新風の会、一新会合同視察報告書
期 日：平成 30 年 3 月 27 日（火)～29 日（木）
視察先：大阪府大阪市

大阪市立阿倍野防災センターについて

和歌山県田辺市 秋津野ガルデンについて
香川県高松市

廃棄物対策豊島住民会議について

視察者：新風の会 山田、高野、成川、柴沢
一新会

新村

大阪市立阿倍野防災センターについて
視察日時：平成 30 年 3 月 27 日 12:40～14:00
視察場所：大阪市立阿倍野防災センター
視察目的：防災センターでの体験を通して日頃の防災意識向上と地区防災訓練の内容を考
える機会にする。

担当者から体験ツアー前に注意事項などを聞いてから出発。

①バーチャル地震コーナー
地震の映像が流れるシアターで揺れる座席で地震体感をした。
東南海、南海地震で大きな揺れと津波。上町断層系地震で建物が倒壊予想される。
高層ビルのオフィスで震度３、５弱の揺れという設定で体験した。
「倒れたバイクからガソリン漏れがあるかもしれない。」「半壊棟でガスが漏れているかも
しれない。」「ブロック塀・エアコン室外機」などにも注意を払いながら道路を通行するこ
とが大事だそう。
②火災発生防止コーナー

冷蔵庫が倒れている部屋で全ての赤いランプが青になるようにした後、最後にブレーカ
ーを下す火元を消す作業。停電になると情報が入ってこなくなるので乾電池式ラジオが有
効だそう。
③煙が充満している場所を通行
ハンカチなどで口を抑えながら姿勢を低くして歩いた。

④初期消火コーナー
消火器の使い方を学ぶ。水でスクリーンに映し出される炎を消す作業を行った。
2 種類の消火器のしくみを学んだ。

⑤119 番通報コーナー
映像を見ながら火災・救急の呼び出しを実際に行った。

⑥消火活動体験
ポンプの操作方法を学んだ。大阪市は消防団がないので地域で守らなければならず 731
か所に唱歌ポンプを設置して年 2 回訓練しているそうである。2 人 1 組になり、消火活動を
行った。

⑦救助体験コーナー
災害救助機材が展示されている部屋の中で、家具の下敷きになっている人をジャッキを
使って救出する作業で、ジャッキを使う人 1 名と下敷きになっている人を励ます人 2 名の 3
名で行った。

⑧応急処置コーナー
ペアになり、応急処置の体験。血液感染の恐れがあるので直接触らない事の注意があっ
た。処置材が無い場合として、段ボールやネクタイ、ナイロン袋で代用できる事を学んだ。
⑨震度 7 体験コーナー
阪神淡路大震災（マグニチュード 7.3 震度 7）
南海地震（マグニチュード 8.4 震度 6 弱以上）
（30 年以内に７０～８０％で起ると言われて
いる地震）を体験した。
所感
富山県は自然災害が少ない地域であり、備えがしっかりしていないと言われています。
一度でも練習をしておくと、いざという時の心配が少しは緩和されるのではないかと思い
ます。こういう施設が近くにあれば良いですが、無くても出来る事はあると思います。
災害はいつ起こるか分かりません。今回、防災センターで学んだ事で地域の防災訓練でも
出来る内容があると感じました。
そして、備えが必要だという事を一人でも多くの市民に知ってもらうために取り組んで
いたいと思います。

秋津野ガルテンについて視察報告書
視察日時：平成 30 年 3 月 28 日（10:00～12:10）
視察場所：秋津野ガルテン
和歌山県田辺市上秋津
対応者：農業法人 株式会秋津野 代表取締役副社長 木村則夫氏
視察目的：廃校の利用方法と地域づくりの手法を視察する。
～農を基軸にした地域づくり～
地域づくりからコミュニティビジネスへ
１．地域概要
２．地域づくり、コミュニティーづくり
３．ボランティアやイベントだけでは地域づくりは前進しない
４．本格的な農商工連携へ
５．都市・農村交流事業へ
６．コミュニティービジネス今後の展開

