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第１９回静岡県地方自治研究集会が９月２６日開催される！ 

「平和憲法と地方自治」と題して 

 ～小沢隆一東京慈恵会医科大学教授が記念講演～ 

（記念講演を行う小沢東京慈恵会医科大学教授） 

 
記念講演は、「平和憲法と地方自治―戦後

７０年を振り返って―」と題して、東京慈恵

会医科大学の小沢隆一教授がおこないまし

た。          
小沢氏は、戦争法が強行採決した直後の情

勢についてふれ、「憲法を守れ」「住民の暮ら

しを守れ」と長く運動をすすめてきた流れに

国民が大きく合流し、安倍政権にどう立ち向

かうか、その「老舗」として何をなすべきか、

問われていると指摘、戦後の日本が培ってき

た秩序を破壊された今、それを立て直すため

にも、その

秩序がどう

いうもので

あるのか、

今多くのも

のを得たが

それは何な

のか、それ 
 
をさらに充実させていくとりくみとたたか

いが必要になっていると問題提起しながら、

ポツダム宣言に対する認識と日本に何を求

めたのか、憲法９条の原点とは何か、そして

それを捻じ曲げた安保・自衛隊・沖縄支配と

話をすすめられ、２０１５年日米ガイドライ

ンの内容にふれながら戦争法についてその

本質を分かりやすく語られました。 
さいごに戦争法阻止、安倍内閣打倒の戦後

史的意義について熱く語り講演を結びまし

た。 

 
講演を聞いた参加者からは、「憲法違憲に

ついての奥深さ、９条の大切さ、戦争法の改

憲阻止を求めて共に闘う行動をしていく、違

憲を周囲に知らせるためにはこの様な学習

会に参加して正しい知識を得る事だと思い

ます。ありがとうございました」「からんで

いた糸がほぐれた感じです。これから時々い

ただいた資料を見返すようにし、人に説明す

ることで確かにしていきたいと思っていま

す」「コスタリカが常備軍をすてて、教育や

福祉を福島の現状を改めて知り、政府のいい

加減さや企業よりの施策に終始する政治の

無責任さを何とかしなければと思いまし

た。」等の感想が寄せられました。 

 

