玉城知事、国交大臣による執行停止決定に対する関与取消訴訟の提起
4月5日

国土交通大臣裁決－国水政第 13 号
埋立て承認撤回処分の取消し

4 月 22 日 玉城知事、国地方係争処理委員会に（国交大臣裁決に対する）審査の申出
6 月 17 日 国地方係争処理委員会決定－国地委第 6 号

･･････【Ｇ】

国交大臣による裁決（承認撤回取消し裁決）に対する審査の申出を却下

２．係争処理委員会及び裁判所の判断
（１）【Ａ】～【Ｇ】の概観
【Ａ】国地方係争処理委員会決定－国地委第 33 号平成 28・6・20（通知）
是正の指示の適法性（自治法 245 条の 7 第 1 項適合性）について判断せず
【Ｂ】福岡高裁那覇支判平成 28・9・16 判時 2317 号 43 頁
是正の指示に係る不作為違法確認訴訟第一審判決（認容）
【Ｃ】最二小判平成 28・12・20 民集 70 巻 9 号 2281 頁、判時 2327 号 9 頁
是正の指示に係る不作為違法確認訴訟上告審判決（上告棄却）
【Ｄ】那覇地判平成 30・3・13 判時 2383 号 3 頁
岩礁破砕差止め等請求却下判決
【Ｅ】福岡高裁那覇支判平成 30・12・5
沖縄県の控訴を棄却－第１審の却下判決を維持
【Ｆ】国地方係争処理委員会決定－国地委第 10 号
国交大臣による執行停止決定につき「関与」該当性を否定し、申出却下決定
【Ｇ】国地方係争処理委員会決定－国地委第 6 号
国交大臣による取消裁決につき「関与」該当性を否定し、申出却下決定

i)上記の判決や決定の中で、【Ａ】～【Ｄ】については、拙稿「辺野古埋立訴訟の全体像
－国と沖縄県間の訴訟を中心に－」国際人権 29 号（2018 年）50 頁以下参照。
ii)【Ｅ】は【Ｄ】をそのまま維持しているので、省略する。
iii)【Ｆ】と【Ｇ】はほぼ同じ理由で「関与」該当性を否定し審査申出を却下した。
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（２）国地方係争処理委員会の決定【Ｆ】【Ｇ】の検討
＜前提となる仕組み＞
(i)国地方係争処理委員会による審査の申出対象となるには、自治法 250 条の 13 第 1 項
所定の国の「関与」に該当しなければならない。ところが、審査請求その他の不服申
立て（執行停止の申立てを含む）に対する裁決、決定その他の行為は、自治法 245 条 3
号括弧書きにより、国の「関与」概念から除外される。
(ii)ところで、埋立承認を撤回された国の機関が国交大臣に対し行った審査請求及び執行
停止の申立てが仮に違法なものであるとすれば、違法な申立てを受けて国交大臣が行
った裁決及び執行停止決定は行政不服審査法上適法なものとは見なし得ないものとな
るので、(i)で上述した国の「関与」に該当することとなる。
(iii)他方、行政不服審査法 7 条 2 項は、国の機関等に対する処分で、当該国の機関等が「そ
の固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為」については、
同法の規定の適用対象から除外し、同法に基づく審査請求等をなし得ないとしている。
(iv)したがって、沖縄防衛局長が受けた埋立承認処分並びに当該承認に対する職権取消し
又は撤回について、沖縄防衛局は「固有の資格」においてこれらの処分を受けたもの
であるとすれば、上述(iii)により、同防衛局長は、本来、審査請求並びに執行停止の申
立てを適法にはなし得ないこととなり、それ故、当該審査請求並びに申立てを受け
て国交大臣が行った取消裁決並びに執行停止決定は違法となる。
→上述(ii)により、国の「関与」に該当することとなるので、上述(i)により、国地方
係争処理委員会への審査申出が可能となる。
(v)以上のような制度的事情から、沖縄防衛局に対する埋立承認並びに承認の職権取消し
又は撤回は、国の機関たる沖縄防衛局長が「固有の資格」において受けた処分と見な
すべきか否かが、係争処理委員会の審議において主要な争点となった。
＜決定理由＞
・国の埋立てについて都道府県知事が公有水面埋立法 42 条 1 項に基づき与える承認（埋
立承認）の法効果は、適法に埋立てをなし得る地位を生じさせるという点で、国以外
の者の埋立てについて都道府県知事が同法 2 条 1 項に基づき与える免許（埋立免許）
と要件及び効果が何ら異ならない。それ故、埋立承認を受ける国の機関（沖縄防衛局）
は、行政不服審査法 7 条 2 項にいう「固有の資格」において当該処分（埋立承認）の
相手方となるものには該当しない。
↓
・国交大臣による取消裁決並びに執行停止決定は、行政不服審査法上適法であり国の「関
与」には該当しないので、国地方係争処理委員会への審査申出の対象とはなり得ない。
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３．問題点の指摘
(1)埋立事業者としての国の機関が審査請求制度を利用することの問題性
・「固有の資格」（行審法 7 条 2 項）の解釈の幅
・法定受託事務の遂行過程における地方公共団体の自主性・自立性や「適切な役割分
担」が著しく損なわれる危険性。

cf., 他方自治法 1 条の 2 第 2 項、2 条 12 項

・「地方自治の本旨」に照らしても検討を要する問題。
cf., 憲法 92 条、他方自治法 2 条 12 項
(2)国地方係争処理委員会の役割への問題提起
・国地方係争処理委員会の諸決定･････････【Ａ】【Ｆ】【Ｇ】
・辺野古埋立問題をめぐって今日まで係争処理委員会が下してきた諸決定が、地方公
共団体の自主性・自立性や「適切な役割分担」に照らして、また「地方自治の本旨」
に照らして、係争処理委員会が果たすべき機能を果たしてきた評価し得るか、検証
すべきだと思われる。

(3)国の対応における「ゆとり」のなさ。
「謙抑」や「自制」が働いていないのではないか、という疑い。
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第 19 回

研 究 会

【共通論題Ⅰ】 「自 治 体 再 建 へ の 課 題 」
司会・城本

勝（元ＮＨＫ解説副委員長）

【共通論題Ⅱ】 「原発政策と自治体」
司会・新藤 宗幸（千葉大学名誉教授）

【分科会Ａ】

「働き方改革と自治体」
司会・西尾

【分科会Ｂ】

隆（国際基督教大学教授）

「政治分野における男女共同参画推進法（候補者男女
均等法）施行後の地方議会」
司会・山口 二郎（法政大学教授）

【オープンセッション】
・小規模再生可能エネルギー発電施設の設置に関する地方自治体の
条例等の制定状況と課題
司会・鎌田

司（元地方財政審議会委員）

＊肩書は実施当時

２０１９年１１月１６日（土）・１７日（日）
コラッセふくしま
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【共通論題Ⅰ 自治体再建への課題】

原発事故の教訓をどう伝えるか
～放射線副読本とアーカイブ施設～
福島大学共生システム理工学類准教授 後藤

忍

福島大学の後藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
2011 年に起きた東京電力福島第一原子力発電所の事故（以下「福島原発事故」
）のあと、
原子力や放射線の問題について私が取り組んできたことは、主に教育とかメディアの分野
でした。私自身がもともと環境教育や環境メディアを専門の一つにしていたという観点か
ら、福島原発事故後は原子力・放射線教育のあり方について批判的に考察する研究や社会活
動を行ってきました。その理由として、福島県で原発の過酷事故が起きたことに対し、私自
身が大変、反省したという点が挙げられます。福島原発事故による放射能汚染、未曽有の日
本の公害といわれる環境問題をなぜ引き起こしてしまったのか、それに対して私が何をで
きていなかったのかということを大いに自問・自省しました。そして、加害者である東京電
力や政府などが発する言説に対して、被害者の立場から抗するための活動について、ささや
かながら取り組んできました。きょうは、その内容について話をさせていただける機会をい
ただきました。かいつまんでではありますが、お話させていただきます。
私の話では、
「教訓」が一つのキーワードになります。お見せしているスライドの背景に
あるのは、ウクライナ国立チェルノブイリ博物館の展示の写真です。チェルノブイリ原発事
故について、このような施設で教訓を伝えているということですね。福島原発事故を経験し
た者として、やはり想起せざるをえないのは、ジョージ・サンタヤーナの有名な格言です。
「過去から学ぶことができない者は、それを繰り返す運命にある」と。私たちは本当にチェ
ルノブイリから学んでいたのか。福島原発事故の後、本当にその教訓を生かしているのか。
継承できているのか。その辺りが問われていると思います。

教訓を伝えるための二つの方法
悲惨な事故・事件の事実と教訓を伝えるには、大きく二つの方法が考えられます。一つは
学校教育で、教科書や副読本を用いた学校での教育実践です。もう一つは学校外教育で、社
会教育と言ってもいいかもしれません。アーカイブ施設（メモリアル博物館）などを中心と
して記録、継承していく方法です。この二つの方法は、福島原発事故についても取り組みが
進行していますし、両者の組み合わせも多いです。私はこれまで、両方の方法についてそれ
ぞれ批判的検討を行ってきましたので、きょうはそれらのお話をいたします。
まず学校教育での教材としては、国が出している副読本ですね。原発事故前から文部科学
省と経済産業省資源エネルギー庁が発行した原子力副読本がありました。それは原発の推

51

進側に偏った内容で、原発の安全性を強調しており、福島原発事故後、事故の現実と副読本
の内容のつじつまが合わないということで回収を余儀なくされました。その後、放射線に内
容を絞った副読本が発行され、何回か改訂されました。福島県教育委員会もそれに歩調を合
わせるような形で、指導資料などの教材を出しています。
一方、学校外教育の施設としては、既にオープンしたものとして、三春町に整備された福
島県環境創造センターの建物の一つ「交流棟」である「コミュタン福島」
（愛称）がありま
す。2016 年 7 月にオープンしました。ここは、自然共生や循環型社会など環境創造に関す
る内容と、福島原発事故および事故からの回復に関する内容の、両方の情報を発信している
ということで、必ずしもすべてがメモリアル博物館の機能というわけではありませんが、現
時点では福島原発事故について最も学べる施設の一つになっています。そして、来年（2020
年）には、双葉町に「東日本大震災・原子力災害伝承館」というメモリアル博物館ができる
ということで、工事も着々と進んでいる、このような状況にあります。

教訓とは何か
「教訓とは何か」について、辞書的な意味では「教え諭すこと」なんですが、ちょっと分
かりにくいので、別の説明を引用します。私の敬愛する、もう亡くなってしまいましたけれ
ども、原田正純さんですね。水俣病にずっと取り組んでこられた方です。原田さんが福島原
発事故の後、こういうコメントを新聞に出していました。「教訓っていうのは、そもそも何
を失敗したのかということを発信することである。反省なしに発信は無理だ」と。これが大
変、私の心に響いてですね、やっぱり「何ができなかったのか（失敗したのか）
」というの
を、正直に、真摯に向き合って反省し、発信する。それが教訓につながるということだと思
っています。
私も福島原発事故後に水俣にあらためて行きました。現在、水俣は環境モデル都市や環境
首都に何年も選ばれるなど、大変、回復してきていますが、その道筋を描いたキーパーソン
（森枝敏郎さん、吉本哲郎さん）にも話を聞くことができました。それらの方々が関わって
発行した本、マインド編『みなまた－対立から、もやい直しへ』
（マインド、1996 年）に掲
載されている「水俣再生への展望」という構図がこちらです。ちょっと細かいのですが、注
目していただきたいのは、
「何を出発点にしているのか」です。一番下の土台部分に「礎(い
しずえ)」というものがあって、そこのすぐ上の所に「水俣病の教訓の認識」というのがあ
るわけです。この図を見たとき、私は本当に納得できる、すとんと腑に落ちるところがあり
ました。やっぱり何に立脚して未来を描くのか、教訓もきちんと忘れずに土台の中に組み込
むことによって、それを真に克服した未来が描けると。もし教訓に立脚しなければ、その上
に積み上がる未来の展望も、失敗を踏まえていない、上辺だけの空虚なものになってしまう。
そういう認識を私なりに読み取ることができました。
この点が、本日のテーマ「自治体再建の課題」に関して私が申し上げたい中心部分となり
ます。この構図を理解していただければ、きょうの私の話は終わってもいいぐらいなのです
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けれども（笑）。教訓をきちんとこの土台に入れましょうと。それが私のメッセージです。
正直、私の話は「教訓」や「反省」といった、どこか後ろ向きに捉えられがちな内容で、
「自
治体再建の課題」といった前向きのテーマに私がどうかみ合うのか不安もありましたが、私
なりに位置づけるとすれば、
「自治体再建を考える際は教訓を礎にしよう」というのがお伝
えしたいことになります。

福島県の教訓
実際、福島はどんなことができなかったのかということについては、ある程度オーソライ
ズされた報告書に書かれてあります。国会事故調、政府事故調の報告書を見てみると、東京
電力、国の対応における問題点に加えて、福島県の対応における問題点も指摘しています。
初動対応が不十分だった、緊急時モニタリング態勢ができていなかった、SPEEDI 情報が
未活用だった、安定ヨウ素剤がうまく配布できなかった、などの点です。それら以外にもさ
まざまな失敗、今、省みれば、うまく対応できなかったことがあります。例えば、福島県知
事が安全宣言を出した後に汚染米が見つかったとか、震災（原発事故）関連死が多く発生し
ている問題、これも大変、大きな問題ですし、そもそもで言えば、福島県自体が原発を推進
してきた経緯というのがあるわけですね。この辺りをきちんと反省して、教材とか施設の展
示に取り上げられているかどうか、これが私なりの問題の捉え方というか、分析の視点とい
うことになります。
次からの 2 枚のスライドは、原発事故前の福島県における原発の位置づけに関する資料
です。例えば、2011 年から 12 年にかけて改訂された福島県総合計画では、もともと原発が
どう位置づけられていたか。先ほど副知事のお話で J ヴィレッジが出てきましたが、福島
原発事故前に策定されていた旧計画でも J ヴィレッジについては記述されていました。し
かし、それが事故後の新しい計画では削除されました。また、原発については、旧計画の中
で、
「電源立地地域における地域振興の観点から、原子力発電所などの立地の調整について、
地域の理解と協力を得ながら、安全性の確保と環境保全などに十分配慮して取り組みます」
と書いてあります。やはりここに、原発の新たな立地を地域振興の手段として考えていたと
いうことを、証拠として総合計画の中に見ることができるわけです。改訂した後はその部分
を削除して、
「全基廃炉を求めます」に変更となりました。全基廃炉を求めるという、原発
事故後の福島県の姿勢は、先ほど、副知事もおっしゃっていました。しかし、原発事故前が
どうだったかということも大事だと思うわけです。その辺りから真摯に反省して、そこをス
タートラインにすべきだと思います。そのような振り返りから始めることが私からすれば
まっとうなアプローチであり、本当の再建・復興にもつながると思うのですが、そこはどう
も不十分じゃないかと感じています。
また、福島県が行ってきた原子力広報事業というものもありました。これも「原子力行政
のあらまし」などの資料を過去に遡って見れば、いくらでも出てきてきます。ここに掲載し
ているのは福島県の原発 PR キャラクター「ウランちゃん」です。
「原子力発電所は地震や津
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波に対して、様々な対策を行っているのね」と、原発の安全対策を PR していたわけですね。
こういった、福島県にとっては都合が悪い、不都合な真実というものを、きちんと認識する
ことも大事ではないかと思います。

学校教育での教材
次は教材の話です。このスライドの図は、福島原発事故の前後に各主体が出してきた教材
を時系列に沿ってアイコンで表示しています。一番上が国（2010 年版は文部科学省と経済
産業省資源エネルギー庁、2011 年版以降は文部科学省）
、その下が福島県教育委員会。下二
つは、どちらかというと批判的な教材を出している主体で、福島県教職員組合と、私たち福
島大学放射線副読本研究会です。私たちは福島原発事故の前後に国が発行した 2010 年と
2011 年の副読本の内容があまりにもひどいということで、対抗する教材を出しました。県
の教職員組合の方も出しまして、それら以外にも全国からさまざまな批判がありました。結
果として、国の副読本は、2014 年の改訂になったときには、2011 年のものよりだいぶまし
になったのですね。この方向で行くのかなと思っていたら、2018 年に出た副読本がとんで
もないもので、また 2011 年版に戻るかのような内容になってしまいました。そこで、私た
ちはまた、何か新たな対応ができないかということを考えているところです。
福島県教育委員会も資料を出していますので、国の副読本とともに、先ほど紹介した国会
事故調、政府事故調に書いていたような文言が出てくるのかを確認しました。このスライド
の図は、出てこないキーワード、未記載キーワードをまとめたものです。普通は出てくるキ
ーワードが何かを分析するのですが、ここでは出てこないものを挙げています。例えば
SPEEDI やオフサイトセンター、規制の虜、安定ヨウ素剤、放射線管理区域など、福島原発
事故の教訓に関する重要なキーワードが記載されていないことが分かります。放射線管理
区域については、福島での避難指示の基準である年間 20 ミリシーベルトが妥当かどうかを
考えるときに必要な情報だと言えます。一般的なルールとして放射線管理区域がどういう
基準（年間 5 ミリシーベルトを上限とする考え方のもと、3 カ月で 1.3 ミリシーベルト）な
のか、その値を知って初めて、それに対して高いのか、低いのか、それは妥当なのかという
ことを議論できるからです。この未記載キーワードの中に放射線管理区域が入っていると
いうことは、その情報がないということ意味します。そのため、肝心な情報がこれらの教材
には入っていないのではないかというのが、私が言いたいことです。
2018 年版の文部科学省の放射線副読本
それから先ほども言及した、2018 年の文科省の放射線副読本について紹介しておきます。
文科省自身の説明としてウェブサイトに書いていますが、復興庁などによる「風評払拭・リ
スクコミュニケーション強化戦略」を踏まえる形で内容を改訂しています。結果として、放
射線の日常性、安全性、利用性、こういったものが強調されるとともに、福島原発事故を反
省する姿勢が後戻りする内容になっています。その内容がひどいということで、撤回を求め
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る市民による署名活動や政府との交渉が行われていますし、学校教育現場での配布取り止
めや回収などの動きも出ています。滋賀県の野洲市では、教育委員会の判断で回収したとい
うことがニュースになりました。一方、福島では、私も一緒に活動している市民団体の方々
が、県や各自治体に要望を出しているところですが、残念ながら、今のところ回収が実現し
たところはありません。
これは、2018 年版の放射線副読本がどのような内容に変わったのか、2014 年版と比較し
た例です。2018 年版は、第 1 行目が、
「放射線は、私たちの身の回りに日常的に存在してお
り、受ける量をゼロにすることはできません」と書かれています。否定形から入るって珍し
いですよね。そして、放射線は日常にあって、利用しているから学びましょうと、そういう
内容になっています。一方、2014 年版のほうは、福島で原発事故がありました。だからこ
そ学ぶべきですという形になっています。それからもう一つ大きな特徴は、2014 年版で書
かれていた「農林水産物等が放射性物質に汚染された」とか「放射性物質による汚染のイメ
ージ」などで使われている「汚染」という言葉が、2018 年版ではことごとく削除されたと
いうことです。これを私は、
「副読本紙面の除染」と呼んでいます。つまり、徹底的に放射
線の汚染イメージをなくすという改訂が行われたのですね。2014 年版では 8 回出ていたの
が、2018 年版では 1 回に減りました。しかも、この 1 回も、
「廃炉・汚染水対策ポータルサ
イト」という固有名詞のところに、たまたま引っ掛かる形で残っているだけで、実質ゼロな
んですね。
「汚染」という単語はことごとく紙面から削除されました。
復興については、
「復興に向けた取組は着実に進展しています」と断定しています。既成
事実化していますね。何が大切かについては、「このようないじめが起こらないようにする
ことが大切です」と書いています。もちろん、いじめ問題への対策は大事ですが、原発事故
が起きないようにすることが大事だというメッセージではなくて、いじめをなくそうとい
うように焦点がずらされているのは問題があると思います。
あと分かりやすいのはこの写真ですね。2014 年版は両方、事故が起きた原発の写真でし
たけれども、2018 年版ではそれらが復興の様子を表す写真に入れ替わっています。2018 年
版では、副読本全体としても、事故を起こした原発の写真は１枚も出てきません。完全にな
くなっています。
それ以外にも、きょうは詳しくお話しできないですが、さまざまなものが削除されていま
す。とても重要な情報が。例えば、国際原子力事象評価尺度（INES）のレベル 7 という情
報も削除されました。それから、子ども向けの副読本なので、大事だと考えられる、子ども
の被ばく感受性ですね。子どもは大人よりも被ばくの感受性が高い、だから守られるべきだ
というようなことが分かる内容も、ことごとく削除されました。
一方、復活したのは、放射線の日常性、利用性を示す情報や、放射線の測定機器に関する
情報です。さらに、追加された情報としては、福島県の被ばくレベルはそんなに大したもの
ではないという楽観的な見方の情報です。それから、「関係のないリスクの比較」ですね。
リスクコミュニケーション上、最低ランクに位置づけられているものです。喫煙とか食べ過
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ぎとか、そういうものに比べれば被ばくの影響は大したことがないというような説明です。
リスクコミュニケーションにおいて「関係のないリスクの比較」は、本当に注意が必要で、
通常やってはいけないという、最低ランクのものなのに、それがついに堂々と出てきてしま
った。子どもたちの目に触れる形で本文に書かれてしまいました。それから、いじめとか復
興の様子に関する情報も追加されました。
これらを大きく三つにまとめると、第一は「事故の過小評価」
（副読本誌面の「除染」）で
す。
「汚染」を含むいろいろな情報が削除されたので、これは十分言えると思います。第二
は「
「放射線被ばくの安全神話」の流布」です。LNT モデルや、子どもの被ばく感受性に関
する情報が削除されたということは、やはり放射線被ばくの安全神話の流布と言えると思
います。第三は「いじめ問題、復興への焦点ずらし」です。この 3 点を、私は定性的な分析
結果としてまとめています。
もう少し客観的で定量的な分析として、テキスト・マイニングと感性解析と呼ばれる方法
を用いた分析も行っています。分析の詳細は、現在、論文を投稿しているところですが、こ
の表はそのアウトプットの一つです。文科省の放射線副読本に出てくる頻出語（上位 150 語）
の中で、感性語という、良い／悪いといったイメージを持つ単語（肯定語、否定語）の出現
状況をまとめたものです。先ほど言いましたように、2014 年版にあった「汚染」や「深刻」
などの否定語が、
2018 年版では頻出 150 語圏内ではなくなったなどの特徴を指摘できます。
あと、放射線の文脈で使われる感性語として独自に設定した、肯定語としての「利用」と否
定語としての「影響」ですね。放射線の「利用」というのはプラスの側面ですけども、2011
年版では頻出 150 語に入っていたのが、2014 年版ではいったん上位ではなくなり、2018 年
版では復活しています。このように、2018 年版の特徴は 2011 年版に後戻りしたと言える
ような証拠を、私の分析では示すことができたと思っています。

学校外教育の拠点としての施設
次は学校外教育の拠点としての施設についてです。人災に関するアーカイブ施設（メモリ
アル博物館）もさまざまなものがあります。特に日本は公害問題が起きましたので、その教
訓を伝える施設が最近、整備されてきました。いわゆる四大公害と呼ばれる公害が発生した
地域には、すべて今、公的な施設ができています。そのような施設の展示を分析した方によ
ると、公的な施設と市民が造った施設では特徴に違いがあると指摘されています。公的な施
設の展示における説明文では、科学的事実が中心で、受動態が多用されていると。主語をぼ
やかすような説明で、肝心の行政の加害責任について説明がないと。そして、回復、復興の
成果が強調される。それに対して市民側が造る施設の展示では、やはり加害企業、行政の責
任について説明があり、人権問題としての説明が強調される。このような展示内容の違いが
指摘されています。
その結果、教育効果としては、公的な施設を訪れた人は、いわゆる公的な言説を再生産す
るだろうと。行政の責任は書かれていないですから、それは継承されません。復興の成果が
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書かれているので、もう今では問題は解決したのだと。
「公害からの脱却」が実現し、未来
に向かっているのだと。そういう考えの人が増えてしまう可能性があります。一方、市民に
よる施設では、まだ問題は終わっていない、企業や行政からこんなひどい加害行為があった
のだなど、被害者の立場からの言説を生み出します。行政等の責任が継承され、まだ問題は
終わっていないという「公害の再認識」を促す可能性があります。
このような指摘が既にある中で、それでは福島原発事故の教訓を伝える施設はどうなの
か。福島原発事故による放射能汚染を公害と捉える人が意外と少なくて驚くのですが、例え
ば環境基本法での定義と照らし合わせても、やはり公害だと思うのですね。その福島原発事
故に関する施設が、どういった展示になっているのか。公害について既にある施設の展示に
関するこういった指摘を受けて、少しでも改善しようとしているのか、それともやっぱり同
じなのか、この辺りが注目すべき視点になると思います。

先行事例としての水俣病に関する展示施設
このスライドは、2016 年にリニューアルされた後の水俣市立水俣病資料館の展示です。
先ほどの指摘に関する象徴的な展示として、
「止められなかった排水」というのがあります。
受動態が使われている。
「止めなかった」とは書いていません。本来は、
「誰」が「止めなか
った」のかと、能動態で書けるはずなんですよ。でも、
「止められなかった」と受動態で書
かれ、主語が曖昧になっています。
ただその一方で、私がいいなと思ったのは、まさに教訓として何ができなかったのかとい
うことについて、当時の市長の言葉をかなり大きく提示してある点です。水俣市として「充
分に役割を果たし得ただろうか、あの時こうすればよかった、こうしなければならなかった
のではという反省の念を禁じえません。充分な対策を取り得なかったことを、誠に申し訳な
く思います」と書かれています。このように、市として何かできなかったのかについて反省
する言葉があり、まさに礎になっているようなところを、私は確認することができました。
一方、
「水俣病の社会的な被害」エリアの最後では、次のようなパネルがあります。もし
「あなたがそのとき、患者家族、チッソ社員、水俣市民、周辺住民だったら、どうしただろ
う」と。来館者に問い掛けるパネルで、水俣病の問題を自分事として捉えるためにはよい展
示だと思うのですが、ここに「水俣市（行政）職員」というのはないのですね。先ほど紹介
したように、水俣市としてできなかったことを反省する市長の言葉との一貫性を持たせる
ならば、本来は、
「水俣市（行政）職員」も入れるべきだと思います。

コミュタン福島とチェルノブイリ博物館の展示
このような観点から、じゃあ「コミュタン福島」の展示を見るとどうなっているかについ
てです。このスライドは、
「3.11 からの年表」です。国会事故調、政府事故調の報告書で福
島県の対応における問題点として指摘されているような、例えば SPEEDI 情報の未活用な
どの事項が出てくるかについて確認すると、そういうのは出てこないのですね。それから被

57

災者のためにつくられた法律である「原発事故・子ども被災者支援法」ですね、この情報も
出てきません。
一方、こちらのスライドは、ウクライナ国立チェルノブイリ博物館の写真です。その展示
説明文の分析も私はしていまして、コミュタン福島と比較しています。チェルノブイリ博物
館では、2 階の常設展示とは別に、1 階で企画展示が行われていて、その一画に福島原発事
故に関するスペースがあり、パネルなどが展示されています。それを見ると、例えば震災関
連死について、ご遺族が仏壇の前で犠牲者の遺影を持って座っている写真であるとか、原発
を推進していたことを示す看板ですね、双葉町にあった「原子力明るい未来のエネルギー」
の看板の写真であるとか、除染によって山積みになっているフレコンバッグの写真とか。こ
のような、福島原発事故の被害の実態や教訓をよく表している写真がチェルノブイリ博物
館では見られるのですね。でもコミュタン福島に行ってもこのような写真は見られません。
どっちの施設でより福島原発事故の教訓が学べるのか、私は大変、疑問に思っています。
このスライドの表と図は、コミュタン福島とチェルノブイリ博物館の展示説明文を対象
としたテキスト・マイニングと感性解析の結果です。時間の関係で、すみませんが細かい説
明は省略します。コミュタン福島では「安全」や「利用」といった肯定語が、
「汚染」や「事
故」といった否定語よりも、相対的に頻出語の上位に出てきています。それに対してチェル
ノブイリ博物館は、
「事故」
「汚染」
「影響」
「死亡」などの否定語が、博物館の展示説明文の
中に多く出てきていることが分かります。

アーカイブ拠点施設でアーカイブするもの
2020 年に完成予定のアーカイブ拠点施設については、福島県が資料映像を作って 2019
年 3 月に公開しています。タイトルは「伝えたい、福島の記憶と未来～アーカイブ拠点施設
開所に向けて～」です。完成した施設についての紹介映像を作るならともかく、まだ出来上
がってもいない施設にこんな立派な映像を作るのは、やはりお金があるのだなと思います。
その映像の中では、県民 10 名が実名で登場します。
「伝えたい、福島の記憶と未来」とのテ
ロップも流れますので、このアーカイブ施設がどういう施設になるのだろうかという点に
ついて、この映像からある程度読み解こうと思って、内容を少し分析してみました。
このスライドの写真は、資料映像の中の一つの場面で、「アーカイブ施設は福島の教訓、
挑戦を伝えていきます」と書いてありますので、それを踏まえて、「教訓」と「挑戦」がそ
れぞれどの程度の割合になっているのかを、自分なりに分析しました。
「教訓」というのは、
きょうずっと言っているように、災害の記憶・記録ですね。
「何ができなかったか」という
失敗を表します。一方、
「挑戦」というのは、復旧・復興のための取り組みで、未来に向い
ているようなことですね。
「教訓」
「挑戦」
、そして両方の要素を含む「教訓と挑戦」
、この 3
つのカテゴリーに、映像の時間量を分類しました。両方を含む「教訓と挑戦」が 38 パーセ
ントで比較的多いですが、どちらかしか入っていない映像となると、私なりの分析では、
「挑
戦」が 41 パーセント、
「教訓」が 21 パーセントであり、
「挑戦」が「教訓」の約 2 倍とな
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りました。「挑戦」のほうにやはり偏っているということですね。アーカイブ施設として、
一体何をアーカイブするのだろうと。それは、何ができなかったという「教訓」というより
は、むしろそこからどう立ち上がって立ち向かっていったのか、復旧・復興を実現してきた
か、その「挑戦」に重きを置いている。いわばサクセス・ストーリーをアーカイブしたいの
だなというようなところを、この分析結果からは感じるわけです。

