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辺野古の海をつぶすな！
～9.12国会包囲行動に２万２千人参加～
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国会正門前の集会では、「ヘリ基地反対

協議会｣の安吹富浩共同代表が、「今の政権

は沖縄の人たちの怒りを無視して基地を建

設しようとしている。私たちは非暴力と不

服従で建設を止めていく」「翁長知事を支

え､たたかいぬく」と決意を述べました。

島ぐるみ会議事務局長の玉城義和県議や

ルポライターの鎌田慧さんなども次汽とマ

イクを握り、「埋め立てやめろ」「沖縄の声

を無視するな｣の声を上げました。

糸数慶子参院議員（沖縄選挙区）は｢沖

縄のことは沖縄が決めるという自己決定権

を世界にアピールし､辺野古新基地建設反

対の動きをつくっていこう」と述べまし

た。

環瀬戸内海会議の若槻武行さん０ＡＷＡ

Ｎ運営委員）は､辺野古埋め立て土砂を西

日本各地から採取・搬出することに反対す

る運動を報告しました。「シールズ琉球」

の元山仁士郎さんは､｢これ以上戦争に加担

したくない｣と訴えました。

米軍普天間飛行場の移設に伴う名護市辺

野古の新基地建設断念を求める「止めよ

う！辺野古埋め立て国会包囲｣が９月１２日

に行われました。主催は同実行委員会。参

加者は2万2000人です。

首都圏の沖ｌＷＭｌ身者や市民団体､学生ら

が国会議事堂を取り囲み、「新基地も戦争

法案もいらない｣｢辺野古の海をつぶすな」

｢日本政府は沖縄の声を聞け｣「ボーリング

調査をやめろ」と声を上げました。

辺野古新基地をめ鼻息嘉陰､県と政府の
集中協議が決裂し､翁長雄志知事が埋め立

て承認の取り消しを淡'断しました。辺野古

の沿岸部では､約1カ月ｉ１ｊｌ折されていた工

事が、この日の朝から再開されました。

そうしたなかで大規模な国会包囲行動が

おこなわれました。辺野古新基地建設に

反対する国会包囲行動は、１月２５日の第１回

（7000人）、５月24日の第２回（1万5000人）

につづいて３回目です。参加人数は初回と

比べ3倍以上に増えました。

「辺野古新基地ＮＯ｣と印刷されたプラカードを掲げ､「辺野古に基地をつくるな｣｢辺野古の

海をつぶすな｣｢沖縄の民意にしたがえ｣と声をあげる参加者＝９月１２日、国会正|;】':|前

｢】

ＪＡＷＡＮ通信No.1132015.11.20
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辺野古埋め立て用土砂搬出「ＮＯ１』
～全国連絡協議会が５万人署名を首相に提出～
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１３市民団体でつくる｢辺野

古上砂搬出反対全国連絡協

議会｣は１０月１５日、沖縄県名

護市辺野古の米軍新基地建

設のために西日本各地から

土砂を採取する計画の撤回

を求め、５万2429人分の署名

を安倍首相あてに提出しま

した｡署堵は今年５月から約５

カ月余りで集めたものです。

＝

■■

四

》雪々一

J|霞塾一；
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ヨ

土砂搬出に反対する５万強の署名を安倍首相あてに提出

防衛省は､辺野古埋め立てした全国連絡協議会のメンバー＝10月１５日、内閣府
用の上砂を西日本の中国、四

国、九州から運ぼうとしています。小豆島この'ヨは、内閣府への署名提'11に先立

（香川県）、黒髪島（111口県）、門司（北ち､防衛､環境､経済産業の各省担当者に'二

九州市）、玉島（長崎県）、天草（熊本県）、砂搬出計画の撤回を求める要望書を手渡

そして鹿児島県の佐多''１W、奄美大島、徳之し､扣当者らと交渉しました。

島です。全国連絡協議会の共同代表で「同然と文

これらの土砂搬出は､辺野古の海と本土化を守る奄美会議｣の大瀧幸夫さんは、「篭

各地の自然を二重に破壊するとして今年５美大島は貴重な生き物と景観で世界白然遺

月末、全国連絡協議会が７団体で結成され産をめざしているのに、無秩序な採石が野

ました｡その後、１３団体に増えました。放しになっている」と話し、上砂搬Ill計画

の中止を求めました。

「門司の環境を考える会」

の八記久美子さんはこう訴

えました。

「私たちの地元では『ふる

さとの上砂が人殺しのため

に使われるのはごめんだ』

という声があがり、３カ月半

で１万2500の署名が集まっ

た。に1本政府は沖縄の人た

ちを袴しめ、沖縄と水上の

自然を破壊しようとしてい

る。そういうことはやめて

いただきたい」

。

￣－－

署名提出に先立ち、防衛省、環境省、経済産業省の担当者に

土砂搬出計画の中止を要請＝衆議院第二議員会館

６ＪＡＷＡＮ通信No.１１３２０１５．１１．２０
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瀬戸内法改正、前進したが終わらない
～現場での協議会参加と埋め立て監視を～