挨拶を行う林副理事長 
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静岡県政の多岐にわたる諸

課題について報告  

小泉治氏（静岡県地方自治研究所事務局長・

静岡自治労連書記長）が基調報告をおこない

ました。 
小泉事務局長

は、第１８回の自

治研集会の報告

を基調に、この１

年間の進展をふ

まえ、安保法制が 
 
成立した情勢についてふれたあと、人口減、

地方創生、県都構想、医療・介護、マイナン

バー問題、ＴＰＰ、リニア中央新幹線、静岡

空港、原発再稼働、教育問題など、静岡県政

の多岐にわたる諸課題を浮き彫りにすると

ともに、各地域における自治研活動の活性化

と、そのスタートの場として午後の分科会で

の活発な議論を呼びかけました。   
この報告に対して、「せっかくの資料を説

明が少なかった。家で読みます」「昨年より

整理され論点も明確になった」「短時間の中、

ポイントをおさえながらの報告は良く分か

り良かったです」等の感想が多く寄せられま

した。                  

５つの分科会・２つの講座

で活発な討論と学習 
分科会１の『どうなる！医療・介護・福祉』

では、講師の寺尾

正之氏の「地域医

療構想・地域包括

ケアから２０２

５年問題を考え

る」の基調講演と

情勢レポート４

題の報告を受けて討論することによって、医

療・介護・福祉の最近の事情と実態を学び、

今後の方向・対応を深めることをテーマとし

て行いました。 

静岡県保険医協会の村山俊一氏から「静岡

県の医療・介護の実態について」、自治労連

から、蒲原病院や富士宮市立病院の現状報告

と看護師の実態調査の結果、静岡民医連より

鈴木氏より医師臨床研修制度概要・２０１５

年度県予算について、遠山氏より「２０１５

年介護報酬改定影響アンケートのまとめ」が、

生活と健康を守る会連合会の酒井幸七氏か

ら生活保護基準引き下げに対する訴訟につ

いて報告がされ、討論・交流しました。 
全体を通しての質疑応答では、病院に入院

しての実態報告があり入院制度の問題点な

どが説明された。又子供の貧困率が世界でも

高くなっている実態が報告されました。 
                

分科会２の「小企業・業者の明日を拓く」

では、英和学院大学の児玉和人先生が「小企

業・業者こそ地域経済の柱だ」と題して基調

報告を行い、そのあと以下の３つの報告を受

けて学び交流

しました。 

児玉先生の

基調報告では、

日本経済での

中小企業の重

要な役割と現

状について報告があり、小規模基本法を生か

す点で、県の小規模事業者の実態調査、振興

条例の制定、資金貸し出しの円滑化、国保の

負担軽減、公共工事などの分割発注などを上

げ今後の課題として指定管理者制度の普及

と活用の研究、大学や短大を利用した無料で

の学習会、大型観光・レジャー施設、工場給

食などの地元小規模企業への八兆などに取

り組む必要性を強調しました。 

レポート①杉本護県商連事務局長の「小規模

企業振興基本法をどう生かすか」 

レポート②酒井政男地方自治研究所副理事

長の「県内経済の動向、県発注事業の現状と

公契約条例化への取り組み」 

基調報告を行う小泉氏 

講
演
す
る
寺
尾
正
之
氏 
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レポート③浜松市職の菊池仁氏の「浜松市に

おける公契約条例への課題」 

討論では、市税や国保料の滞納で自治体職

員の強権的な徴収行政を指摘、若い自治体職

員は市民のために働こうとするが、教育段階

で徴収強化に変わっていく等の状況が報告

された。又中小業者の仕事起こしにつなげる

には、自治体職員とともに考え合うこと、提

案型の交渉、話し合いが重要であることを確

認した。 

 

分科会３の「ＴＰＰと地産地消・食の安全」

では、「モンサントの不自然な食べ物」のＤ

ＶＤを見たあ

と、以下の２つ

のレポートを

受け、特に地産

地消、食の安全

について学び

交流しました。 

レポート①農民連の種石かおり氏の「地産

地消について」②浜松市職の宮下早紀子氏の

「学校給食調理業務受託者の契約辞退にか

かる職員組合の対応について」 

 学校給食に地場産品を使いたくてもセン

ター方式のような大規模では無理であり、予

算も限られてしまう。家庭もつい安い物を買

ってしまいがち、味覚は子どもの時に決まっ

てしまうので、小さいうちから食育の親への

支援が必要であることが確認。ＴＰＰが導入

されると生活のあらゆる分野に影響が出て

しまう、モンサントのような企業に食料を支

配されかねない。 

 

分科会４の「原発再稼働、防災避難計画」

では、原発再稼働がすすむ中、県民の安全・

安心をどのように担保するかは自助だけで

は守れません。国や自治体の原子力防災避難

計画などが極めて重要な指針となります。東

海地震・南海トラフ巨大地震が起きた場合の

原子力災害を想定した「浜岡地域原子力災害

広域避難計画」の策定状況を検証し、県民の

安全・安心を守るためにどうしたら良いか、

３つの報告を受けて議論しました。報告は以

下の３つ。 
①原発避難アンケートの結果から 報告者 

静岡県保険医協会の宮倉慎二氏 

②義務教育現場における「避難計画」報告者 

全教静岡の富田倫弘氏 

③国の防災指針の改悪と県の避難計画の動

向 報告者 県評の小林登氏 

 討論のまとめ 

・地震、津波の避

難計画だけでも完

璧でないのに、複

合的な原発事故な

どになったら、全

く避難計画は困難

を強いるだけで、

避難不可能状態なるのではないか。結論的に

は原発がなければ避難計画はより良い計画

が策定できるのではないか、原発をなくすこ

とが一番と思います。 

・浜岡原発の安全協定を 4自治体だけでなく、

11 市町にまで拡大して協定化すること。 

・避難計画が曖昧でその内容に問題が多くあ

る。県民の命、くらし、財産を守るべく知事

はこのような条件下で原発を再稼働させな

いことを明言させる。 

・広範な県民が、浜岡原発を再稼働させない

よう「原発ゼロ」運動を強化すること。 

 

