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   山・川・里・海 大交流会 どうつながるか NPO イン 四日市 

佐鳴湖プロジェクトからも参加 活性化へボランティア組織論の模索 
NPO法人「地域の未来・志援センター(竹内ゆみ子代表理事、名古屋市)は、9月16日、三重県

四日市市のじばさん三重で大交流会を開き、活性化に向け互いにつながろうと呼びかけた。狙い

は東海地方で活動する環境市民団体を対象に、

「山・川・里・海」の県境を越えたゆるやかな連携や

つながりを具体的に模索すること。参加したのは

約 100 人で、呼びかけに佐鳴湖シジミプロジェクト

協議会(浜松市)からも 3 会員が具体的な提案など

を携え参加した。 

少人数に分かれたグループ討論では、参加者

の活動の現状と課題、課題解決に向けて異なる分

野で活動する人たちと、どうつながりを生み出すか

などで意見交換がなされた。その結果、ほとんどのグループでボランテイアや NPO 法人の活性

化策や組織のあり方、組織と行政との距離感に深刻な問題をかかえていることが明らかになった。

これを受け、結果発表や総合討論も行われた。 

協議会の会員からは、メーリングリストを組み込んだ市民環境ジャーナルという提案が行われ、

開催日に創刊されたジャーナル紙面に参加者の関心が集まった。主催者側からはつながる有効

なツールとして活用できないか、検討の方向性が示された。(写真 = 9 月 16 日、じばさん三重)。       

論説 市民環境ジャーナルの呼びかけ 

静岡だけでなく、愛知、三重、岐阜の各県から参加し

た市民団体のいずれにおいても、マンネリ化やスタッフ

の高齢化など組織に悩みをかかえている実態が明らか

になった。これらを解決し組織の活性化を図るのは、自

分たちだけではできない、活動分野の異なる組織とも

つながる必要があるのではないかという共通認識がグ

ループ討論を通じて出ていた。総合討論や、ひざを突き

合わせての懇親会の席でもそうした意見が多く出て、

共通認識として深まったのは大きな成果である。 

ただ、問題は、そこから一歩踏み出し、一日だけの交

流会の後もほかの組織の問題点や課題を自分のことと

してつながり、考える、行動を続けていける活性化のた

めのツール開発の具体策づくりがまだ不十分ではなか
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ったかという印象があったこと。この点の具体策こそ、

今回の大交流会の狙いがあったはずである。 

忙しい活動のなか、組織の活性化、提案力、実践力

を高めていくには、どういう具体的な方法があるのか。

今後はこの方法について、ボランティアや NPO 自身か

ら提案があることが求められるだろう。 

その意味で、交流会に提案された討論や投稿が簡

単にできるメーリングリストを組み込んだジャーナルの

創刊(下記写真)提案の活用は今後検討する価値はあ

るだろう。 

このシジミプロジェクト協議会からの提案によると、

課題解決に向け、突破

口となる新鮮なアイデ

アの出やすいのは、違

ったフィールドで活動す

る人たちと、交流会後も

恒常的につながること

だという。主催者側の

呼びかけに対し、活動

をお互いが異なる角度と経験から論評し、投稿や討論

という論説性でつながるのは有効ではないか、という趣

旨の発表会での発言もあった。単なる自らのイベント告

知ツールではなく、これまでにはない「新しいつながり」

としての市民環境ジャーナルの可能性の指摘である。 

具体的には会員登録制にし、登録後はジャーナルの

HP に自由にアクセスし、討論や投稿でつながるとうシ

ステムであり、交流会にあわせて運用が始まっていた。 

こうしたジャーナルからの呼びかけに、今後、志援セ

ンターはどう生かすか。センターの一部理事からは呼

びかけに前向きな姿勢を示していたが、さらにどんな活

用方法があるのか、参加者に広く問題提起していくこと

も必要ではないか(写真は、大交流会冒頭であいさつす

る竹内代表理事)。 

● 大交流会での活発なグループ討論の様子 

● 資料  配付された市民環境ジャーナル創刊号   

  

 

                                                  