発表のまとめ
きょうの発表のまとめになります。自治体再建を考えるにあたっても、やはり教訓を礎に
しなければならないのではないかというのが、私が一番、申し上げたいことです。教訓の継
承では、公的な教材や施設のもつ役割は大きいです。現時点では、残念ながら行政の責任や
被害者の立場からの教訓に関する情報は十分ではなく、過去発生した公害に関する教訓が
繰り返されているような、
「教訓が伝えられていないという教訓」があります。
「過ちて改め
ざる、これを過ちという」との格言（論語）も当てはまると言えます。いったん間違えたこ
とをもう１回、間違えるということは、本当の過ちです。失敗の繰り返しは回避せねばなら
ないと思います。そのためには、やはり先行事例から多くを学ぶとともに、行政の取り組み
が不十分な場合は、市民による記録・継承の活動が重要と考えられます。この点で参考にな
るものとして、例えばドイツでは「記憶の文化（想起の文化）」と呼ばれる文化が広がって
きていて、ナチズムとホロコーストの記録を伝えるための、いろいろな取り組みが行われて
います。
「忘却の文化」ではなく、
「記憶の文化」を形成していく、そういったところも学ん
でいきたいなと思っております。
どうもご清聴ありがとうございました。

＜司会者・会場の質問に答えて＞
＊再建と記録
今回のテーマ、
「自治体再建への課題」ということから考えても、私は距離があるだろう
なと一番、感じていました。というのは、復興とか再生とか、再建とかというのはとても未
来志向で、前を向いていて、光が当たる。それに対して私の話は、過去の教訓を重視するも
ので、礎、土台になるところであり、その意味では陰ですし、後ろ向きの志向であると。そ
の距離はとっても遠くて、恐らく、きょう来られている自治体関係者の方々の多くは光のほ
うを求めているのだろうと考えたからです。ただ、私は研究者として、大切なところは指摘
すべきだということで、それぞれ役割があると思いますので、きょう話をさせていただいた
というのが、まず前提としてあります。
その上で、すべてを記録しろという意味ではなくて、より重要な、本質的な所、少なくと
も国会事故調、政府事故調の報告書で指摘しているような、明らかに失敗と言えるような問
題点については、報告書に残っているからいいでしょうということではなくて、自分たちで
造る施設などできちんと真摯に向き合って、それを記録するということが大事であるとい
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う意味です。
このように教訓を記録し、後世に伝えていく。そうすることで、福島県は真摯な反省を踏
まえて立ち上がったのだ、だからこそ復興の過程は尊敬に値するんだという、後世の評価に
結びつくと思っています。なので、私は、事故の対応に当たって、本当にできなかったこと
については真摯に記録、継承し、それを礎にしていただきたいと、そういう認識です。

＊「水俣に学ぶ」と自治
まず、水俣から学ぶ点についてですが、先ほどおっしゃったように、一くくりにはできな
いところがたくさんあって、まだまだ問題も残っています。環境モデル都市や環境首都など
に選ばれていますけれども、問題がないわけでは全然なくて、住民の対立などもまだ残って
います。その辺りの状況については、私も何回か現地を訪れて、肌で感じるところがありま
した。それにしても、学ばなさ過ぎるのは良くないということが、きょうの私の発表におけ
る趣旨でした。
次に、自治の観点から何ができるかですけれども、きょう、ご紹介した、例えば、計画で
すかね。福島県の総合計画などがそうなっているかなと。それは、ある意味、自治を少し手
放して、国の政策に依存するというところの表れかと思うのですね。今回、原発事故を経験
して、再生可能エネルギーにかじを切ったという話を、冒頭で副知事がされていましたけれ
ども、本当に、地元の状況を見て、それを自ら選択して取り組んでいるということであれば、
自治の方向に強化されたのかなと思うのですが、その上で、国に財政依存したり、制度依存
したりというところの状況を見ると、必ずしもそうとも言えないのかなと思っています。
確かに、こういう事故が起きたことに対する国からの手当は必要なんですけれども、自治
とは何かということを考えたときに、まず、自分たちの発想を自分たち自身のものに立脚さ
せるということが、前提として必要だと思います。さらに言えば、住民から見て自治体に必
要だと思うのは、
「信頼」ですよね。私たちが事故後に福島県に対して要望とかを出したと
きもそうだったのですが、自治体が住民から信頼されるためには、一番立場の弱い人のこと
を考えて政策を打っているという証しがほしい。2011 年、県民健康（管理）調査に対する
要望の際にも、そういう要望書を出しました。
なので、住民が自治体を支える自治の感覚というのは、自治体が自分たちのことをきちん
と一番に思って動いてくれて、そのための政策とかもいろいろ打ってくれているという、自
治体の取っている姿勢というのですかね、想いというものが感じられる施策を打っている
かどうかというのが、実は鍵ではないかなと思っています。少し曖昧な回答ですみません。

＊まとめ
本日は、自治体、あるいは自治ということについて、あらためて考えさせられる機会とな
りました。私のきょうの話の中で取り上げた項目で言いますと、まず、福島県が出している
教材（放射線等に関する指導資料）ですね。原発事故後、2011 年に最初に出したとき、私
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たちが批判した文科省の副読本を取り上げ、
「今後の放射線等に関する教育を進める上で参
考になるものです」と記述し、肯定的な位置づけをして出したのです。つまり、国と歩みを
共にしているのですね。そこはもう、まさに自治ではない教材が出ていたということを指摘
できると思います。それから、既にオープンした施設の「コミュタン福島」ですが、あれも
国のお金ですね。約 200 億円もらって、その予算から造っています。
なので、教育とか施設を通じた教訓の継承というときに、国への依存というか、自治とい
うのが実現できていない感じがするということをあらためて思いました。きょう、少しだけ
紹介した、チェルノブイリ博物館、あれもかなり特殊な事例なのですが、原発事故が起きた
ときのウクライナはソ連の一部で、独立した後に博物館ができました。そのため、音声ガイ
ドの解説などを聞くと、旧ソ連政府をかなり批判しています。そういう意味では、福島県と
しての自治ということを確認できるとすれば、コミュタン福島やアーカイブ拠点施設の展
示などで、国に対して言うべきことは言うというような、そんな展示が普通に実現できたと
きは、自治ができたと言えるのではないかと思いました。
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【共通論題Ⅰ 自治体再建への課題】

「放射能占領」からの奪還への道筋
～住民・自治体・コミュニティ再建～
Japan Perspective News㈱

ジャーナリスト、元福島民友記者 藍原 寛子

はじめに－放射能による占領、収奪からの奪還と自治、Autonomy の視点
本日は皆さまお忙しいところをありがとうございます。このような機会をいただきまし
てお礼を申し上げます。私は本日、2 枚紙のレジュメをお配りさせていただきました。タイ
トルは「
『放射能占領』からの奪還への道筋」です。ちょっと強いイメージがあるタイトル
かもしれませんけれども、原発事故後は、福島県内をはじめ、東日本が放射能に汚染された。
これはある意味、放射能による収奪があったと捉えてよろしいかと思います。そういった奪
われたもの、その後なくしたもの、失われたもの、そういったものを奪還する動きというの
が市民の中に生まれている。これは結論になってしまいますけれども、震災後に生まれた、
そういった市民の間の自治力、それと自治体の連携。つまり、パブリックな、あるいはプラ
イベートなセクターのガバナンスと、オフィシャルなセクターのガバナンス、その連携が、
いかに今の困難な状態に立ち向かっていけるかが一つの鍵になるのではないかと思います。
日本自治学会の英語の表記は Japan Local Autonomy Association。つまり Autonomy に
注目されていらっしゃる。単に自治体のガバナンスという狭いものではなく、Autonomy、
人々の自治の意識や自治体の中に潜在する、あるいは内包された「力（ちから）」に注目さ
れているのではないかと理解しました。そういった視点も意識しながら、私の報告をさせて
いただきたいと思います。
すでに周辺化されていた中で起きた 3.11
簡単に自己紹介をします。私はこの福島市に生まれ育ちまして、地元の新聞社の記者を務
めました。福島民友新聞社という新聞社です。福島県内には同じエリア、同じ管轄で地方紙
が 2 つございます。私が勤めていた福島民友と福島民報、その両方の社名に「民」という文
字が入っています。これは自由民権運動の「民」からきています。全国の中で、同じエリア、
同じ管轄で 2 紙が競合しているのは、福島県と沖縄県です。私が入社したのは 1990 年、バ
ブル世代です。入社直後から、
「民の友となれ。自由民権の精神を伝えよ」と言われました。
競合する福島民報は、小針暦二という「東北の政商」と言われたオーナーの企業でした。上
司からは「汚職や世の中の不正に立ち向かうのが新聞記者だ」と。あづま陸橋という陸橋が
福島民報の前にあるのですけれども、「吾妻陸橋の上から、小針暦二を逮捕したという号外
を書き、われわれは配るのだ」と、入社した時からとうとうと教え込まれ、権力に対してど
う対峙するかということをたたき込まれました。
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そのような中で、いわき支社に勤務し、また福島県庁の中でも原発を取材しました。例え
ば JCO 事故が起きたとき、茨城県からいわき市のほうにたくさんの人が避難してきた様子
ですとか、佐藤栄佐久知事が、国、そして原子力安全・保安院と対峙してきた様子、そうい
ったものを新聞社の中で取材をしていく中で、原発には本当にたくさんの矛盾があること
を知りました。しかも、描いている理想に近づけるには、かなり困難があることも体験いた
しました。
レジュメに書いている、東日本大震災の前から福島県が周辺化されていた様子に移りま
す。木村守江という 1960 年代の福島県知事がいます。この人は後に汚職で逮捕されること
になりますが、この人が「東北のチベットを原発で発展させるのだ」というような言葉で、
福島に原発を誘致してきました。これは、自分たちを非常に卑下し、低く見ているからこそ、
国や権力の大きいものに依存せざるを得ないのだということを、オフィシャルに発信し続
けてきた出来事を象徴しています。浜通りという、福島県の中でも周辺化された所に原発が
立地された。福島県第 1 原発が建設された所は、かつて戦時中に飛行場であった所で、それ
をプリンスホテルの一族の人たちが買い受けて、そして払い下げをする。そして利益を得た
と。まさに軍事が背景にあるような場所に原発が建てられたわけですが、その中に、木村知
事がそういった権力への依存というもので上塗りをして建てられた原発であったと。
しかしながら、住民はそこで黙っていたわけではなく、脱原発運動が脈々と醸成されてい
ったわけです。ただ、最初の福島第 1 原発の建設計画は、住民に知らされずに地権者の買い
取りが進められまして、それに気付いた人々が脱原発運動をしてきたということです。福島
第 2 原発の建設運動では差止め運動などが起きて、そこで活動してきた人々が、2011 年の
福島原発の事故後に、抵抗運動として、脱被ばくとして測定、損害賠償、裁判を含め、権利
回復の活動に参加しているという、非常に特徴的な動きがあるかと思います。
また、先ほどの周辺化されたということで、浜通りのほうは過疎化、高齢化が進んでおり
まして、会津地方と並んで、やはり大変な地域にはなっていた。一時期、原発が建設された
ときには、もちろん原発景気で沸いたわけですけれども、その後はやはり必要なインフラ、
医療とか教育とか、その地域を下支えするようなインフラですとかソフトがやはり不足に
なってきていて、そういった状況が起きているということです。
ただしその地域としては、原子力、あるいは原発というものは、やはり世界とつながって
いくような広がりを持っている、原子力村という形の広がりを持っている産業でもあった
わけで、地域の人々は世界の動向に敏感に反応していました。例えば 1979 年のスリーマイ
ル原発事故のとき、事故が起きたとき以降、病院には安定用素材の備蓄が始まったりしてい
ますし、99 年の、先ほど私が茨城県からの避難者の様子を取材したという JCO 事故のとき
には、いわゆるオフサイトセンター、緊急事態応急対応拠点施設が設置されるなど、それぞ
れ原発事故が起きるたびにいろいろな対応をして、また住民の間でも反対運動が起きるな
どの動きが起きていたということです。
今回の 2011 年の放射能原発事故、そして放射能汚染、放射能によるさまざまな収奪が起

63

きたとき、やはり住民が避難する、人々が住み慣れた土地を離れ、移動する、自分の拠点を
移すというような、そういった避難の問題が、やはりどうしても大きいトピックになると思
います。私は取材者ですので、いろいろな方のお話、声を聞いていくというようなことが私
の仕事のベースですけれども、いろいろ貴重なお話がたくさんあって、これが適当なのかど
うかというところもあるのですけれど、もっと紹介したい方がたくさんいらっしゃいます。
その中で 1 人が、
「福島を離れることを決めたら、どこで生活しても同じだと思った。そう
考えたら、海外に避難する選択肢が出てきた」と。私は、ビッグイシュー日本版という雑誌
の中で、福島から海外に避難した方を 5 人取材したのですけれども、例えばニュージーラ
ンド、それから台湾、イギリスですかね、あとアメリカなど、そういった各国、あとニュー
ジーランドですね、に避難した方、取材したのですけれども、皆さま同じようなことをおっ
しゃっていました。
また、車いすの女性の方で都内に避難した方は、原発事故が起きたら私たち障害者は真っ
先に切り捨てられると思った。だから避難した、というようなことを言っています。それぞ
れに、個々の事情や理由があって避難を決めている。そこは、一律に避難者の属性がこうで
あるからこうなんだということが、すごく私の取材の中では難しいし、そういったバックグ
ラウンドというのをどこまで考慮するかということで、そういう意味では、行政のガバナン
スとしては、ある程度の固まりとして捉えて施策を実行するという立場などから考えると、
非常に難しい政策決定の進め方というのがあるかと思います。特に日本なんかの場合には、
移動なども、国内であれば海外に対しても世界でも最もビザなし渡航ができる国の一つで
もあり、世界という選択肢も出てきたというのはそういうことでもあるかと思いますし、や
はり教育水準だとか、そういった情報のスムーズさ、特に過去の原発事故と比べて、インタ
ーネットですとか SNS、そういったもので情報がどんどん入ってくるという状況の中では、
避難区域というか、避難圏域というものを国境すらも越えて避難する方がいらっしゃると
いうことです。
そういった中で、次の共有地、コモンズや文化の創出というものが、やはり避難の一つの
動因になったということが言えるかと思います。最初に原発事故が起きて、放射能で地域が
汚染された。それで放射能で占領されたという地域を何とかしようということで、除染が行
われたわけですけれども、その除染を行うと、今度は除染の廃棄物が出てくる。汚染された
土の集合体ですね。それをどこに置くかということが、地域で結構、話し合われたりした経
過もあるのですけれども、それは、例えば町民の球場であったりですとか、地域の集会場の
跡地、スペースであったりということで、先に人々が集う場所、議論や、討論や、顔を合わ
せるような場所として、あるいはコミュニケーションを図るような場所で使われてきた公
共の地域というのが、今度は除染によって、また仮置場などとして占領されていく。そして
今現在は、再生エネルギーということがあって、非常に汚染が進んだ所など、あるいは今後、
農業をやらないという所は、太陽光のパネルがたくさん設置されています。今度は住民のコ
ミュニティの収奪というだけではなくて、食料を生産する農地の収奪というものも、また次
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の段階として起きているということがあると思います。そうしますと、行政とか自治体が政
策を実施する場所なり、そのエリア、拠点としての土地ですとかスペースというものも、や
はり放射能汚染によってかなり狭まってきてしまっているという現状があるかと思います。
次に、支援策の打ち切りの動きと住民の政策不参加という問題が起きておりますが、震災
から間もなく 9 年ということで、さまざまな政策が打ち切られております。しかしながら、
それに対して住民の意思決定、どれだけ住民の意思を取り入れていくのかというところは、
まだまだ行政もですし、国もですし、住民自体も試行錯誤の流れであって、そういった中で
反対運動ですとか意思を伝えていくという動きというのも起きていたり、あるいは起きて
いなかったりということがあります。自治体や各地域は膨大な復興予算が下りてきていま
すので、その予算消化に四苦八苦しています。それで人材は少ない、でも予算はたくさんあ
る、事業もどんどん降ってくるということで、それでも誤りは許されないという無謬性の中
の自己矛盾に苦しんでいるということで、住民も大変、避難している人も大変、そしてまた
自治体も大変だというのは、無謬性の中の自己矛盾というものが、非常に行政の職員を苦し
めているのではないかと思います。
3 番目に、自治体の存在意義というのは一体どこにあるのだろうか。これも一つ、いろい
ろな答えがあるかと思いますけれど、一つご紹介したいと思います。放射能原水爆実験で、
国土緩衝地帯、島々の国のマーシャル諸島共和国ですけれども、ここは原水爆実験直後に住
民が米軍によって避難しましたけれども、その後、住民の意思で戻った。しかしながら汚染
がひどく、患者さんが出て、もう一度グリーンピースの船に乗って自分たちで避難するとい
う、避難について非常に紆余曲折、みんながまとまって避難したけれども、またそういう汚
染の中で避難を余儀なくされたという住民たちの例です。
ロンゲラップという自治体の首長のジェームズ・マタヨシさん、この方はマタヨシさんと
いうだけありまして、沖縄から先祖の方がマーシャル諸島に来られた方ですけれども、この
方についてはいろいろ、住民の避難に対して理解がないとか、現地からいろいろな批判の声
もありますが、彼は私の取材に対してこう言いました。
「住民が避難しても自治体はなくな
らない」と。実際、首都のマジュロという所には、ロンゲラップ自治体とビキニ自治体の役
場があって、職員がいて、首長がいて、選挙も行われているということで、自治体組織とし
てはなくなっていない。そして登録する人口も増えています。これは土地によって、住民票
の登録のシステムがちょっと違うからではありますけれども、人口は減っていないのです
ね。それはなぜなのかというと、マタヨシさんいわく、「放射能の被害は今も残っている。
健康被害や生活支援を求める住民がいまだに多い。住民の声を代弁し、交渉し、訴えていく
ために自治体が必要だ。それを続けていく限り、自治体はなくならない」というふうに、私
の取材に答えました。
そういうところから、先ほどの話に戻りますけれども、避難後に生まれた自治力、人々の
自治力に注目していく必要があるということですけれども、地域を離れて避難者の方の中
に生まれた、自治への視点というものがあると思います。避難ということは、非常にクリア

65

カットに、行政、地方自治体と住民が切り離されるということを、自ら、あるいは政策的な
避難区域の指定などによって行われるわけですけれども、そうすると、行政のガバナスの力
が非常に弱くなってくると。そこで生まれてきた自治の力、例えば北海道に避難したお母さ
んたちを中心として、みなし仮設住宅の中に保育所をつくっていたりとか。それから避難し
た人たちでグループをつくって、食品測定をしていたりですとか。逆に、避難した人々が、
福島からの家族の保養などを受け入れるというような形で、新たな政策的な活動を始めて
いるということです。実際、それに対して国や県や地元の自治体は、例えば支援などもして
いますが、ただ、まだまだ模索を続けているというような状態かと思います。
また、国や東電に対して自分たちが失ったものを求める裁判、その裁判のネットワークな
どを通じて、勉強会、権利回復運動、自分たちがそれまで原発事故の前まで見ようとしてい
なかった、あるいは意識下に置かれていた、自分たちの権利とか、自分たちの存在意義とい
うものを確認し合うような自治力というのが今、見て取れるかと思います。
次のコラムですけれども、自治体は残るけれども自治の担い手は変わるというような部
分も、実際は起きています。例えば浜通りの地域では、廃炉作業や復興事業でたくさんの作
業員の方が新たに住まわれて、そして住民登録をされているということで、震災前にいた人
ではない人々が新たな住民、ニューカマーとして訪れてきているということです。そういっ
たことを、どういうふうに住民、自治体は取り入れていくのか、まだ避難している方がおら
れる中で、そういったハーモナイズをしていくというのはどういう方法があるのか。あるい
は支援と依存ということで、依存というとちょっと厳しい表現になっているかもしれませ
んけれども、依存、あるいは共存というのですかね、それを求める被災者の方々がおられる
ということです。
最後になりますけれども、今回の避難の問題などを考えますと、国際的には国連が特別報
告の中で指摘していますけれども、非常に福島の原発事故に伴う環境汚染、環境難民という
ような国内避難民というのは、世界の中でも注目されているものであって、このことも海外
として踏まえながら、この全体的なものを取り上げていく必要があるかと思っています。
以上です。ありがとうございました。

＜司会者・会場の質問に答えて＞
＊住民と向き合う
誰の声を聞き、誰の声を聞かないのかというようなところの、垣根と言いますか、限界と
いうようなものをどれだけ行政が超えられるかというところではあるかなと思います。例
えば、住民の意思を政策に反映するというようなことを言ったときに、一体どこの部分を切
り取ってというか、どこの部分を尊重していくのか。あるいは、逆に、自らが気がつかない
盲点と言いますか、そういった所を埋めていくような丁寧な作業というものが実は必要で、
どんなシステムでも、どんな組織でも、必ずアキレス腱となる弱点があるわけです。法律だ
って、できた後でさまざまな欠陥があり、ただし、そこで付帯を付けて、5 年後に見直すと
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か、3 年ごとに見直すとかしています。人間がやっていることには必ず、さまざまな盲点や
欠陥があるということを住民とも共有しながら進めていって、より良くつくり上げていく
ような、そういうガバナンスの新しいフレームワークみたいなものをつくっていくことが
必要かなと思っています。
先ほどの風評についてですが、風評被害、風化についてはものすごく福島で議論になって
います。多分、世界で一番、議論になっているのではないかしらと、勝手に思ってしまうく
らいなんです。
風評被害をよく突き詰めていくと、最初に原発事故が起きて 3 日後くらいに、官房長官
が記者会見で風評被害という言葉を初めて使ったのですね。その後にメディアが使い始め
るというような現象が起きて、一般の市民が風評被害と言い出すのは、それから半年後くら
い、いやもっと短いですね、2 カ月後とかそのくらいなのですね。なぜかというと、住民は
実体験に伴って、風評被害というのはこういうものなんだという、つまり、私たちが受けて
いる被害というのはこういうものなんだという体験から風評被害という言葉をフィットさ
せていくという流れがあります。何が言いたいかといいますと、風評被害という言葉は定量
的に測定する基準がないわけです。
「それは安全です、大丈夫です」というふうに、行政が
定量的なものを示さないで、定性の面からだけ「安全です、大丈夫です」というような形に
して、そして、いずれ記録からも削除していく。このような流れは、定性的なものは落とし
やすいわけですね。ただ、定量的なものとしてそれを残すことができるのは、これは行政の
重要なガバナンスの一つではないかと思うわけです。ですから、そういう形で、それを住民
の同意の下でやっていくと。
福島県もお米の全量検査を抽出県債に変えていくというような測定の流れがあるわけで
すけれども、逆に言うと、もう徹底して、どんどん測っていく。これは JCO 事故が起きた
東海村でやっていることですけれども、当時、住んでいた住民の方も健康調査を、最後の 1
人が亡くなるまでやるというふうに位置付けさせたのは住民の運動によるものです。これ
はもう徹底して定量化を図っていくという取り組みの一つであったかと思います。

＊地域の自治
私があらためて言うことでもないですけれども、民主主義の礎というものは住民による
自治、住民ではなくて、私自身、一人ひとりが自分の主権を主張するための行動の一端とし
ての自治、政治参加というのがあると思います。先ほど、今井先生がおっしゃった、二重住
民票の大きなメリットとして、これは制度として可能かどうかは分かりませんけれども、例
えば、二重住民票を得た際に、どの自治体の選挙の首長なり議員なりを投票するかというの
を選べるような制度が可能なのかどうかということですね。地方自治法とか、公職選挙法と
かの規定にかかってしまうかもしれませんけれども、自治体として、住み慣れたというか、
元の住所を挙げつつも、避難先の生活がどんどんこれから長くなっていくという。子どもも、
仮に京都に避難したら京都の言葉になり、大阪の言葉になり、九州の言葉になっていく。そ
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ういう中で、自分の居住の拠点がどこにあるのかということで、新たな選択ができるのかと
いうことは、大きな議論になるかなと思います。政治への参画というのが、そこでどのよう
に広まっていくかという可能性として捉えていくことが重要ではないかなと思います。
かつて、福島県は、循環共生型社会「森にしずむ都市」とか、首都機能移転ということで、
東京一極集中にあらがって、福島県内にいろいろな機能を持ってこようというような政策
がありました。また 2 居住地域というような政策もあって、都会の人が疲れたら、週末は福
島に来て、山仕事や畑をやろうということを、積極的に推進していったわけです。しかし、
震災が起きて、原発事故の被害を受けたところは、ものすごく自信を失ってしまっています。
そういう意味では、こういった、自治体が、自治体主権みたいなものを、自信を持って積極
的に訴えることができなくなっている。そして国の補助金だとか制度だとか、そういった国
頼みということで何とかやっていこうというように、視点が随分、変わってしまっていると
いうような印象を受けました。
ですから、自治は非常に大きい話ではありますけれども、自信を取り戻す、自分たちには
主権があるのだ、自治を行う能力があるのだ、やれるのだという、そういうようなところに
立った政策なりを増やしていくということが、必要ではないかなと思っています。

＊まとめ
先ほどから問題提起をされた、二重住民票から頭がしばらく離れなくて。自治とは本当に
何だろうかと思うわけですけれども、楽観的かもしれませんが、実際に自治を押し上げよう
という力なり、エネルギーというのは、もうかなり高まっているのではないかという気がし
ます。それは、この間の統一地方選挙において、福島から他の県に避難した方で、居住の自
治体の議員として立候補された方が多くいらっしゃいます。例えば、岡山県議とか、新潟県
議とか、北海道の江別市議、東川町ですか。赤飛騨市。あと、千葉の船橋市などです。また、
福島市内でも、放射能測定所をやっていた女性が市議になられました。そういった意味で、
直接的に政治の中に参画し、議員として、自分で被害なり、避難者なりの声を反映させてい
こうと。そして、そういう一人の声は、原発事故をきっかけに、自分たちの町のことについ
て、自分たちで関わることが大切だったというように、直接、行動に出ているわけですね。
この候補者の中で、1 人を除いて、ほぼ全員、5 人くらいは女性なわけですね。つまり、
M 字型カーブの中で、自分たちが埋没しそうになっていったとき、原発事故が起きて母子
避難をして、そして、その中から立ち上がって、自分の身の回りの生活の中での政治という
ものへのアクセスを発見し、それを変えていこうという原動力になっている。
これは自治という言葉を当てはめなくても、生活や命に関することの中で、自分たちがや
るべきことをやり始めたところ、それが政治になっていき、自治になっていったというよう
な、息吹というか、原動力を感じるのですね。ですので、そういったものへの自治体、狭い
意味での行政、地方自治体も含めた自治体の組織としても、そういったものへのアクセスな
り、膨らみというようなものを広げていけたらいいのではないか、というように思いました。
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【共通論題Ⅰ 自治体再建への課題】

広域避難と自治体
～新潟県における避難者受入れ、三点検証と避難生活調査～
宇都宮大学国際学部准教授

髙橋 若菜

はじめに
まず、簡単に自己紹介をさせていただきます。専門は自治ではなく、環境政治学です。環
境問題に対して、国際・国内社会はどのように対応してきたのかを研究するなかで、特に力
を入れてきたのが越境大気汚染です。越境大気汚染は排出・拡散・移動・沈着・生態系への
影響・対策という科学的側面をつなげて理解されます。大気汚染による生態系への脆弱性は、
地域によって随分、多様です。そういった意味では、脆弱な対象へ影響を及ぼさないことを
目的に対策を推進する、これが基本になっているわけです。
原発事故が引き起こされる関係性も同様で、とても似ています。放射線影響は実に多様で
すが、子どもに高い感受性があるということは、これはみなさんご存知のとおりです。です
ので、そうしたグループをいかに守るかということが大切です。そこで、宇都宮大学では、
特に放射線被ばくに脆弱な社会グループ、女性、子どもといった、意思決定にアクセスが限
られている社会的グループに焦点をあてました。初期には直接支援もし、その後は、調査し、
内容を公表し 過去の災害に学び、記録継承につとめてまいりました。