分科会５の「リニア新幹線を考える」 
林弘文先生からは、「水の大量流出により、

山や川にどのよ

うな影響がある

のか」について、

計算式を用いて、

科学的に実証し

て報告がされま

した。 

このリニア新幹線開通のために行う工事

4



により発生する問題の一つに、静岡県の山に

トンネルが掘られることから、大量に出る土

砂をどこに運ぶのかということがあげられ

ます。 

ＪＲ東海側からも扇沢に運ぶことは断念

する事が表明されたものの、代替地としてあ

げられてた燕沢までの輸送方法を考えても、

大変な工事を伴うことになり、問題であるこ

とが指摘されました。 

そして、大きなトンネルであればあるほど、

流出する水量は 2ｔ/秒になり、その分大井

川に流れる水量が減ることになり、大井川か

ら生活用水を得ている焼津・藤枝・川根本

町・吉田町牧之原市・御前崎市・菊川市・掛

川市・島田市は、大変な状況になります。特

に、農業用水の不足は、大きな問題となりま

す。この地域はもともと水不足に悩んでいた

地域でもあり、リニア新幹線の工事によって

水量が減ることは地域住民の死活問題です。 

山を削って水の流れや水量に変化をきた

すことは、地域の生態系に大きな影響を与え

ます。すでに、山梨県では水涸れする沢が出

ています。一度なくしてしまえば元に戻すこ

との出来ない自然に、私たちはもっと敏感に

ならなければいけません。 

東京・品川から名古屋まで通すこのリニア

新幹線で利益を得る人は誰なのでしょう

か？神奈川・山梨では大きな反対運動が起き

ていますが、静岡県には停車駅もなく、「リ

ニアは他県の出来事」と思っている人の方が

多いのですが、実際は私たちの生活に非常に

身近な問題であることを県民に知ってもら

い、私たちの暮らし・命を守るために、少し

ばかりの便利さにとらわれない、「安全に暮

らすこと」を訴え、一度手をつけたら決して

戻らない「自然に手を掛けること」を中止さ

せるために、行動をおこすことを確認しまし

た。 

 
 

講座１の「どうなる？国保の都道府県単位化

で」では、 
テーマ 国保の都道府県単位化 

講師 長友薫輝教授(三重短期大学) 

内容 講演と静岡市のとりくみの実践報告 

 

 国保の都道府

県単位化によっ

て、医療費抑制の

新たな段階に入

ります。市町村だ

けでなく、県が国保の運営にどうかかわっ

ていくのか。今でさえ高すぎる国保料は都

道府県化でどうなるか。講演と実践報告を

受けて討論しました。参加者は２０名でし

た。まず実践報告は以下の２つでした。 

①全日本年金者組合静岡支部副支部長の望

月悦子さんから年金者組合の静岡市国保料 

引き下げ運動の取り組みについて、②静岡市

会議員の寺尾昭氏から国保料引き下げの市、

民要求に静岡市議会はどのように対処した

かの報告がありました。 

 ２つの報告と講師の長友教授の講演を受 
けて質疑があり、最後に岡村氏から今後の取 
り組みについて報告がありました。 
 
講座２の「マイナンバー問題を考える」では 

講師：今西清氏 (自治体問題研究所) 

内容 今西氏

の講義は、自治

体で関連条例

改正が始まっ

ているが、６割

が「不安」と回

答していて政 

府は消費税１０％への増税対策に番号を 

利用、預貯金口座への紐付けや予防接種や特 

定健康診断にまで利用範囲を拡大しようと 

している現状を指摘。マイナンバー制度の仕 

組みと政府のねらいについて説明、自治体の 

課題と地方議会での政策論議について８項 

講
演
す
る
長
友
薫
輝
氏 

講演する今西清氏 
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目にわたって問題点を述べ地域での運動課 

