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風の舞う丘、遠州灘「砂丘ど真ん中」防潮堤をゆく 

5 月 25 日 「自然と歴史を生かした防災」フォーラム 

風は舞い、空高く大凧が泳ぐ。横一直線の海抜 13m の防潮堤の頂上に向かう凧揚げイベント

の参加市民たち。そこで見たものとは。2年後にはかさ上げ2mが追加され、堤の高さは海抜15m

に ( = 5 月 4 日、砂丘正面入り口から海に向かって撮影 ) 

お知らせ－ 「浜岡」停止から 7 年、特集「今、未来志向の時」 論説欄 

浜松まつり会館(浜松市中田島)から凧揚げ 会場に向かう途中に、大きな岩に「中田島砂

丘」と掘り込まれた砂丘正面入り口がある。小

紙記者がその入り口を上がり、凧揚げ合戦の

あった 5 月 4 日に撮影したのが上記の写真。 

凧揚げイベント参加者が横一直線の巨大

防潮堤に向

か っ て 歩 い

ていく様子が

写っている。 

快 晴 で あ

ったこともあ

り、記者も堤

の頂上まで登ったのだが、その頂上は海抜

13m のところにあり、ごう音とともに吹き抜ける

 

 



強い風のせいか、かつての遠州灘の旅情とは

似ても似つかない荒涼たる風景だった。小さ

な子どもたちはその風の音のすごさと寒さの

せいか、泣き叫んでいた。 

上空からはどうか。静岡県浜松土木事務所

がドローンを使って完成間じかの現況を空か

ら撮影したのが、前頁の写真。防潮堤建設で

変わりゆく中田島砂丘全体の様子がよくとら

えられている(写真の左下が凧揚げ会場で、

写真の左下には「ひょうたん池」の一部が写っ

ている)。 

● 陸側から間近に防潮堤を眺めると 

下の写真は、1 ページ目のトップ横長写真

の右上の部分をクローズアップしたもの。 

堤ふもとから完成間じかの堤頂上に向かっ

て市民が登ってきている様子を写した写真だ

が、右半分が海抜 13m の堤頂上。はるか向う

中央に江之島水泳場に隣接する南部清掃工

場の焼却煙突が見えている。 

下の写真は、上の写真の 1 年前、つまり中

田島「ど真ん中」防潮堤の中田島 1 工区工事

がスタートしたときのもの(県浜松土木事務所

撮影=2017 年 5 月。浜松防潮堤メールマガジ

ンより)。さきほ

どの煙突がトラ

ック右横に小さく

写っている。1 年

で堤建設が、大

きく進展したこと

がわかる。 

また、工事現場で車両の交通整理をする人

からも、工事の巨大さも想像できる。 

● 今度は海側から眺めると 

続いて、海側からど真ん中防潮堤を見てみ

たのが、下の写真。多数の凧揚げイベント参

加者がど真ん中防潮堤の頂上を歩いている

様子がわかる(堤の向こう側が陸地の市街地

で、こちら側が海側)。 

 

先ほど同様、1 年前の中田島 1 工区の工事

スタート時の様子は下の写真(県浜松土木事

務所撮影= 2017 年 5 月。先のマガジンより)。 

 

● 地元の「考える会」なども活動 

 以上が、砂丘の現場取材の様子だが、こ

うした砂丘の現状を憂い、砂丘再生の道を模

索しているのが、長くこの問題に取り組む地

元の長谷川

武さん(浜松

海岸侵食災

害を考える

会)。取材当

日も砂丘正

面入り口近くに市民に呼びかける展示テント

を開設、テント内には「凧揚げと海岸林再生」

のポスターを張り出していた。そこには「日本

一残念な砂丘からの脱却」を訴えていた。 

もうひとり、こうした砂丘の現状を憂いてい

たのが、松下克己さん(中田島砂丘ネットワー



ク代表=写真下の右端)。子連れ外国人にも現

状を丁寧に説明していたのが印象的だった。 

いずれも、みんなでつくろう里浜プロジェクト

を呼びかけていたが、展示テントの入り口に

は、こうした里浜プロジェクトと連動した「さよう

なら中田島砂丘写真展」も開催されていた。 

長谷川、松下さんたちは、「周りの自然と歴

史を生かした防災や減災のあり方をもっと市

民に考えてもらいたい」と訴え、その機会とし

て、以下の全国フォーラムに参加してほしいと、

協力するフォーラムに熱意を込めていた。  

 