新潟県の原発避難者の受入れ
原発避難は、区域内だけではなくて、区域外も多くありました。避難のベクトルは多様で、
例えば区域内から区域外、あるいは区域外から関東、東北、新潟に、あるいは北海道に、場
合によっては海外にということで、多岐にわたっております。特に広域避難と言われる県外
避難が過去に比べ顕著に多くありました。新潟県へは当初、最大 1 万 2,000 人を超えまし
た。こちらは避難者の流れですけれども、福島県から越後山脈を越え、避難者たちはどんど
ん新潟県に移動していくという流れが生まれました。新潟県の避難者の内訳ですが、当初は
区域内が多かったのですが、どんどん区域外が増えていくというようなことになります。
こういった事態を受けて、新潟県が避難者をどう受け入れたか、簡単にお話ししておきま
す。まず、避難者支援局を 3 月 17 日に早々と立ち上げます。迅速な対応が可能であったの
は、過去にさまざまな災害、地震ですとか、水害とか、雪害とか、そういったものを経験し
ているからです。災害対応に覚えがある人々、いわば「7 人の侍」が、県知事の指名によっ
て集められて、さまざまな施策の展開をいたします。避難者名簿を作成する、福島県と関係
をつくる、避難者への情報提供、特に心掛けられたのは、避難者の情報提供とともに避難者
の意思を確認するということ。同時に避難者を受け入れる市町村を支援するということを
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どんどんやっていったということです。
ここで課題になってきたのが、支援の対象となる方々の範囲をどうするかということで
した。当初、30 キロ以内と言われました。けれども、これについて、新潟県は「それは無
理です、判断がつきません」と福島県側と少し議論になったと聞いています。「第一、原発
が不安で避難してきている人に、あなたは対象者ではないので避難所には入れませんなん
て言えませんよね」ということで、新潟県としては来た人は全部、受け入れるという方針を
とりました。
そうしているうちに、避難が長期化してきます。ここで力を入れたのは、避難している人
たちがどんな考えでいるのか、意思確認を何回もすることです。アンケートを重ねて行うだ
けでなく、先ほど申し上げた避難支援局の方々が、ほぼ全員で避難所を何回も回って、避難
者の意見を聞いてきます。彼らの思いの深さとか、考えとか、いろいろなことを聞きながら
支援策につなげていくという姿勢を強調しておきたいと思います。
こうした態度は、民間借上げ住宅仮設制度の運用にも影響します。当初は県によって随分、
体制が違いました。最初に開いたのは山形県です。その次が新潟県です。県によって区域内
だけだったり、区域外も対象としたりと、時期によっても違いがあります。そのなかで新潟
県は、長期にわたって区域内外の両方に門戸を開き続けたということになります。新潟県は、
その後、見守り支援体制もつくっていきます。私たちも、乳幼児、妊産婦を持つ家族向けの
お茶会などの支援を幾度もいたしました。新潟県さんの支援体制があり、ご一緒させていた
だけ助かりました。
新潟県の調査では、当時から、母子避難がとても多いということも既に分かっていたので、
例えば、高速道路無料化も続けます。いったん国が打ち切るのですが、新潟県が、継続が必
要と要望を国に出して、国に先鞭を付けたということです。
こういった災害対応経験の中で重要な教訓がいくつも残されています。新潟県の中間支
援組織の方がこうおっしゃっています。
「専門家が『安心』をつくってくれるはずがないし、
国が『安心』をつくってくれるわけはない。そのなかで、人々が行う「重い決断を尊重する
という、ただそれだけの話だ」と。だからこそ人々の声を聞くということが重要なんだと思
います。人々の声を聞き、エンパワーメントする、それこそが究極のセーフティネットなん
だと。人々が持っているいろいろな力を多様に引き出して、関係性を固定しないことが重要
だということです。
ところが現実の国の施策は真逆です。皆さまご存じのように、帰還、そして復興の線に乗
らない人たちに対しては、支援が手薄でほとんどありません。母子避難の命綱でもあった民
間借上げ住宅の制度も打ち切りになりました。この中で追い詰められる母子避難者たちが
います。実際に自死をするケースまで、残念ながら出てきているのです。そういった意味で
は、避難者を受け入れるいろいろな自治体や支援団体は、こういった大変な状況に直面する
人々をどうすればいいのかということで非常に悩んでおられるでしょう。
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子育て世代の避難生活に関する量的・質的調査
一方、新潟県はこういった支援と並行しまして、原子力発電事故に関する包括的な検証も
始めました。いわゆる三点検証です。三つの検証の第一は、まず事故が本当にどういう理由
で起きたのか、事故検証を総括するという技術委員会です。次に、生活とか健康への影響を
みる検証委員会です。生活健康影響は、実は国や国会事故調等でもほとんど行われていませ
ん。新潟特有の検証です。そして最後に避難経路の検証です。日本の原発地図をご覧くださ
い。このうち新潟の刈羽柏崎原発は、福島原発と同様に東京電力の原発ですが、この原発が
再稼働し、もし避難という事態になったらどのように対応できるか検証する委員会です。
この三点検証のなかで、私自身もかかわったのが、生活影響に関する分科会です。生活分
科会では、さらに三つの調査が行われました。一つはシンクタンクによる総合的調査です。
あと 2 つはテーマ別です。独協医大さんと並んで私どもが行ったのが、子育て世代の避難
生活に関する量的・質的調査です。量的データ、質的データの 2 種類のデータを使って、ま
とめました。量的データとは、原発損害賠償新潟訴訟に関わっている、原告 237 全世帯の
陳述書を元データとしております。地図をご覧ください。原発訴訟は今、日本全国で行われ
ています。このうち、広域避難に関する最大級の訴訟が新潟訴訟です。その次は山形です。
私どもはこの新潟と山形の両方について量的分析を行いました。一方、質的データについて
は、子どもも含めた広範な方々を対象としました。裁判に訴えた人、そうでない人もいます。
インタビューは、複数の関係者や、児童福祉、社会科学などの複数の専門家の先生方にもお
入りいただきながら行いました。
ここから残りの時間で、避難者の量的・質的調査の内容をごく簡単に、かいつまんでご説
明をしていきたいと思います。まず重要なのは、事故前どのような生活をされていたのかを
知ることです。ほとんどの方は、充足をして、普通に、今の私たちと同じように住んでおら
れました。大家族の割合が全国より高く、自然の豊かさに恵まれた平和で幸せな暮らしをし
ていた人がほとんどでした。もちろん子育てで大変だとか、介護だとか、そういう問題がな
いわけではありません。けれども、ほとんどの方は普通に暮らしていて、
「事故がなければ
避難する理由なんて、そもそも見当たらない」という当たり前のことを確認しておきたいと
思います。子どもたちも、昔の記憶を語ってくれました。
事故前の原発への認識ですが、先ほど後藤先生から教育のお話がありましたが、ほとんど
の方が、全く安全だと思っている。リスクコミュニケーションの観点から言うと、安全を一
方的に刷り込まれる欠如モデルに近いのですが、本当にどっぷり漬かっていた。そういうこ
とでしたので、事故後、裏切られていくという感覚が強いのです。
事故直後ですが、区域内の方々に対しては、これはもう大変に悲劇的な状況です。事故遭
ってすぐに避難して、何回も避難して、そして津波にも遭ってと、複合的です。一方、区域
外の方については、実は最初に避難した方はほとんどおられないのですね。よくいわれる通
説的なものとして、お母さんたちがパニックになったのだという話も聞くのですが、そんな
ことはありません。ほとんどの方が避難していなくて、
「まさか大丈夫だよね」と思ってい
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たわけなのです。
実際に避難をした時期が、浜通り、中通りで随分、違っています。中通りのほうが遅い。
特に県北の非常に高い線量地域では、最初は止まりそこで何らかのいろいろなことを感じ、
影響を感じた人たちがいます。自主避難のきっかけですね。つまり、最初はみんな安全だと
信じ、危険だと思わなかった。まさかこんな所に国や県が子どもを通わせるわけはない。も
う少し我慢しよう。あるいは避難すると悪く思われる。そういう感覚は、ほとんどの方がお
持ちです。その中で、危険を察知する人々も出てきます。例えば子どもたちのお話にも出て
くる鼻血です。
「美味しんぼ事件」で問題とされたお話ですけれども、実際に少なからぬ人々
が経験したことが、調査から見えてきています。
それで、やむを得ずいうことで避難をするのですが、ここで、避難区域外の人たちは、避
難指示があった当事者に申し訳ないと考える傾向があります。津波で家をなくしたわけで
なく、私たちはまだ家があるのに避難することは申し訳ないと、ストレスをためて、非常に
肩身が狭くなっていくという状況があります。そして大概の方が、初期避難の後、帰還をい
たします。子どもの学校が始まる、仕事が始まった、そういった理由です。ところが避難か
ら戻ってきた所でも、不安はつきません。日常生活はどうなるのか、食材はどうするのかを
はじめ、いろいろな問題が生じます。この辺りで非常に大きくなってきたのは、東電や国へ
の不信感です。その不信感は今に至るまでずっと続いています。この一端は、恐らく先ほど
後藤先生がおっしゃられたような、リスクを過小評価し安全を一方的に押し付けられるこ
とへの不安というものもあります。不安は無知からきていません。実際、私もいろいろな方
とお話ししました。皆さんよく勉強されておられるというのが正直な印象でございます。
正常な暮らしができない中で、人々は本避難に踏み出します。そのきっかけは様々ですが、
ここで注意すべきは、とくに区域外で、不安や行政への不信感が高まっていることです。そ
こで、例えば、放射線量を測り、不信感を募らせた方も結構おられました。2019 年に私が
実際に測った放射線量をお見せしましょう。この地図は南相馬市で、幹線道路では大体 0.11、
0.13、とか、0.09 とかそのぐらいです。高倉公民館も同じぐらいです。しかし、拡大して数
歩敷地内に入ると、0.6、0.9 など実は高い所たくさんあります。これを見ると、むしろ低い
のは幹線道路だけと思えるぐらいです。どこの数値を取るのが適切なのでしょうか。こうし
て、皆さん不信感を募らせます。そうしたなかで、体調不良もおき、悩み、葛藤した挙句に、
本避難をしていくことになります。そして、さまざまな経済的困難に直面し、生活破壊がど
んどん進行し、健康影響、健康悪化というのも顕著となってきたというような状況が、今現
在進行中でございます。
それでは、
「そんな大変なら帰還すればいいのではないのか」という話も、もちろんある
かと思います。帰還をする人たちも確かにおられます。その理由は経済的な負担、家族分離
にこれ以上耐えられないということでした。線量が下がった、安全だと思って帰った人は、
私どもの調べではゼロでした。帰還しない理由もその裏返しです。第一に、放射線への不安、
次に実際に移転先で生活が慣れてきた、と続きます。帰還を巡っても、コミュニティ、ある
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いは家族の中でさまざまな問題が起きています。このような全体的な生活破壊の中で、一部
の人たちは裁判に訴え、あるいは諦めながら、被害が今日に至るまで継続をしています。原
発再稼働も進んでいますが、
「私たちが経験したことは何だったのだろう」という意見も聞
かれました。
以上をまとめると、原発事故および生活において当事者世帯が抱えた葛藤、喪失とは、区
域内外、あるいは世帯の構成によって、もちろんさまざまな多様性がございますが、経済的
苦境、人間関係、社会的関係の喪失から多岐にわたって、極めて広範囲で長期にわたるとい
った点で共通しています。被害の多様性、深刻性、普遍性が量的にも質的にも確認されたと、
私どもは結論づけています。

多様性のある創出的支援を
そして原発事故による放射性物質による汚染や影響は、長期に及びますが、調査も縮小傾
向にある中で、現行の政策は帰還、再生に集中されていっています。それ以外の選択をする
人々がどんどん振り落とされるという状況が今あり、そういった人たちの危機的な状況が
現在進行中だということです。今、政府も国を挙げて SDGs を推奨し、誰一人取り残さな
いと言いますが、実態は、そういった観点から乖離し、さらに、避難民の自己意識、多様性
を尊重する国際規範からも乖離しているということになります。一方で、事故の検証も教育
も、後藤先生がおっしゃられたようにまだ不十分です。先進民主主義国家の日本としては、
このままでいいのかと。
そういった意味では、新潟県で行っておられる、非常に総括的な調査なども踏まえながら、
今一度、現行で困難に直面している被災者に、多様性のある創出的支援を展開することが重
要ではないかと感じる次第です。
ご清聴ありがとうございました。

＜司会者・会場の質問に答えて＞
＊避難した人たちの思いの汲み上げ
本当に重要なところは、意思決定に誰がアクセスを持っていて、誰がアクセスを持ってい
ないかということだと思うのです。将来世代、あるいは、女性ですね。特に子育て中であれ
ば、お仕事もしていない、組織の中でも、家庭の中でも、意思決定にとってはあまり強い地
位にいない。しかし、被害が出やすいのはそういった人々です。声を上げることもできない
人たちの声をいかに吸い上げていくかということが、決定的に重要なのかなと思います。
帰還という話もあったのですが、先ほど申し上げたように、自分の意思で決められるとい
うのが国際的規範の常識です。帰らないことも含めて、多様な選択肢を提供すると。こうい
った点では先ほど、菅野村長さんがおっしゃられた多様な選択は、非常に重要ですが、今、
残念ながら、多様な選択が提供されていないことが一番、重要な問題と思います。
風評については、リスク・コミュニケーションがそもそも失敗していたということが最大
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の原因だと思っています。そもそも、安心神話があった。その後、事故がありました。では、
事故のときに、まともなクライシス・コミュニケーションがあったのでしょうか。SPEEDI
隠しもありました。メルトダウンもしている、していないと、錯綜しました。この過程で、
徹底的に信頼が損なわれた。それなのに不信に完全に向き合わないまま、何となくまた安全
なんだと、それで安全だ、前を向いていこうと言われても、まだ信用できないとなるのは、
ある意味で当然のことではないかと感じます。
改めて、意見をきちんと聞いていくということが重要と提起します。新潟県の事例で重要
であったのは、避難をした人、災害に遭った人の声を吸い上げるということを、行政自ら汗
をかいて組織的に展開したことです。そうして声を聞いていくと、何が問題かもだんだん見
えてきます。例えば帰還がなぜできないのかということです。帰還をした理由はこれ以上の
家族分離や経済的な負担に耐えられない、とあります。だけど、帰ってみると、今度はまた
逆に差別にあって、なかなか元の環境にも戻れない。帰還をしない理由を聞くと、放射能レ
ベルに加えて。生活の慣れもあります。例えば、新潟で、既に子どもが学校にやっと慣れて
きたのに、そこからもう 1 回、切り離されるのは非常につらいことです。
そうした多様な声を聞くと、おのずから選択肢というのは多様であるべきと見えてきま
す。今井先生がおっしゃられた、二重の住民票というのは、区域内ではなくて、区域外も含
めて本当は、適用されるべきだろうし、あと、民間借上げ仮設住宅は、実は、最も費用対効
果が高い政策の一つではないかということになるのです。
＊二重の住民票
私どもの調査した内容から見えること、ということでしかお答えはできないのですけれ
ども、二重の住民票については、区域外の方も、もし同じように適用されていれば、ものす
ごく助かったという声は多く聞かれていります。よく聞かれたのが、例えば、保育園、幼稚
園などへの入園とか、予防接種などで、二重住民票があれば助かったのに、自治体として、
同じように適用してくれればよかったのにという声は、たくさん聞かれました。
また、これらの手続きや、住民票取得のために、何度も福島へと往復したというお話も多
く聞きました。子どもを連れての移動は骨が折れます。そのたびにまた大変な交通費がかか
ります。雪道の中で危ない経験をされた方もいます。あと投票の問題もあります。二重の住
民票があれば、柔軟な対応をもうちょっとしていただけたのにという声は聞いております。
これは過去のお話ではなく、今日の問題でもあります。現在でもそういう施策があれば助
かると考える方は、たくさんおられるのではないでしょうか。
＊まとめ
私自身も、様々なお話を聞けて、勉強になりました。これまで、どちらかというと、福島
県から出て避難されている方々の声を中心に、今までずっと聞いてきました。ただ、確認し
ておきたいのは、その方々の大半は、本心は元に戻りたいのです。ふるさととずっとつなが
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りたいと思っている人がほとんどです。区域内外とわず、苦悩のトップは、ふるさとの喪失
であると、データが示しています。そういった点で、ふるさとへの多様なつながり方という
のを、いま一度、残していただくということは、ものすごく重要ではないかと思うし、費用
対効果が非常に高い施策も本当はあるはずです。声をきちんと吸い上げていくことは重要
ではないかと思います。
ただ、なかなかそれができないのは、先ほどもお話がありましたが、国の財政への依存と
いう点です。これは震災前からの日本の自治の大きな課題であったのではないでしょうか。
災害というのは、もともとあった問題がどんどん拡大していくものです。ですから今一度、
分権をどう考えるかということが非常に重要であると思います。
そういった点で、新潟には好事例があります。中越地震の後につくられた復興基金です。
復興基金というのは、言ってみれば、国にお伺いすることなく、自治体の意思で事業を進め
られたので、どんどんフットワーク軽く、住民の意思を聞いて動くことができましたと。そ
ういった枠組みが今回なかったのは非常につらかったのではないかと、新潟県の方も指摘
されておられました。これも今後の課題と思います。
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【共通論題Ⅰ 自治体再建への課題】

スラブチチ市（ウクライナ）の経済・社会変容
～廃炉に備える法整備の事例として～
旧ソ連研究者 尾松

亮

新しくつくられた町、スラブチチ
私は、今日は、スラブチチという、ウクライナのチェルノブイリ原発事故からの強制避難
を強いられた人たち受け入れてつくられた、新しい町の例をご紹介します。そしてこの町は、
チェルノブイリ原発が廃炉のフェーズに入るに当たって、廃炉拠点の町として、発電事業者
の町から廃炉事業の町に急激な変化を余儀なくされたということで、すごく大きな影響を
受けた町の例として取り上げます。
今回の報告に当たって私は、
「社会変容」という言葉をタイトルに付けました。あえて「再
建」という言葉を使わなかったのですね、このパネルの題に。これが再建なのか、変化した
のは確実なのですけれども、再建なのかどうかというのは評価が難しいのだと、本当は思う
のです。
一概に再建と言ったときに、何をもって再建とするのか。東日本大震災でも今、国とか県
からいろいろ出てきている、再建ビジョンとか復興ビジョンと呼ばれるものが、住民にとっ
て願う再建の在り方と一致しているのかどうかというのはすごく難しいと思うのですね。
そもそも復興とか再建とは、どこから出てきた言葉だと。だからスラブチチについては、確
実に前と変わったのは事実なので、変容という言葉で紹介いたします。

スラブチチ市の概要
この町は特殊な事例なのですけれど、86 年 4 月にチェルノブイリ原発事故が起きて、5
カ月後（86 年 10 月）ぐらいに旧ソ連のトップダウンで、新しい町をつくると。30 キロ圏
から 11 万人近くが強制移住になって、もうそこには帰還させないというエリアにしていま
す。これはこれで極端なのですけれど、最初は、この人たちをただ国中に、ソ連のいろいろ
な地域に分散させていったわけなのです。しかし、いろいろいきさつがあって、一定の規模
の避難者のための町をつくろうということで建設が始まって、2 年後くらいに入居が始まっ
て、2 万 5,000 人くらいの町として、増減はありますが 2019 年時点でも続いております。
人口はそのくらいですね。
チェルノブイリ原発から周辺の 30 キロ圏というのは、もちろん人が入ってはいけないと
いう、これもまた極端な決定をトップダウンでしたのですから、帰還するという問題は生じ
ないのですね。スラブチチというのは、これがまた不思議な町なのですけれど、キエフ州の
自治体でありながら、お隣のチェルニゴフ州の、原発から 50 キロくらい離れた所に位置し
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ています。ただ行政区分上、キエフ州という、首都キエフのある州の管轄です。だからキエ
フ州の自治体なのに、地理的にはお隣のチェルニゴフ州にあるという特殊な位置付けにな
ります。だからスラブチチというと、福島第一原発事故直後、セカンドタウンの事例だ、み
たいに紹介されたこともあったのですが、実を言うと、旧ソ連のいろいろな地域から、いろ
いろな国から人が集まってきた地域でもある。もちろん一定数は 30 キロ圏から避難した人
たちがスラブチチ住民になりました。町建設の決議を見ると、チェルノブイリ原発従業員と
その家族の定住のための町をつくるという方針の共産党中央委員会の決議でつくられた。
ここは完全にトップダウンです。チェルノブイリ原発従業員というのは、もともとは 30 キ
ロ圏の住民がほとんどですから、必然的に 30 キロ圏からの強制避難がスラブチチ人口の一
定数の人口を占めることになります。
人口はこの 2 万 5,000 人くらいで推移してきたのですが、2000 年から、がくんと 1,000
人くらい減っています。なんで減ったのかというのは後でお話ししますが、その後、回復し
てきて、今、2019 年現在では、また 2 万 5,000 人に戻っている。だから人口だけを指標に
して「人口が戻るのが再建」という定義にするのだったら「再建」しているのです。ただこ
の 1,000 人近い増減については、新しい入居者に入れ替わったこともあります。元のメンバ
ーと替わった部分もあるので、これだけをもって「再建」と呼んでいいのかというのは、ま
た議論があるところです。

チェルノブイリ法
先ほど言いましたように、チェルノブイリ原発事故の 5 年後にできたチェルノブイリ法
という法律で、30 キロ圏に関しては帰還させないという、国が法律で定めてしまっている
ものですから、帰りたい人は帰ったら法律に違反したことになってしまいます。だから故郷
を奪われた人たちにとって、ものすごく残酷な法律です、これは。だから帰ることのできな
い人たちというのは、ウクライナ議会を、ウクライナ政府を、そしてソ連政府を責めてきた
のです。私たちの帰る権利を奪ったと。でも移住者の間で「おまえは帰るのか、私は帰らな
い」
「私は帰るのに」とかいうやり合いにはなっていない。自治体職員に対して「帰還を強
制するのは違法だ」とか、逆に「俺は帰還するのにおまえは帰らないのか」ということには
なっていない。結果的に住民の間での帰還をめぐる対立は避けられている。皮肉なものです。
どちらがいいのか正直に言って私にはよく分からない。
ただ一方で、それでもやっぱり戻る人はいるのです。法律で禁止されていても。それまで
本当に犯罪者として取り締まるかというと、そんなことはしていない。この人たちはやっぱ
り見て見ぬふりというか、黙認されているのですね。実際、登記はないのですけれど、300
人くらいが 30 キロ圏の中で生活していると言われています。その人たちの居住登録をどう
しているのかというと、お隣のイワンコフ地区という 30 キロ圏外の所に居住登録を一応し
ています。そしてそこの予算から、往診車とかで診察をしたり、移動販売とかでケアをして
いるわけです。だから本来は帰還しちゃいけないのですけれど、帰還は事実上認めている。
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その人たちの法律的には「避難し遅れた人」という位置付けにしているのです。これも建前
なのですけれど。このように法律上は帰還禁止ではあるのですけれど、「どうしても元の地
域で住みたい」という人まではやっぱり止められないです。そこは、僕は優しさだと思うの
ですけれどね。だから必ずしも 30 キロ圏に絶対、住んじゃいけないということにはなって
いない。その意味で「チェルノブイリでは 30 キロ圏立入り禁止で住民コミュニティが消滅
した」というのは言い過ぎなのです。
スラブチチのコミュニティづくりに関しては、私が書いています（研究紀要「災害復興研
究」第 7 号 9 頁［2015 年］
）ので、そちらでより詳しく見てもらえればと思います。
原発の継続運転、そして廃炉へ
これもあまり日本で知られていないのですけれど、チェルノブイリ原発、86 年 4 月に爆
発したのは 4 号ブロックです。ソ連とかウクライナという国はすごいことをやるなと思う
のですが、事故後もまた 1 から 3 号機、事故が起こっていない所は発電を続けていたので
すね。エネルギーの自給性とかいろいろな問題があって。それで、その 1 から 3 号機も順
次いろいろトラブルがあって閉鎖して、3 号機が最終的に止まるのは 2001 年 12 月です。
事故から 14 年くらい経って、ようやく全部が止まるのですね。
スラブチチ市の経済は、それまでは残った 1 号機から 3 号機の発電と送電に 99.7 パーセ
ントを依存していたのですね。95 年時点で、2 万 5,000 人の住民のうちの 1 万 2,000 人が、
チェルノブイリ原発社という国営の原発会社の従業員だったわけです。その家族とかも住
民ですから、原発が停止するということで、この自治体が崩壊するのではないか、みんな出
ていってしまうような事態になるのではないかと、本当に危機感を持って、この原発のシャ
ットダウンを迎えたという状態でした。
そして、それに対してただ無策で手をこまねいていたわけではないのです。これも別に私、
スラブチチが肯定的な事例だと評価をするつもりではありません。こういう珍しい事例が
あるということで紹介するのです。
発電所が閉鎖される、完全に廃炉フェーズになるといったときに、もちろん廃炉事業によ
って一定の雇用が生まれるのは分かっていました。ただ、その 1 万 2,000 人全員がこの廃
炉事業で雇用される保証は全くない、そこまでは難しいっていうのは最初から分かってい
たのです。そこでウクライナ議会、中央議会とか、閣議決定とか、国際プログラムのレベル
で、スラブチチ市のためだけに作られた法律がいくつもできています。スラブチチ市の雇用
保障についてとか、スラブチチ市とチェルノブイリ原発従業員のための追加雇用創出プロ
グラムとか、そんなのができるわけです。日本では福島県の特措法などがあるのですけど、
県のためにというレベルじゃないのです。このスラブチチの 2 万 5,000 人という人口が大
きいか小さいかは別として、ウクライナ全体 5,000 万人の中の、2 万 5,000 人の町のため
に、中央議会の議員たちが法律を作って、この町の雇用を守るとか、失業してしまう人、廃
炉作業員に転換していく人たちの保障をするということを法律で定めるのですね。
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経済特区制度
産業政策の面では経済特区制度というのが導入されて、よくありがちな税の免除とか、そ
ういうものを打って、企業誘致に出て成功するのですけれど、少し日本の文脈ではなかなか
分かりにくいのが、貿易取引で得た外貨のウクライナ通貨への両替義務を、スラブチチの企
業にだけは免除するという規定があるのです。これがなんで助けになるのかよく分からな
いと思うのですけれど、ウクライナは通貨が弱い、フリヴニャという通貨の乱高下、暴落が
すごいので、ウクライナ企業が輸出して稼いだ外貨収入、ドルとかユーロを、全部ウクライ
ナ通貨に変換しなければいけないという規則がある。そのために輸出向けの産業誘致とい
うのはなかなかやりにくいという状況があります。これが、中央銀行とかの国の通貨制度な
わけですね。スラブチチという 2 万 5,000 人の町では、この通貨政策を免除するという、一
つの町だけ通貨政策を変えるという、ちょっとすごい裏技みたいなことをやっています。
数字的に見ると、スラブチチ経済特区に入居する企業はどんどん増えまして、年間 100
人、多いときは 200 人近くの地域雇用ができたりします。2009 年に雇用数が減っているの
はリーマンショックのときです。ウクライナ全体は失業率高くて、8.6 パーセントから 9.1
パーセントなのですけれど、スラブチチ市の失業率は、すごく低いのです。2012 年で 1.7
パーセントと、低過ぎるくらい低いという状態になっています。数字上だけ見ると、すごく
ソフトランディングに成功したような事例に見えます。
経済の多角化という意味で言うと、97.9 パーセント原発の発電、送電に頼っていたもの
が、外資系企業を含めていろいろな製造業が入ってきて、チェルノブイリ原発社からの税収
が当初 9 割だったのが、2012 年の時点では全体の半分くらいに下がっている。経済の多角
化にも成功している事例だということで、町のプレゼン資料ではこういうグラフ資料を作
っているわけですね。

廃炉
とは言え、チェルノブイリ原発社という巨大国営事業者の廃炉事業からの税収に半分く
らい頼っているという現状が続いているわけですから、この廃炉事業がどうなるかによっ
ては、また大きな変換を迫られるという状況は変わらないわけです。そしてその廃炉の計画
とか、廃炉に携わる従業員、これは事故が起きた原発だけではなくても、日本各地で問題に
なっていますけれど、原発が止まって廃炉になると、廃炉で雇用を確保できたとしても、原
発が動いていたときの給与レベルよりも下がってしまうのではないかという不安を、従業
員のみんなが感じている。そうすると、結局、廃炉に踏み切れない、廃炉に賛成できないと
いう状態があったのはウクライナも同じだったのです。ウクライナでは 98 年に「チェルノ
ブイリ廃炉法」という廃炉についての法律ができまして、「何が終わったら廃炉なのか」と
いうことを法律で定義するのです。それと同時に、財政面で廃炉に向けた事業費用をどうや
って負担するのか、廃炉労働者の待遇とか健康管理も国の責任で行いますということを、こ
の法律で規定しています。そしてスラブチチは廃炉の拠点自治体で、社会経済の基礎を保証

79

すると、これも中央議会で決めた法律で定められています。
チェルノブイリ第 4 号炉、これはもう爆発してしまって、そのデブリの取り出しなどは
全然、見通せないわけですね。まさに人類全体が直面して、どう解決したらいいのか分から
ないような課題となっています。2016 年にこの 4 号炉に新型シェルターがかぶせられたの
ですけれど、このままだと業者の計画変更によって「もう廃炉は無理だから、これをかぶせ
たから終わりね、廃炉事業は終わり」ということも可能になってしまうかもしれません。も
し廃炉が、どこまでを廃炉というのかを法律で定義されていないとしたら、そうなりうるの
です。ただチェルノブイリ廃炉法第 1 条に、この「シェルター施設」について、ただの「か
ぶせもの」ではなくて、4 号炉から核燃料を含む物質核デブリを取り出すための装置という
ふうに規定されているのです。だとすると、デブリを取り出すまでは、中にクレーンを取り
付けて、運用をずっと続けなければいけないということです。これもいいか悪いかは別とし
て、法律で規定されることによって将来の廃炉推敲義務が担保されている。
日本だと東京電力が計画を策定して、規制委員会が助言をして、廃炉支援機構が指示をす
るという形です。廃炉計画で工程は示しても、何度となく計画修正されるではないですか。
廃炉という未経験の事業である以上、計画の変更自体はしょうがないのですけれど。そこに
対して、別に計画を守らなかったから罰則があるわけでもなく、国民代表の目を入れて今後
の計画変更についての審議があるわけでもなく、ただ粛々と変更が行われ、できなかったか
ら工程が後ろ倒しになっていく。
チェルノブイリでは「廃炉法」があるために、日本のそういう状態とは違うなというふう
に見ております。日本だと「廃炉」に法的定義がないというのが、先行きの見えなさという
のを、一つ深めていると思っています。

労働者の雇用
最後に少し。事故の起きていない原発の自治体でも、廃炉を迎えるに当たって雇用が失わ
れるのではないか、待遇が下がるのではないかという不安が、作業員や労働者からいろいろ
聞かれます。だから立地自治体では再稼働を求めざるを得ないみたいなジレンマもあるの
かと思います。チェルノブイリ廃炉法の場合には、ウクライナの他の通常原発にある同様の
職務、ポストにある作業員の平均給与以上の給与を、廃炉作業員に設定しなければいけない
という規定があります。そもそもウクライナの原発は国営ですから、もともと原発従業員に
は国営企業職員クラスの給与待遇があるわけです。廃炉関係作業員には、下請け企業職員も
含めて給与をそれ以上に設定しなければいけないという規定になっています。この理由と
しては核安全保障のため、ウクライナにおける高度専門人材確保のためということで、きち
んと待遇を保証したうえで、スラブチチに住む従業員たちの生活を保証し、高いレベルの技
術を持つ人材に廃炉に関わってもらうというのが国の法律で定められているのです。
そういう問題提起としては、誰も体験したことのない、という意味ではチェルノブイリも
そうですし。日本では福島で 3 機のメルトダウンが起きて、これもホモサピエンスが体験
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したことのない状況なのです。それに対して、市町村が頑張って何とかせよというのは、ど
こまでできるのか。やっぱり、もう少し上のインスタンスが保証しなければいけない部分と
いうこともあると思います。でも同時に、それではスラブチチ市特区法みたいな制度をトッ
プダウンでどんどんやっていったとき、これが地方自治と呼べるのか。両方の面からの問題
提起はあると思います。