題について提起しました。 

質疑・感想 

「いろんなことにマイナンバーを使うこと

で、犯罪が増えたり管理が大変になること 

がわかりました。市役所の職員はこれから相

当仕事が増えると思います。リスクが非常 

に高いこの制度のメリットについてもっと

知りたいです。外出が大変なお年寄りや体が 

不自由な方にとって便利なサービスがあれ

ばと思います」「マイナンバーを通じて社会 

保障抑制が進むことが分かりました。それと

並行し中央集権が進んでいくという懸念を 

抱きました。社会の監視や市場化が進んでい

く気配を感じます」「まったく分からなかっ

たマイナンバー制度について大分分かって

きました。どの様にどこまで進められるか注

意深く見つつ、運動（廃止）を起こしていか

なくてはならないと思いました。 

 又マイクの準備がなく講師の声が小さく

聞こえにくかったという感想もありました。 
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第２回理事会報告   １１月１３日（金）静岡自治労連 

             出席者１０名 

 

 

１ 以下の経過報告について出席理事より報告を受けた。    

・第１９回静岡地方自治研究集会  ９月２６日 （省略） 

  ・国民大運動実行委員会対県交渉  １０月２６・２７日 

  ・リニア・斎藤貴男さん講演会   １１月７日 

 

２ 議 題  

(１) 当面の活動方針の具体化について 

・最近の情勢について・・・各理事より報告していただいた 

 

・国保問題へのとりくみ 

      前回理事会では都道府県単位化について県の担当者を呼んで具体化の報告を考 

えていたが、現段階では期待される報告は難しいとの判断から独自の分析の上

で来年１月から開催できるように国保Ｇを中心に準備していくことを確認した。 

 

     ・情勢討議のなかで、静岡の「県都構想」の問題がクローズアップされており、

まさに地方自治の大きな問題となってきている現状をふまえ、急きょ学習講演

会を開催していくことをきめました。 

      講師は立命館大学の森裕之先生にお願いしていくことにきめました。 

      日程は１月１１日、会場は静岡労政会館 

 

(２) 所報の発行について 

     前回の理事会で確認した編集委員会を１０月２３日に開催し、次号の編集企画等

協議した内容が報告され、発行にむけて準備をすすめていくことを確認しました。 

     今回の６７号は ①第１９回自治研集会の報告 ②理事会報告 ③リニア問題 

     ④原発再稼働問題 ⑤子供の医療費問題 ⑥その他  

     尚発行部数は２５０部程度で発行は１１月２０日前後 

 