１．地域概要
田辺市人口が毎日 3 人減少している。
外から人が沢山来ているが経済が変わっていない。
若者が残りたい地域になっていない。山村部には高校がなく、田辺市周辺に家族で出てき
たり和歌山県外に出ていくため、山間地は限界集落になっている。
田辺市の人口は 7 万 5 千人で和歌山県第 2 の都市。夜の町だけは元気。300 件近くの飲食
店街がある。産業は、江戸の頃から柑橘類を作っていた。戦後 30 年～40 年代頃からみかん
を生産。しかし、昭和 42 年にみかん大暴落。温州ミカン 360 万トン⇒70 万トンに激減。
そこで南高梅を生産しだす。みかんから梅に替えた農家が増加。効率の良い農業をした
ほうがいいと農協から指導あったが、自分たちの考えを貫いた。専門家も梅農家ばかりに
なったら大変な事になるよと警告。世界で生産が一つのものだけの産地は栄えた場所はな
いという事で今は、温州ミカン、晩柑オレンジ、南高梅、それぞれ 1/3 ずつ生産している。
晩柑オレンジで 1 年中みかんが取れるようになった。
自分達は、地域づくりの根っこの部分をやってきた。しかし、隣接する町は褒めてくれ

るところはなかった。
２．地域づくり、コミュニティーづくり
社団法人を立ち上げて未来の子どもたちのために、お金を①教育の振興、②住民福祉、
③地産緑化の３つの目的だけにつかう事にした。最初は反対され、排他的だったが、コミ
ュニティビジネスの中心的な役割として「上秋津を考える会」をつくり、自分たちで出来
る事は自分たちでやったら、人が一気に入ってきた。農村、宅地化されれば土地は安い事
もあり、山間地からの受け入れ、市内からの受け入れを行った。しかし、田辺市内から移
住者は、農村の暮らし慣れていない事でトラブルが続出。全国に塾ブームだったこともあ
り、地域のある全ての団体で秋津野塾を作った。そこでは、新旧住民が交わるイベントを
実施。色んな提案を受け入れ、はなまつりなど子どもたちが喜ぶイベントばかり行った。
初めは、地域にためのイベントだったのが市外からたくさん人がやってきた。新旧住民が
交流するために、やれることは何でもやった。そんな時に地域づくりで平成 8 年に天皇杯
を受賞した。小さな成功でマスメディアが評価してくれたことで住民を成長させてくれ、
ネットワークが生まれた。農産物の価格が下がり、このままで大丈夫なのか不安に。
そこで、200 万円を用意し、徹底的にアンケート調査を行った。アンケート回収率が 90 数％
と高く良いまとめが出来た。ショックだったのが専業農家の後継者に継がせるのかの問い
に母親は継がせません。父親は子どもがやりたかった継がせるという回答。平成 12 年に地
域資源の活用を目指していこうという事になった。
３．ボランティアやイベントだけでは地域づくりは前進しない
現状は、量販店の力が強くなって卸すときに生産原価より低くなる事も出て農家の体力
がなくなってきた。
平成 10 年無人直売所 80 か所出来た。6 次産業化と直売所を作りたいと考えた。梅の方
が儲かるという意見もあったが、地域に呼びかけ 1 人 10 万円持ち寄ってほしいとお願いし
た。31 名 310 万円集まった。
「理念を持ってやっていこう」
「寝たきり老人を作りたくない」
「お金に変えて行こう」という思いで、「キテラ」を作った。「キテラ」来てくださいとい
う方言。最初の 1 ヶ月は珍しさで来てくれたがだんだん来なくなり出荷物も集まらなくな
っていった。オープン半年後で倒産の危機。止めておけばいいという声が聞こえ始めた。
そこで最後だと思い、醤油や味噌を入れた 200 セットつくって勝負。売りきらないと年を
越せないという危機感でお歳暮として売った。そしたら懐かしかったという喜びの声が出
てきて成功。現在では 7,500 セットを売るようになった。平成 12 年に 4,400～4,500 セッ
トを売っていたら行政から移転しないかという誘いがあった。トイレ、駐車場を完備でき
るという事で移転することに。1 人 10 万円の出資金を募った。そしたら、あらたに 51 名
が出資すると言ってくれた。510 万円集まったが、加工施設も作りたいと欲が出てきてさら
に出資者を募った。そしたら 23 名の方が手を挙げてくれた。
全国の直販所は、まちに近く国道沿いで利便性の高いところにがセオリーだが、秋津野
は、農家のお母さんがスーパーカブで届けられる場所にしたかった。