＜司会者・会場の質問に答えて＞
＊自治のあり方
今回は、特殊な事例を紹介したなという印象が私自身にあります。こんな町もあるのだと
皆さんも思ったのだと思います。しかし、決して誤解してほしくないのは、ソ連だからでき
た、社会主義だからできた制度ではないのです。ソ連解体後に定められたスラブチチ市に特
化した法律も、全部、市場経済の議会制民主主義となったウクライナでやった法律なのです。
だから、決して、社会主義圏だからできた特殊な制度だというわけでもないのです。
廃炉の影響を受ける自治体がどうなるのか、どう変化してしまうのか。どう影響を受ける
のかという対処法からすれば、例えば、カリフォルニアでも、州の上院議員の立法で雇用維
持策とか、失業して出ていかざるを得なくなった人たちの社会保障とか、そういうことが議
論されているのですね。今日は「旧ソ連の研究者」という変な肩書で出ているので、それは
特殊な国の事例で、全然、参考にならないのではないかと思うかもしれないのですが･･･。
昨日、福島民友紙の 1 面を見ましたら、浜通りにできるロボット研究所が国立になると
いうことで、それがハンフォードの核兵器工場の周りの地域の例、汚染があったけれども、
いろいろ研究所を立地して人口が増えたから、そこを参考にするということです。原発事故
後の周辺地域の在り方というのは、先例のない事例ですから、特に、私は大熊町などの浜通
りの自治体のことをイメージして言っているのです。あらゆる事例を調査していくことは
大事だと思うのですけれども。
スラブチチの経済特区法も、雇用者の維持法も、実は、スラブチチの市の行政のメンバー
とか視察団で、まさにこのハンフォードも見ましたし、ドイツのグライフスヴァルト原発の
閉鎖した町も見ましたし、いろいろな所を視察しながら、自分たちの町をどうしたいのかと
いうことを盛り込んだ法律でもあるのです。その部分で地方自治からのボトムアップを担
保した形の立法であった部分もあります。
ただ、先ほどのスライドにあったように、原発事業が終わったときに、1,000 人くらい外
に出ているのですよね。町としては、そのお陰で数字的にも失業率は低くなり、時を経て人
口は戻ったし、再建だった気がするのですけれども。しかし、外に出るなど、その再建のプ
ロセスについていけなかった人たちもいるわけなのです。紹介した廃炉法では、失業して、
移住してしまう人たちも再雇用を保障すると法律にも明記されておりまして。それでは、本
当に出ていった人たちにとってこれは再建策だったのかというと、自分たちの願いが反映
されたものなのかというと、一つひとつが論点になると思いますね。
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二重住民票のこともすぐ、そんな例外は認められないとシャットダウンされてしまうの
ですけれど、日本国憲法下で地方自治の歴史はせいぜい 70 年余だと思います。原発が 3 基
メルトダウンしたというのは、人類の歴史の中で初めての体験ですから、そこにおいて、憲
法解釈を拡大して、22 条とか 25 条とかに基づいて、いろいろな特例を打っていってもよい
ではないか、それが住民の願いであるならば不公平なことではないのではないか、そういう
ふうに思いました。

＊まとめ
再建、復興という言葉で住民の願いがすくい取れているのかどうかというのを、何度も丁
寧に確認しなければいけないと思うのですね。さっき言った、ハンフォード核施設周辺の都
市づくりの事例がどこからか出てきて、そしてイノベーションコースト構想もそうですが、
国立のロボット研究所ができると。それは、浜通りの人たちが望んでいた「これを」という
のとは違う所から出てきているような気がするのですよね。ハンフォードの事例が全然、参
考にならないということではなくて、むしろ反面教師も含めて、私は、どんどん、あらゆる
各国の事例を研究して、参考にしながら、したほうがいいと思っているのですけれど。
ただ、その参考例を吟味して将来ビジョンのアイデアが出てくるイニシアチブが地方自
治とは違うなと。網羅的にいろいろな、さっき言ったスラブチチとか、世界中の事例が紹介
されたものの中から住民が選んでいるというのでは決してなくて、ハンフォードの例だけ
が参考例として出てくる。本当に大熊町や双葉町や周辺自治体の住民が、ロボットの拠点が
できて、そこに新興産業未来都市みたいなのができることが、住民の総意なのかどうかとい
うところに疑問があります。これが住民側からの願いであるならば、住民でもない私から何
も言うことはできないでしょう。ただ「再建ビジョン」とされるものと住民の願いにずれが
あるのなら、自治体から国に対して常に言っていかなければいけない。その上で国に申し立
てていくときに、自治体の力も求められます。
ただ、自治体の職員も住民であり被害者であるわけです。だから、住民、避難者と職員が
敵対するような関係にはしてほしくないなと。国に責任を取らせるという意味での、トップ
ダウンではない形で国のレベルでの政策を自治体の側から作らせるという発想を持てたら
よいと思っています。
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【共通論題Ⅰ 自治体再建への課題】

「成長社会」から「成熟社会」へ
福島県飯舘村長 菅野 典雄

ただ今ご紹介いただきました飯舘村長の菅野です。
近頃、
「忘れた頃にやってくる災害」ではなくて、
「忘れないうちにやってくる災害」であ
ります。災害に限らず、いろいろな緊急の対応が必要になったとき、どう対応するか、どう
対処するか。まさに自治体の長としては、そのところが求められるところです。今回の台風
でもどこかの県の知事が大騒ぎされております。そういう状況ですから、しっかりやらなけ
ればならないと思います。

原発避難の二つのポイント
今回の原発避難に当たって、私は二つほどポイントがあったと思っております。ただ、そ
れが果たしてどうだったのかというのは、後世に判断を委ねるしかありません。
まず一つは、放射能というのは安全だと言われてきたわけですから、大体、日本人のほと
んどが勉強が足らなかったという点があります。ということで、百人百様なんですね。危な
いという方にとっては、それはその人にとって正しい判断。大丈夫と言う方もその人にとっ
て正しい判断。そこでどう判断するかというのは非常に難しい話ですが、そのとき私、実は
思ったのが、せめて専門家ぐらいは 90 度位の中でいてくれと。ところが、専門家も 180 度
です。また、ジャーナリストも、大学の先生も、みんなやっぱり 180 度です。その中で私た
ちが考えることは、非常に難しいなと思っています。
この 20 年間、大変ご指導をいただいた大学教授とはこのところで考え方が違って、その
方とは、もうつながりを切りました。ある首長は大学の先生のお話を聞いて、それがやっぱ
り大切だっていうことで、それが結構、他からは非難を浴び復興が遅れているというところ
もあります。そういう意味で、何を基に行動するかは、これから自治体の大きな役目だなと
思っています。
それから二つ目ですが、実は 21 世紀になる前に、ある大学の先生から「21 世紀は必ずバ
ランスの時代になる」と言われましたが、なんのことかは分かりませんでした。大体、失礼
な話ですが、先生方の話は、ほとんど難しいので私は寝るほうが多いのですが、その「21 世
紀はバランスの時代」だけはかなり鮮明に残っていて、なんのことか分からなかったのです
が、だんだん分かってきました。やはり、物事はいいことだけでもないし、悪いことだけで
もない。物事一つにも、プラスとマイナスがある。ですから、柔軟に物事を考えたり、総合
的に物事を考えていくという中で判断をしていかないと大変だ、ということです。まして、
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これからは世界的な動きの中で動くということもありますから。そういう意味からすると、
バランスというものを考えなければならない。
ところが日本人は非常に潔癖性ですから、白か黒かという発想になるのですね。実は考え
方によっては白に近い答えが一番いいということもあるし、黒に近いっていうのもあるし、
真ん中が 100 点ではないけれども、他の判断よりは高いということだってあるのではない
か。そういう考え方を持っていかないと、なかなかこれからは大変ですよと。ただしそれは、
全く総合的に考えられる柔軟な頭を持っていないと駄目と、こういうことではないかなと
思っています。そういう意味で、このバランスの中で、いくつかのことを避難に当たって、
私としては精いっぱいやったという気がします。
例えば放射能のリスク、本当に真剣に考えなければなりませんけれども、避難によって、
生活の変化によって起きるリスクも考えなければならない。こう考えますと、さあ、できる
だけ遠くに避難しなさいが果たしていいのかどうかということで、避難が 1 カ月でなく 2
カ月かかりました。ですから村民をモルモットにする気かとか、いろいろ言われましたけれ
ども、人口の 90 パーセントを、車で 1 時間以内の場所に避難させることが出来ました。そ
れによって、結局、仕事を辞めないでいられる方がいるかもしれない、学校を転校しないで
いられるかもしれない、バラバラになった家族も、たまには行ったり来たりできるのではな
いか、こういうことになります。

人とのつながりを大切に
それから、いわゆるゴーストタウンにしない方法がないのかということで、いろいろ検討
しました。室外に比べて室内は放射性物質がかなり低いということが分かりました。そうす
ると、年間 20 ミリシーベルトを超えるから、国は避難しなさいということですので、室内
は 20 ミリになっていないので、国と交渉して勝ち取って、特養や会社を残せました。
ここに今井先生がおられますが、村民を避難させるとき私は安心して避難させられるの
は、二重住民票という制度を考えてくれましたと、片山総務大臣にお話ししました。残念な
がら二重住民票は、選挙権と税金の問題がありますから、そう簡単ではなかったのですが、
避難した自治体には 1 人当たり 42,000 円が今もって入っています。
そういうふうに、国と私たちは、加害者、被害者という立場でありますが、いつまでも加
害者だ、被害者だという話で事が済むのかどうか。もうなってしまったことに愚痴を言って
も何ら解決にはならないわけでありますから、少なくとも国や東電の対応が 100 点だとは
言いませんが、少なくとも何とかしてあげたいという思いがあるはずですし、私らも何とか
しなければならないという思いがありますから、そこでしっかりと話し合いをすれば、結構、
いろいろなことをやってもらい、他の自治体がやってもらえないことが結構あると。こうい
うことで、少なくともバランスというものをどういうふうに考えていくかというのは、これ
から非常に大切なことではないかなと思っているところです。
そういう意味で、いろいろやってみますと、特にこういう避難ということの中では、どち
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らかというと直接、国との対応が求められるということになります。そうしますと、あらた
めて合併のときに、合併協議会には行きましたけれども、私の一存で離れましたが、自治体
としての、いわゆる権利があるといいますか、それが非常に生きたなと思います。また、国
といろいろ交渉してみますと、一番、分かったことというのは「人次第」ということです。
駄目な人にいくら言っても駄目ですが、ちゃんと我々のことを考えてくれる人は、「え？
そんなことを考えて大丈夫なんですか」というようなことも考えていただけるということ
です。相手もやはり血の通っている人間ですから。そこを加害者だ、被害者だと大々的にや
ったところで、なんのプラスにもならないということもあるのではないかと思っています。
それだけがすべてとは言いませんけれども。

新しい村づくりに向けて
さらに、先ほど知事も言いましたが、風化という話なんですね。風評もありますけれども。
私たちが帰村するときに、もう風評被害、風化被害と言うのはやめましょうという話を、村
民に訴えたり、新聞広告に出しました。なぜかというと、他の災害を、そんなにいつまでも
私たちが忘れないでいられる自信はないということです。もちろん原発事故というのは二
度とあってはいけない災害でありますけれども、さりとて皆さん方も毎日の生活に大変な
わけですから、だからそれよりは前を向いて、復興に向けて、再生に向けて、しっかりやっ
ていくということを情報公開、PR していけば、
「ああ、20 年たっても飯舘村は頑張ってい
るんだな」とか、
「あれ？原発に遭った村だよね、避難した村だよね」ということも言われ
るのではないか。そういうことで、忘れないでくださいとは、もう私たちは言わないでいこ
うということです。
さらに、復興、復興とずっと言ってきましたが、どうしても復興ということになりますと、
「元に戻る」という考え方が頭から離れない人がいます。そうしますと、フレコンバックが
まだあるではないか、いや何が足りないのではないかと。もう元には戻らないわけですから、
新しい村づくりをしていくという発想をしていくことです。あるいは普通ではできないこ
とを、この原発事故にあったからできるという発想をしていくということが大切ではない
かなと思っています。
そういう意味で、3 月 11 日で避難したてのころ、村民から「避難生活をしたことによっ
て、今まで何とも思っていなかった平凡な毎日が、これほどありがたいというのが分かった」
ということを随分、言われました。
「あ、これ使えるな」と私は思いました。少なくとも避
難中はその話はできませんし、他の自治体は慰霊祭を行っているわけですからできないわ
けです。避難解除になったときに、いわゆる 3 月 11 日、飯舘村は、
「当たり前のことをあ
りがたく思う日」にしようということで、決めました。
そうしたら NHK が大変、興味を持って、3 月 11 日ということで何かをやろうというこ
となのかどうか、話題の「嵐」が飯舘村に 5 人で来てくれて、食堂でうどんを食べたり、あ
ちこちを見たりして、去年の年末の NHK 紅白歌合戦のトリに、嵐が飯舘村のことを話して
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くれて、バックは飯舘村の映像だったということです、12 時ぐらいから、
「村長、何を仕か
けたんだ」
「いくらかかったんだ」という電話がかかってきました。
「残念ながら何も仕かけ
ていませんし、1 円も払ってないですよ」と言ったところです。
また一方で、ある県の中学の先生が、道徳の授業にこれを使おうということで、原稿用紙
を生徒たちに渡して、飯舘村の紹介をし、感謝という気持ちの道徳の授業に、子どもたちに
考えさせて原稿を送ってくれました。
いずれにしましても、そういうことで物事をどういうふうに捉えるか。必ずものにはプラ
スの面とマイナスの面がある。それを、マイナス面は十分に考えながらも、できるだけプラ
ス面を広げていく。そういう形にしていくことが大切ではないかと思って、今、新しい村づ
くりの再生に向かって頑張っているということです。

＜司会者・会場の質問に答えて＞
＊再建と記録
復興の 8 年間、私たちも、すべて記録を取っておりまして、何月何日に誰々が来た、ある
いはどういう決断があった、こういう問題があるというのも、すべて記録をしております。
だから、次の世代の人たちがそれを参考に、何かあったときにそういうのを見ながら進めて
いく。そういうことでは、ないかなという気がします。
私らは最前線で住民と向き合っています。そこが県と国とのちょっとした差となります
よね。つまり、国・県は、規則、決まりで事を進められますが、われわれは規則、決まりだ
けでは進めないというところがありますから、現実を見ながらというところがあるという
だけの話です。

＊多様な住民の声と向き合う
いろいろな人たちの話を聞くというプロセスは、行政では絶対に大切です。しかし基本的
に、聞けば聞くほどいろいろな意見が広がるという話になります。特に原発に関しては、先
ほど何度も言いましたように、危ないという方は、その人にとって正しい判断です。それか
ら、大丈夫だという方も、その人にとって正しい判断。みんな正しい判断をしていますから、
そこで「そうですか、危ないですね。いや、安全ですね」というように、そこで決めないで
いくということは、ただ遅れるだけですから。そのところを、決めていかなければならない
ということがあるのではないかと思っています。
例えば、私はよく、
「帰村率を幾らぐらいに置きますか」とマスコミから何回も聞かれま
した。それぞれ、他の市町村は何千人とか何パーセントとか言っているようですけれども、
私は「全くゼロです。ありません」こう言うのです。「なんですか、それは」と言われるの
ですが、少なくとも、今、言ったように、それでは「今、20 パーセントですけども、35 パ
ーセントにしたいです」と言うことは、避難をしてそこに居を構えた人たちにプレッシャー
をかけることになるわけです。それぞれの選択があるわけですから。皆さん方が帰ってくる、
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あるいは他から来ていただけるような環境を、私たちは一生懸命、精いっぱいつくっていけ
ば、その結果がどうなろうと、それはそれで、そこからスタートするということでいいので
はないでしょうか。

＊まとめ
自治体は、守るべきものは守らなければならない。ただし、これだけグローバルな時代で
すから、変えていかなければならないところもいっぱいある。守るほうはしっかりやられて
いると思うのですが、変えていくには固定観念に凝り固まらない柔軟な考え方が必要だと
いうことがあるのではないかという気がします。
先ほど、二重住民票ということを話しました。「ふるさと住民票」というものを、今、大
体 10 自治体が進めています。避難した人たちも、あるいは、村や町から出ていった方も、
「ふるさと住民票」ということで、今、大体 300 人ぐらいいますけれども、そういう方は、
選挙権はないし、あるいは税金は払わないかもしれませんけれども、いろいろ町村の恩典が
あります。1 日村長も今、2 人ほどやってもらっています。ですから、本当は、あんまり固
定観念だけに凝り固まる必要はない形を、どうやってそれぞれの自治体の中につくってい
くかということではないかというふうに思っています。
最後にもう一つだけ。忙しくわれわれもやっていますけれども、二度と起こってはいけな
い原発事故から、私たちは何を学んで次の世代にバトンタッチするのかということだと思
います。新聞に何回も出ていますが、
「地球が二つ必要です」という広告。今の暮らしをや
っていたら、いずれ地球二つ分の資源が必要ですよ。一つしかないのだから、それに見合う
暮らし方をこの原発事故からやっていきませんかという話。ここのところを、ほとんどの研
究者などが、全部、忘れています。政治家も忘れています。そこは、この前、クレタさんが
いろいろ話をしましたけれども、しっかり原発事故から、われわれは次の世代に、より安全
な、いい国を残していくということが大切ではないですか、と私は思っています。
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【共通論題Ⅱ 原発政策と自治体】

過疎自治体と原発
～福島県飯舘村の地域づくりと原発災害～
福島大学小規模自治体研究所客員研究員・福島大学名誉教授 松野 光伸

福島大学に以前いた松野と言います。私自身は、原発問題は全く専門外だったし、事故の
後、1 年たって福島を離れてしまい被災自治体の状況にも疎くなってしまいました。しかも
私に求められているのが、福島原発事故と被災自治体の対応ということではなく、原発政策
と自治体ということだったので、仕方なく、福島大学の友人にドイツの小規模自治体におけ
るバイオマス発電等について教えを請うことにしました。ところが彼は、
「松野が付け刃で
そんな話をしても参加者には釈迦に説法でしかない。お前は飯舘村の地域づくりについて
しかやってきていないのだから、それについて話す方が」と言われてしまいました。したが
って今日は、先ほど提起されたような、原発政策と自治体の関わりとか再稼働問題というこ
とではなく、表題にあるように、福島県飯舘村の地域づくりと原発災害ということに絞って
話をさせていただくことをお許し下さい。

過疎問題との出会い
まず最初に、なぜ私が過疎問題と関わるようになったのかというと、それは単に、私が初
めて定職に就いたのが島根大学で、当時の島根県は、過疎・高齢化が非常に進んでいるとい
うことから、行政学・地方自治を専門とする者として、過疎問題に関わるようになったに過
ぎません。
全国的な過疎問題の顕在化にともない、中央政府に過疎対策行政への取り組みを積極的
に働きかけた自治体の一つとして、島根県の匹見町（現在は合併して益田市）がありました。
1970 年に議員立法で制定された過疎地域自立促進特別措置法（過疎法）に基づいて展開さ
れた過疎対策行政は、過疎債を使ってのインフラ整備が中心でしたが、その柱の一つである
特徴的事業として、集落移転がありました。自ら「過疎対策のモルモットを引き受ける」と
公言していた匹見町は、モデル事業の段階で集落移転事業を導入しました。
匹見町で集落移転の跡地に連れていってもらった私は、驚きで言葉を失いました。転出し
た家の中は、台所用品も出しっぱなしの、まるで昨日まで生活をしていたような状況でした。
これはどうしたのだろうと思ったら、当時の集落移転事業というのは 20 戸以上まとまって
全部が移転することが条件となっており、それをモデル事業としてやるために、年度末に急
いで全戸の合意を取って強引に移転したために、住民にとってみれば、引っ越しの準備など
全くしていなかった、ということなのですね。さらに驚いたのは、移転した家のかまどが全
部、叩き壊されていたことです。行政の立場としては、移転した住民が戻ってきて生活を再
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開しては困るのでかまどを壊した、という話を聞いて、まだ行政学というのをやり始めて日
が浅かった自分は、行政というのはここまでやるのか、と非常に衝撃を受けたことを覚えて
います。
ただ、この当時は、匹見町とか、あるいは、有名な海士町とかにも随分通ったのですけれ
ども、やっていたのはほとんど高齢化の問題でした。当時の過疎自治体から相談や依頼を受
けるのが、ほとんど高齢化問題でした。自分としては、過疎問題に関しては第 1 次産業をど
うするのかが最も大事な問題だと思ったのですが、専門ではないというようなこともあっ
て･･･。
当時から島根県には原発があったわけですけれども、原発の安全性というようなことに
ついてはほとんど関心を持っていなかったというふうに言ってもいいと思います。原爆の
被害を受けた国なのだから、原子力の平和的利用という以上、その安全性には十分留意して
いるに違いない、と。だから講義などでは、過疎自治体にとっては農林水産業の振興が最も
重要だとはいっても、それがなかなか難しい所では、地域経済的に原発への依存に傾くとこ
ろもある。ただ安易な原発依存は、地域経済の構造をゆがめてしまう危険があることに注意
しなければならない、というような言い方をしていたように思います。

住民・職員の参加・協働による地域づくり
島根で 10 年を過ごしましたが、家庭の事情で 1990 年から福島大学に移ることになりま
した。皆さん、過疎には西日本型と東日本型の違いがあるのはご存じだと思うのですが、西
日本の方は非常に過疎が進んでいて、過疎対策に対しても自治体が非常に積極的だという
ことがあったので、福島とか東北とかに移っても、過疎問題の研究という点ではどうなのか
なと思っていたのですね。当時は、福島ではせいぜい三島町が知られているぐらいでした。
しかしながら、来てみると、飯舘村という、ユニークで先進的な取り組みをしている自治体
がある、ということを知ったわけです。
飯舘村は、福島県浜通り地域の北西部に位置し、阿武隈山系の中にある寒村ですが、冬の
寒さが厳しいという意味だけでなく、
「ヤマセ」と呼ばれる夏の冷たく湿った北東風により、
度々深刻な冷害に悩まされることもあって、住民所得がほぼ毎年県内最下位という意味で
の寒村でもあったわけです。原発事故時の人口は 6,200 人で、そういう意味では、大阪市と
同じ面積に 6,200 人が住んでいた訳なのですが、福島原発からは 40 キロ離れていて、電源
三法交付金の対象外でした。共通論題のテーマが「原発政策と自治体」ということなので、
飯舘村についての話だとしても、原発立地自治体である大熊町や富岡町との比較などをし
なければいけないかなとは思ったのですが、時間が限られていることもあって…。
原発と自治体財政、地域経済構造などとの関係については、地元大学の研究者として長年
その問題を追ってきた清水修二さんの著作（
『差別としての原子力』リベルタ出版、
『NIMBY
シンドローム考』東京新聞出版局、
『原発になお地域の未来を託せるか』自治体研究社）を
読んでいただければと思います。
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飯舘村は 2005 年度に、
過疎地域優良事例表彰で総務大臣賞を受けました。
しかしながら、
その選考過程は非常に揉めたと聞いています。なぜ揉めたかというと、飯舘村は、1 回目の
優良事例表彰で国土庁長官賞を既に受けている、この表彰はいろいろな自治体の取り組み
を奨励するためにあるのだから、ということで。その意味では、飯舘村の地域づくりは、私
が福島に移った頃には、全国的にも高い評価を受けていたわけです（私が知らなかっただけ
で）
。
飯舘村の地域づくりの特徴は何かというと、まずは、住民と職員が参加し協働する地域づ
くりということにあります。最近は住民と行政との協働というようなことが盛んに言われ
る訳ですけれど、私個人は、住民と行政というのは対等な関係ではなくて、「主人と下僕」
といった上下関係にあり、自治体職員、あるいは公務員は、主権者である住民の意思の下に、
「下僕」として働くものであるべきだ、と、講義等では言って来たのですが。そして、飯舘
村の場合、主権者としての住民の参加といった場合、農協・商工会・婦人会・青年団・自治
体連合会等の役職者を、いわゆる「充て職」として依頼するのではなく、行政（役場）の側
が、肩書のない青壮年・女性を「一本釣り」で委員として委嘱しており、公募制を全くと言
って良いほど採っていません。
「そんな非民主的な、役場が「一本釣り」するのでは、役場
の都合の良い住民だけを委嘱することになるのでは」と疑問を呈したことがあるのですが、
「いや、公募制で 2 人ぐらい住民代表を入れたとしても、そんなのは形だけだし、しかも、
公募制を採ったら誰も応募してこないだろう」と。
「誰も応募がなくて仕方がなく後から頼
むのと、貴方にはどうしても入って欲しいんだというふうに言うのとではまったく違う。受
ける方としても、役場から頼まれたので仕方なく、とも言えるし。自分から進んで応募した
なんていうのは、どう住民の間で見られるか分からないというような、やはりそういう風土
というか、政治土壌の所なので公募はしない」という答えでした。
職員参加の場合も、農業関係の審議会だから農政課職員をとか、高齢者福祉に関する計画
づくりだから福祉課職員をとかなると、参加する職員は情報や知識・経験を持ってはいるが、
計画作成や事業実施が円滑に進められなかったり、失敗して責任を問われるようになった
りすることを「本能的に」怖れる性向があり、どうしても行政サイドに立って協働を主導す
る傾向を否めなく、それでは職員が住民の意思や要求を理解するためという研修の機会に
なり得ないし、住民との信頼に基づいた協働は望めなくなる、との認識から、今後の村や役
場をという若手職員を、担当部局とは無関係に、
「個人の立場」で参加させる方式が目的意
識的にとられています。

地区・集落を基盤とする「バラマキ行政」「丸投げ行政」
飯舘村の地域づくりの特徴の第一は、このような住民と職員が個人として参加し協働し
ていくということですが、もう一つは、地区・集落（飯舘村では行政区と言ってますが）を
基盤とする地域づくりだということです。それが村の地域づくりの柱となったのが、第 4 次
の総合計画作り（1992～94 年）の取り組みで、村は 20 行政区すべてに住民からなる地区
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別計画作成委員会を設け、地区の現況・課題の把握、地区の目標、重点施策の検討を求めま
した。そして、各行政区を担当する職員には、地区別計画作成の取り組みに際し、検討資料
の提供、ワークショップの運営等の面で支援するよう求めました。
各種ワークショップなどを通じて住民がまとめ上げた地区別計画は、現状と課題、目標と
施策の提示がきわめて具体的なもので、例えば、多くの地区別計画では、地区内の高齢者世
帯の現状、荒廃・遊休農林地の状況等が具体的に示されており、なかには未婚男性の人数や
推移と求められる施策的課題まで指摘しているものもありました。地区別の未婚男性の人
数などは、コンサルタント会社に委託した場合はもちろん、行政主導で作る計画では把握で
きないし、分かっても書き込むことができない（あるいは書き込みたくない）のが通常です。
しかし飯舘村の地区別計画では、6 地区において未婚男性の数が明記され、4 地区において
地区内でのミニデイサービスや「託老所」の整備が施策的課題としてあげられていました。
村は最初から、この地区別計画づくりを単なる計画づくりでは終わらせずに、20 行政区
すべてでの事業展開を考えており、各行政区に 1,000 万円までの事業費を保障し、10 年間
で計画の事業化をはかるよう求めることとしましたが、これはきわめて「異色」なものと言
えます。日本の行政において補助金などの財政支援は、支援効果が期待でき、他の地域や団
体等への波及効果が期待できるような、
「モデル」的事業に限定的に行うことが一般的です。
対象すべてに、しかも長期間にわたって財政支援を続けるようなことは、少なくとも補助金
事業としては好ましくないものとされています。
事業化の「仕組み」もきわめて注目に値するものでした。事業実施の審査は、20 行政区
の代表で構成される地区計画協議会で行われ、そこで「問題なし」ということになれば、役
場（行政）や議会は、各行政区の事業計画をそのまま認めることとなる。ただ、事業費は上
限 1,000 万円まで村が保障するが、その事業費総額の 1 割は各行政区が自己負担するとい
う「仕組み」になっていたので、地区住民にとっては、村（行政）が金を出すのだから、ど
んな計画でも構わないし、自分は話し合いに参加して時間をとられるくらいなり、誰かに検
討・決定を任せた方がよい、という対応では済せられなくなり、住民間での十分な話合いと
合意を求めることに繋がりました。まさに、
「バラマキ」行政と「丸投げ行政」とが相まっ
て、住民の主体的な地域づくりの舞台が用意されることとなったのです。20 行政区への「バ
ラマキ」
「丸投げ」による地区別計画づくりと事業化は、地域づくりにおける住民の参加意
識を強めただけでなく、事業展開および成果実現の具体的経験を通じて、参加した住民と職
員に、協働の地域づくりについての大きな確信を生み出すことになりました。

中山間地域等直接支払の目的意識的活用
地区・集落を基盤とする飯舘村の地域づくりは、2000 年度から導入された中山間地域等
直接支払制度の導入にあたっての、全国一ともいえる目的意識的対応に繋がりました。農水
省が 2000 年度から制度化したこの制度は、EU の条件不利地域対策である直接所得補償に
習ったものとされ、長い間過疎地域から熱望されていたものでした。これは、耕作放棄地の