(３) 第１９回静岡県地方自治研究集会のまとめは引き続いて開催した実行委員会で

おこないました。 
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第１９回自治研集会の反省 

  ・全体としての参加者は１５１名、分科会

は１３３名と昨年より参加者は若干多か

ったが、議員の参加が少なかったのでは

ないか。 
  ・記念講演はテーマ的には非常に良かった

のではないか。地方自治にふれた部分は

少なかったが、アンケートにも表れてい

るように殆どの参加者が良かったと。 
  ・基調講演も早口ではあったが良くまとめ

られていたとの感想が多かった。 
  ・分科会別にそれぞれ担当実行委員（まと

め作成者）に報告してもらいましたが、

医療介護福祉では、この課題を一緒にや

るのは課題としてみても時間的にも無

理があるとの意見が出された。今後検討

が必要か。小企業・業者のところでは、

自治体職員と市民が一緒にどういう町

にしていくか議論する場と考えると自

治体職員は２名だけで残念、現場の職員

との話し合いを切実に望む声が出され

た。これでは集会の意味が半減してしま

うとの意見も。 
   この点は実行委員会の言わば中心の議

論ともなり、日頃の自治研活動の不充分

さの現われであり努力が求められてい

る、担当の職員に声を掛けて参加しても

らう、住民と連帯して日常活動をしてい

る他県の職員の参加も含めて工夫が必

要等の意見が出された。 
この点は介護の「総合事業」に関連して

も同様のことがあるとの意見も。 
  ・分科会３では、モンサントの不自然な食

べ物のＤＶＤを全編見ることになり、進

行係としては改善が必要との反省がだ

された。地産地消を広げるステップとし

ても自治研を位置 
付けているとの発言もだされた。ロビー

での販売は評判が良かった、続けて欲し

いと。 
  ・マイナンバー問題の講座では声が小さく

聞こえにくかったとの感想が何人かの

人から出された。 
   ２年続けて中止となった「ワークショッ

プ」について総括すべきの意見、アンケ

ートの回収の徹底や会場の案内の仕方

など実行委員会としての反省点もださ

れた。 
 
 
 来年第２０回自治研集会について 

  ・全国の自治研集会が２０１６年は１０月

１・２日と茨城で開催されることが決ま

っており、１０月１５日あたりではどう

かとの案も出されたが、再度調整するこ

と、最初の実行委員会は会場を確保して

３月に開催でどうかと確認して散会とし

た。 
 
 
 尚、地方自治研究所理事会から、国保の研究

学習会を来年１月に、又静岡の「県都構

想」問題の講演会を１月１１日に立命館

大学の森先生を講師に開催することが事

務局か紹介された。 
 

 
 
 

 

第１９回自治研集会の実行委員会のまとめ 

                     ２０１５年１１月１３日第６
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こども医療費助成制度                             

無料化が進む一方で、新たな負担増           
                              
 
市町で実施されている「こども医療費助成

制度」について、今年 10 月から牧之原市が

自己負担金を通院・入院とも中学 3 年まで無

料となりました。 
「県こども家庭課」の平成 27 年 10 月 1

日時点の「こども医療費助成市町実施状況」

によると、牧之原市ではこれまで自己負担金

は入院一日 500 円、通院は一回 500 円でし

たが、10 月 1 日より入院・通院とも自己負

担金は無料と改善されました。 
 このため、県内の市町では自己負担金を無

料としているのは、通院では三島市・熱海市

など 14 市町、入院では静岡市・掛川市など

24 市町となっています。これ以外の市町で

は一部負担が課せられており市町によって

助成内容が違うため、無料から 500 円負担ま

で格差が生じています。 
 
 なお、こども医療費助成制度は市町が実施

主体となっており、静岡県が市町の財政力に

応じて助成を行っていますが、政令市である

浜松市や静岡市は除外されています。 

ちなみに静岡県が行っている助成制度は

中学 3 年生までを対象に入院では一日 500
円、通院では一回 500 円(4 回上限)とされ、

県当局は「県のこども医療費助成制度」は全

国的には高水準と説明しています。しかし所

得制限が設けられていることや、入院給食代

(入院時食事療養費)は助成の対象外となって

います。 
特に「入院時食事療養費」は今年成立した

医療保険法により、一食あたり 200 円の引上

げが決まっており、1 日の食事代は 3 食で

1,380 円、1 か月(30 日)の食事代は 41,400
円となり、実に 18,000 円もの負担増となり

ます。 
 
保険医協会では、入院時の食事は治療の一

環であり本来保険給付すべきものとの立場

から、このような負担増は入院をためらった

り、受診抑制にもつながるとして入院時食事

療養費を助成の対象にするよう求めていま

す。次号ではこども医療費助成制度について

財政問題から取り上げてみます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡県保険医協会 

     村山 俊一 
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浜岡原発再稼働のしくみと署名提出について 

静岡県評事務局次長 小林 登 

 
 