しかし直販所の現状は、男の自己満足で女性の顔が見えていない。お母さんの活動は経
済に繋がっていないボランティア活動。そこから脱したいという思いから保健所の許可が
いらないテストキッチンを直売所の隣りに作った。そしたらいくつかのグループが誕生し
た。
４．本格的な農商工連携へ
夢をどうやって持続していくのか。田辺市の人口が減っていくという事は、お客さんも
減っていく。直売所が苦しい厳しい状況から抜け出せない。そこで売れなかったら外へ行
こうという発想に。現在、ジュースを入れたものを 2 万個以上出ている。
外へのお客さんを多く作った。発送先として 9 万件のデータから一番買っている人にダイ
レクトメールを送る。
キテラは販売所が小さい。小さいという事は従業員が少なくて済む。大きいと商品が少
ない時には、外から仕入れいてきて販売しなければいけなくなり地域づくりに繋がらない。
地産地消 99%で 2 割ぐらい市場出荷出来ないミカンがある。
コンテナいっぱい 50 円から 70 円と安く、さらに農家が保険掛けているので何しているの
か分からない。経済効果がない。
直売所にアメリカ製のジューサーを置いてみた。サーバーをおいて販売したら美味しく
て売れ始めた。売れるのでビンのジュースを作りたくなった。ジュースを絞ってくれる場
所探し、ようやく三重県で見つけた。そして試しに絞ってもらった。三重県までは 3 時間
から 4 時間かけて運んだ。卸売にすると利益率が下がるのでジュースを売るところがある
のが良かった。ジュースは 1 回だけのお願いだったが結局 3 回。最後はライバル視され良
い顔されなくなった。そこで自分達で作ろうと決意。手あげ方式でジュース工場の出資金 1
人 50 万円をお願い。21 名の申し込みがあった。1 キロに 3~5 円に出資するのか。店を移
転して 4,000 万円⇒8,000 万円の売り上げになった。1500 万円事業だが、誰もジュースを
作ったことがない。最初は失敗でかなり捨てた。
農協の大きなジュース工場に頭を下げて作り方教えてもらった
１トンのミカンをジュースにすると 600 ㌔の残さが出来て、今まで畑に積み上げてきた。
それを堆肥にしたらお金に代わった。さらにハンドクリームを作り、今も新商品を開発中。
捨ててたものがお金に代わり、雇用も生まれた。
全国に同じようなものが数多く誕生しているので、地元の物語をどう付けていけるのかを
考えなくてはいけない。
５．都市・農村交流事業へ
以前は白浜温泉、パンダを見るために来て、ついでに寄った人しかいなかったが、ここ
に来たという人が増えてきた。その人たちを見ていると、直売所はものを買う場所だけで
はないという事が分かった。そこへいったら就農体験・収穫体験が出来るようにした。
都市農村交流事業が上手くいけばお客さんが来てくれて地域が活性化する。
熊野古道が平成 16 年に世界遺産登録され、欧米のお客さんが増えてきた。地域は人口が