  今、正念場、旅情誘う砂丘再生 

論説ノート 日本一残念な砂丘にしないために 

遠州灘の中田島砂丘を現地取材して痛感

したのは、大津波から地元住民の命を守ると

いう喫緊の行政課題と、里浜で繰り広げられ

る歴史と由緒のある凧揚げ合戦など、地元の

愛する自然と歴史を尊重した防災・減災のあ

り方模索とは相反するものではなく、今からで

も十分両立可能であるということ。住民の命を

最大限に守る方策はその土地の自然と歴史

を踏まえて初めて最大の効果が望めるからだ。

砂丘ど真ん中防潮堤は 2020 年 3 月には、か

さ上げ追加 2m 分も含めて完成予定だ。それ

までに市民がよく知り、よく知恵を出しあい、

後世から感謝される里浜にしたい。今が、そ

のプロジェクトに立ち上がる正念場である。 

               

   コラム 地球は「収奪の星」か column  

小紙、市民環境ジャーナルの第 3 号(2018

年 1 月 15 日号)トップ記事として、浜松市がフ

ェアトレード(FT)タウンに、静岡文化芸術大も

FT 大学になるという記事を掲載した。開発途

上国の生産品を適正な価格で、継続的に取

引する仕組みの紹介だっ

たが、その後、名古屋在

住の読者から、写真のよ

うないまわしい本があると

メールをいただいた。主と

してアフリカの事例だが、

いかに先進国が貧しい国

から不公正に資源などを

搾取しているかを告発している。同時に、貧し

い国の国内にも腐敗政治が蔓延している実態

も克明に描いている。一読をすすめたい。 

     ジャーナル事務局 編集発行 

井  井上正男( 浜松市中区佐鳴台３丁目３ –４０８ )  

    053-489-9189  minoue@nsknet.or.jp 



 

 