91

増加、担い手の高齢化が進む中山間地域等を対象に、農業生産の維持をはかりつつ、環境破
壊を阻止し、国土保全等の公益的機能の確保をしようという観点から、平地地域との生産コ
ストの差額を直接支払う（差額を一定程度補填する）というものであり、国が 1/2、都道府
県が 1/2、市町村が 1/4 という財政負担とされました。
「中山間地域」とは、平野の外縁から
山間にいたる地域で、農林統計上の地域類型では、林野率が 50～80％で耕地に傾斜地が多
い市町村が含まれます。
導入当初、この新制度への期待は高かったのですが、実際に取り組む市町村は思ったより
少なかった。それは、要件とされた集落協定の締結が、後継者難に悩む中山間地域では難航
したからでした。しかし飯舘村は、当初から村が該当地区・集落に働きかけ、対象となる集
落すべてが取り組むこととなりました。言うまでもなく、飯舘村で集落協定が比較的容易に
締結できたのは、地区別計画の作成と事業化の経験があったためでした。
最初の 2 年間は、全国で一般的に採用された方法と同様、交付された額の半分を該当農
地の耕作者に配分し、残り半分を集落の共同活動へと配分しました。また、集落の共同活動
も実際には水路清掃や草刈りが中心であり、これも全国的状況と同様でした。しかし、2002
年度の全集落代表者会議で、新たに村全域をカバーする推進協議会を作ること、各集落への
交付金の共同取り組み分を 45％に変更し、残りの 5％を事業推進協力費として協議会に還
元することにしました。これは、交付金の対象地域が主に農用地の傾斜度で決まるため、村
内に該当する地域と該当しない地域とが生まれ、該当する地域の中でも支給対象となる村
民とならない村民が生まれることにならざるをえないが、村としては、村全体がいわば中山
間地域なのだから、該当しない地域にも適用できるようにしたい、と考えたからでした。
なお、交付金そのものは制度対象地区にしか使うことができないので、県とも相談の上、
協議会に対して村独自の負担金（年額 1,000 万円、5 年間で 5,000 万円）を支出し、その範
囲内で制度対象外の地区に対しても支援を行うこととしました。そして、協議会を通じて、
集落営農推進支援、共同利用機械購入支援、堆肥購入・良質堆肥生産支援、振興作物栽培支
援、特産品開発加工販売支援、直売所支援、交流観光支援など 16 のメニューを独自に用意
し、合わせて 180 を超える事業が実施されました。
このように飯舘村は、
「村全体が中山間地域である」との認識に基づいて、村全体をカバ
ーする協議会を組織し、そこに村として独自の（しかも多額の）財政措置をとることによっ
て、制度対象とならない地区を含め 20 行政区すべてに対して支援を行うことにしたわけで
すが、寡聞にして私は、こうした事例を全国どこにおいても聞いたことがありません。
中山間地域等直接支払制度は、2005 年度から第 2 期に入り全国的には交付要件が厳しく
なったが、飯舘村では、交付金の配分を、個人配分 40％、共同取り組み分 35％、協議会還
元分 25％と、協議会還元分の割合を非常に高くし、協議会還元分と村独自の助成金とを合
わせて 5 年間で 1 億 3,000 万円を全地区（行政区）および村レベルでの農業振興に注ぎ込
んだ結果、第 2 期では、各地区・集落で、認定農業者の育成、集落営農組織の設立、機械利
用組合の設立等の取り組みが進みました。そして総額の 1/4 にあたる 3,200 万円が制度対象
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外の地区に支給され、共同利用機械の導入、集落営農先進地研修や農業後継者研修が可能と
なった結果、制度対象外 7 地区のうち 5 地区で営農団体が結成されました。
また、前田地区では、協議会からの交付金を使って、半ば遊休化していた牧草地を「観光
わらび園」として復活させたり、長泥地区では、既存事業では個々の農家への補助でしかな
く効果に限界があったイノシシ対策の防護柵を、協議会からの交付金で地区全体に設置す
るなど、戸別所得補償の枠を破り地区全体の地域づくりの土台となる取り組みが見られる
ようになりました。さらに全村レベルで、行者ニンニク、ブルーベリー、タラの芽などの振
興作物の栽培団体の結成を促すことにも繋がりました。
ところで、中山間地域等直接支払は、全国的に見ると「平成の大合併」以降、取り組みを
止めるところが多くなってきているように見えます。言うまでもなく、取り組みをしていた
自治体は、合併後は新たな自治体の「一部」でしかなくなり、合併後の新たな自治体には、
その一部の地域のために自治体財政を充てることへの拒否感が、どうしても生じてきてし
まうからと考えられます。その意味では市町村合併は、過疎自治体にとって有効なソフト対
策であった中山間地域等直接支払制度の活用という面でも、マイナスの影響をもたらすこ
ととなったと言えます。

合併問題と住民・職員の協働
周知のように、近現代の日本の地方自治の大きな特徴としては、大規模な市町村合併が繰
り返されたことが挙げられます。ただ、明治の合併、昭和の合併が、中央政府による強制的
合併であったのに比べ、平成の合併は、建前としては自主的合併が唱えられ、飯舘村を始め
として多くの自治体で住民投票が実施されました。これは、自治体合併の「決定権」を住民
が行使したという意味では、大いに評価できますが、そうした住民投票を実施した自治体の
場合でも、住民に対する判断材料の提供という面では、多くの自治体は十分な責任を果たせ
なかったように思われます。賛成派・反対派が、それぞれ別々に集会を開いたり、自らの主
張を宣伝して歩くといったところが一般的で、自治体（行政）が積極的に、賛成派と反対派
を一堂に集めた討論会などを実施したところはほとんどなかったと言ってよいでしょう。
しかも、そうした賛成派・反対派から発言者を募った討論会では、ともすると賛成派・反対
派ともに、自らの主張を述べるだけで論点がかみ合わず、住民も、賛成派・反対派の意見と
して聞き流してしまいがちです。そして何より、そうした討論会では、自治体職員は発言す
ることがためらわれてしまうでしょう。
飯舘村は例によって、合併問題について検討するために、住民代表からなる村民企画会議
と、役場の若手・中堅職員からなる庁内研究会を発足させ、前者には地区・集落における人
口減少・高齢化と集落機能の維持との関係、後者には村の行政分野の主要課題ごとの現状・
問題点と村の財政見通しとの関連、についての検討を求めました。そして、それらの検討作
業の上に、2002 年度には「ディベート」方式での村民集会を開催し、住民に合併問題を考
えるための材料の提供に取り組みました。
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飯舘村が採用したディベートという方式は、賛成・反対の主張が「極端な」形で対峙され
るように立論・反論を組み立てていく方式であるために、情報・判断材料の提供の仕方とし
て優れています。そして、村民企画会議と庁内研究会のメンバーを、それぞれ機械的に半数
ずつ賛成派と反対派に分けて編成したので、
「生活者」としての村民の視点・経験・要求等
に基づく情報と、行財政の「専門家」としての職員の視点・経験・知識等に裏打ちされた情
報を、村民の主体的判断材料として提供する方式として、ディベートの長所が遺憾なく発揮
されることとなりました。
2003 年 12 月の住民投票の結果は、反対（52.7％）が賛成（47.2％）を上回ったが、事前
に村が「目安」と設定した 60％に達しなかったため、そのまま自立という決定を行うこと
はせず、村は「地域特性を生かせる地域自治組織の確保」等を条件に、原町市・鹿島町・小
高町との法定合併協に加わることとしました。なお、この住民投票の際に飯舘村は、合併協
で作った新市将来構想案と、村独自に作成した合併しなかった場合の村財政・施策案とを、
判断材料として全世帯に配布したり、18 歳以上の村民（高校生も）や村内の定住外国人に
も選挙権を認めるなど、全国的にも先駆的な取り組みをしたように記憶しています。
最終的には、合併協議会からの離脱という菅野村長の提案を争点とする激しい村長選
（2004 年 10 月）で、菅野村長が 55％の得票で当選し、自立の道を選ぶこととなりました
が、菅野村長は、最終的に自立を選択したポイントについて以下のように語っていました。
「村民の間に、合併によって、住民参加の村づくりがこれからはできなくなってしまうので
はないか、という不安や諦めの気持ちが強くなった。どうせ苦労するなら熱意ある村民と一
緒に頑張りたい」
（境野健兒・千葉悦子・松野光伸『小さな自治体の大きな挑戦』[八朔社]58
ページ。なお、この『小さな自治体の大きな挑戦』は、飯舘村の地域づくりについて、福島
大学の多様な専門分野の研究者 7 名が 3 年間にわたって共同での調査・研究を積み重ねた
成果でもあるので、できれば手に取っていただければ）
。

原発事故と飯舘村
以上述べてきたように、電源三法交付金の対象外で、自然条件も経済的条件も厳しい小規
模自治体でありながら、全国の過疎自治体の中でもトップクラスの地域づくりに取り組ん
できた飯舘村が、原発事故による放射能汚染、長期にわたる全村避難に苦しめられることに
なってしまったことに対しては、私個人としては非常に理不尽な想いで一杯です。
全村避難の指示に対し、村（執行部）は、
「安全とともに安心を」ということで、車で 1
時間圏内への集団的な避難を国に対して要求し、村内にある事業所や特別養護老人ホーム
の村内存続の特例を認めさせたり、全村避難後の防災・防犯のために 20 行政区を 3 交代制
で 24 時間パトロールする「全村見回り隊」を、各行政区ごとに十数人で組織したり（国は
民間業者を使えという判断だったが）、あるいは、昨日も議論になった「二重の住民票」を
国に提案したりする取り組みを行ったが、こうした村の対応については、なぜ村が責任を持
って早期避難に取り組まないのかという批判も、村民（とくに女性や青年）の間からは強く
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出されました。そして、後発の計画的避難ということもあって県内の施設は既に満杯で、飯
舘村の希望に応えられる状況ではなかったけれど、村の職員は、受け入れ可能な施設の「あ
て」と「めど」を自力でこじ開けるために、まるで「走る不動産屋」のように駆け回った結
果、村民の 85％が車で 1 時間圏内に避難することができました。その意味では、一応、
「仮
の村」というか「村外コミュニティ」というかを、辛うじて実現することができたと言えま
すが、仮設住宅や公営宿舎への入居は 3 割にとどまり、個人で県の民間借り上げ住宅等を
借りる者が 7 割を占め、世帯数が 1,700 から 2,700 にも増えるなど、コミュニティの維持
どころか家族がバラバラに生活せねばならない状況に追い込まれることになりました。
また飯舘村は、
「除染して 2 年で帰村」という目標を掲げ、きわめて早い段階で村独自の
除染計画書を作り国に提出しました。その計画では、村内の除染を早期に実施し、原発事故
以前に近い状態で村民が暮らせる環境を作ることを目標に、国・県・村が一体となって除染
と土壌改良に取り組むこと、とくに、「村民等の参画」による村全域の除染および土壌改良
に取り組むことが強調されていました。しかし、国がやる除染は横並びで遅々として進まず、
実際に国による除染が始まると、
「村民等の参画」でやれば、どこをどのように除染すれば
よいか、どこの土を剥ぎ、埋め直しにはどこの土を使ったらよいか、などが分かるのだが、
ゼネコンに丸投げでやると、形式的・機械的に表土を剥いでしまうだけだ、とか、真面目に
作業しないで、昼間、林の中で昼寝ばかりしている、とかの不信・不満が、村民の間では大
きくなっていきました。
ただ飯館村は、全村避難の半年後には住民・職員の参加・協働での復興計画づくりに着手
し、村外にバラバラで避難している中での短期間の検討ではあったが、「村民一人ひとりの
復興」を目標に、避難生活の住環境整備、仮設校舎など教育環境の整備、子どもから大人ま
での定期健康診断、村から離れている村民への支援等を柱とする計画を作り、その中で提案
された「村外コミュニティ」への子育て世代用の「村営住宅」の独自建設にも、具体的に取
り組むようになりました（以上のような、原発事故から 1 年間の飯舘村の対応については、
千葉悦子・松野光伸『飯舘村は負けない』を参照されたい）
。
最後に、その後の取り組みで私が注目するものをあげると、営農再開に向けての一貫した
取り組み、ユニークな取り組みがあります。飯舘村の場合は、事故の 1 年後から、国・県に
対して、避難先（村外、県外）で営農する者への支援を例外として認めるよう働きかけてき
ましたが、帰還にともなう村内での営農再開を前にして、他の自治体のどこもやっていない
ような、
「農地を守る」ための農業、
「生きがい」のための農業を、村独自に支援するという
施策を打ち出しました。国や県の営農再開支援事業は、できた農産物の販売が前提になって
いますし、効率化・集団化・大規模化を奨励するものが多いですが、飯舘村のそれは、子ど
もや孫のために土地を荒らさずに置きたいとして、農業をしたいという高齢者、市場には出
さなくても自分の生きがいのために農業をしたいという高齢者等に対しても、村独自に支
援しようというもので、当初の予想に反して 1,200 世帯の農家のうち「農地を守る」農業に
800 世帯、
「生きがい」農業に 300 世帯が取り組むこととなりました。
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さらに、村民有志によって毎週 1 回、村内の行政区を回って歩く安否確認の活動も、注目
すべき取り組みと言えるでしょう。これも、村に戻っているのは自分（達）だけで、子ども
や孫は避難したまま、という高齢者にとってみれば、顔見知りとか名前を知っている村民が
訪ねて来て話に乗ってくれるということは、非常に大きな支えになりますし、村（行政）に
とっても、帰村した村民の現状・課題・要求を具体的に把握することに繋がるものとして、
重要な機能を果たす取り組みになっているように思います。私も、最近は何も飯館に関わる
ことがなくなっており、今やっているのは、この週 1 回の安否確認に、埼玉から何とか月 1
回参加するくらいのことしか出来ていないのですが、やはり、実際に一緒にやってみると、
これは村民・村にとって非常に大きな意味のある取り組みかなと思うようになっています。
飯舘村のことだけで時間になってしまったわけですけれども、今回の原発事故で私個人
が学ばされたことも沢山ありました。私が学生の頃は、
「もし原発が安全だと言うなら東京
に造れ」みたいな主張があったと思うのですが、原発は過疎自治体のような人口が少ない所
にしか造ってはいけないということが、原子力委員会の「原子力立地審査指針及びその適用
に関する判断の目安について」
（1964 年）で定められていたということを、恥ずかしながら
私は今回初めて知りました。
今回の原発事故への福島県の対応が非常にもどかしい中で、被災自治体が国や東電の無
責任さを何とか打破して復旧・復興を果たすためには、その主体となる組織として、今まで
消極的にしかとらえていなかった広域連合を組織すること、とくに県が参加する広域連合
の組織化が重要ではないかと思いついたのも、今回の原発事故が契機でした。また、過疎問
題との関連では、再生可能エネルギーの活用が、新しい大事なポイントになるのでは、と感
じるようになってきています。

＜司会者・会場の質問に答えて＞
＊福島県と原発政策
今回の原発事故に対する福島県の対応は本当にもどかしいのですが、その遠因となって
いるのが佐藤栄佐久・元知事の「抹殺」であるように思います。佐藤栄佐久知事の時代は、
県には法令上の権限はないとはいっても、県庁の中に原発問題を担当する組織をかなりの
人数で組織し（それも特定の部局ではなく県庁横断的な組織として）
、原子力問題を専門と
する職員も採用し、そこでの県独自の主体的検証を根拠に、福島原発の運転の責任は国や東
電にあるのだから何とかしろ、と言うだけでなく、安全面でこの点はどうなのか、といった
具体的疑問を提示したり、改善を申し入れたりするなど、原発の安全性について独自の関わ
り方をしていたな、という気がします（参照、佐藤栄佐久『福島原発の真実』[平凡社]、同
『知事抹殺』[平凡社]）
。
ただ、結末としては、皆さんよくご存じのように、佐藤栄佐久知事は収賄というような、
まさに「口実で」
、なんて勝手に言ってはいけないのですが、
「抹殺」されてしまった。この
ことがあって福島県庁内では、やっぱり原発問題については国や東電に逆らってはいけな
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い、自分の出世どころか現在の地位すら危なくなるから、みたいな空気が蔓延してしまった
のではないか。それが、原発事故が起こってからの腰が引けた県の対応にも影響していたの
ではないでしょうか？
今回の福島原発事故の原因、その後の対応等に関する調査も、本来は国や東電に要求する
だけでなく県独自で行うべきなのですが、このまま県はやらずに済ませようとするのだろ
うと思います。その上に、この 8 月に、第 2 も含めて福島原発すべての廃炉が決まったの
で。これが廃炉ではなくて再稼働ということだと、今日の皆さんの議論と共通して、自治体
として原発の再稼働にどう対応するのか、原発事故で致命的な被害を受けた福島県は、それ
でも再稼働を認めざるをえないのか、認める場合はどのような条件を付けるのか、が問われ
ることになり、県民からの厳しい意見に対峙せざるをえなくなったと思います。その場合は、
たとえ法的権限はなかったとしても、かつて福島県が先駆的役割を果たしたように、自由協
定とされる安全協定の締結の面で、例えば事故時の住民避難計画を自主的な規制基準とし
て盛り込むようにするようなことが課題になったと思うのですが、もうこれで再稼働は無
い、あとは廃炉だけだとなると。
もちろん、廃炉に向けての安全協定をどうするのか、という新しく難しい課題はあります
し、未だに多くの県民が避難先から戻らない大きな要因としては、原発事故は本当に終息し
たのだろうか、まだ爆発の危険性が残っているのではないか、という危惧がある。その意味
でも県は、原発事故の要因、事故後の対応、現在の状況等について、独自に調査することが
求められているはずなのですが。
ただ、佐藤栄佐久知事の時代のように、福島県がほぼ孤立して（新潟県や福井県と一緒に
とはいえ）
、地方自治体にも原発運転に関与する権限をもっと認めろ、と要求してきた頃と
は異なり、全国の自治体が協力して取り組めば、原発に関する発言権なり拒否権なりを認め
させるような可能性も少しは出てきたように感じます。

＊自然エネルギー等の運動との関わり
司会の新藤さんから、参考文献に挙げた中島大『小水力発電が地域救う』
（[東洋経済新報
社]）は自分も注目し、書評でも紹介したが、松野はそういう実践や運動との関わりを持っ
ているのか、という質問がありましたが、私は小水力発電については何の関わりも持ってい
ませんし、これまで余り注目もしていませんでした。15 年ぐらい前に山形県の温海町（現
在は鶴岡市）に行った時に、そこの住民から、「この辺の集落は小水力発電で必要な電力を
全部まかなっているのですよ、家の周辺の水路を使って」と言われて、「へえ、そんなこと
が可能なのか」と思ったぐらいで、それを実際に福島の過疎自治体でも、とは、今回の原発
事故が起こるまでは考えませんでした。
ただ私自身は、農山村の過疎自治体を訪れると、研究テーマである過疎対策行政の実態・
本質というものはよく分かるのだけれど、その地域の人から、過疎自治体はどうすれば都市
による収奪を脱し自立することができるのか、というようなことを問われるのが非常に辛
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かったのです。それに対して、企業誘致だとか、観光だとか、都市との交流だとかに力を入
れるべき、と言っても、それは、都市にどう依存するかということに変わりはなかったし、
農林水産業をと言ったって、都市の人が喜ぶような安全で美味しいものをと、結局、都市に
依存するような構造・方向性でしかなく、どうすれば自立できるのかという将来方向、展望
が言えないことに悩んでいたのですが、今回、過疎地域の条件に合った再生可能エネルギー
を自立して開発し、それによって自分たちの地域の電力がまかなえるだけではなく、近隣の
都市に対してもそれを売電できるということで、古くから、福島県とくに過疎自治体は、水
力にしても原子力にしても、本当に犠牲を押し付けられ、エネルギー源としても収奪される
だけで、何のメリットもなかったけれども、これからは都市部と対等にやっていくための源
となりうるかもしれない、という気がしてきました。
ただ、福島県は 2040 年頃を目途に、県内のエネルギー需要量の 100％以上を再生可能エ
ネルギーで生み出す、ということで、その推進を図っていますが、その中心は太陽光発電で、
実際に目につくのは至る所に設置された太陽光パネルです。とくに耕作放棄地が多い過疎
自治体や原発事故で避難させられた自治体では、太陽光パネルが林立しています。また、福
島県は、既に水力発電の比重が高く、今後の可能性も高いとは言っても、例えば喜多方の老
朽化した水力発電所を作り直して稼働していく計画は東電によるものです。あるいは、日本
最大規模の木質チップを使ってのバイオマス発電所ができるという報道が最近ありました
が、それも、地元の広野町の企業が一応、入ってはいるけれども、中心になっているのは関
西電力と九州電工なんですね。しかも、使う木質ペレットは 100 パーセント、アメリカか
らの輸入だと。これでは、福島県内から原発がなくなり、それに代わって再生可能エネルギ
ーが 100％になったとしても、福島県内の過疎地は過疎のままではないか、と。
県内でも飯舘電力とか、あるいは会津電力とかは、住民が主体となって会社をつくってお
り、飯舘電力の場合は、村民 70 名ぐらい出資して、太陽光発電でもソーラーシェアリング
という、高いところにパネルを造って発電し、パネルの下では農業ができるようにする形の
ものを中心に、
村内で 30 カ所近くも造られているので、
これを何とかドイツなどと同様に、
自治体自体が関与していくようになってくれればと思っています。また、素人考えですが、
飯舘村のような所では、標高差のある水路を活用した小水力発電を組み込んでみたら良い
のではないかとも思っています。
先ほどの中島大『小水力発電が地域を救う』では、小水力発電は、初期投資がかかり、発
電量自体は少ないので売電収益もそれほど期待できないが、設備の耐用年数が長く、天候に
左右されないので、1 日の（そして年間の）発電量が大きく、農業用水路に眠る電力を活用
するものなので、電力会社ではなく地域住民が管理・運用することになり、農山村の小規模
な土建会社の生き残りの切り札ともなる、等々のメリットが挙げられています。
そうした一般論だけでなく、福島の場合は、生活・生業の再建は、まだまだ緒に就いたば
かりで、生活空間の追加除染を徹底することと並んで、生業の再建のためには何と言っても
「農地」の再生が前提となります。とくに環境省が農地の除染を担当した地域のほとんどで
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は、長年かかって作ってきた土を剥ぎ取り、換わりに砂礫の多い山の土をかぶせ、カリウム、
ゼオライトなどを投入しただけで農地除染が終わりとされ、そのうえ、畦や水路、暗渠など
が重機によって壊されたままのところがほとんどです。また、国や県の営農再開支援事業は、
農機具等の購入支援が中心で、農地や水路の整備といった農業基盤整備の支援は少なく、そ
れも 2020 年度で打ち切られようとしています。
従来は、畦や水路は地区・集落の「共助」で維持されてきたが、帰還者が少なく、その多
くが高齢者である被災地においては、土や水路の再生は、本来は国や東電の大きな責任と言
えますが、そのことを強く主張すると同時に、独自の取り組み、例えば放射線量の低減と稲
作の再開とを「一体化」した、小水力発電のための水路整備事業なども考えてみてはどうで
しょうか。それは、戻ってきた高齢者を中心に農業用水路の日常的な維持・管理にあたると
ともに、節々での除草・泥上げなどの作業は、避難したままの地区住民にも参加を呼びかけ
ることで、失われたコミュニティの再生にも役立つのではないでしょうか。

＊飯舘村等の取り組みの拡がり
飯舘村の取り組みは全国的には知られ、住民・職員の参加・協働による地域づくり、地区・
集落を基盤とする地域づくりは、自立を求める過疎自治体等では同様な試みも広まってい
ると思いますし、被災後の営農再開に向けた取り組み（「生きがい農業」等）も、同様なこ
とが言えると思います。しかし、今、質問で名前が挙げられた被災自治体は、原発に依存し
て財政力指数もきわめて高く、住民の所得も、県内はもちろんですけれども、全国の市町村
で言ってもトップクラスにあったというようなことから、なかなか飯舘村みたいに自立を
めざす住民の意欲・取り組みが、内在的に生まれてくる状況が存在していなかったように思
えます。そして事故後の対応においても、避難を強制された市町村が個別に中央省庁と交渉
（折衝）し、個別に事業や金を「もらってくる」ことで競争していて、復旧・復興という共
通の目標を実現するために、一緒に行動しようとしないことの背景には、原発立地自治体で
あったか否かということがあるように思われてなりません。こうした状況では、結果として
個別自治体の人口減少も阻止・回復できず、多くの自治体関係者の口から漏れてくる「この
ままでは市町村合併しかない」
、という事態に陥ってしまうことが危惧されます。
質問からは少し離れるのですけれど、それに便乗して言わせてもらうと、私としては従来
から、避難を強制された市町村が個別に中央省庁と交渉（折衝）し、個別に事業や金を「も
らってくる」という対応では、縦割りでのハード事業の枠を破れないだけでなく、交渉力そ
のものが弱くなるので、要求の集約・交渉に県が前面にたつようにすることが重要で、該当
する市町村と県とで「広域連合」をつくったらどうかと考えていました。都道府県が市町村
と広域連合をつくるケースは全国的にも少なく、県内の一部市町村との広域連合をつくる
ことへの県の「躊躇」も分かるが、地域を限定し、課題も限定して（除染、
「仮の町」
「町外
コミュニティ」
、賠償、生業再建、医療・福祉、教育など）
、さらに期間を限定（5～10 年間）
することによって、中通りや会津の市町村からの反発を最小限に抑えられるだけでなく、最
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も再建が困難な地域の問題を焦点化することによって、中央政府が福島の問題を終わった
ことにしようとする欺瞞を暴くことができるし、実際に県民全体の生活と生業の再建にと
って必要で共通な政策を明らかにし、実現を求めることにもつながるのではないか。そして、
県が入った広域連合をつくることは、要求の集約・交渉の先頭に県を立たせるとともに、県
職員中心に組織・運営することができれば、個別市町村の職員が、自らも被災者・避難者で
ありながら沢山の事務に追われている状況で、さらに広域連合の事務まで加わることによ
って疲弊することを避けられ、なおかつ県職員の専門性も発揮されることになるし、県から
の職員派遣を関連部局からの「機械的」派遣でなく、当該市町村の「出身者」や「関連退職
者」などを「志願制」で派遣するようにすれば、そのモチベーションは高いものになり、県
が入った広域連合は極めて大きなメリットを発揮することとなるだろう、と。
なお、県と市町村とで構成する広域連合は、職員研修施設の運営などを除いては全国的に
も例が少ないのでイメージが掴みにくいと思われるが、私の知っているところでは、島根県
の隠岐で、離島の医療体制整備を目的に組織されており、そこでは県が実質的に大きな機能
を果たしていると聞いています。
福島大学を退職し、県外に住むようになった私には、こうした考え方を提示する場も力も
なくなっていました。除染、住宅整備、学校再開といった問題で、「私的提言」という形で
限られた人たちに提示してみましたが、被災自治体の関係者からは「そんなことに関わって
いる余裕はない」と言われ、県の関係者からは「やっぱり市町村が一緒にやろうと言ってこ
ないと」と逃げられ、一顧だにしてもらえませんでした。しかし現段階においても、県が主
導権を発揮しながら被災自治体の連携を強めることが、依然として重要なのではないでし
ょうか。これからの福島にとって大きな課題である原子炉の安全確保と廃炉のためには、
県・市町村との広域連合による独自の監視体制を作るべきではないでしょうか。避難か帰還
かの二者択一ではなく、住民一人ひとりの状況に合った多様な選択肢（二地域居住など）
を認めて支援するためにも、同様に県と市町村との広域連合が大きな役割を果たせるので
はないでしょうか。
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【共通論題Ⅱ 原発政策と自治体】

国策推進における地方自治体の役割・責任、そして自主性
新潟県柏崎市長 櫻井 雅浩

元号と西暦
皆さん、おはようございます。柏崎市長の櫻井雅浩と申します。今日は、日本自治学会山
口会長の下、このシンポジウムにお招きいただきまして、ありがとうございました。大変、
光栄でございます。新藤先生のコーディネートの下、パネラーの 1 人に選んでいただきま
したことも、ありがたく、光栄に思うところでございます。さて、私、このパワーポイント
と皆さんお手元のものは同じですけれども、あと、ピンクの冊子の部分の 53 ページに、私
の基本的な自治体の長としての考え方、原子力発電所の再稼働についての考え方を記して
おきましたので、この画面と 53 ページをご覧いただきながら、20 分という時間を頂戴して
いますので、口早にお話ししていきたいと思います。
まず、正面のパワーポイントをご覧ください。上のほうに令和元年、2019 年 11 月 17 日、
今日は 19 日ですけれど、作った日が書いてあります。私、市長にならせていただいてもう
すぐ 3 年になりますが、昨年度から、行政、私ども柏崎市が作る文書は、すべて元号と西暦
の併記をさせていただくようにいたしました。もちろん、皆さん行政に関わる方が多いかも
しれませんけれども、行政の中では元号が基本でございます。が、私自身は、西暦の併記は
駄目なのかと総務省等に問い合わせても、駄目ではないということでした。また先般、警察
も運転免許証等は西暦と元号の併記にしたと思いますが、私はこちらのほうが便利だろう
ということで、西暦と元号の併記にさせていただきました。
私は、基本的にはこういう考え方でございます。これをあえて無理やりなぞらえるならば、
元号は原発、西暦は再生可能エネルギー、というふうに、私は大きく解釈しているわけでご
ざいます。当面の間、どちらを確固にするかは分かりませんけれども、両方、やはり必要な
のではないかと。割合はどちらなのかと。今日はたまたまホテルの部屋に入ってきた新聞は
読売新聞でしたけれども、読売新聞は元号が先なのかなと思いましたら、皆さん、読売新聞
の一番上をご覧ください。西暦が先です。2019 年で、括弧書きで令和元と書いてあります。
読売新聞もそうなのかというふうに思ったところでございます。