環瀬戸内海会議幹事（首都圏連絡会）／食と農・環境フリーライター

若槻武行
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環瀬戸内海会議(環瀬戸)は昨2014年春、

瀬戸内海環境特別措置法(瀬戸内法）に｢埋

め立て、産廃持ち込み､海砂採取｣の３つの

全面禁止の明記を求め、法改正を要求する

署名1o万筆を衆参両院議長に提出した。

一方、自民．公明両与党は瀬戸内法の改

正案（旧案）を咋2014年６月、通常国会終

盤の参議院に議員立法として提出した（本

誌109号参照)。その自公案は､通常国会の

閉会で継続審議になった。続く臨時国会で

は一度も審議されず､１１月の衆議院解散で

廃案となってしまう。

今年(2015年)の通常国会で自公与党は、

野党の意見に配慮した瀬戸内法改正を進め

るための議員連盟結成を、野党の民主・維

新に提案してきた。

￣

｣

瀬戸内法改正をめぐる経過

2014月３月環瀬戸内海会議が､瀬戸内法

改正を求める署名10万筆を衆

参両院議長に提出。

６月自民･公明両党が｢瀬戸内法改

正案」（旧案）を通常国会の

参議院に提出。

11月｜日案は廃案に

2015年８月自民・公明・民主・維新4党

の協議でまとまった｢新改正

案｣が通常国会に提出される。

９月、衆議院本会議で全会一

致により可決･成立
Ｒ

Ｌ

を浄化させる生物を死滅させ､赤潮、「貧酸

素海域｣の原因となっていることの改善策

が具体的でない。

第２に、豊かな海の｢再生・創出の事業」

の内容が不明。「事業｣が新たな埋め立て、

それも産廃､特に｢有害鉄鋼スラグ｣による

埋め立てに繋がる懸念は、依然残ってい

る。

第３に、「事業｣が｢人工磯浜・砂浜等の造

成｣であるなら、膨大な経饗の浪費でしか

ない。その事業は全て失敗し、むしろ環境

破壊を招いている。

第４に、「事業｣を言うなら、数多く見られ

る末利用・遊休の埋め立て地の｢磯浜・干

潟の復元・回復｣を、同然に任せた形で試

みるべきだ。

第５に、「生物多様性｣を森った要悶の究

傘改善されたが、表現が暖昧

４党の議連がまとめた瀬戸内法｢新改正

案｣では､①｢富栄養化｣の対策を復活させ、

②｢貧酸素氷塊｣の文言を条文に明記し対

策を提起した､③｢生物多様性の確保｣に配

慮した、④各府県環境保全計画策定の湾灘

協議会で｢幅広く住民の意見を求める」と

改正した､⑤旧案で多数あった｢事業｣をか

なり少なくし、その偏重を緩和した、など

で評価できる点が見られた。ただ、その内

容は|慶昧で、次のような問題点があった。

第１に、旧案同様、年間１００件の赤潮、富

栄養化の原因の検証が不十分。浅瀬や干潟

の埋め立てが、貝類、ゴカイ類などの海水

４ ＪＡＷＡＮ通信Ｎ０．１１３２０１５．１１．２０
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瀬戸内法改正案を全員一致で可決した参議院環境委員会＝２０１５年８月２７ロ（水岡俊一

参議院議員事務所提供）

明・分析がない。浅瀬の喪失､海砂採取が、

生物の産卵や生息城を壊し､赤潮と貧酸素

海域を生んだことの反省がなく、放置され

たままだ。

第６に、各府県の湾灘協議会の構成メン

バーに｢環境ＮＧｏの参加｣の明記がないこ

と、などだ。

（生）が、特に未使用・遊休の埋め立て地

の多さと広大さを指摘し、国上省・環境省

が把握していない点を厳しく追及した。そ

れが議事録に残ったのは大きい。

衆院環境委員会では民主．ｍ,島識員の尽

力で､付帯決議に、①無駄な予算のバラま

き（埋め立てや人工砂浜造成に関わる業者

などとの癒着）の抑制、②瀬戸内法、生物

多様性の総括と調査・研究､③未利用埋め

立て地や既存施設の活用を新たな埋め立て

に優先させる、という、今後の埋め立て抑
つ衣

制に繋がる酉｡慮をしている。

瀬戸内法改正について、我々環瀬戸は２０

年近くも運動してきた。その間の現場での

耐え難い思いからいうと、まだ少なからぬ

不満が残っている。

ただ、瀬戸内法には５年ごとの見直しが

明記されている。今後は、瀬戸内の現場で

有害鉄鋼スラグによる埋め立てなどの幣戒

を強め、湾灘ごとの協議会への参加を求め

て自治体と交渉しながら、法案のさらなる

修正を求めて運動することになるだろう。

＊混乱する国会で最後に可決

新瀬戸内法案は、８月２７日の参議院環境

委員会･本会議、衆議院の環境委員会を経

て、９月２６日に衆議Ｉ院本会議の最後で可決

・成立した。

提案者の議連の幹事長だった民主・水岡

俊一議員は､戦争法案で混乱する国会内を

回り、環瀬戸の主張をほぼ全面的に取り入

れた民主党案を新改正案に反映させるよ

う、民主党内外の調整に努めてきたことが

印象的だった。

参院環境委員会では7171,忠義議員（共）

と水野賢一議員（無）、衆院環境委員会で

は島津幸広議員（共）と玉城デニー議員

ＪＡＷＡＮ通信No.１１３２０１５．１１．２０ 、
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兇適しされたけど､危機続く中池見湿地
～ツソポジウム「ラムサール条約湿地の守り方最前線」～
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「ラムサール条約湿地の守り方最前線～中池見湿地・北陸新幹線問題からの発信～」と