佐鳴湖シンポ「都市と湖」 

さなるこ住民ネット 来夏開催で企画案 

市民団体、さなるこ地域住民ネットワークが、来夏、

佐鳴湖市民シンポジウム 2018 夏「都市と里湖」を浜松

市内で開く企画を検討している。昨年 9 月前滋賀県知

事、嘉田由紀子氏を迎え、講演会「佐鳴湖の水辺を暮

らしに生かす びわ湖からの呼びかけ」から 2 年目に当

たる来夏、呼びかけに浜松市民はどうこたえたか、ある

いはこれからどうこたえていくのかを市民レベルで具体

的に討論する趣旨。嘉田氏もこの企画に賛成しており、

大学長として窮屈なスケジュールのなか、何らかの形

で協力する意向を示している。 

住民ネットによると、市民シンポでこれまでの取り組

みを点検するとともに、湖沼学とは別の視点、つまり市

民目線で水辺のある暮らしを考えていく市民佐鳴湖学

の道を探りたいとしている。関係者によると、さらに、水

辺のシンポから、佐鳴湖は地域の宝という観点に立っ

た里湖都市文化論にまで発展させたいとしている。これ

により、一喜一憂する水質 COD 値至上主義から抜け

出したいとしている。 



このため、住民ネットでは、来夏シンポに向け、市民

パネリスト、とくに若者パネリストの人選紹介や実践事

例を報告してもらえる意欲ある市民を探している。 

天竜川天然資源再生シンポ 

天竜川の天然資源再生のための連絡会は、会発足

6 年目を迎え、先月アクトシティ浜松で、活動状況や成

果を広く報告するシンポジウムを開いた(写真= 9 月 3

日)。天然アユ再生への道程(みちのり)」と題されたこの

シンポでは、研究者による基調報告 4 件、行政側から 2

件の講演があった。連絡会とともに天竜川漁協や電源

開発も共催したこのシンポでは国交省、静岡県も後援

したが、そもそも何が問題だったか-。 

 

論説 なぜ今、天然アユの再生か 

第一に、感想を結論的に先に言えば、4 つの異なる

観点から基調報告がなされたにもかかわらず、いずれ

からも、今なぜ、天竜川の天然アユを回復、増加させる

ことが必要なのかとの記者の問題意識にこたえてくれ

るものはなかったというもの。連絡会は総合的な検討を

図るはずだったのに、個々の研究機関がバラバラに取

り組んでいた。基調報告が 4 つもあるのは本来おかし

い。内部で討議し一つにまとめるのが本筋。ばらばら連

絡会では主催者の一つ、漁協も困っただろう。 

5 年間にわたる検討と成果を、なぜという問題意識を

共有し整理し、連絡会として関係者が意思統一する必

要があった。どういうわけか意図的にそれを避けた。 

事実、この基調報告のトップバッターの、高橋勇夫氏

(たかはし河川生物調査事務所代表)は、ある別のとこ

ろの論考「天然アユを増やす河川整備」で、全国の河

川で天然アユを増やすことに成功した事例、失敗した

河川を総合検討した上で、次のように結論付けている。

「『なぜ天然アユを増やすのか?』今一度、その理念を関

係者で共有する必要があることを強く感じている」。この

ことは天竜川にもあてはまる。 

もう一つの問題点は、なぜ検討対象域を天竜川下流

域に限るのかというもの。行政の縄張り意識が関係し

ているとしたら、これは深刻な問題だといえるだろう。 

今月の一冊  『地球史を読み解く』  

  BS テレビで放送されている放送大学授業の講義テ

キスト「地球史を読み解く」(丸山茂徳講師ほか)。内容

を一言で言えば、大地と生き物との共進化について 46

億年にわたるダイナミックで、かつパノラマ的に鳥瞰し

た物語。 

大陸の分裂やぶ

つかり合いの機構、

プレートテクトニク

ス理論を駆使して

おり、その機構が

人類を含めた生物

の系統進化にいか

に大きな影響を与

えてきたかがよくわ

かる。今後の地球

史の予測にも説得

力がある。秋の夜長、一読をすすめたい好著。 

                        

      記者ノート 四日市公害 論説ノート  

 今号トップ記事取材のため、20 年ぶりに四日市市を

訪れた。当時、コラム子は、ある県の公害審査会調停

委員をつとめており、全国の公害の現状を視察してい

たが、赤白塗り分けの多くの超高層煙突が当時そのま

まに出迎えてくれた(写真= JR 四日市駅で)。街中の「四

日市公害と環境未来館」で公害史料も拝見した。1967

年 か ら 始 ま っ

た四日市ぜん

息公害裁判で

は、わずか 5

年ほどで患者

側 勝 訴 と い う

一審のみの確

定判決が出た。この患者側の画期的な勝訴には公害

企業に対する当時の厳しい市民目線があったことを知

った。あらためて市民の目線で環境問題を監視していく

ことの大切さを思う旅ともなった。未来館の展示で、こ

の街がコラム子の好きな大長編『蓮如』の著者、丹羽文

雄の出身地だと知ったこともうれしかった。 (  い )  