エネルギー基地としての柏崎
柏崎市は、今、人口 8 万 3,000 人です。2005 年に、いわゆる平成の大合併をしたときに
は 9 万 7,000 人ございました。それから、今、1 万 4,000 人減っています。つまり、割り算
をしますと、1 年間に 1,000 人ずつ人口が減っております。その柏崎市は、明治の時代には
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石油が出ましたので、日本石油、今、JXTG ホールディングス株式会社になっておりますけ
れども、日本石油発祥の地でございます。日本石油は柏崎から始まりました。本社も柏崎に
ございました。その後、明治から大正を経て昭和になったわけですけれども、昭和 44 年、
1969 年に柏崎市議会が原子力発電所の誘致をいたしました。それから、令和元年、2019 年、
ちょうど今年が 50 年目でございます。本当にアバウトな話で恐縮ですけれども、100 年前
は石油でまちづくりの基と成し、50 年前からは原発で、柏崎は基を成してきたというふう
にお考えいただきたいと思います。
そして令和元年、2019 年、原子力発電所の誘致決議から 50 年ということで、先ほど申し
上げましたように、3 年前に市長にならせていただいたわけですけれども、私の考えは、当
面の間は原子力発電所は限定的ながら必要だろうと。しかし、ずっと 7 つ全部、動かす時代
ではない。ですから、東京電力にも、今ある７つの原子力発電所全部を動かすということは
認めないということは何度も申し上げておりますし、また、数日中に、小早川社長にお目に
かかるときにも、その点は確認をさせていただくつもりでございます。つまり、徐々にでは
ありますけれども、確実に原発を減らしていくということを、今、東京電力にも国にも求め
ているというところでございます。そして、柏崎市は、昨年の 3 月に柏崎市地域エネルギー
ビジョンというものをつくりました。今ほど申し上げましたように、限定的な原発の利用と
同時に、洋上風力、太陽光、そしてまた、蓄電池、水素化ということも含めた、再生可能エ
ネルギーを柏崎の産業にしていくということで、それをまとめた地域エネルギービジョン
というものをつくったところでございます。

国策と立地自治体との関係
今ほど申し上げましたように、1997 年に、1 号機から 7 号機まで、全号機 821 万キロワ
ットという原子力発電所ができました。これは世界最大の出力でございます。最大の集中立
地と言ってもいいだろうというふうに思っております。その後、1999 年、2 年後ですけれ
ども、プルサーマル計画というものが 20 世紀末に出てまいりまして、基本的には、柏崎市
は事前了解をいたしました。私はそのときに市議会議員をさせていただいておりました。28
歳のときから 42 歳まで、14 年間、議員をさせていただきました。そのときのことでありま
す。私は、基本的にプルサーマルも推進という立場ではなくて、原発と同様に、容認という
立場で、私は、大変、口はばったいですけれども、議会の先頭に立たしていただいたと思っ
ています。もちろん、反対派の方々からは厳しいお叱りをいただいたところでございます。
2001 年にお隣の刈羽村で、柏崎は刈羽村と原子力発電所を共有しているわけですけれど
も、プルサーマルに関係する住民投票が行われました。反対が 1,925、賛成が 1,533 という
ことで、反対票は投票総数の 53 パーセントでございました。それから 1 年後、2002 年、
東京電力が 8 月 29 日に、私は覚えておりますけれど、データ改ざんを発表し、新潟県、柏
崎市、それから刈羽村が事前了解していたものを取り消したということになって、柏崎刈羽
原子力発電所におけるプルサーマル計画は終止符が打たれたという形になったわけです。
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平成・令和の原発政策／自治体選挙
平成 12 年、2000 年から刈羽村の村長、品田宏夫さんは変わりません。今、5 回目の当選
を重ねていらっしゃいます。その後、中越地震が起こって、中越地震の直後に泉田さんが知
事に当選されました。その 11 月に会田さんが柏崎市長に当選されました。私は落選しまし
た。このときの平成 16 年、2004 年の選挙は、いわゆる三つどもえの選挙でございました。
現職保守系の西川さん、議会から出た保守系の私、そして、革新という言葉も、この頃あま
り使わなくなったかもしれませんけれど、いわゆる革新系の会田さんということで、保守が
私と西川さんに２つに分かれて、会田さんが当選されたというふうに報道をされておると
ころでございます。その実態は分かりません。しかし、私自身も、おまえが出たから西川さ
んが負けたんだというふうに言われますし、私から見れば、西川さんが出たから私が負けた
んだと言いたいところですけれども、それは両方のこともありまして、会田さんが当選され
ました。
そして、平成 19 年、2007 年に中越沖地震がありました。翌年、本当に柏崎、新潟県の選
挙というのは地震のごとに選挙があるという形でございます。翌年の選挙、私が今度はまた
もう１回出ました。今度は会田さんと私との一騎打ちでございました。票差は 1,000 票でご
ざいました。残念ながら私は負けたということで、その後、東日本大震災が起こりました。
東日本大震災が起こったのが 3 月 11 日、原発の事故は 3 月 12 日でございます。私はその
20 日後、3 月 31 日に、私が持っていた政治団体をすべて解散し、政治活動から身を引くと
いうことを宣言し、私ながらの責任を取るという形で政治活動から身を引きました。すべて
の政治団体を解散し、政治活動から身を引きました。翌年、泉田さんが県知事として 3 選、
柏崎市長は会田さんが 3 選という形でございます。平成 28 年、2016 年に米山知事が知事
に当選されました。私も当選をさせていただきました。その後、昨年、花角知事が当選され
ました。

国の検証と新潟県：3 つの検証
さて、国の政策であるところのエネルギー政策、その代表的なところである原子力政策に
関して福島の事故があったわけですけれども、国、行政府としては、ご覧いただいているよ
うに、原発事故の検証に関しましては、約 1 年間で 13 回、1,479 時間のヒアリングを含め
た調査・検証を行っております。それから、国会の事故調は、約 8 カ月、19 回、900 時間
のヒアリングを含めた検証を行っております。
新潟県の 3 つの検証委員会、ここに本日の報告者の田中三彦さんも入っていらっしゃる
のですけれども、技術委員会のほうに入っていらっしゃるのですかね。私は、一言で申し上
げて、なぜ、この国の検証を比較対象に出させていただくかというと、私は 3 つの委員会を
検証してもらいたいと。もう 1 回、在り方を検証してもらいたいと申し上げているわけで
す。要は、米山知事から花角知事に変わられて、3 つの検証に 3 年か 4 年かかると。3 つの
検証に 3 年から 4 年かかって、その後、再稼働議論を始めましょうとおっしゃっています。
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それはそれで分かります。ただ、私は、なぜ 3 年 4 年かかるのですかというふうな問いか
けに関して、知事、また県のほうからは返事はございません。
これが、国会のように、国のように、頻度を重ねて、そして検証が進められるならば私は
分かります。しかし、例えば健康と生活に関係する検証委員会、平成 29 年度から始まりま
したけれども、この部分はおおむね 1 年間に 2 回か 3 回しか行われておりません。健康に
関する分科会は、今までで 5 回です。生活に関係する分科会は 6 回です。同じように、避難
に関係する検証委員会も 1 年間に 2 回か 3 回です。平成 29 年度、平成 30 年、平成 31 年、
この 3 カ年で、全部で 6 回しか行われておりません。私は、いたずらにスピードを上げて
くれと申し上げているわけではありません。しかし、合理的に検証を進めていただきたいと
いうふうに申し上げています。その対照として、国はこれだけ短い間に密度、濃く検証をや
っていただいたじゃないかと。
おまけに、この 3 つの検証委員会に関しては基本的に、書いてあるように、福島第 1 原
発事故、および、その影響と課題に関する 3 つの検証なのです。ところが、現在、避難に関
する検証委員会は、6 号機、7 号機、つまり、柏崎刈羽原子力発電所の 6 号機、7 号機の避
難経路とか避難の在り方に関することまで検証が始まっています。これは相矛盾している
じゃないかということなのです。福島事故の原発、およびというふうに書いてあるわけです。
もちろん、関係するといえば関係するわけですけれども、私が申し上げたいのは、本当にこ
の 3 つの検証委員会は何のために設置されているものなのか。なぜ 3 年も 4 年もかかるの
かということに対する、私の理解が悪いのかもしれませんけれども、明確なものがないとい
うところが、私にとっては大きな課題かなと思っているわけでございます。
そして、検証の総括委員会というのが行われることになっているわけですけれど、これは
まだ 1 回しか行われておりません。知事はこの頃、3 つの検証委員会はお尻を切らないとい
う言い方をされております。しかし、知事が議論にお尻は切らないとおっしゃっているにも
かかわらず、総括委員会の委員長である池内先生は、知事の次の選挙の前に総括を出すとお
っしゃっているわけです。この辺も少し、どういうことなのかなと思っておるところでござ
います。

動かすために止める、止めるために動かす
動かすために止める、止めるために動かす。何を言っているんだということだろうと思い
ます。国の第 5 次エネルギー基本計画は、昨年策定されました。再生可能エネルギーが、主
力電源化を目指し 22 パーセントから 24 パーセント、原発は重要なベースロード電源で 20
パーセントから 22 パーセント。これは、まさしく霞が関が作った数字であり、文書です。
主力電源化というのとベースロード電源というのは一体どっちが大事なのか。その違いが 2
パーセントでしかないわけです。主力電源化が 22 から 24 で、ベースロード電源は 20 から
22 と。この 2 パーセントの違いをやっている部分が、やはり国の官僚が作られた所なんだ
ろうなというふうに、私は見ております。
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国の方向性はこのようなことです。柏崎市の民意はということですけれども、先ほど申し
上げましたように、柏崎市は、50 年前から原発推進、原発反対という、際立った方々がお
られます。しかし、もちろん、8 万、9 万の市民の方々が際立って原発推進だとか、際立っ
て原発反対というわけではありません。際立っている方々は、それぞれの領域、つまり原発
反対派の方々も全体で 2 割から 2 割ちょっとの方。原発推進の方々が、つまり、7 つ全部再
稼働という方々も、2 割から 2 割 5 分の方々。真ん中の方々がいらっしゃると私は思ってい
ます。
大変、口はばったいのですけれども、限定的な再稼働、徐々に確実に減らしていくと。再
生可能エネルギーを産業化していくと。そういうふうに申し上げて私は立候補して、そして
当選をさせていただきました。私は、検証が終わってからどうこうというふうに申し上げて
いるわけではありません。立候補の前から、そして立候補の公約にも、限定的な再稼働を掲
げ、そして再生可能エネルギーの産業化を掲げ、立候補させていただき、反対派の方々との
選挙戦に勝ったというところでございます。
事実、私が当選させていただいたときには、新聞各紙、テレビも、条件付き再稼働容認派
当選と、どこの新聞、テレビもそういうふうになっております。つまり、よくこの頃、最近
になって、柏崎市長は不遜だとかおごり高ぶっているという、確かに個人的にはそういう人
間なのですけれども、原発に関しては、私は正直に自分の考え方を申し上げて、皆さんの民
意を問うてきたというふうに考えております。もちろん、これは 3 年前のことであるかも
しれません。

むすびに代えて
最後になります。日本の良いところであり、悪いところなのかもしれませんけれども、漸
進主義、徐々に進むというところは、私は良いところであるのではないかなと思っています。
そして、冒頭申し上げましたように、元号も日本の文化、伝統として大切なものとして考え、
しかし、一方では世界の流れにも沿っていくという、西暦も使うという部分は大切なんじゃ
ないかなというふうに思っています。何度も申し上げるように、私は原子力発電所を未来永
劫このままずっと柏崎刈羽に、たとえで申し上げるならば、7 つ全部、今までどおりに動か
したいとは思っておりません。認めるつもりは、私はございません。しかし、同時に、限定
的ながら、当面の間、安全を確保しながら、安心を確保しながら原発を動かさざるを得ない
のではないか。それは、福島の復興のために、補償のためにも、21 兆 5,000 億円というお
金を稼ぐためにも、それは必要なのではないのかなという立場でございます。
以上でございます。後で皆さま方からのいろいろなご指導賜りたいと思います。ありがと
うございました。
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＜司会者・会場の質問に答えて＞
＊核燃料廃棄物の問題
原子力政策については、私のような地方自治体の長も、そして国としても考えていかなけ
ればいけない。進めるにしても、いわゆる核燃料廃棄物の問題、核燃料そして核燃料廃棄物
の問題というのは、非常に大事な問題だろうと思います。要は、核燃料サイクルの問題です。
この点は、東京電力にも国にもはっきりと申し上げています。
柏崎刈羽原子力発電所内のサイト内の使用済み核燃料は、いわゆるプール、湿式貯蔵で大
体 5 年程度は水の中に入れて冷やさなければいけない。1 号機から 7 号機まで決められて
いる量の、既に 81 パーセントは埋まっています。ちなみに、今回、再稼働が求められてい
る 6 号機のプールは 93 パーセント埋まっています。7 号機のプールは 97 パーセント埋ま
っています。そうすると、6 号機 7 号機がたとえ再稼働したとしても、1 クール 2 クールで、
もう、6 号機 7 号機のプールには貯蔵できなくなります。そうすると、サイト内の他の号機
のプールに移すしかないわけです。
そして、核燃料サイクルは、ご承知のように、基本的には六ヶ所村で再処理をするという
ことになっています。再処理をするという前提、つまり青森県を最終処分場にはしないで再
処理をする。青森県もそれを認めている。一時貯蔵にしても、むつ市で一時貯蔵を認めると
いう前提があるわけですけれども、それもなかなかメドは立っていないところです。再稼働
されたとしても、核燃料サイクルのメドがつかない限りは、すぐにまた止めざるを得ない、
止まらざるを得ないというところがあります。
実際に、6 号機 7 号機の使用済み核燃料プールの中には、1 号機で作られた使用済み核燃
料が移ってきて入っています。一番古いものは、1 号機で 30 年前に使われた使用済み核燃
料がまだ入ったままになっています。
私は、こういった部分に関して、今、東京電力に対して使用済み核燃料税を、議員のとき
に提案させていただいて作らせていただいたのですけれども、経年累進課税化させると。つ
まり、1 年たったものも 2 年たったものも 30 年たったものも同じ税率というのは不合理だ
と。30 年たったものに関してはそれなりのペナルティを課さしてもらうということで、今、
経年累進課税化を求めています。もちろん税収も欲しいわけですけれども、搬出を求めてい
るということです。
いずれにせよ、原発問題、エネルギー問題を考えていくためには、よく反対派の方からい
われている、トイレなきマンション論争というのは、これは私も認めざるを得ませんし、こ
こに対するアプローチなくして原子力政策は語れない、エネルギー政策は進められないと
いうふうな強い問題意識を持って、東電にも国にも申し上げているところです。
ここは、ぜひ皆さんとも共通の認識を持たせていただければありがたいと思います。

106

＊刈羽村との定期的協議等
結論を申し上げれば、定期的な協議はしておりません。というのは、品田宏夫・刈羽村長
さんも市議会議員のご出身です。今から 29 年前になりますけれども、私は柏崎の市議会議
員に、品田村長さんはその当時の刈羽村議会に初めて当選され、同期です。年は村長さんの
ほうが 4 つほど上ですけれども。ですので、年に何回もお目にかかっています。ただ、村長
さんの立場は、直接お聞きいただければいいと思いますけれども、基本的には、プルサーマ
ルから何から、とにかく原子力発電所は問題ないというお立場です。すべて大丈夫というお
立場です。私は、先ほど申し上げたように一部、変更したものですから、村長さんからは、
「おい、どうしたんだ」と思われているかもしれません。
経済のことに関して申し上げるならば、柏崎刈羽原子力発電所は、今、7 つ全部止まって
います。ただ、止まっていても、安全対策工事を含めて 1 日 6,000 人の方々がサイト内で働
いていらっしゃいます。この 6,000 人という数字は、7 つ全部動いていたとき、そして定期
点検のときよりも多い数字です。つまり、原子力発電所が動いて、もう 30 年ですけれども、
働いていらっしゃる方が一番マックスです。現在、止まっていても約 6,000 人の方が働いて
いらっしゃいます。ですから、原発が止まっているから柏崎の経済が疲弊しているというの
は、数字の上では、はっきり言って現れていません。ただ、もちろん東京電力は今こういう
状況ですので、税収は落ちています。が、原発が止まっていることによる柏崎市、刈羽村へ
の経済的な影響というのはありません。
ただ、いつも申し上げているように、これは、経済の領域ではマインドという言葉が出て
きますけれども、動くか動かないか分からない、どうなるか分からないということが、そし
て、どうなるか分からないという状態があと 3 年も 4 年も続くのだと、その先がまだ分か
らないということが、いわゆる、一般的にいう不透明感が、経済用語で言うところの、柏崎
の経済界の方々を含めて、マインドという部分では非常に大きい影響があります。
動いていなくても固定資産税は入ってきます。もちろん、固定資産税は、ご承知のように
7 つ全部できたときから見れば減価償却がかなり進んでいます。20 年ほど前に 7 つできた
わけですけれども、その当時の固定資産税等の税額は申し上げるわけにはいかないわけで
すけれども、いわゆる原発財源といったものは、柏崎市の場合は約 150 億円ございました。
現在は、固定資産税、国からの交付金を含めた約 75 億です。どれくらいの財政規模なんだ
といえば、柏崎の財政規模は、当初予算で言えば、一般会計は 476 億円、500 億円弱のとこ
ろです。
同じ県内の他市、例えば三条市、新発田市等と比べると、新発田市は柏崎市よりも人口が
1 万人多いですけれども、一般会計の規模は柏崎市よりも小さいです。三条市も柏崎市より
人口が 1 万人以上多いですけれども、柏崎市と同じぐらいの財政規模です。ということを
考えれば、その違いは、75 億円という原発関係の財源が柏崎市にはあるか、もしくはそれ
がないかというところで、原発関係の交付金を含めた財源というのは、今、申し上げたとこ
ろです。

107

＊再生可能エネルギーへの取り組み
ご承知のように、東京電力自身も千葉の銚子沖に洋上風力を、取りあえず 67 万キロワッ
ト、将来的には 200 万から 300 万キロワット級、つまり、原発 3 基分の容量で洋上風力を
考えています。柏崎市は、冬、雪と風が強いですので、洋上風力を考えておりますし、太陽
光も、新潟県が行っているメガソーラーの部分も雪国ではありますけれども、一定程度、利
益を生み出すような水準でメガソーラーが機能しておりますので、柏崎市地域エネルギー
ビジョンの中では、洋上風力を中心に、風力、太陽光の活用を掲げています。
なおかつ、先般、南相馬変電所の大容量蓄電池システムを視察させていただきましたけれ
ども、当市には東芝のリチウムイオン電池の工場がございますので、それを使って、洋上風
力、太陽光も含めて、再生可能エネルギーは安定しない、不安定だというところがやっぱり
マイナスだと思いますので、それを蓄電池という形で安定化させて、そして東京電力が持っ
ている 821 万キロワットに対応する送電線が関東方面に 2 つ伸びておりますので、それを
活用する。今、発送電が分離になりましたけれども、その送電線は、やはり資産だろうと思
うのです。別に原発の電気でなくても送れるわけですから、私どもとすれば、柏崎市だけで
はなくて県内他市で行われている洋上風力、太陽光も含めて柏崎に集めて、そして蓄電池で
安定化させて、そして送電網に乗せるということを地域エネルギービジョンの中で、今、組
み立てようとしているところでございます。
そして、地域エネルギー会社を立ち上げるべく、現在やっておりますが、来年度から具体
的なステップを踏ませていただけると思っています。
＊柏崎原発 6、7 号機の再稼働
まだ結論を出しておりませんけれども、私は、再稼働の価値があるというふうに申し上げ
て、ずっときました。
6、7 号機が動いたとしても、先ほど申し上げましたように、全部、今、動かなかったと
しても、経済的な部分はそう、あまり変わらないだろうと思っております。先ほど申し上げ
ましたように、マインドは変わりますけれども、経済的な指標として数字が上がるというこ
とにはつながらないだろうというふうに思っています。

＊原発と事故
この点は、よく私が批判を受けるところです。滋賀県の前の知事、嘉田さんからも、市長
はそんな責任を負えるのかと。いざというとき、事故が起こったときに責任を負えるのかと。
申し上げるならば、私は、責任を負うことはできないと思うのです。私は原子力政策という
のは基本的に国の政策だろうと思いますので、当事者は東京電力ですが、今回の福島の事故
に関してみればそうなっていますけれども、同等に国にも責任があるというふうに思って
います。
ただ、現実問題として、この 21 兆 5,000 億円、今の段階でかかるといわれている、福島
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の復興ですとか、今ご指摘いただいた復興費用、それから補償費用等、廃炉費用も含めると
21 兆 5,000 億円をどうやって捻出するかということになる。基本的には 21 兆 5,000 億円
のうちの約 16 兆円を東京電力が自分たちでまかないなさいと言われているわけですよね、
国会から。残り 5 兆円ぐらいは国民の皆さんが電気料の値上げで、今、対応しようとしてい
るわけです。私は、前から申し上げているように、21 兆 5,000 億円、全部、国民が電気料
金の値上げ、もしくは税金の値上げで対応するんだということであるならば、原子力発電所
の再稼働は認めませんし、求めるものではありません。けれども、今、現実に、21 兆 5,000
億円のうちの 16 兆円を東京電力がまかなえということになれば、今の段階で東京電力がそ
の 16 兆をまかなえ得るお金を、利益を生み出し得るのは、今のところは原子力発電所がや
はり一番だろうということを考えるならば、私は、6 号機 7 号機の再稼働の価値があるとい
うふうに思っているわけです。安全の部分に関しては、私は、原子力規制委員会のジャッジ
を基本的には認めるというふうに思っているわけです。
先ほど田中さんからありました、規制委員会に対するダブルチェックみたいな部分もあ
ろうかと思いますけれど、私は、名は体を表すと。もちろん、今、原子力規制委員会は完璧
なものだと思っていませんけれども、前身の原子力安全・保安院は原子力の名はついていま
したが、原子力専門の機関ではございませんでした。ガスとか石炭も含めての機関でした。
そういった意味で、安全・保安院から、今回は規制委員会になったわけです。国家行政組織
法の 8 条委員会でずっときたわけですけれど、ようやく 3 条委員会になったわけです。
そういった意味で、私は規制委員会の、もちろん、まだ完璧なものではないかもしれませ
んけれども、再稼働等に関するジャッジ、先ほどの話で言えば、安全を確保するものではな
いんだと、適合性審査なんだという田中さんのご指摘はごもっともだろうと思いますけれ
ども、私はその適合性審査に関しては規制委員会のジャッジを信じる。そしてそれに基づい
て、私は、6 号機 7 号機の再稼働は、福島の復興のためにも価値があるというふうに申し上
げているところでございます。

＊原発廃炉と跡地、地元の活動と報道
私は廃炉に関しては廃炉計画を求めているということでありまして、原発跡地がさら地
になるかどうかに関しましては、私にはイメージがわかないところでございます。もちろん、
廃炉ということになるならば、福島第 1 はイレギュラーな形になりましたけれども、福島
第 2 も含めてレギュラーな形での廃炉には、最低 20 年はかかるというふうに言われていま
す。
避難訓練に関しましては、なかなか東京のほうに報道されないということですけれども、
1 年ほど前になりますけれど、1 月下旬に行った、冬、夜間、雪が降った所での避難経路の
確認に関しては、全国的にテレビ 2 局に放映していただきました。それから、毎日新聞も含
めて、全国紙にもいくつか報道されました。ただ、先ほどお話があったように、なかなか原
発立地点の今、起こっていること、原発立地点の住民の方々がどういうふうに思っていらっ
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しゃるか、考えていらっしゃるかということが、電気を使っていただいている方の所に届か
ないというもどかしさは感じているところであります。
正確なことを申し上げますけれども、柏崎刈羽原子力発電所の 1 号機に関しましては、
東北電力も一部、その権利は持っていますので、私ども柏崎市で使っている電力は、実は東
北電力が流しています。柏崎市にある原子力発電所は東京電力です。しかし、柏崎刈羽原子
力発電所の 1 号機に関しましては、その半分の権利は東北電力がシェアをしているという
ことでございます。
いずれにせよ、私自身の力のなさもありますけれども、原発立地点のもどかしさみたいな
ものを、もう少し全国の方々、また電力を使っている方々に発信をしていかなければいけな
いというふうに考えているところでございます。
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【共通論題Ⅱ 原発政策と自治体】

事故時避難計画に象徴される自治体と国との乖離
新潟県技術委員会委員 元国会事故調委員 田中 三彦

新潟県の「三つの検証委員会」

柏崎刈羽原発再稼働問題に関しては、国としてのアプローチと、地元県としてのアプロー
チ、市町村ではなくて県としてのアプローチがあるということです。この二つが、ダブルチ
ェック構造になっていると非常にいいと思いますが、ダブルチェックではなく背を向けて
いる。そこのところに非常に問題があるということを、きょう中心的にお話したいと思って
います。
繰り返せば、自治体としての新潟県のアプローチと、国（原子力規制委員会、ならびに政
府）としてのアプローチがあるわけです。ただし、規制委員会と政府は一体ではありません。
後述するように、それぞれ異なった役割と権限をもっています。一方、私が 2013 年から関
わっている新潟県のほうは、福島原発事故の「事故原因の検証」――これについては先ほど
ちょっと桜井市長から疑問がいくつかあったので、それについては後ほどディスカッショ
ンのところでお話することになると思いますが――を行うことが柏崎刈羽原発の再稼働の
大前提である、というのが泉田・米山・花角の 3 代にわたる知事さんの共通したお考えで、
泉田知事時代、2013 年度の秋からそれをやってきています。
福島原発事故の原因の調査、検証については、すでに政府事故調、国会事故調、それに東
電自身がしていますが、時間的な制約もあって十分には行われていないなど、その中身には
いろいろ問題があります。そういうことから、新潟県が独自に事故原因を検証し、福島事故
から学ぶべき問題を整理し、柏崎刈羽原発の安全性に反映しようということだと思います。
さらに、泉田氏の後を継いだ米山氏は、原発が事故を起こしたとき「生活と健康」はどうな
るか、「避難」はどうなるのか、それらを検証する二つの委員会を新たに立ち上げました。
その結果、現在は全体として「三つの検証」が同時進行していますが、詳しくはあとで説明
します。
一方、国は「新規制基準」への「適合性審査」というのを行います。一般の人たちが、そ
して時にはマスコミも間違えてしまうようですが、原子力規制委員会がやっているのは「再
稼働の安全審査」ではありません。やっているのは、あくまで福島の事故後につくられた新
規制基準に対する適合性審査です。「原子力規制委員会が柏崎刈羽原発の再稼働を承認！」
などということはありません。それをするのは政府、具体的には、内閣官房または首相です。
たとえば、首相が、
「世界一の基準に照らして安全性が確認されたので、柏崎刈羽原発の再
稼働を要請する」などと表明すると、それを受けて、立地自治体の新潟県知事、柏崎市長、
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刈羽村長が合意すれば、柏崎刈羽原発 6、7 号機が再稼働されることになります。
なお、
「自治体の合意」は、原子力事業所との安全協定には書いてあっても、法的拘束力
はありません。しかし、だからといって、たとえば東電が自治体の合意を得ずに柏崎刈羽原
発を再稼働させたら、今の時代、大変なことになると思います。
新潟県には「新潟県原子力発電所の安全管理に係る技術委員会」（以下「新潟県技術委員
会」または単に「技術委員会」）というものがあります。設立は 2003 年。東電による「ひび
割れ隠し」とか「トラブル隠し」というのが 2002 年に発覚し、危ないことをするじゃない
かということで、2003 年 2 月にこの技術委員会がつくられました。この委員会の目的は県
への助言と指導です。
先にお話した福島原発事故の原因の検証ですが、具体的には技術委員会のもとに設置さ
れた「課題別ディスカッション」で行われています。課題別ディスカッションとは、テーマ
別に六つのグループに分かれて東電と議論するもので、簡単に言えば、六つの分科会に分か
れて事故原因の検証をしている、ということです。すでに六つのうち五つは東電との議論が
コ

ア

終わり、私が責任委員のひとりとして係わっている「地震動による重要機器の影響」という
課題別ディスカッションだけが、いまも継続中です。この場で話してよいかどうか分かりま
せんが、少し触れておけば、この「地震動による重要機器の影響」だけは公開で議論されて
きましたが、必要に応じて東電の内部資料を参照しながら専門的な議論を行うために、今年
度（2019 年度）から東電と毎月 1 回のペースで非公開の議論を行っています。近いうちに
公開の場で議論されると思いますが、これまであまり議論されなかった重要な問題がいく
つかクローズアップされると思います。
「三つの検証体制」ですが、まず先にお話した「課題別ディスカッション」で事故原因の
検証をしています。それから、
「健康と生活への影響」と「安全な避難方法」に関する委員
会が 2 年前に設置されました。さらに、この三つの委員会の上に、池内了氏（総合研究大学院
大学名誉教授）が委員長を務める「検証総括委員会」があって、この検証総括委員会が三つの

委員会の検証結果を総括して県へ報告することになっています。
ロードマップを見ると、すでに少し予定から遅れていますが、2020 年度内には総括委員
会の報告が出るのではないかと思います。

原子力規制委員会の適合性審査とは
それで、つぎはもう一方の国のほうです。原子力規制委員会による適合性審査にはいくつ
か手順があります。
「柏崎刈羽原発 6、7 号機、適合性審査に合格、再稼働へ」といった新聞
やテレビ報道がなされたのが一昨年（平成 29 年）の 12 月 27 日でした。しかし、前にも少
し述べましたが、そう簡単に再稼働とはいかないのです。
この日、原子力規制委員会の適合性審査を通ったのは、三つある適合性審査のうちの最初
のもの「原子炉設置変更許可申請」です。かつて設計に携わっていた者として私は「工事計
画認可」に一番関心がありますが、この審査も非常に手間がかかり、いまだ終了していませ
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ん。審査の真っ最中です。それから、「保安規定」といって、東電の内規、安全運転のため
の内規みたいなものがあって、その運用基準も審査対象になっていますが、これも終わって
いません。
この三つの適合性が規制委員会によって承認されると、政府が再稼働の判断をすること
になるわけです。