激減している。地域にお金を落としてもらい経済に繋げなくてはいけない。
チャンスはある。今の車にはカーナビが入っているのでどこでも行けるようになった。
平成 14 年議会で小学校移転が決まった。更地にして宅地にして販売する事になり、これ
で良いのか行政に何度も念を押された。
平成 12 年か 14 年に市のマスタープランの策定作業があり市町村合併と同時に小中学校の
統合が決まった。
そこに上秋津の小学校だけを利用すると他からも使わせてほしいと言ってくるから使えな
いと言われた。市長も反対したが何度もお願いに行ったお蔭で、検討委員会を立ち上がっ
た。移転する 4 年前から 1 年かけて検討されたが結果、実現性は全くないという事に。
平成 17 年市町村合併で市長選に 3 名が立候補。自分たちが応援した市長は落選し、目の前
が真っ暗に。しかし、新市長は山間部の方で初登庁した 3 日後に説明に行ったところ検討
すると回答をもらった。
平成 18 年 12 月 27 日臨時総会でグリーンツーリズム提案したが反対者が多数。もめにも
めた。反対派の意見が 1 時間半出たところで、70 過ぎの人がここまで計画したのだからや
らしてみてはどうかと言う発言で形勢逆転。1 億円の買い取り賛成多数で可決。あいつがあ
るなら何が何でも反対する人たちも見方につけると動き出す。
この事業は議決権がある株、ない株で 489 名（地域 290 名、地域外 199 名）が出資した。
今度は農家レストランのスタッフがいない。誰がやるのかと言う事になった。テストキ
ッチンのお母さんたちを観光バスに乗せて紀伊半島の農家レストランに連れて行った。
帰ってきたら 4 名が手を挙げてくれ、一週間以内にスタッフをそろえてくれた。
ガルテンは、宣伝広告費を極力少なくし、景観整備費に投資した。
当時、ブログの時代で必ず写真が付いてくる。
目で楽しむ。食を楽しむ。写真を撮りたくなるように整備をした。口コミで広がっていっ
た。廃園を復活して農家レストランの野菜を作った。
当初の農家レストランは、バイキングのみでやっていた。平日がお客さんが少なく、団体
が入ってくると料理が短時間で無くなり、個人客が食べられなくなるという状況になった。
それで 25 名以上は教室で食べてもらう事にした。今では法事や同級会などの予約もある。
ガルテンは宿泊施設が第 2 の柱である。教育旅行をやりたい。４５~５０名を泊めたい。
しかし大人数は泊められない。男性は自分の家で民泊を考えたが、民泊で女性の負担が増
えるなら協力しないと言われる。
９０％オセアニア、欧米、そして韓国から地域づくりを学びに来ている。大人数は、半
分農家民泊、半分はガルテン宿泊。
市外の人に地域づくりを教えていたが、田辺市の人口減少が止まらず地域の方に学んで
欲しいという事になり、県外に地域づくりを教えている場合ではなくなった。
和歌山大学は、授業の一環として学生・社会人半分ずつ 20 名 20 名の講座を行った。
みかんオーナー制度も最初は、協力しないと言われ大失敗。農家は収穫しにくる畑の送

り迎えだけで疲れてしまった。テレビなどマスコミを上手く使い、今では多くの方にオー
ナーになっていただいている。
地元にお金が落ちる事が一番大事。ガルテンが出来てキテラのお客は 1 万人増えた。
ダメなのは発地型。子どもの受け入れは経済が一番小さい。大人はお金は使うけど、子ど
もはお金を使わない。事業をする時は、その辺りも考慮すること。
ガルテン 1 年間 300 万円の電気代⇒ソーラーパネルで賄えている。廃園を借り受けてソ
ーラパネルを設置。
都市農村交流がお金に変わるのか？経済効果はいくら？
秋津の 7 千万円、キテラ 1 億 5 千万で 45,000 万円の経済効果。観光 54,500 万円経済効果、
市民税にしたら 700 万円ぐらいになる。
今後、インバウンドが増加する。
「ビジットジャパン」地域を周遊してもらって地域の経
済波及にコースを作った。
６．コミュニティービジネス今後の展開
「隣り地域との連携 熊野早駈道」
「スポーツツーリズム」
「ICT と農村の融合」
「新たな 6
次化商品の開発」がポイント。
今、道の駅が各地にできて、農村に来なくても買えるようになってきた。どこも品揃え
を増やすために農家の奪い合いが始まっている。ソーシャルビジネスの 3 要素①社会性②
持続性③革新性を常に考え、事業を進めていく。