 2011年3月11日午後に発生した大地震は、

想像を絶する東日本を中心に関東・東海地方

含む大震災となりました。そして同時に発生

した福島第一原発事故は、国土の約半分を巻

き込む未曽有の原発災害となって、東北の住

民をはじめとする日本国内を恐怖に知らし

めました。 

こうした悲惨な現実は、私たち静岡県民も

他人事ではありません。ご存知のように、東

海地震は今後 30年間に 70％の確率で発生す

ると予測されています。その東海地震の震源

域の真上に立つ浜岡原発は、世界一危険な原

発といっても過言ではありません。そのうえ

東海地震の発生は東南海地震、南海トラフの

3連動した大地震を引き起こす可能性もある

と言われています。 

 このような危険が潜んでいる浜岡原発は、

2011 年 5 月 14 日に時の総理大臣・菅さんが

中部電力に対し、浜岡原発を停止するよう要

請したためこの日を持って中部電力は浜岡

原発を停止しました。静岡県民をはじめ、隣

県の住民も、菅総理の英断に対して「原発が

停止をしていれば放射能被害は避けられる」

と、安堵するなど原発事故の恐怖から少し解

放された気分になりました。そしてその後の

1昨年 9月以降は全国のすべての原発が停止

し「原発稼働ゼロ」の日々が続いた 2 年間近

く、日本国中が猛暑と厳冬を原発無しでも、

電気は十分足りてライフラインに支障なく

「安心な日常生活」を続けてきました。 

 しかし安倍政権は、2014 年 4 月に閣議決

定された「第 4 次エネルギー基本計画」で

2030 年には日本の電力の 20％以上を原発で

賄うことを決定し、電力会社は停止中の原発

の再稼働に向けいっせいに準備をめざして

います。 

 原発の再稼働を急ぐ安倍政権や電力会社

の姿勢は極めて異常です。重大な苛酷事故を

起こした福島第一原発の悲惨な現状からみ

ても、電力需要や廃棄物の対策からみても、

まして事故の原因すら解明していない状況

の中で、再稼働を推進する道筋は危険であり

やるべきものではありません。 

 原子力規制委員会はすでに再稼働された

川内原発 1号機、2号機に続き、高浜原発 3、

4号機伊方原発 3号機について「合格」を決

めました。このように手直しした規制基準に

「合格」した原発は条件をつけず再稼働させ

る方針をとっています。再稼働に向けて中部

電力をはじめ多くの電力会社が規制委に審

査を申請しています。なかでも中部電力浜岡

原発は停止して 4 年 9 ヶ月の間で、3000 億

円もの資金を使い地震・津波対策として防波

壁をはじめフィルター付ベント設備など建

設・設置して新規制基準申請の「合格」に向

けて奔走しています。しかし地震・津波と原

発事故発生時の避難計画は全くの机上の空

論的であって、実効ある避難計画はありませ

ん。福島原発事故の実態からすれば、住民の

安全確保は皆無に等しいもので、誰の目で見

ても原発再稼働が許されないのは明らかで

す。 

 規制委から「合格」を受けた、鹿児島県川

内原発や愛媛県伊方原発の関係自治体首長

が、いとも簡単に原発再稼働に同意した経緯

を、原発立地県である静岡県がそうであって

はなりません。浜岡原発の地元 4市が原発の

安全対策を協議する「浜岡原発安全等対策協

議会」（4 市対協）と県知事の対応だけにし

てはいけません。広く浅く広範な県民の「浜

岡原発の再稼働を許さない」声を届けるため

に、県内の 25 の市民団体で結成した「浜岡
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原発の再稼働を認めないで！県下一斉署名」

は、県知事に対して絶対に浜岡原発の再稼働

を認めないでくださいという、願いを籠めた

「署名」を 2014 年 9 月から活動を実施し、

第 1 次署名として 2015 年 11 月 17 日に

172,403 筆分を署名提出しました。また、今

後 1年間の再稼働論議の山場とみて、県知事

に対して再稼働に同意しないよう求めまし

た。 

 浜岡原発の再稼働は県においては知事の

同意が重要であり、その知事がこれまでに指

摘している 1 つ目として耐震バックチェッ

ク。2つ目に駿河湾地震の基準時振動以上の

揺れ、低速度層。3 つ目に原発コスト。4 つ

目に使用済み核燃料の処理の目途などの対

策について指摘しています。 

 浜岡原発の再稼働の是非は 2016 年年末か

ら 2017 年 1、2 月頃になります。そして知事

の同意前が世論の一番盛り上がり時期です。

ここに署名提出（最終）を含め運動を集中さ

せる必要があります。これからの 1年はいか

に県民そして全国の世論を盛り上げるのか

が「再稼働を認めない」署名運動の原動力に

なります。 

370 万の静岡県民をはじめ、全国に静岡発の

「浜岡原発の再稼働を認めないで！」を配信

します 
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市民の財産、自然破壊は許されない 県民ネット南アルプス調査 

地方自治研究所副理事長 林 克 

  