東電には「運転を的確に遂行するに足りる技術的能力がないとする理由はない」という
原子力規制委員会の結論は正しいか
規制委員会が特別に行ったことがあります。それは「東電の適格性審査」です｡柏崎刈羽
原発 6、7 号機の適合性審査を申請している東電は福島原発事故を起こした当事者というこ
とで、東電は本当に原発を運転する資格をもつ企業体かということを原子力規制委員会は
問題にしました。その結果が、
「その運転を的確に遂行するに足りる技術的能力がないとす
る理由はない」
。こんな苦しい二重否定文で東電を救済するのではなく、技術力がないとは
っきり言えばよいと思いますが、技術力はともかく、規制委員会がなぜ「資質」を問題にし
なかったか、理解出来ません。
新潟県技術委員会は、この“資格”に関わるような問題を二つ、議論しています。一つは、
もう議論は終わりましたが、東電は、地域住民の安全な避難と密接に関係する、福島第一原
発 1～3 号機の「メルトダウン（炉心溶融）通報」が、なんと 3 カ月も遅れてなされたこと
が、事故から 5 年後、新潟県技術委員会の課題別ディスカッションを通して明らかになり
ました。福島原発事故が起こる前年に、かくかくしかじかの状況になったら炉心溶融（メル
トダウン）が起きたと判断できる、という判断基準を社内マニュアルに記載していながら、
そのことをほとんどの東電社員がすっかり忘れていた、それでメルトダウン通報が遅れた、
という呆れた事件です。
もう一つは、事故がおきたとき、どのように運転するかを記した運転マニュアル（正しく
は、運転操作手順書）というのがあるのですが、せっかくそれを整備しておきながら、事故
進展中にいわば“アドリブ運転”をやった疑いがある。というのは、福島第一原発の吉田所長
（当時）が政府事故調の役人の質問に答えて話したいわゆる「吉田調書」の中に、いちいち
手順書を確かめながら事故対応している時間はなかった、という主旨の吉田発言がある。原
発の運転に精通している専門家の中には、きちんと手順書にしたがって事故対応していた
ら、2 号機と 3 号機は救えた可能性があると指摘する人もいます。
第５層がない日本の新規制基準、国は住民避難の責任を取らない？
原子力規制委員会の初代委員長の田中俊一氏は、ことあるごとに、
「（原発は）安全だって
いうことは、私は申し上げません」と話していました。
「いつも国会でも何でも、何回も答
えてきた」とも。規制委員会の最高責任者がそう言うのは驚きですが、まさにそのとおりで
す。新規制基準を満たしているから、適合性審査を通ったからといって、その原発が事故を
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起こさないというものではないからです。もともと新規制基準は、福島原発事故のようなシ
ビアアクシデントが起きないようにするにはどうすべきか、だけでなく、起きてしまったら
どうするか、を前提にしてつくられています。
一方、安倍首相は何て言っているか。たとえば、九州電力の川内原発の再稼働に関して、
「いかなる事情よりも安全性を最優先させ世界で最も厳しいレベルの規制基準に適合」し
ているから再稼働していいんだと、国会で答弁しています。これは大間違いです。日本の新
規制基準が世界で最も厳しいレベルの規制基準だなんてことは全然ありません。“周回遅れ”
という言葉があります。長距離走でグラウンドを何周も回っていると、誰が先頭で誰が一番
尻か分からなくなるというのはよくありますが、それと同じで、じつは周回遅れなのに首位
と勘違いして「日本の新規制基準は世界最高レベル」と思ったかもしれませんけれど、最高
レベルのわけがありません。2016 年に、私は、実際に原発の設計や検査や製造に係わった
仲間たち数人と、月刊誌『科学』
（岩波書店）6 月号の特集で、日本の新規制基準がけっし
て世界最高レベルのものでないことを具体的に示しました。ご関心のある方はぜひ読んで
ください。嘘も 100 回聞かされると本当のように思えてくる、というわけで、日本の新規
制基準は世界最高レベルと思っている人もいるかもしれませんが、全然そんなことはあり
ません。
「多重防護」という言葉と「深層防護」という言葉があります。どちらも同じ意味です。
私が原発の設計に係わっていた頃はもっぱら「多重防護」が使われていましたが、3.11 以
後、
「深層防護」という言葉が頻繁に使われるようになりました。英語表現はどちらも同じ
で、Defense in Depth です。一昔前まで、原発は非常にベーシックな事故を「3 種類」想定
してつくられていました。3 種類の事故が想定されているという意味で、それを「3 層の多
重防護」と言います。それは、福島原発事故のような「炉心損傷（シビアアクシデント）は
起きない」ことを前提にしていました。起きるかもしれないがそれは自主的に対応せよ、と
いうのが、1990 年代はじめに日本の原子力安全委員会が示した考え方でした。要するに、
法的には 3 層でよい、第 4 層以上の防護は必要ないということです。これが、よく言われ
ている日本独自の「原発安全神話」です。
西ヨーロッパや IAEA が言うところの「5 層の深層防護」というのがあります。IAEA は
4 層をさらに 4A、4B と二つに分けています。そして最後に第 5 層。ここで注意すべきは、
この深層防護の考え方は確率的防護ではないということです。つまり、第 1 層で異常や故
障の発生が起きないようにしても、What if、つまり、もしそれが起きてしまったらどうす
るか、と考えて設けているのが防護第 2 層の「事故への拡大防止」
。同様に、それにもかか
わらず、もし事故へ拡大してしまったらどうするか、と考えて設けているのが防護第 3 層
の「炉心損傷事故の防止」であるということです。福島原発事故が起きるまで、日本はその
先の「もし」
（What if）がなかったということ、つまり、もし炉心損傷事故（シビアアクシ
デント）の防止に失敗したらどうするかという防護第 4 層（シビアアクシデントの影響緩
和）も、もし影響緩和に失敗したらどうするかの防護第 5 層「住民避難」もなかったという
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ことです。
この全部で 5 層の深層防護のコンセプトは、あくまで「5 層で一つのもの」であり、勝手
に分けてはいけません。福島事故が起きた直後、多くの専門家が、これからはヨーロッパ型
にしなければいけない、IAEA 型にしなければいけないと、盛んに「5 層」の深層防護（多
重防護）を論じていましたが、最終的に出来上がった「新規制基準」はそういうものではな
かったのです。実際、新規制基準をつくった原子力規制委員会（原子力規制庁）のホームペ
ージのどこを見ても、
「5 層の深層防護」という説明はありません。あるのは積み木のごと
き絵です。昔の積み木はこう、それが今度はこうなる、という積み木絵の話です。しかも、
この絵には肝心の「住民避難」がありません！ある意味ではもっとも重要な第 5 層が消え
たということです。たぶん、
「5 層の深層防護」を強調すると国が避難計画まで関わらなけ
ればいけないということになるからなのでしょう。要するに、既存の古い原発をパッチワー
ク的に補強して使うことを前提としてつくった基準であり、けっして世界最高の基準など
ではありません。

「新規制基準」は原発が重大事故を起こさないようにするためのものではない
重大事故が起きそうになったら、あるいは起きたらどうするかの基準である
新規制基準に関して最大、留意しておかなければならないことはどういうことかという
と、まず、新規制基準というのは、原発が重大事故を起こさないようにするためのものでは
ないということです。ここは本当にきちんと理解しておかないといけません。この基準に従
っていれば事故は起きないというものではない。だから、原子力規制委員会の初代委員長だ
った田中俊一氏が「原発は安全ではない」というのは正しいのです。事故を起こさないよう
にするためのものではなく、炉心損傷や溶融が起きそうになったらどうするか、起きてしま
ったらどうするか、どうすれば緩和できるかについての基準で、事故が起きるということを
前提にした基準であるということです。また、第 5 層のいわゆる住民避難計画には、政府も
原子力規制委員会も積極的に関与しないということです。
避難計画に関して、原子力規制庁は何て言っているかというと、
「避難計画は内閣府の原
子力防災が担当であるので、そちらで適切に対処が行われていると認識している」。これが
原子力規制庁の公式見解です。では、名指しされた内閣府は何と言っているか。
「現在の法
律では避難計画の策定は国の責務とされていない」
。原子力規制庁は内閣府だと言い、名指
しされた内閣府は、
「現在の法律では、避難計画の策定は国の責務とされていない」と言う。
助言はする、指導はする、勧告は行う、それだけです、とのこと。一方、田中委員長（当時）
は何て言ったか。
「第三者ではなく当事者が一生懸命、考えるのが一番、大事」
。要するに、
地方にお任せします、と。適合性審査みたいに審査して点数つける、そういう話ではない、
と。結局、政府も規制委員会も避難計画に関しては積極的に関わらない、だから責任も取ら
ないということになっているのです。
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＜司会者・会場の質問に答えて＞
国との乖離
国との乖離の話に関して付け加えさせてください。2018 年 5 月、柏崎刈羽原発 6、7 号
機の適合性審査の結果を報告、説明するために原子力規制庁のお役人さんが新潟県にやっ
てきました。新潟県技術委員会もその説明を受けました。技術的な質問もしましたが、根本
的なことも尋ねました。柏崎刈羽原発の安全性の議論を技術委員会でもやっているのに、規
制庁は 1 回も聞きに来ないのはなぜですかと尋ねました。人手が足らない、予算がない、だ
から来ないということでした。同じテーマでいろいろ議論している、福島原発事故を検証し
ている、それらが柏崎刈羽原発の再稼働問題にどういうふうに反映されるのかということ
に、普通だと関心を持つべきだと思うのですが、まったく関心をもっていないということで
す。一方的に適合性審査は合格という話をして、それで帰ってしまう。この状態こそ、中央
と地方との原発問題に関する根本的な、乖離だと思っています。
それからもう一つの乖離、それは、繰り返しなりますが、避難計画の問題です。新規制基
準の基本的なコンセプトは「5 層の深層防護」ですが、最後の 1 層は地方に預けました、国
としては指針を出すからいいのだ、ということです。
もう一つ。6 年前から私は長野県茅野市の標高 1,500 メートルの、楽しいですが非常に寒
い山の中に住んでいます。東京で暮らしていたとき感じていたのは、新潟県の柏崎刈羽原発
再稼働問題に東京都民は全く関心をもっていないということです。これは大きな矛盾です
よね。新潟県、あるいは柏崎市、あるいは刈羽村の地元の人たちが、再稼働の是非をめぐっ
ていろいろな問題を話しているのに、それにまったく関心を示さない。東電が新潟県でつく
った電気は東京や横浜に送るだけで、新潟県で消費されることはないのです。これは福島原
発についても同じでしたけれども。ところが、原発が事故を起こすと、作物が放射能で汚染
しているからといって福島産の野菜を買わないという、市民の不買運動が起きる。電気はも
らうが、事故の後のそういう問題については関心を示さない、あるいは、変なところで反対
運動が起きる。
こういう状況がどこから来ているかというと、やっぱり、根本的には電気エネルギーを大
電力会社に依存しているからだと思います。再生（可能）エネルギーを使うといったとき、
国の基本的なコンセプトは、いつも再生エネルギーと原発とをミックスしていくというこ
とになってしまう。しかし、そういう考え方よりも、もともと再生エネルギーというのは地
域主義的な電気の生産の在り方である、と考えることが非常に重要ではないかと思います。
たとえば、小さな水力発電、茅野にもいくつかありますが、太陽光、風力、地熱、バイオマ
スなど、そういうものをうまく使いながら地域主義的なエネルギーの生産と消費のあり方
（いわゆる、エネルギーの地産地消）を考えていくことが重要ではないかと思います。原発
政策と再生可能エネルギーはいわば思想的に大きな違いがあるんだということを、私は強
調したい。
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ダブルチェック体制
かつての原子力安全・保安院と原子力安全委員会の関係は、ダブルチェック体制というこ
とには全然なっていなかったですね。原子力安全・保安院が好きなように振る舞っていた、
だから福島原発事故が起きた、ということです。このことは国会事故調の報告書をお読みに
なっていただくとわかります。保安院が何をしたかという問題に関して、福島の原発の事故
はなぜ起きたかということに関して。
私はかつて原子炉圧力容器の設計をしていた関係で、国会事故調ではおもにハードウエ
アに係わる事故原因を調査しましたが、事故が起きた社会的背景として国会事故調が第一
に指摘しているのは「規制の虜」です。英語では Regulatory Capture といい、それの日本
語訳がこの「規制の虜」ということになります。訳語として適切かどうか、ちょっと疑問で
すが、それはともかく、この「規制の虜」が事故の背景的原因になっていると国会事故調は
断定しているわけです。意味はどういうことかというと、最近はやりの言葉を使えば、まさ
に「忖度」でしょうか。もう少し詳しく言えば、まず「規制する側」
、いまは原子力規制委
員会ですが、当時なら原子力安全委員会と原子力安全・保安院がこれに当たります。規制す
る側にはすべき仕事がいっぱいあった。何かこうしないと危ないという問題が出てくると、
規制側は関連する法律や法規を作ることができたわけですが、その規制する側が、「被規制
側である東電などの電気事業者に対していろいろ忖度した」ということです。こんなきまり
や法規や法律をつくると電力事業者は大変だろうなということで、それをすることをあえ
てやめる。つまり、規制する側が規制される側の虜になる、ということです。電力会社は、
たとえば古い原発の安全性の問題について、あれこれ法律をつくられると困ると考える。明
示的に言わなくても、規制する側はそれを察知し忖度し、緩める。こういうことが日常的に
行われていたことを、国会事故調は事例をいろいろ挙げています。
では、福島原発事故後のいまはどうなったかです。そういうことが起きてはいけないので、
原子力規制委員会ができた。原子力規制委員会は今度こそ市民のほうに顔を向けてやって
くださいよという期待がありました。しかし、どうも最近、背中を向けはじめているような
感じがしています。前の原子力安全・保安院と体質が似ている感じがしています。原子力規
制委員会を支える事務方の集まりである原子力規制庁は、実質的に原子力安全・保安院が看
板を変えただけで、人間はほとんどそのまま。だから、昔の体質に戻っていく可能性がある
ように私には見える。
そういうことが起きてはいけないということで、規制当局（規制委員会と規制庁）を常時
モニタリングする委員会のようなものを国会内につくっておかないといけないということ
が、国会事故調の報告書に「提言」として記されていますが、それは実現していません。
たとえば、さっき述べたように、5 層がない、住民避難問題は地方自治体に丸投げ、新潟
県で行われている福島事故の検証にはいっさい関心を示さない――こういうような問題が
いろいろ出てきますが、それらに関して独断的、独裁的に判断を下すシステムが出来上がり
つつある感じがして、大変危険だと僕は思います。だから、原発の安全性を高め、維持する
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には、規制当局の判断が正しいかどうかを常時モニタリングするダブルチェック構造が必
要だと思っています。国会事故調の提言は全部で七つあって、その七つは国会事故調の報告
書の冒頭に記されていますが、ほとんどどれも実現していません。これは多分、民主党政権
下で行われた国会事故調の報告書ということで、それで見ない議員が多いのだと思います。
大金をはたいて国会事故調を組織しながら、その報告書を国会がまともに見ないという、こ
れは非常にゆゆしき問題です。

発送電問題
発送電問題はすごく難しいと思うけれど、一つ、象徴的な事例を、私の知っている事例に
ついて話します。何度か言いましたように私は茅野市の山の中に住んでいますけれど、茅野
は観光名所ですよね、紅葉の時期など多くの観光客が来ます。その観光で潤っているからで
もあるでしょうけれども、太陽光パネルを設置することを嫌う住民も少なくないようです。
私が住んでいる山は主に夏の時期に大勢の人がやってくるいわゆる避暑地ですが、近くに
使われなくなった畑の跡地などがあって、そういった所に大量の太陽光パネルが設置され
るようになっています。個人のものもありますが、規模からみて多くは売電用のものと思い
ます。ただし、景観を壊すということで地元民から文句も出ているようです。
しかし、一方で、ではあなたたちは（われわれは）電気をどこからもらっているかという
問題があります。東京都民などは新潟や福島の原発群が生み出す電気を消費することに慣
れてしまい、大事故が起きるまで遠隔の地に蓄積される大量の核廃棄物や放射能による環
境汚染には注意を向けてこなかった。「景観を壊すから太陽光パネルを設置するな、だけど
電気は使う」はもう時代遅れの主張です。我が町や村の環境や景観にだけ注意を向けるのは、
明らかに矛盾している。問題は、本来は自然環境への負荷を小さくするための再生可能エネ
ルギーの活用が、発送電分離、あるいは電力自由化によって、あらぬ方向に、つまり金儲け
の方向に向かってしまっているのではないかと思います。
再生可能エネルギーの活用は、基本的には「エネルギーの地産地消」という概念と結びつ
きながら発展されるべきものだと思っています。

廃炉
廃炉の専門家ではないのですけれども、概念的にこれが廃炉である、といったものはない
と思います。原発の跡地が綺麗な公園になって、人が、子どもがそこで自由に遊べるという
ようなことは、これはもう実現不可能だと思いますね。だから、そういう幻想は抱かないほ
うがいい。
一つ、重要な話だと思うので言っておきますと、私は、原発の中心部にある原子炉圧力容
器という、廃炉のプロセスにおいて大変厄介な構造物の設計をしていました。福島の 4 号
機の原子炉圧力容器の設計に深く関わりました。それは 1970 年代の初めのことでしたが、
当時、原子炉圧力容器の寿命は 40 年として設計していました。アメリカの原発は寿命 40
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年でつくられており、日本の原発はアメリカの指導の下につくられていたので、寿命 40 年
で設計していたわけです。
当時、われわれの誰もがいつもなんとなく思っていたことは、40 年後、原発をどう始末
する（廃炉にする）のかということです。誰もこの問題の明確な答えを知らないまま、設計
をしていました。始末の仕方は一切分からないけれども、原発を寿命 40 年で設計していた
ということです。笑い話のような話ですけれど、造っているとき専門家が誰もどのように廃
炉するのか、具体的なアイディアをもっていなかったということです。そして、大事故で崩
壊した福島原発群を前に、今、私たちは廃炉とはどういうものか、その姿を一生懸命描こう
としているわけです。
福島原発の廃炉に関しては、設計世代の古い人間ではなく後続世代がその作業を担うと
いうところが非常に大きなポイントだと思います。将来のロボットの専門家たちは、ロボッ
トを使って何とかできるだろうと考え、さまざまなロボットを開発し、溶け落ちた巨大な燃
料の塊を切り刻んでいくとか、引っかき出すとか、いろいろなことを考えるわけですけれど
も、なかなかロードマップどおりには進まないでしょう。廃炉の最終段階を担当する人たち
は、
たぶんまだ生まれていない。
福島の廃炉作業はまだ 40 年ぐらいはかかりそうですから、
今日生まれた赤ちゃんが 40 歳で主任ぐらいになって、いろいろな作業を指揮することにな
るのだと思います。しかし、そうやって廃炉作業が何らかの形で終結しても、しかし、どん
な形になるにせよ、あのチェルノブィリ原発同様、福島原発跡地が子どもたちの遊べる公園
になることはない。幻想は抱かないほうがいい。
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【分科会Ａ 働き方改革と自治体】

働き方改革と自治体
日本経済新聞社編集委員 谷

隆徳

１．自治体が直面する２つの課題 「非正規シフト」と「長時間労働」
（1）非正規シフトでゆがむ地方行政
・総務省調査では 2016 年で職員総数の 2 割 実態はもっと多い
その背景 05 年の「集中改革プラン」以降の地方行革の圧力
行政が関与する領域の拡大 例）児童虐待、防災・災害、空き家対応……
・福祉や教育などの現場は非正規抜きで回らない

例）東京都杉並区

・自治体は非正規職員の実数すら把握していない
通常の人事・定員管理の枠外 → これでは人材育成も進まず
・地方公務員法改正（会計年度任用職員制度）への期待と不安
非正規公務員の処遇改善の一歩 一方で様々なあつれき
法律と実態の違いは大きく
法律（最長 1 年） 実態（10 年以上の勤務もざら） 例）金沢市
民間に準じた無期雇用ルールが要るのではないか
（2）長時間労働の是正
・自治体職員の時間外勤務 民間並み 15 年度で月 13.2 時間 年 158.4 時間
月 60 時間超も職員の 3％近く 労災認定基準の 80 時間超も 1％
・勤務時間の客観的な把握すら遅れている
タイムカードや IC カードの利用は 4 分の 1
・特に勤務時間が長い教育現場 小学校教員の不人気 深刻に

２．働き方改革 避けて通れない道
（1）人手不足を背景に様々な業界がビジネスモデルの変更を迫られている
・コンビニやドラッグストアの 24 時間営業の見直し
外食の深夜営業の見直し 郵便の土曜配達の中止
・
「ブラック職場」だった新聞業界ですら、急速に変化
（2）公務員には時間外勤務の上限規制は直接には適用されないが
・民間に準じた意識改革が不可欠
（3）現状のままでは自治体が「雇い負け」する時代に
例）沖縄県宮古市
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３．働き方改革の実現のカギは
（1）デジタル自治体への変身が不可欠
・システムの「自前主義」の転換の必要性
電子申請の普及 データ形式・帳票の仕様の統一
自治体クラウドの導入ですら、人口 20 万人以上の市ではわずか 5％
・AI、RPA の活用を通じた定型業務の自動化
自治体間で取り組み状況にはかなりの格差

例）東京都港区

・総務省の「2040 構想研究会」

４．働き方改革を拒む壁
（1）上司の意識 議会対応を含めた様々な悪しき慣習
・フレックスタイムの普及を
（2）国は「法律のリストラ」を
・現在、ざっと 2,000 法律

10 年間で 200 増加

廃止すべきものも多い 物価統制令 リゾート法
・政策効果がよくわからない「基本法」が多すぎる
（3）だからこそ、本来は「分権」が必要なのだが

５．自治体職員に求めたいこと
・副業・兼業をもっと

役所から出て「地域人」に

・そのためにも働き方改革を
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納税貯蓄組合法…

【分科会Ａ 働き方改革と自治体】

公共サービスの非正規化、女性職種の周辺化
～同一労働同一賃金と公務労働の意味を問う～
公益財団法人地方自治総合研究所研究員 上林 陽治

１．公共サービスの非正規化
総務省では、
2000 年代に入って臨時・非常勤職員に関する実態調査を 4 回実施している。
1 回目の調査は 2005 年で臨時・非常勤職員数は全国で 45 万人、一方、直近の 2016 年の総
務省調査ではその人数は 64 万人で、2005 年比で 19 万人、11 年間で４割以上増加したこ
とになる。
非正規率は自治体階層別で異なり、非正規公務員の約 7 割にあたる約 43 万人が勤務する
市区町村の非正規率は 3 割以上に及ぶ。つまり、最も住民に身近な基礎自治体といわれる
市区町村の職員の 3 人に 1 人は、非正規公務員である
図表１

自治体階層別非正規率（2016.4.1 現在）
非正規割合（％）

臨時・
非常勤職員

正規公務員

2016.4.1

2012.4.1

2008.4.1

2005.4.1

現在

現在

現在

現在

138,393

1,500,778

8.4

7.7

6.2

5.8

58,046

234,513

19.8

21.3

14.6

12.8

市区

356,789

762,302

32.0

30.0

25.3

町村

73,499

137,634

34.7

31.0

26.0

一部事務組合等

16,404

102,036

13.9

643,131

2,737,263

都道府県
政令市

合計

19.0

注 1）臨時・非常勤職員の数値は、2016.4.1 現在（総務省調査 2016）
注 2）正規公務員数は、2016.4.1 現在（地方公務員定員管理調査）
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－

－

17.9

14.7

22.9

13.0

図表 2

職種別正規・非正規比率（2016.4.1 現在）
2008 年

職種

（単位：人）

2012 年

2016 年

全非正規

うち女性

(％)

全非正規

うち女性

(％)

全非正規

うち女性

(％)

一般事務職員

119,810

96,802

(80.8)

149,562

119,133

(79.7)

159,559

128,260

(80.4)

技術職員

7,388

2,871

(38.9)

8,855

2,880

(32.5)

9,316

2,599

(27.9)

医師

9,335

2,493

(26.7)

8,743

2,355

(26.9)

8,138

2,139

(26.3)

医療技術員

8,637

7,667

(88.8)

10,969

9,747

(88.9)

11,851

10,572

(89.2)

看護師等

23,477

22,970

(97.8)

25,947

25,229

(97.2)

28,043

27,430

(97.8)

保育士等

89,563

85,755

(95.7)

103,428

99,498

(96.2)

99,958

96,499

(96.5)

給食調理員

37,305

36,440

(97.7)

39,294

37,783

(96.2)

37,985

36,901

(97.1)

技能労務職員

54,018

22,401

(41.5)

59,254

24,028

(40.6)

56,853

21,973

(38.6)

教員・講師

57,327

39,359

(68.7)

78,937

50,974

(64.6)

92,494

61,440

(66.4)

図書館員

-

-

-

-

-

16,484

15,295

（92.7）

その他

92,442

53,553

(57.9)

113,988

74,499

(65.4)

122,450

78,488

(64.1)

合計

499,302

370,311

(74.2)

598,977

446,126

(74.5)

643,131

481,596

(74.9)

－

出典）各年「臨時・非常勤職員に関する調査結果について」
(2016 年は同調査個票より筆者作成)

図表 3

職種別・性別臨時非常勤職員増減数 2008－2016

職種

全非正規 08-16

女性非正規 08-16

対 08 年比

対 08 年比

一般事務職員

39,749

33.2%

31,458

32.5%

技術職員

1,928

26.1%

-272

-9.5%

医師

-1,197

-12.8%

-354

-14.2%

医療技術員

3,214

37.2%

2,905

37.9%

看護師等

4,566

19.4%

4,460

19.4%

保育士等

10,395

11.6%

10,744

12.5%

給食調理員

680

1.8%

461

1.3%

技能労務職員

2,835

5.2%

-428

-1.9%

教員・講師

35,167

61.3%

22,081

56.1%

その他

30,008

32.5%

24,935

46.6%

合計

143,829

28.8%

111,285

30.1%

出典）各年「臨時・非常勤職員に関する調査結果について」
(2016 年は同調査個票より筆者作成)
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図表４ 非正規公務員と正規公務員の女性割合比較
非正規公務員（2016.4）
区

分

（単位：人）

正規公務員（2016.4）

女性割
合計

女性

男性

女性割
合計

女性

男性

合（％）
159,559

128,260

29,462

80.4

技術職員

9,316

2,599

5,971

27.9

医師

8,138

2,139

6,343

医療技術員

11,851

10,572

看護師等

28,043

保育士等

職種の
性別性

合（％） 質
919,146

287,962

631,184

31.3

男性

26.3

10,373

2,180

8,193

21.0

男性

1,185

89.2

36,918

22,193

14,725

60.1

女性

27,430

469

97.8

86,121

80,705

5,416

93.7

女性

99,958

96,499

3,868

96.5

103,174

93,520

9,654

90.6

女性

給食調理員

37,985

36,901

1,155

97.1

13,855

10,774

3,081

77.8

女性

技能労務職員

56,853

21,973

35,072

38.6

71,041

16,136

54,905

22.7

男性

教員・講師

92,494

61,440

27,705

66.4

849,452

437,525

411,927

51.5

中立

図書館員

16,484

15,295

1,189

92.8

その他

122,450

78,488

43,638

64.1

387,022

133,561

253,461

34.5

合 計

643,131

481,596

154,868

74.9

2,477,102

1,084,556

1,392,546

43.8

一般事務職員

出典）非正規公務員は、総務省「臨時非常勤職員実態調査（2016.4.1 現在）
」
、正規公務員は、総務省「地
方公務員給与実態調査（2016.4.1 現在）
」
注）正規公務員の人数からは、警察職員の人数を除き、正規公務員の上記の数値は一般職・教育職の地方
公務員のものである。

2016 年の総務省調査では全国の非正規公務員は 64 万 3,131 人となっているが、このう
ち 4 人中 3 人にあたる 481,596 人が女性である（図表 4 参照）。
職種別にみると、最も人数が多いのは一般事務職員で約 16 万人だが、このうち女性非正
規は約 13 万人で 8 割以上を占める。次に人数が多いのが、生活保護の面接相談員、消費生
活相談員、女性（婦人）相談員、就労支援、家庭児童相談員などの各種の相談員で構成され
る「その他」に分類される非正規公務員で約 12 万人。このうち女性非正規は約 8 万人で
64％である。看護師、保育士、給食調理員のようなケアワーク等に従事する非正規公務員は
ほぼ全員が女性。
非正規公務員の職種別性別統計を初めて明らかにした 2008 年調査と 2016 年調査を比較
すると、最も増加したのが教員・講師で 6 割以上、次が医療技術員で約 4 割であるが、女性
非正規公務員に着目すると、最も増加したのは教員・講師の約 6 割、次が「その他」の約 5
割
〇どの職種をみても非正規公務員の女性構成割合は正規公務員の女性構成割合を上回る。
〇常勤の正規公務員で最も女性の構成割合が高いのは看護師等の 93.7％、次が保育士等で
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男性

90.6％、３番目が給食調理員の 77.8％で、これらは典型的な女性職種といえよう。正規公務
員の人員が最も多い職種は、一般事務職員・技術職員の 919,146 人であるが、女性正規公務
員は 287,962 人、31.3％で 3 人中 1 人に過ぎず、一般行政職員は典型的な男性職種。
〇非正規公務員に関しては、女性構成割合が高い職種は看護師、保育士となっており、正規
公務員と同様の傾向を示す。
〇一方、最も職種別で非正規公務員数が多い一般事務職員の女性構成割合は 80.4％で、正
規公務員とは反対の傾向を示す。そして女性非正規公務員の割合は全体で 74.9％である。
〇すなわち非正規公務員が任用される職は女性職となるのである。

２．非正規公務員増加の３つのパターン
（1）どの職種で非正規化が進んできたか。
図表 5

職種別正規・非正規比率

非正規割合（％） A/B

非正規公
職種

務員 A

（単位：人）

正規公務員

合計 B

2016.4.1 2012.4.1

2008.4.1

2005.4.1

現在

現在

現在

現在

一般事務職員

159,559

744,682

904,241

17.6

16.7

13.3

11.9

技術職員

9,316

217,443

226,759

4.1

3.9

3.0

2.8

医師

8,138

24,845

32,983

24.7

25.7

26.2

25.7

医療技術員

11,851

52,065

63,916

18.5

17.8

13.7

11.0

看護師等

28,043

168,138

196,181

14.3

13.4

11.8

10.4

保育士等

99,958

96,025

195,983

51.0

50.8

45.1

40.0

給食調理員

37,985

25,406

63,391

59.9

54.1

44.7

38.2

技能労務職員

56,853

94,060

150,913

37.7

34.0

26.7

24.2

教員・講師

92,494

842,561

935,055

9.9

8.5

6.2

5.0

図書館員

16,484

8,768

25,252

65.3

-

-

-

その他

122,450

463,270

585,720

20.9

19.8

16.7

14.8

合計

643,131

2,737,263 3,380,394

19.0

17.8

14.7

13.0

出典）非正規公務員の数値は、総務省「地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査結果」
、正規公務
員の数値は、総務省「定員管理調査」
（2016.4.1）から筆者作成。
注）正規公務員の職種の分類については、「地方公共団体定員管理調査結果」の「第４表
の区分・職員数を再分類したもの。
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職種別職員数」