● バッドマン宣言 ● 市民の側に立つ市民科学と問題解決のシビック・ジャーナリズムの融合    

なぜ今、創刊に際して、融合宣言なのか。結論を先に言えば、第 1 は、今冬私たち市民団体が静岡大学構内を会

場に「大学の軍事研究」にかかわる科学者と市民の対話シンポジウムを開いたが、そこで正統派の大学の科学とは

別のもう一つの、市民の高い目線でものごとを考える、いわば「市民の科学」が必要であると痛切に感じたことである。

第 2 は、6 年前の東北原発大震災によって日本の、公平・中立に立脚した正統派とされる巨大マスメディアが戦後一

貫していかに国民の負託にこたえる国民の番犬役を果たしてこなかったかがあらわになったこと。第 1 の問題点を乗

り越えるには、科学的な合理性を身につけた市民科学者を育てる必要があるが、容易ではない。ましてや、第 2 の国

民の負託には、合理性に加えて問題解決に向けた社会的な合意形成のための論説性を発揮できる市民記者を生

み出すことが不可欠だが、これまた簡単ではない。 

その困難を承知で、正義のスーパーマンならぬ、もう一つの対抗的な正義のヒーロー、バッドマン(上記にロゴ)の

心意気で、環境分野に挑むジャーナルをここに創刊します。 みなさん、つながり、声を上げ、行動しましよう。         

                 佐鳴湖シジミプロジェクト協議会 / 市民記者  井上正男   2017 年 9 月 

● 危機の 21 世紀、今こそ市民科学の時代 

大学のプロ科学の方法を簡潔にまとめれば、価値

判断とは無縁の普遍的な真理の探求という目的、要

素還元主義という方法論、成果の論文第一主義であ

る。これに対し市民の科学の方法は、社会的な評価

が伴う実用の探究、生活者の感覚や目線の高さでヒ

ューリスティックにアプローチする方法論、対抗的な価

値判断が提示できるという評価第一主義である。 

こうした点については、プロ研究者から市民科学者

に転向した高木仁三郎氏の 21 世紀への遺書ともいう

べき晩年の著作『市民の科学をめざして』(朝日選書)、

『市民科学者として生きる』(岩波新書)がある。生活す

る市民目線で問題解決を図ることを目指すのが市民

科学。立ち尽くす市民の側に立った、自分ごととして

当事者意識をもった科学といってもいい。一言で言え

ば、市民の、市民による、市民のための科学が市民

科学であり、出来事の局外に超然卓立するという「研

究の自由」の立場はとらない。それよりも、社会的な

視野に立って価値判断できる能力が求められる。 

この点で、市民科学と軌を一にするのが、問題解

決のためのシビック・ジャーナリズムである。現在の

正統派とされているマスメディア・ジャーナリズムとの

違いがよくわかるように、以下、通常のジャーナリズ

ムの定義に、その違いを括弧( )内に明示してシビッ

ク・ジャーナリズムの定義を紹介する。 

● 「局外に超然卓立せず」の共通性 

シビック・ジャーナリズムとは、 

① よりよい社会づくり(の問題解決)をするために 

② 起きているありきたりではない出来事を、 

③ (その出来事の局外に超然と卓立せず、自らも

良識ある一人の市民として)批判精神をもって

(かつ市民目線で)価値判断し、 

④ その結果をニュース、あるいは評論として 

⑤ より早く、より正確に、 

⑥ より(公平中立主義から抜け出し)公正に、 

⑦ 社会に伝えていく、 

⑧ 言論(と対話による社会的合意形成)活動 

のことである。市民科学とシビック・ジャーナリズム

の親和性がここに読み取れ、それらの融合には大

きな可能性があることを示唆している。 

 まとめると、市民環境ジャーナルは編集において 

① むずかしいことも、ごまかさずに正確に 

② 正確に書いたものを噛み砕いて、わかりやすく 

③ わかりやすくしたものを、一工夫して面白く 

④ 面白く仕上げた記事によって、市民自身が積極

的に問題解決策を提案し行動できるよう、ほか

の事実や評価との関連付けにも注意を払うこと 

に心掛けます。            以上。 



    編集長 論説        Letters to Journal  

                    市民環境ジャーナル 2018 年 5 月号 掲載 

特集 「浜岡」停止から 7 年 

  今、市民自ら冷静に考えてもらいたいこと 

前号(第 4 号=2018 年 3 月号)では、「全電源喪失は津波来襲前」と指摘した国会事故調報告書

を取り上げた。津波対策こそが地震対策という今の風潮の危険性について高校教諭、辻野兼範

氏が警鐘を鳴らした。 

これを受け、今回はそのほかの政府事故調と民間事故調の報告書を取り上げる。南海トラフ

巨大地震に立ち向かわなければならない「浜岡」の賢明な選択とは何かについて論じたい。具体

的には、原発事故は必ず起るものだという観点から過去と真摯に向き合う考察(第一部=今号)、

今夏、論議が大詰めを迎える国のエネルギー基本計画見直しのあり方の観点から未来志向の

考察(第二部=次回の 7 月号)に分けて考えてみたい。 

「過去に目を閉ざす者は、現在に対しても盲目になる」。これは ワイツゼッカー元ドイツ大統領

の有名な演説集(『荒れ野の 40 年』、1985 年)の一節。政治指導者、電力会社に限らず、今、主権

者として市民自ら未来の歴史に責任を持ち、冷静に判断し、行動する時である。 

  第一部 木を見て森を見ずの再稼働ありき、戒めたい 

- 忘れまい、原発大震災さなかの政府「最悪の連鎖シナリオ」 － 

● 中部電力の社長記者会見から 

現在、国の原子力規制委員会は再稼働を

めざしている浜岡 4 号機について新規制基準

に適合しているかどうか申請データをもとに審