10 月 14 日と 15 日、リニア新幹線を考え

る静岡県民ネットワークの主催でのリニア

問題の南アルプス調査を実施しました。リ

ニア新幹線を考える静岡県民ネットワーク

からは林克共同代表、静岡県勤労者山岳連

盟の竹本幸造代表が参加し、日本自然保護

協会の辻村千尋さん、日本野鳥の会の葉山

政治さん、島津ゆきひろ衆議院議員、もと

村伸子衆議院議員、たつみコータロー参議

院議員など多彩なメンバーで現地調査に参

加できました。 
 

1 残土問題と燕沢付近 

リニア新幹線は、ご承知の通り沿線の

85%がトンネルであり、静岡県を通る 10.7
キロの 100%は地中を通ります。当然その

残土が問題になりますが、JR 東海は静岡県

においてはその残土を運ぶため、斜坑口(非常口)
などをもうけます。静岡県の山岳部には二つの

斜坑口がもうけられるので、まず西俣にある斜

坑口を調査しようとする。斜坑口は建設資材の

搬入、残土の搬出、運航時に事故が起きたとき

の非常口として多目的に活用されます。 

９月２５日の静岡新聞夕刊には、「リニア中央

新幹線計画に関する静岡市の有識者会議が 25日、

市役所静岡庁舎で開かれ、JR 東海が県内の発生

土置き場候補地 7 カ所のうち、市が崩壊の危険

性などを指摘し回避を求めていた扇沢を使用し

ない方針を示した。集約方針だった燕（つばく

ろ）沢を中心とする 6カ所の管理計画を策定し、

来年度以降に公表する予定」と書かれており、

主要な残土置き場となる予定の場所。これから

この地の是非が争われます。 
写真は下千枚沢中流域の上部の崩壊地が写さ

れています。下方は木々で隠れていますが、下

千枚沢の土石流を止める堰堤が続いています。

この崩壊の影響について JR の環境評価書は、

「千枚崩れの発生時期について、千木良(1989)
は不明としており、明治期以降は周辺 の林業か

盛んになったか、崩壊により生活・生産活動に

大きな被害が 発生したという記録は残 って

いない 」として、まるで影響がないかのように

JR は記述していますが、たいへん不正確な記述

だと参加者で討議しました。 

燕沢付近と千枚崩れの地形 
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この地点を下って、燕沢付近の核心部に到着し