所感
「失敗は成功の基」
話を聴いていて一番最初に頭に浮かんだ言葉でした。
人口減少で限界集落になった故郷をどうやって持続可能な地域にしていくのか。ボランテ

ィアではなく、お金を廻していく仕組みをつくって生き残りをかける。反対されても信念
を貫き、進んでいく。未来をしっかり見つめて事業展開されている姿に同感しました。
現在、黒部市も道の駅オープンを目指しています。インバウンド観光も増加すると予想
されます。少子高齢化・人口減少も例外ではなく進んで、平成 32 年度の中学校統合後に小
学校統合の検討も予想されます。
地域がどうあるべきか、そしてその為に何をすべきなのかを一人ではなく、みんなで考
えていきたいと思います。

廃棄物対策豊島住民会議ついて視察報告書
視察期日：平成 30 年 3 月 29 日（木）9:30~11:30
視察場所：香川県高松市豊島
対応者：産廃物対策豊島住民会議 石井亨氏
視察目的：ゴミの不法投棄から環境問題を考え、地域を守るとはどういうことかを考えた
い。
ダイオキシン汚染が地下 30 メートルの岩盤からも出てきた。
鉛の汚染も深刻で、50 万トンの 7 割以上が毒性があり、地下の土壌汚染は、瀬戸内海に流
れ出している。公害調停で、土壌をすべて再利用をする事にした。
表面は、さほど深刻ではないが、地下水にはベンゼンなどの毒性の強い液体がしみ込んで
いるので、排水基準を下回るまで先ず浄化していこうということになった。
現在、7 つのブロックに分けて、井戸を作っている。油分の多い場所は、3.5m の横穴ボ
ウリングで水を集めて処理している。撤去が完了まで 730 億円の事業費で地下水、設備撤
去も含めると 800 億では収まらないという予想である。
事業費は、香川県 4 割、国 6 割負担。交付税措置なので本当にやってくれるのか不安であ
る。特措法で 35 年 3 月 3 月 31 日まであと 5 年間の契約となっている。
浄化作業が終わるとお金をかけて人員的に綺麗にする必要がないのではないかと言う事で
水質環境基準をみる作業だけになる。
事業者はこの事件で、廃掃法違反の罰金 50 万円懲役 10 か月執行猶予５年。撤去には 1
円も負担していない。当時の法律罰金 50 万円懲役 1 年が最高刑で、この事件は執行猶予は
付いているが、最高刑と同じと見ていい。
現在は、この事件を受けて罰金 3 億になっている。
また法律なども大幅に変更され、各種リサイクル法もこの事件からで、自動車リサイク
ル協会もこの事件から生まれた。
海との境界には、遮水壁が設けられている。水が漏れださないように地下 18 メートル埋設
している。完全な遮水は出来ないが 125 トンの漏水が 1/16 に抑えられている。