査中だが、先月下旬、中部電力の勝野哲社

長は記者会見で、その進捗状況をコメントした。

活断層の疑いのもたれている焦点の敷地内 H

断層系にかかわる議論がすすんでいることか

ら、再稼動に向けた期待感を示した。審査の

進展で「基準地震動が決まれば、規制委の基

準に対する安全性をみなさんに説明できる」と

して、今年度を「重要な年」と位置づけた。 

基準地震動というのは、原発の耐震設計の

前提となる必須の基本データで、立地の地形

や地質構造から最大どの程度の揺れが予想

されるのか、その揺れの大きさをさまざまな調

査結果とシミュレーションで割り出し、加速度

(単位はガル)で示したもの。H 断層系について

は追加の地質調査などからも活断層ではない

と、4 月の規制委検討会に提出した回答で結

論付けている。法的に原発立地が認められな

い「将来活動する可能性のある断層等」には

該当しないというわけだ。あとは基準地震動

の数値が決まれば再稼働の見通しはほぼ見

えてきたというのが記者会見の言わんとして

いることだろう。 

● 規制委は一貫して厳しい態度 

規制委は、これまで一貫して浜岡原発につ

いては厳しい姿勢をとり続けている。たとえば、

昨年 5 月、規制委会合で、3 号機に先行して

審査している 4 号機について、規制委は中電

に対し「新規制基準の基本的な考え方が理解

不足」と異例の、かつ厳しい批判を行っている。

最近の汚染堆積物質処理でも苦言している。 

技術的な面以外では、昨年 6 月、「今は再

稼働できる状態ではない」として原発の再稼

働に慎重な姿勢を崩していない川勝平太静岡

県知事が三選を果たした。再稼働の最終判断

を下すのは事実上、立地県の知事であること

を考えると、この先、3 年、2021 年までは再稼



働の実現は難しいだろう。10 年間も稼働実績

がないのでは、施設の腐食だけでなく、結局

廃炉となったもんじゅ高速増殖炉が示したよう

に、有能な運転人材の〝腐食化〟、組織内の

停滞感は避けられまい。 

● 政府事故調委員長指摘「論理破たん」 

加えて、こうした技術的、政治的な状況の

ほか、昨年 8 月の中央防災会議で現行の直

前予知を前提にした大震法の見直しが決まっ

た。南海トラフ地震の不確実な発生に基づく

防災対応について、避難者の優先順位付け

や地域全体の統一ルールなどを求める意見

が静岡県の防災会議専門部会で相次ぎ、事

前対応の素案作りの方向性すら見通せない

状況となっている。こんな状況で巨大地震に

見舞われれば、100 万人の住民避難は東日

本大震災どころではない大混乱に陥る。 

こうした重大な状況の中、忘れてならない

のは原発大震災の翌年、政府事故調がまと

めた事故調査報告書。この報告書を委員長と

してとりまとめた畑村洋太郎氏(失敗学)はそ

の後、この報告書づくりを 2 年後に振り返って

「(原発)事故は必ず起るもの」とした上で、次

のように語っている。 

「これまでより厳格な安全審査をやって、ク

リアしたら再稼働しますというけれど、そういう

論理をいつまで振り回すのだろう。これまでも

安全だと言って動かしていたわけでしょう ? 

審査項目が変わったら完璧なんですか? そう

いうやり方が完璧じゃないということが、今回

(原発大震災)わかったんじゃないですか ? 論

理として破綻しているんですよ」 

新規制基準の適合性審査は安全であるこ

とを必ずしも保障するものではないのだ。委員

長を引き受けるに当たって、歴史に対する責

任を強く意識したという畑村氏のこの指摘は、

浜岡原発の賢明なる選択とは何かを強く示唆

していないか。 

● 巨大地震で核暴走、富士山噴火も 

畑村氏の政府事故調の報告書にはないが、

4 つの報告書のうち真っ先に事故翌年の春に

公表された民間事故調の報告書には、これま

た忘れてはならない貴重な注目すべきシナリ

オが掲載されている。当時の推進派の原子力

委員長、近藤俊介氏がこの事故が最悪の場

合、どういう事態に至るのか、事故の最中に

その素描をまとめた文書である。当時首相補

佐官だった細野豪志氏の依頼を受けて急遽

専門家を交えてまとめ、菅直人首相に提出さ

れた。これを見た政府高官は「ものすごい内

容」と驚愕し、非公表にしたもので、首相には

このことが頭にあり、浜岡原発の停止を強く要

請したのだろう。シナリオによると、避難範囲

は半径 170 キロから 250 キロ。避難者数は首

都圏も含めると 3000 万人。原発が次々と制御

不能になり、首都圏が避難範囲に入るとした

このシナリオは浜岡原発にはあてはまらない

と明言できるだろうか。 

前号でも辻野氏が指摘したように、大津波

と地震動との同時ダブルパンチで全電源喪失、

や核暴走も起きるやもしれない。原発震災で

は、津波が来るまでに 1 時間の余裕があり、

原子炉停止(スクラム))が間に合った。しかし、

浜岡ではその幸運はまず望めない。 

さらに、巨大地震で浜岡から約 100 キロ先

の富士山噴火もあり得る。事実、東日本原発

大震災直後に富士山の麓で火山性微動が頻

発し、火山・地震専門家の一部では大噴火を

覚悟したという。たとえ、規制委の審査に合格

しても、地震、大津波、放射能と核暴走、富士

山噴火という同時多発の最悪シナリオに対応

できる「浜岡」とは到底思えない。 

歴史に責任を持とうとすれば、新規制基準

への適合性という技術だけにとらわれず、以

上述べた森全体を見渡すことが大事である。

世界一危険な原発の賢明なる選択は廃炉以

外にはない。では、ほかにどんな選択がある

のか。次号では、今夏正念場を迎える国のエ

ネルギー基本計画の見直しのあり方について

論じる。    ( 編集長 井上正男 ) 

 