人手不足が露呈している資格職の保育士等の非正規率は 51.4％、
そして図書館員（65.３％）
や給食調理員（59.9％）では、従事職員の半数以上が非正規公務員である。そして、生活保
護の面接相談員、消費生活相談員、就労支援員、女性（婦人）相談員、家庭相談員等の相談
対応業務に従事する職員が属する「その他」では、5 人に 1 人が非正規である。
「その他」
にはほとんどが正規職である警察官や消防職員も含まれるから、相談員だけを取り出せば
さらに非正規割合は多くなる。
（2）非正規公務員 増加要因・パターン
〇地方公務員数のピークの年は 1994 年で、全自治体で 3,282,492 人
〇非正規公務員数は、唯一、全日本自治団体労働組合（自治労）があり（自治労組織基本調
査）
、1994 年の同調査では、234,567 人。
〇両報告を対比させると、1994 年の正規：非正規は、およそ 93 対 7 である。
〇1994 年を起点とすると、正規公務員数は、2016 年までの 22 年間で 54 万人、17％の減
少。臨時・非常勤職員数は、概ね、41 万人が増加した。差し引き 10 万人は、おそらくアウ
トソーシングの影響。非正規公務員は、正規公務員の定員削減を補い、かつ、正規公務員採
用の抑制基調のなかで、新たな行政需要に対処するために、積極的に増員。
〇増員のパターンは、3 つに分類できる。
・代替型 正規公務員から非正規公務員への置き換え 事務職員、教員、保育士、図書館
・補充型 既存の公共サービスに係る行政需要が増え、これを補充。
ケースワーカー、保育士
・新規行政需要型 新たな公共サービス需要に対し、最初から非正規公務員を配置
消費生活相談員、女性相談員
図表 6

非正規公務員増加の 3 つのパターン
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３．官製ワーキングプア～間接差別と非正規公務員へのその影響～
〇2016 総務省調査では、一般事務職員、教員・講師、保育所保育士の報酬額を採用種類別に
紹介
〇一般事務職員で見ると、特別職非常勤が年収 207 万円、一般職非常勤が 176 万円、臨時
職員が 162 万円である。これに対し、正規公務員の年収は 663 万円程度。つまり、非正規
公務員の一般事務職員は、休みなくフルに働いたとしても、年収は正規公務員の 4 分の 1 か
ら 3 分の 1 程度。
〇小中学校に勤務する非常勤講師は、正規教員の 4～5 割水準で、臨時教員は 3 分の 1 程度
となる。働き手不足が露呈している保育士では、非正規保育士の年収はいずれも 200 万円
前後。
〇臨時教員や臨時保育士のなかにはクラス担任を務める者。とりわけ公立保育所に勤務す
る保育士の半数以上は非正規で、その年収は 200 万円前後で、正規保育士と同様の勤務。
図表 7

職種別正規・非正規年収格差（2016.4.1 現在）
非正規公務員（2016.4.1）
時給平均額
（A）

（単位：円）

正規公務員（2016.4.1）

年収換算額

月例給与

期末勤勉

年収換算額

（A×8 時間×20

平均額

手当平均額

（B×12 月+C）

日×12 月）
・・・

（B)

（C)

・・・Y

格差 X/Y

X
一般事務

特別職

1,080

2,073,600

職員

一般職

919

1,764,480

27.4%

臨時職員

845

1,622,400

25.2%

特別職

1,699

3,262,080

一般職

1,385

2,659,200

39.4%

臨時職員

1,218

2,338,560

34.6%

特別職

1,195

2,294,400

一般職

1,055

2,025,600

38.9%

臨時職員

1,004

1,927,680

37.0%

教員・講
師
（義務教
育）
保育所保
育士

407,147

419,508

318,328

1,562,823

1,717,327

1,386,295

6,448,587

6,751,423

5,206,231

32.2%

48.3%

44.1%

出典）非正規公務員の数値は総務省「地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査結果（2016 年 4 月
」
、正規公務員の数値は、総務省「平成 28 年地方公務員給与実態調査結果」
。なお、正規公
1 日現在）
務員の保育士の数値は福祉職である。
注）非正規公務員の時給平均額は、該当団体数の単純平均値
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図表 8

絶望的な格差

出典）2016 年 9 月 26 日午後開催の総務省「地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在
り方に関する研究会」非公開会議資料。

〇総務省も絶望的な格差状況は把握していた。同省調査でも、事務職員も保育士も、1 年経
過後の正規職員の賃金水準にも届かない。
〇地方の非正規公務員の 4 人中 3 人は女性。その女性非正規公務員は、男性がその過半を
占める正規公務員の年収の 4 分の 1 から 3 分の 1 程度の水準の賃金。この賃金格差は、雇
用形態の差異を装った間接差別。非正規化は、男女間賃金差別を伴って進展。
〇この状況を見たのが、図表 9－1、9－2。
〇民間労働者の正社員と地方公務員の正規職員とそれぞれ（A 欄）の男女間賃金格差
・民間労働者男女間賃金は、男性正社員 100：女性正社員 75、
・地方公務員男女間賃金格差は、男性正規地方公務員 100：女性正規地方公務員 89
〇雇用形態別では、
民間労働者正規・非正規格差 男性正社員 100：フル男性非正社員 67：男性パート 50、
女性正社員 100：フル女性非正社員 72、女性パート 62
地方公務員の正規・非正規間格差 男性正規公務員 100：臨時職員 37：非常勤職員 48
女性正規公務員 100：臨時職員 42：非常勤職員 54
〇地方公務員の男女間賃金格差は、男女で異なる取り扱いをする「直接差別」に対し、正規・
非正規間の賃金格差の度合いが強く、雇用形態の差異を装った典型的な間接差別
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図表 9－1

民間労働者 男女間および正規・非正規間の賃金格差の状況（2016 年）
単位：円、％

フルタイム

民間労働者

１時間当たり賃金

パートタイム

正社員・非正社員間

（一般労働者）

(短時間労働者)

正社員(Ａ) 非正社員(Ｂ)

非正規（Ｃ)

賃金格差
Ｂ/Ａ

Ｃ/Ａ

男性

2,262

1,526

1,134

67

50

女性

1,698

1,222

1054

72

62

75

80

93

男女間賃金格差（男性＝100)

注１）2016 年の民間の男性正社員の所定内賃金は 349,000 円、女性正社員の所定内賃金は 262,000
円、フルタイムの男性非正社員の所定内賃金は 235,400 円、フルタイムの女性正社員は 188,600 円（厚
生労働省「2016 年賃金構造基本調査」第 6 表）
。これらを 2016 年の民間の月間所定内労働時間である
）で除して１時間当たりの賃金を求
154.3 時間（厚生労働省「毎月勤労統計調査 2016 年分結果確報」
めた。
注２）民間のパートタイムの１時間当たり賃金は厚生労働省「2016 年賃金構造基本調査」第 12 表を
参照した。

図表 9－2

地方公務員 男女間および正規・非正規間の賃金格差の状況
（2016 年・2018 年）単位：円、％
フルタイム

地方公務員

パートタイム

正規・非正規間
賃金格差

正規（Ａ)
１時間当たり賃金

臨時職員(Ｂ) 非常勤職員(Ｃ) Ｂ/Ａ

男性

2,268

女性

2,015

男女間賃金格差（男性＝100)

845

1,080

Ｃ/Ａ
37

48

42

54

89

注１）正規公務員の１時間当たり賃金については、総務省「2018 年４月１日地方公務員給与実態調査
結果」の一般行政職の男女別の平均基本給月額（給料＋扶養手当＋地域手当）を 12 倍し、これを 2018
年の年間官庁執務日数である 245 日と１日の所定内勤務時間の 7.75 時間で除して計算した。
注２）地方公務員の臨時職員、非常勤職員の賃金額は、総務省「臨時・非常勤職員に関する調査結果に
ついて（2016 年４月１日現在）」の市区町村分のデータを使用。なお、非常勤職員は特別職非常勤職
員のデータを使用。
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図表 10

育児休業制度の整備状況

出典）総務省「第 5 回地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する
研究会」
（2017 年 12 月 5 日）提出の参考資料

賃金以外の休暇等の勤務条件でも、地方公務員の正規・非正規間で大きな格差が生じてい
る。例えば育児休業制度。地方自治体に勤務する非正規公務員に関しては、地方公務員育児
休業法に基づく条例制定により、一定の要件（①1 年以上勤務、②子が 1 歳に達する日を超
えて引き続き勤務することが見込まれる者）を満たす一般職非常勤は、育児休業と部分休業
を取得することができる。また常勤の臨時職員や週 3 日以上勤務の一般職非常勤は部分休
業を取得できる。
地公育休法は条例に基づき請求・承認されるという仕立てになっているので、非常勤職員
の育児休業制度に係る条例を整備していない限り、非常勤職員は、育児休業を請求できない。
総務省「地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査」によると、2016 年 4 月 1 日
現在、育児休業の制度化状況は、一般職非常勤の場合は 777 任用団体中 469 団体で 60％、
特別職非常勤の場合は 1,235 任用団体中 318 団体で 26％、一方、制度化予定なし団体は、
それぞれ 292 団体（38％）
、892 団体（72％）に及ぶなど、地公育休法の改正の趣旨に反し、
非常勤職員が育児休業を取得できない状況のまま放置されている。
育児休業は、職場に復帰することを前提とした制度だ。逆に言えば、育児休業を制度化し
ていない自治体に勤務する女性の非正規公務員は、職場を失うことを覚悟して、妊娠・出産
に備えることになる。非正規公務員に退職の覚悟を強いる自治体は「マタニティーハラスメ
ントを制度化」している。

130

図表 11

公務，民間規模別，出産前後の就業継続

出典）新谷由里子「公務セクターにおける女性の就業状況と子育て支援環境」
『人口問題研究』71（4）2015.12、
p.339

図 6。なお原典は、国立社会保障・人口問題研究所「第 14 回出生動向基本調査（結婚と出産に関

する全国調査―第Ⅰ報告―）わが国夫婦の結婚過程と出生力」2012

〇非正規公務員に対する女性就労支援策の遅れの結果、非正規公務員の就労継続は、正規公
務員に対して、格段に悪い。
〇この点について、新谷由里子は、次のように記述する。
「出産前後の就業継続についても，公務員は 9 割弱と結婚時と同様，その大部分が就業継
続しているが，民間企業では正規雇用であっても 3～ 4 割程度，派遣，パートなど非正規
雇用になるとさらにその割合は大きく低下している．また，公務員であっても「派遣・嘱
託・契約」であると，就業継続率は非常に低く民間との差はほとんど見られない．さらに，
民間企業 300 未満の企業において「パート・アルバイト」での就業継続が 4 割程度（同業
継続，異動継続の合計）と高いことにも注目すべきであり，従業上の地位による就業継続率
の差異の背景，要因について今後詳細な分析が必要」（新谷由里子「公務セクターにおける
女性の就業状況と子育て支援環境」
『人口問題研究』71（4）2015.12、p.339）
〇育児休業は、職場に復帰することを前提とした制度。逆に言えば、育児休業を制度化して
いない自治体に勤務する女性の非正規公務員は、職場を失うことを覚悟して、妊娠・出産に
備えることになる。非正規公務員に退職の覚悟を強いる自治体は「マタニティーハラスメン
トを制度化」していると言わざるを得ず、まずは女性の非正規公務員が働きやすい労働環境
を整えることが急務になっているといえよう。

131

４．非正規公務員化する職種の特徴
（1）専門職・資格職
例）児童家庭相談員という仕事
●1947（昭和 22）年の児童福祉法の制定以降、あらゆる児童相談行政は、都道府県及び政令
指定都市等に設置されてきた児童相談所で執行されることが基本
●1964 年、当時すでに逼迫していた児童相談所の業務を緩和するために、厚生省（当時）が、
「家庭児童相談室の設置運営について」
（昭和 39 年 4 月 22 日付厚生省発児第 92 号厚生事
務次官通知）を出し、一般家庭における養育上の相談業務を市や都道府県の福祉事務所に担
わせることを目的として、家庭児童相談室を設置する。その業務は、
「家庭における適正な
児童養育、その他家庭児童福祉の向上」
●この市区町村の家庭児童相談室に配置されたのが家庭児童相談員である。
●家庭相談員の身分は「都道府県又は市町村の非常勤職員」
（上記厚生事務次官通知）で、加
えて「都道府県又は市町村の非常勤の特別職として取扱うようにされたい」
（昭和 39 年 4
月 22 日付児発第 360 号厚生省児童局長通知）というもの。
※1964 年の家庭児童相談室の設置から今日に至る 50 年以上の長期にわたり、家庭児童相
談員は非常勤職に押しとどめられている。その端緒となったのが、1964 年の上記の 2 つの
通知だったのである。
●ところが、2004 年の児童福祉法改正により、市区町村が児童相談の第一義窓口に位置づ
けられ児童虐待への対応も迫られることになったことから、市区町村の家庭相談員の業務
に児童虐待対応が付加された。
〇図表 12 は、2005 年から 2015 年の 10 年間の市町村児童相談窓口の職員の「資格状況」
を表わしたもの。
・児童福祉司と同様の資格を有する者 1,033 人増
・その他専門資格

86 人増

・社会教育主事

362 人増

専門資格を有さない一般行政職 30.1％（2015 年）
専任正規職員 2,793 人 33.2％、兼任正規職員 3183 人 37.8％、非正規 2435 人 29.0％
〇図表 13 は、勤続年数の長い職員ほど、非正規職員の方が多い。
3 年未満こそ正規職員の配置が多いが、人事ローテンション異動する。
※公務員人事制度では、正規職員の雇用は守られるが、正規職員一人一人の職務は限定され
ず、異動を前提とし、異動先も広範。土木課や建築課にいた人が、３年そこそこで図書館に
回ってくる。図書館にいた人が、市民課や財政課に行く。
※職務無限定人事制度の裏側には、専門性やそれを裏打ちする資格職性、そして豊富な「臨
床経験」が重視される専門領域の仕事の非正規化という問題。正規職員に研修費用をかけて
資格を取らせても、業務に留まることは期待されない。畢竟、そのような専門領域の職は、
異動することのない非正規職とならざるをえないのである。
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図表 12

出典）2005 年度、2010 年度は、
「市区町村の児童家庭相談業務等の実施状況等について」（厚生労働省雇
用均等・児童家庭局作成資料）、2015 年度は厚生労働省「第 3 回市区町村の支援業務のあり方に関する検
討 WG（平成 28 年 10 月 21 日）
」資料２－２より筆者作成。 注）調査時点は 2005 年度が 6 月 1 日現在、
2010 年度・2015 年度が 4 月 1 日現在。
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図表 13

（2）相談支援職 感情労働の職

女性職

※それだけか？
相談支援という業務は、軽く見られていないか。
何らかの困難を抱える人を支援する仕事は敬遠されていないか。だから、非正規化するの
ではないか？
例）小田原ジャンパー事件

生活保護行政のあり方検討会報告書（平成 29 年 4 月 6 日

生活保護行政のあり方検討会）
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-imagEUnits/305183/120170406145937.pdf
〇援助を必要とする側の視点の軽視、支援者としての意識の弱さ
〇生活保護行政に対する市役所全体としての関心や理解の低さ
・自分たちは何を恐れて「怖い職場だ」と言い続けてきたかに意識を向ける必要もある。
「怖
い」とは「利用者は悪人だ」という理解と紙一重である。こうしたあやまった認識を断ち切
り、生活保護業務の見直しとあわせて、みんなが異動したいと思える職場づくりを組織的に
目指していく必要がある。
※生活保護の現場をみんなが異動したくなる職場にする
「小田原市では、生活保護業務に従事する女性職員の比率が異常に少ない。これは、利 用
者への眼差しと連動している。配属希望についてのアンケート結果では、6 割以上の職員は
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生活保護の業務を望まないとしており、市役所全体の目標として、みんなが異動したいと思
える職場、女性もちゃんとそこで働け、また、働きたいと思える職場を掲げ、全庁的課題と
して位置づけていく必要がある」

５．公共部門における雇用の果たす役割～女性を正規で雇わない国家～
公務員における非正規化と間接差別の放置は、さらに、別のマイナス効果をもたらす。
「女
性活躍方針」に逆行するのである。なぜなら、男女平等を推進する上で公共部門における雇
用の果たす役割は決定的だからである。
『市民を雇わない国家』を著した前田健太郎氏は、次のように指摘する。
「例えば、スウェーデンの場合には労働力不足が深刻化した戦後の高度成長期に労働組合
が移民労働者の受け入れを拒絶した結果、民間部門における女性の雇用が拡大し、1980 年
代初頭にかけて公共部門の拡大と一層の女性の社会進出がもたらされた。このメカニズム
を通じて、元来は女性の社会的地位が特に高くなかったスウェーデンは、現在では世界で最
も男女が平等な社会として知られるようになった」1。
実際、被雇用者数における公務員数の割合（①）ならびに公務員における女性割合（②）
と、国別男女平等ランキングには、一定の相関関係がありそうなのである。
男女平等ランキング上位を占める国は、相対的に公務員割合と女性公務員比率が高い。
OECD 平均が①19.3％②58.0％なのに対し、2013 年度で男女平等ランキング 3 位のノルウ
ェーが①33.4％②66.7％、同 4 位のスウェーデンが①25.8％②71.8％、同 8 位のデンマーク
が①32.2％②67.7％で、いずれも OECD 平均を上回る。一方で、男女平等ランキングが、
2013 年段階で世界 105 位の日本は、①7.6％②41.9％でいずれも世界最低水準である。日本
は「市民を雇わない国家」であるばかりか、少ない正規公務員の過半が男性で、公務におい
ては女性の活躍の場が極端に狭められた「女性を正規で雇わない国家」なのである。
日本では、これに加え、絶望的な格差状況にある非正規公務員の 4 分の 3 が女性である。
前田健太郎氏は、先の引用文に続け、次のように記す。「今後の少子化対策の進展によっ

1

前田健太郎『市民を雇わない国家～日本が公務員の少ない国へと至った道』東京大学出版会、

2014 年、262 頁。あわせて以下の記述も参照。
「スウェーデンの女性は、両性の平等という観点
と、外国からの移民労働者受け入れの代替としての、国内依存の労働力という観点から、労働市
場参加を奨励された。しかし、一九五〇年台や六〇年代には、スウェーデンが世界最大の福祉国
家を構築することになるとは誰も予測していなかった。だが現実にはそうなったのであり、そこ
で必要になった職の多くを女性が占めるようになった。
・・・一九九〇年台の初頭、政府部門は
他のどの産業よりも多くの労働力を雇用している。この事実がもたらす政治的現実として、「政
府の縮小」は女性とその家族に深刻な影響を与える・・・。」
（スヴェン・スタインモ著、山崎由
希子訳『政治経済の生態学』岩波書店、2017 年、69－70 頁）
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て、これまで女性が家庭の内部で行っていた家事・介護・育児などを代替する社会福祉サー
ビスの供給を国家が何らかの形で支援するとしても、それらのサービスは正規の公務員に
よって直接供給されるのではなく、より不安定で労働組合の組織率の低い雇用形態を通じ
て間接的に供給されることになるだろう」
「不安定な形態で女性が多く雇用されたとしても、
それが北欧諸国のように女性の政治参加と社会的平等を促進するフィードバック効果を生
むとは考えにくい」2。
日本は、公務員数を減らし、公共サービスの供給を女性非正規公務員による提供にシフト
してきた結果、保育や介護などの公的ケアサービスの供給が不足し、これが女性を家庭に縛
りつける原因となって、女性の労働参加を妨げ、社会進出の阻害要因となるという悪循環を
繰り返してきた。
非正規公務員問題を通じて見えてくるものは、この国の姿なのである。
図表 14

＜図表 15-1＞被雇用者数に占める公務員数の
割合（％）

2

＜図表 15-2＞ 公務員における女性割合

2013 年

（％）

2013 年

ノルウェー

33.4

スウェーデン

71.8

デンマーク

32.2

スロベニア

69.8

*チェコ

31.8

デンマーク

67.7

リトビア

27.5

ノルウェー

66.7

スウェーデン

25.8

エストニア

66.4

ルクセンブルク

24.8

イギリス

65.9

前田前掲注 6、262-3 頁。
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ハンガリー

23.9

ラトビア

63.8

エストニア

23.8

カナダ

62.8

スロバキア

23.3

フランス

62.3

ポーランド

22.6

ハンガリー

60.4

イギリス

21.5

ポーランド

59.7

スロベニア

20.9

スロバキア

59.5

ウクライナ

20.1

ブラジル

58.4

ベルギー

19.6

OECD 平均

58.0

OECD 平均

19.3

ニュージーランド

57.6

カナダ

19.0

オーストラリア

57.5

フランス

17.9

ポルトガル

57.0

ギリシャ

17.5

スイス

56.5

アイルランド

17.4

ベルギー

56.0

スイス

17.3

イタリア

55.9

イタリア

16.0

スペイン

54.3

オーストリア

14.3

チリ

54.6

*ドイツ

14.2

南アフリカ

52.6

ポルトガル

13.9

＊ドイツ

51.5

南アフリカ

13.1

コロンビア

49.1

スペイン

12.7

メキシコ

48.6

トルコ

11.7

ルクセンブルク

48.0

ニュージーランド

11.6

ギリシャ

45.6

ブラジル

11.4

日本

41.9

メキシコ

11.2

チリ

10.3

日本

7.6

韓国

7.4

コロンビア

3.7

注）＊は、2009 年の統計
出典）図表 15-1、15-2 とも、OECD,"Government at a Glance 2015" 06 July 2015,OECD
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【分科会Ａ 働き方改革と自治体】

自治体職員の働き方に関する一考察
長野県立大学教授

１．自己紹介

２．自治体職員の働き方 − 現在、過去
・岐阜県での経験
・香川県での経験
・三重県での経験
・みなかみ町での経験

３．国や大学では
・国での経験
・
「仕事を合理的に」の理想と現実とは
・大学での経験

４．仕事の合理的な進め方を阻害するものは
・国の課題
・マスコミの課題
・評価の時代の副作用

５．改善の方向性は（国、自治体、職員（上司、同僚、部下）等）
・国に対しては
・自治体に対しては
・職員に対しては
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田村

秀

【分科会 B

政治分野における男女共同参画推進法(候補者男女均等法)施行後の地方議会】

政治分野における男女共同参画推進法施行後の地方議会
～女性進出の現状と効果の検証～
お茶の水女子大学グローバルリーダーシップ研究所特任講師

大木 直子

武蔵大学名誉教授・市川房枝記念会女性と政治センター理事

国広 陽子

１．問題の所在と分科会の目的
2019 年 4 月実施の第 19 回統一地方選挙は、
「政治分野における男女共同参画の推進に関
する法律」
（以下、候補者男女均等法）が施行されてからはじめての全国規模の選挙であっ
た。候補者男女均等法は、国会議員や地方公共団体の議会（以下、地方議会）の議員選挙に
おいて男女の候補者数ができる限り均等となること、男女がその個性と能力を十分に発揮
すること、家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能とすることを基本原則とし（第二条）、
政党や政治団体に対して、所属する男女のそれぞれの公職の候補者数について目標を設定
するなど自主的に取り組む「努力」を求めている（第四条）。また、国や地方公共団体は、
その責務として、男女共同参画推進に関する取組の実態の調査や情報収集、啓発活動、環境
の整備、人材の育成などの施策を実施する努力（第五～九条）を求められている。
本分科会は、候補者男女均等法施行後初の統一地方選挙において、女性の議会進出はどこ
まで進んだか、を振り返ることで、女性議員を増やすために同法はどのような意義や効果を
持つのか、新たに登場した女性議員は地方議会をどのように変えていくのか、について議論
するものである。

２．報告、討論の概要
日本の地方議会における女性議員割合の推移（図 1）を見ると、1980 年代前半までは 2%
未満のほぼ横ばいの状態で推移していたが、1980 年代後半になると増加し始め、上昇に転
じ、その後も増加傾向は続いている。2019 年統一地方選挙においても、女性当選者割合は
すべての自治体レベルで過去最高を記録した 1)。しかしながら、その増加率は数パーセント
であり、党内の女性候補者割合や女性候補者擁立に関する施策について政党ごとに大きく
異なっていた。
そこで、大木報告（タイトル：
「2019 年統一地方選挙における女性議員進出の状況」
）で
は、政治的リクルートメントの観点 2)から、2015 年と 2019 年の統一地方選挙の自治体議
会議員選挙において、自治体レベル別、党派別の女性候補者・当選者割合がどのように増え
たか、女性候補者擁立の施策が政党ごとにどのように変化したか、を分析し、候補者におけ
る男女均等はどこまで進んだか、なぜ、
「微増」だったのか、について考察する。
また、国広報告（タイトル：
「政治分野における男女共同参画推進法の意義と課題―間接
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図1

統一地方選挙における女性候補者・当選者の推移（1947-2015 年）

（出典）市川房枝記念会女性と政治センター（2018）『女性参政 70 周年記念

女性と政治

資料集』
（pp. 33-35）より大木作成。
的効果を直接的効果に」
）は、政治分野における男女平等を目指す法案制定までのプロセス
を振り返ることによって、日本の男女平等政策において候補者男女均等法はどのような効
果や意義を持つのか、女性議員増加をさらに加速させるために今後どのような課題や改善
点があるか、について考察する。
これらの報告を受け、現職地方議員の永野豊島区議会議員、統一地方選挙を取材した椋田
記者から、候補者男女均等法が施行されたことで選挙活動や議員活動がどのような影響を
受けたか、女性議員を取り巻く環境はどのように変化したか、女性議員の増加によって地方
選挙や地方議会にどのような変化が生じたか、有権者や候補者の支援者、政党地方組織の幹
部は候補者男女均等法をどのように意識していたのか、などについて意見、コメントをもら
い、候補者男女均等法の意義や効果、今後の課題について登壇者全員で討論する。

（注）
1) 道府県議会 10.4%（前回（2015 年）9.1%）、政令指定都市議会 20.8%（同 17.4%）、一般
市議会 18.4%（同 16.1%）、特別区議会 31.0%（同 27.8%）、町村議会 12.4%（同 10.4%）
であった。
2)「誰がどのような過程や手続きを経て議員などの政治的地位に就くのかについての一連の過程」
を指す。
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３．登壇者略歴
〇報告者
大木 直子
博士（社会科学）
。お茶の水女子大学大学院リサーチフェロー、同大ジェンダー研究センタ
ー研究協力員等を経て、現在、同大グローバルリーダーシップ研究所特任講師。主な論文に
「政党による『女性活用』―県議会議員を事例に」
（2016 年）
、
「『政治塾』と女性の政治参加
―リクルートメントの観点から」
（2018 年）など。
国広 陽子
博士（社会学）。武蔵大学社会学部教授、東京女子大学現代教養学部教授等を経て、現在、
武蔵大学名誉教授・市川房枝記念会女性と政治センター理事。主な著書に『主婦とジェンダ
ー―現代的主婦像の解明と展望』
（2001 年、尚学社）、『地域社会における女性と政治』
（共
著、2010 年、東海大学出版会）など。

〇討論者
永野 裕子
行政書士を経て、2003 年豊島区議会議員に最年少で初当選し、連続 5 期当選。
「出産議員ネ
ットワーク」発起人・代表世話人。国民民主党。

椋田 佳代
毎日新聞くらし医療部記者。2019 年統一地方選挙に向けた朝刊連載記事「男女均等の政治
へ『日本版パリテ法』元年」取材班に所属し、鹿児島県垂水市議選、女性の政治参加を進め
る「Q の会」
（クオータ制を推進する会）主催の院内集会などを取材。
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【オープンセッション】

小規模再生可能エネルギー発電施設の設置に関する
地方自治体の条例等の制定状況と課題
前芝浦工業大学建築学部非常勤講師

門屋 真希子

１．はじめに
・ 再生可能エネルギーの設置状況
・ 環境影響評価法対象事業と小規模発電施設法アセス
火力発電施設（バイオマス、木質燃料）15 kWh 以上（11.25 kWh ～15 万 kWh ）
水力発電施設 3 万 kWh 以上（2.25kWh～3 万 kWh ）
風力発電施設 1 万 kWh 以上（0.75kWh～1 万 kWh ）
太陽光発電施設(来春法改正予定（3 万 kWh 以上（2.25 kWh ～3 万 kWh ）
）
条例アセス
法アセスと同規模、或いはやや規模の小さいもの
その他
再生可能エネルギー発電施設に対する条例、ガイドラインとして制定
大都市では環境条例の 1 つとして(工場と同じ規制)
２．再生可能エネルギー発電施設は環境にやさしいか
（1）再生可能エネルギー発電施設による環境への影響（法対象）
・環境配慮項目
生活環境 大気、騒音（超低周波音）、悪臭、水質、土壌、
自然（生態系）
・法アセスで課題となること
環境問題 環境基準達成であれば不快でも問題なし
住民意見 アセスは事業の是非を問うものではない
専門書を読み解くことはハードルが高すぎる
アセスは設置前までの作業、設置工事、稼働後そして寿命
（2）小規模発電施設による影響
3 号農地からの転用
買取価格との関係
住居に近いために騒音問題は顕在化しやすい
生態系への影響
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３．再生可能エネルギー発電施設の条例等の内容
・条例とガイドライン、指針の制定状況
12％でも前向き
発電施設の種類
・条例とガイドライン等のちがい
規模要件
遵守事項と手続き
住民説明
設置後（事業者とのかかわり）

４．再生可能エネルギー発電施設はどこへ
・設置を増やしたいのか？
・供用後 20 年程度
・設置前から設置後の対話方法を決める
・対話の主導者
・コーディネーターの育成

５．まとめ
・地方自治体ができることはたくさんある
・住民と事業者等との関係を持ち続けられるようにする仕組みづくりへ
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