 



 

● 第 7 回 ●  軍用と民生のデュアルユース - 良心を失わずに悪魔になる方法   

軍学共同に反対する全国連絡会が、先の安全保障技術研究推進制度の応募状況と採択結果を受け、緊急声明

を発表した(9 月 7 日)。軍産学複合体の形成が今後心配されると指摘した。防衛装備庁と採択された企業とが結びつ

いて軍産連携が強化され、大学がその連携に採択企業を通じてからめとられるという、ゆ着の構図が浮かび上がっ

たとも指摘した。結果的に大学と防衛省とが企業う回の連携関係になる。すでに指摘した学術界の対立と分断がこう

いう形を引き起こし、複合体に組み込まれるという連絡会分析はあり得る。こうなると問題を大学だけに任せておい

ては、いずれ抜き差しならない事態に陥る。問題は大学の枠をこえる。軍学連携のおぞましい戦前事例が、今夏放

送の NHK スペシャル「満州秘密部隊の真実 帝大エリート医学者と人体実験」である。大学軍事研究取材班  

 

秘密部隊というのは 1930 年代に旧満州に旧日本

軍が秘密裏に設置した７３１細菌部隊のこと。京都帝

國大学医学部出身の石井四郎部隊長の名をとって石

井部隊とも言われていた。 

● 人体実験の満州秘密部隊に多数の帝大医師 

この番組は戦後間もないころ旧ソ連で開かれたハ

バロフスク裁判の記録や実験に携わった日本軍人た

ちの録音肉声証言をもとに構成されている。何がこの

部隊のエリート医学者たちを人体実験に向かわせた

のかを、具体的、かつ克明に暴いている。 

細菌学に詳しかった石井部隊長は出身大学に出

入りし、当時の戸田正三同帝大医学部長(教授)に接

近している。軍の要請に対し、戸田医学部長は医局

の医師を次々と推薦する。赴任を躊躇するエリートた

ちに「医学者も満州事変に貢献するのは当然」と言い

放ち、愛国心を鼓舞、多くのエリートたちを満州に送り

込んだ。その見返りに戸田医学部長は莫大な研究資

金を軍から得ていたという。 

こうした組織的な関係は、京大医学部ほどではな

かったとされているものの、東京帝大医学部にもあっ

た。具体的には、石井四郎(当時大佐)と医学界活動

を通じて親交のあった長與又郎(ガン研究、病理学)の

存在である。同氏は東京帝大医学部出身で、後に同

大医学部長、東大総長もつとめる。この間、旧満州の

石井部隊施設も訪問している。当時、軍部と大学医

学部とが深く結びついていた大学は 10 以上という。 

何がエリートたちを、凍傷やチフス菌感染用の人体

実験に手を染めさせる原因になったのかという点から、

番組を見ていくと、単に医学者個人の医学倫理の欠

如とか、教授を頂点とする古い医局制度の弊害にと

どまらない深い闇がみてとれる。 

石井氏自身、当時、細菌の兵器としての有用性に

気づき、いくつもの特許を取るなど、開発にのめり込

んでいく。自分に浮かんだアイデア、通常はできない

新しい実験に彼は虜になっていた。 

さらには旧満州で細菌兵器開発に取り組んだある

エリート医師は、戦後、自分は良心を失った悪魔では

ないと主張、大学で教鞭をとり続けた。良心をもって

生涯医学にまい進したというのだ。これを、今の言葉

で言えば、技術の持つ軍用にも、民生用にも役立つと

いうデュアルユースを巧みに使い分けたということに

なる。これによって軍学癒着が生まれたのである。 

● エリート水爆博士の異常な愛情 

水爆開発の虜になったエリート博士の実話をもとに

製作された米映画「博士の異常な愛情 または私は

如何にして心配するのを止めて水爆を愛するようにな

ったか」(第五福竜丸事件の翌年 1955)にも、良心を失

うことなく悪魔になることの恐ろしさが描かれている。 

科学者の心をくすぐるデュアルという悪魔の誘惑。

それが〝黒い巨塔〟を巻き込んだ軍産学複合体の

形成を醸成する。そんな虜とは無縁の「市民の科学」

や「市民のジャーナリズム」の監視によって、この歴史

の教訓を、今どう生かすかが問われている。 
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