ました。ここは大井川を挟んで東側に崩壊地形

の燕沢が、西側に地滑り地形の沢があります。 
まず東側の燕沢は、山頂近くまで崩壊が進んで

います。地層の傾斜と斜面の傾斜が逆である「受

け盤」であり、ガラガラと崩れ落ちる崩壊地形

となります。見上げると沢の上部まで崩壊して

いるのがわかります。これらの土石は林道を乗

り越し、扇状地地形のような形状で河川敷に大

きく入り込んで大井川近くまできています。林

道直前に堰堤が見えるが、土石を防ぐのではな

く、影響を和らげる効果しか果たしていないよ

うに見えます。この場が残土置き場となること

は、まずもって実感として考えらなません。 
続いて、大井川の対岸の地形を見る。こちら

は「流れ盤」と言われる地滑り地形のように見

えます。大井川に土石が流れ込むように崩れて

いて、川の流れにその先端が削り取られていま

す。土石が流れ込んでは川に運ばれている

証拠です。よく見ると、土石が流れ出てい

るのは谷状の地形の部分だが、その山体全

体のところどころ崩れているところが見え

隠れし、大きな地震などを契機に山全体が

地滑りを起こすことも考えられるのではな

いでしょうか。千枚崩れと同じ側であり、

地層の方向も似ているので、ほんとうに大

丈夫だろうかと感じました。 
JR は、扇沢の残土置き場をあきらめ、燕

沢ほか 5 カ所に残土をおくが、ここが主な

場所と位置づけられることは間違いありま

せん。残土を 50 メートル高さで 1 キロにわたっ

て積み上げると言うが、はたしてどのような景

観に変わるのでしょうか。そのことをシミュレ

ートする必要があると、参加者の一致した意見

です。上の写真は河原に自生している柳の木だ

が、木の高さは 17、8 メートルと考えられる。

50 メートルと言えばこの 3 倍の高さです。そう

した莫大な残土が積み上げられれば、ここの景

観は一変してしまうことは間違いありません。 
ここに山岳部の残土を積み上げるのは、無謀

と思わざるをえません。JR は、植物におおわれ

てある程度の見栄えさえ確保すれば、環境保全

がされたと考えるのかもしれませんが、ほんと

うに安全は確保されるのでしょうか、そしてそ

もそもこの地がどのように自然として形成され

てきたかを保全してこその対策だと考えます。

市民の財産である静岡市の大事な自然を人工的
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に改変することは、絶対にやめてもらいたい。 
 
2 大井川水量減少と田代ダム 

リニアトンネルは、南アルプスの水脈をずたず

たに切ってしいます。JR の試算でも何も

対策を施さないとして 2 ㎥/s の水量が減

少（田代ダム制水ゲート下）するとして

いますが、この対策が JR 内の大井川水

資源対策委員会で議論されています。 
調査田代ダムは二軒小屋のすぐ北側、

大井川の蛇行を利用したダムで、水を富

士川水系に導水路トンネルに落として発

電しています。1924 年（大正 13 年）よ

り建設が開始され、1928 年（昭和 3 年）

に完成したダムが田代ダムです。大井川水系に

おいて初の本格的なダムでした。 
関係自治体や電力会社などでつくる大井川水

利流量調整協議会設立趣意によれば、「(大井川

に)必要な河川流量か確保されるよう措置するこ

とが 求められている。そこで 、同発電所の

期間更新に際し、田代ダ ムからの適切な河川

放流量の確保について調整するため、流域自治

体、発電事業者、河川管理者等により 大井川水

利流量調整協議会を設立するもの 」とされてい

ます。 
水は、大井川本流から制水ゲートを通って田代

ダム調整池へ送られています。田代ダムの許可

最大取水量は 4.99 ㎥/s であり、2010 年の平均取

水量は 2.99 ㎥/s となっています。大井川へは協

定によって、期間ごとの平均維持流量が定めら

れ、それは渇水期の 0.43 ㎥/s から 1.49 ㎥/s まで

となっています大井川の平均河川流量は、13.00
㎥/s であり、退路ダム取水量を除いた大井川下

流への平均ダム放流量は 10.05 ㎥/s です。JR の

環境アセスによれば、田代ダム下流において

2.00 ㎥/s の水が減少することになるので、渇水

期はマイナスとなり、こ

の数字がいかに大きい

かわかります。 
JR 大井川水資源検討

委員会は、西俣斜坑口付

近から椹島まで、トンネ

ル内にわいた水を導水

路トンネルによって捕

捉し、揚水ポンプを補助

的に使うというもので

す。具体的な工法は今年

度中に示すといわれて
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いますが、西俣斜坑口から椹

島までの大井川の水量の前提

となってしまう、そもそも水

量は確保できても水質が確保

できるのかという疑問がわき

ます。そしてトンネル掘削時

に出る大量な水に対して対応

できるのか、 
そしてそれに伴って地表面

の環境が変容するという疑問

には答えられていません。環

境アセスをやり直すべきです。 
 

編集後記 
・地方自治研究所理事会で所報編集委員会を設置して頂き担当者としては心強いかぎ

りです。これで年４回の発行は出来る限りして行けると思います。 

・問題はいかに会員の皆様からタイムリーな原稿を寄せて頂けるかどうか、是非とも

ご協力をよろしくお願い致します。 

・１１月２２日投票の大阪のダブル選挙は維新の候補者がいずれも勝利しましたが、

これで「大阪都構想」が再び浮上してくることが言われています。静岡の「県都構

想」も追い風となる可能性も出てきています。理事会が急きょ１月に開催を決めた

「大阪の実例から静岡の『県都構想』について考える」もいよいよ重要となって来

ます。是非成功させなくてはと思います。会員の皆様からのホットな情報や真の地

方自治の取り組みのニュースをお待ちしております。(事務局 志田) 
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