海と同じ水位にして、水の挙動を防いでいる。
事業の最終は基本的に緑に戻し、国立公園にふさわしい景観にすること。
場所の有効利用を考えると色んな欲が絡んでくる。住民の意見ではなく資本力の大きい企
業が乗り込んできて何をするのか分からなくなると想像する。
「私たちの代の役割は本来の景観に戻す事である。
」
水俣は、ヘドロを一か所にして埋立て。東北原発の除染は、汚染度の高いところに綺麗な
土壌を入れている方法なので豊島とは違う。
豊島は、史上最大の規模で香川県が事業主体。フォローアップ委員会を立ち上げ、方法を
科学者集団が決めていく。豊島住民は、処理協議会において実績と計画を説明して理解と
協力をする。内容は全面公開する。外部評価機関では、安全性、合理性が保たれているの
か。オブザーバーとして住民参加。豊島住民は香川県を監視するという立場で共同する。
・何が起こっていて何が問題で将来どんなリスクがあるのか。
・個人の土地に税金で処理する。
香川県に土地の買い取りを要求するも買い上げを拒否。それを受け、事業者を破産させて
住民が買い取った。世界的に前例がない。
事業者は、自分の土地 28ha を自由に使った。所有権と公園指定とは別なので個人の土地
はたくさんある。廃棄物ではない所有物 昔は自動車の山があった。廃棄物の仮置き
今は市有地であろうと廃棄物 行政側から廃棄物と認定して処理できる
埋立て 1975 年が発端 1977 年中間処理業。限定 4 品目を 1 万㎡の中に持ち込んで み
みずに食べさせ、太ったミミズを釣り餌に。ふんは有機肥料にして農家に売る。
1970 年公害国会。しっぽ切りが出来るようなっていた。法律で規制することになってい
たが、社会のインフラは法律通りに処理できる状態ではなかった。行政の許可を受けてい
る業者に処理委託すれば責任をはたしたという。事故を起すと業者を罰する。ゴミ，産業
廃棄物などの回収と再利用をはかる産業である静脈産業の方々が泣かさせていた。
当時、厚生省、現在の環境省は、措置命令権で万が一の事があっても撤去・行政代執行が
あったので万全だと主張していた。しかし、豊島事件は誰も責任を取らなかったので、日
本中で紛争が起こり始めた。
豊島問題から日本の廃棄物行政は行き詰まってしまうということで、橋本総理の地方遊説
県が頑張っていくのであれば国も後押しをすると発言。
豊島問題の歴史
有害物をコンクリートで固めて太平洋に沈めてしまうのは当時、合法であった。
1975 年 12 月 18 日に島中に反対運動がおこった。廃棄物は知事の許可が必要で松浦と言う
男だけは許可を出さないで欲しいと申し入れた。
43 年前の世の中は、ゴミに関心のある人はほとんどいなかったので、変な島。おかしな島
と言われた。
結局、香川県は許可を出さなかった

宮城県女川で 1800 本のドラム缶が放置されている事案が発生した。
警察の捜査で処理をしなさいという事になり、豊島の松浦氏が引き受けた。
しかし、行政が NO！業者行方不明。最終的に北海道へ。
松浦氏、送電用鉄塔の移設を電力会社に要望。聞いてもらえないかったので鉄塔の周囲
を掘り出す。裁判所の仮処分。中国電力が敗訴。鉄塔 4 基移転し迂回。3 千万円を支払った。
豊島の事業許可を香川県も許可をしない事になったことで、松浦氏は県庁の廊下で寝泊
まりして許可を出すように訴えた。内容は、「生活に困っている。自分の息子は登校拒否。
妻は子宮がんで長く生きられない。
」
それを受けて、香川県方針 180 度変わって許可を出した。理由は事業者の生存権が侵さ
れてはいけない。
1977 年、県知事が島民の説得に住民をあつめて演説。
「ゴミというのは人間が活動すれば必ず出てくるものである。法律に従ってゴミの処理を
すれば、豊島住民が恐れている環境破壊や健康被害が起るはずがない。一方で豊島は典型
的な過疎地。こういうところに処分業をちゃんとやれば働く場所が出来る。そう言う意味
では豊島にとっては良いこと。それでも反対をするというのであれば、それは事業者いじ
めであり、住民エゴである。豊島は海は青く空気は綺麗だが、住民のこころは灰色だ。
」
島民は激怒して利権決議を行う。私たちは香川県から離脱し岡山県になると玉野市へ吸収
合併の申し入れし、市長も賛成した。
515 世帯全員でデモ行進。知事に直談判したが、香川県取り下げないので決裂。そこで許認
可権者である松浦氏を民事訴訟。
一方で松浦氏は島民を殴って怪我をさせて暴行傷害罪で現行犯逮捕。2 つの判決を待たず
に香川県が許可を出した。有害物をコンクリートで固めて海に沈める許可だが、実際は無
害限定 4 品目を持ちこみ、これをミミズに食べさせ釣り餌にする。ふんは土壌改良剤・有
機肥料になるというもであった。
そもそも、みみずは畜産業の一種は健康被害は考えられない。絶対に間違いを起こさせ
ないのでという香川県担当者が説得しに島民に説明。
そして、この島にごみを持ち込んで事業が出来るかどうかを決められるのは住民ではな
く知事である。8 か月間説得 その間の島民は世の中の人達から指を差され、板挟み状態。
結局、1978 年 10 月 18 日和解で終わらせる。
そして、その後もゴミが持ち込まれ、わが国最大の不法投棄事件になった。
摘発後、ゴミは高さ 18m、5 階建ての高さぐらいになっていた。
そのゴミも平成 29 年 3 月 28 日最後の出荷でなくなった。
資料館の標本は低レベル PCB 廃棄物。法律上全て処理しなければいけないので、保存で
きないかもしれない。
島民は 13 年間何もしなかったわけではない。
県の職員が立ち入り調査で同行して監視。最初から約束通りじゃなかったため、許可の範

囲内でやってほしいと申し入れ。それでも、だんだん無法状態になり、1983 年頃からさら
に状況悪化。ダンプカーでゴミを積んで定期便のフェリーだったのが自前で中古のフェリ
ーを購入し、1 回で千トン運べるようになった。シュレッターダストが入ってきた為、埋立
て地に廃プラを入れて、そこに重機で穴を開け、液体が出てきて火をつける。
野焼き状態になり、高濃度のダイオキシンが発生し、そのころから島でぜんそくの子ども
が多くなり、全国平均 9 倍となる。おとなも同様で、飛んだ鳥が降ってくるようになった。
そう言う状況にも関わらず、香川県が立ち入り禁止にする。
1984 年公開質問状を提出。
香川県は、
「みみずの養殖であり、金属回収業は廃棄物ではない」という回答。住民説明会
では、島民からは、
「即刻辞めさせろ」と言う意見も、県は「良くやっており、合法で安全
だ」との意見。
行政監察局に言っても実態は変わらず、警察へ。
警察は、産業廃棄物は知事の許可。警察ではなく県へ行って欲しいと言われ再度、県庁へ。
野焼きの煙は、県庁の窓から見えている。しかし、担当職員は見えないというのが、当時
の県の対応。
1990 年 12 月 24 日金属回収業ではなく廃棄物であるという見解で廃棄物撤去命令が出され
た。兵庫県警科学研究所の調査では有害であり、生活環境上支障を既達恐れがあるとして
第 1 次措置命令で、転居命令が出された。行政代執行法で撤去となったが、なかなか撤去
が進まず。そして 3 年目に安全宣言。その時に運び出されたゴミは 1,340 トン。その後 91
万 1 千トンが運び出されているのと比較すると香川県の分析はいかにいい加減なのかが分
かる。
廃棄物か有価物か。
松浦氏は、シュレッダーダスト 1 トン 300 円で購入し、運送費 1 トン 2 千円の運送費を
支払った。
差引 1 トン 1700 円で引き受けている。
そういう事を香川県が知らなかったのか、
そのものは廃棄物であり、有償廃棄物ではないが原材料だと思い、県庁職員は騙されたと
発言。悪質な事業を合法に見せかけた松浦氏と香川県の共犯関係。
世論を味方にするために毎日 1 人県庁前に言ってビラを配った。青年行動隊を結成し、親
書を用意 歩いて 8 日間 400 ㌔歩いた。
香川県単独予算では無理。国の支援がいる国会が通過することが大切であるが、東京の新
聞に出ない事件で中央の官僚を説得できないと考えた。
1996 年 8 月 4 日 管厚生大臣 ゴミの上に立つ。1996 年 7 月グリンピースインターナシ
ョナル ダイオキシンゼロ運動の出発地となり、再度全国区の問題になった。
1997 年 6 月香川県議会総務委員会において、香川県に 5 市 38 町あるが、不法投棄処理で、
各自治体に配分されるはずだったお金がもらえない。豊島はみんなの税金を使っている。
みんなに迷惑をかける。それなのに東京やマスコミを見て地元を見ていない。豊島の活動
は根無し草だと発言。

1997 年 知事だけじゃなく県議会とも敵対関係に陥る。形勢不利となり、運動の転換を迫
られる。
県知事や県議会の考えを変えさせることが出来るのは主権者である県民である。しかしそ
の県民は、投票率が下がり、投票しても、その議員は何をしているのか関心示さず、弊害
化してしまっている。
主権者の県民が、ひざ詰めで自分の問題と捉えて行動に移した時に世論が変わる。
100 万県民を説得するしかない。県内 100 か所で連続豊島問題の座談会を地域ごとに分け
て 10 班で 10 回やれば変わるのではないか。
この時点では住民運動が理解されておらず、表で活動している島民に掛かってくる電話が
ほとんどが無言のいたずら電話、座談会をはじめたら、みんな同じ目になった。
受話器を持って涙を流している事もあり、バッシングは、あたりまえの状況。これではも
たないということで、7 人から 8 人の小さな勉強化を始めた。どんなに難しくても調書を読
もう。そこに何が書いてあるのか読み合わせ会をして、日本のゴミどんなことになってい
るのか、豊島問題が解決することはどんな意味を持つのか、の議論をしていく。そうする
と理屈が分かって 1 人ひとりの行動と言葉をもつようになり、聞いてくれる人が現れ 137
会場できた。
地方統一選が近づいてきた。振り返ると、自分達の地域から出ている県議が根無し草発
言の張本人。議長だった。
無投票になる可能性。小選挙区が無投票になると、血と汗を流してほしいと訴えてきたの
に、選挙から逃げるのか。当選ライン 3 万人、島民の有権者は千人。選挙区は田舎で保守
が強い地域で投票率 70%を超える。浮動票はほとんどない 2 人区。候補者豊島が推せる人
が居ると問題ないが小豆島から立候補なかった。住民会議も事が重大過ぎて選挙の判断が
出来ず機能停止宣言。17 人で候補者なき事務所開き。初会合で石井氏が呼び出されたのが
投票日 1 か月前。立候補し当選。
県議会の中で直接話し合い出来る。追及できるようになり、形勢逆転。
200 年 6 月 6 日公害調停成立し、香川県を監視する立場になった。
25 年経過。島民の活動も 7000 回を超えて負担額 1 億 6 千万円になっていたが、島を挙げ
て出来た事がなによりである。
全国には 1 千か所の類似箇所があるが、これだけ出来たのが豊島事件しかない。

所感
世論がどれだけ反対に廻ろうと自分たちの地域を守るために行動する。
涙を流しながら受話器を取る姿が想像されます。そして「私たちの代の役割は本来の景観
に戻す事である」という言葉は凄く重みを感じました。
自分の手から離れると同時にゴミは他人事。関心が薄れてきます。それをどうやって関
心を持ってもらえるのか。
現地に実際に言って話を伺い、島民の強い思いが伝わってきました。
問題があれば徹底的に調べる。そして間違っていると思ったらブレずに訴える。自分自身
を考えるとても良い視察になりました。