題したシンポジウムが10月１２日、都内で開かれた。主催は日本自然剛保護協会である。

中池貝付近の北陸新幹線ルート鯵北陸新幹線ルートをめぐって
約登録区域 変更ルート

（2015年公表）
ラムサール ●

ご存知のように、に'｡池見湿地は2012年７

月、ラムサール条約湿地に登録されると同

時に湿地内を北陸新幹線が貫通するという

計画が公表された。そのため、「モントルー

レコード」（生態学的特徴が変化する可能

性がある湿地）も手にしてしまった。

開発は、条約湿地にもおかまいなく迫っ

てくる。

当日は、どうしたら条約湿地を守ること

ができるのか｡保護活動と国際機関との新

たな連携､そして制度的な課題とは何かが

話し合われた。

最初に、中池見湿地の素晴らしい映像が

流された。７３種類のトンボ、カヤネズミが

葉っぱをさいてつくった巣､秋の渡りのノ

ジコの群れなど、自然いっぱいのシーンに

心が和んだ。

次に、日本自然保護協会の福田真由子さ

んが中池見湿地の歴史を話した。

「中池見湿地は、市街地に近い所にあるに

も鯉:霊箆ﾐ抄形が袋状になっているの
で袋状埋積谷と呼ばれ、１０万年の歴史を

持つ。４０ｍを超える泥炭層は、世界的に学

術上重要とされている。９０年絢代､大阪ガス

は買収した士地にＬＮＧ基地を予定してい

たが、ＮＧ○や生態学者の強い保護運動に

より、正式に中止し､敦賀市に寄付した。

いま問題になっている北|崖新幹線のルー

トについてはこう話した。

「当初、環境アセスメントが行われたとき

蕊鐘鋪:霊：トンネル区盾

のルート〔アセスルート〕は、生態系豊かな

『うしろ谷』の外側を通過するものだった。

しかし2012年８月に公表されたルートは、

アセスルートより150ｍも湿地寄りになり、

『うしろ谷』を貫通することになった。この

ルートが国上交通大臣に認可された〔認可

ルート〕･鉄道・建設運輸施設整備支援機

構に湿地の重要`性を訴えても、『（認可ル

ートは）変更しない』の一点張りだった」

「2015年５月、認可ルートが見直しされた。

それはIＵＣＮ（国際自然保護連合）のＭＩＩ力

が大きかった。2014年３月にはラムサール

事務局長､そして'２月には泥炭地馴研究者の
し上うへい

マーセノレさんを招I際してシンポジウムを

開,催した。マーセルさんは、アセスルート

や認可ルートにこだわらず､第３のルート

を考えよ、と話した。翌15年３月、ジャパン

タイムズも影響が大きいと報じた｣。

ＮＰＯ法人ウエットランド『|:i池見の笹木

智恵子さんは｢最悪のルートは脱したが、

見えないところをどう守るか。湿地の水が

低
ロ
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枯れる。どこから水を持ってくるか。専門

家も、水が枯れるとどうなるか予測もつか

ないと言っている」と話し、湿地の水の重

要性を訴えた。

鉢「北陸新幹線は不要」の発言も

講演が一段落したとき、敦賀市議会議員

のＫさんがこう質問した。

「認可ルート変更に伴い、自然保護協会

は､事業者が専門家会議を設置したことや

認可ルートを変更したことは評価に値する

として「ありがとうキャンペーン』を企画

した。だが、私たちは北陸新幹線は不要と

思っている。評価するということは、鉄道

機構にお墨付きを与えることになる。トン

ネルを掘れば水環境にどんな影響が出る

か､有誠者を呼んでシンポジウムを開いて

ほしい」

この質問に対し､福田さんは

「一度認可したことを変更するというのは

たいへんなことである。認可ルートを変更

したことは評価できる。土木関係者のシン

ポジウムはイメージがつかない。解決策は

これからだ｣と応えた。

次に日本自然保護協会の国際担当である

道家哲平さんは、中池見湿地保全のために

国際的機関の協力を進めてきたことを話し

た。

ラムサール条約事務局長や泥炭地研究家

のマーセルさんを招くため、スイスまで出

かけて中池見湿地の問題を伝え、協力依頼

したことを話した。

「人為的影辮が起こり、起こりつつある、

起こる可能性が高い湿地の状況を報告す

る｣通報者の重要性を話した。

最後に､筑波大学大学院の吉岡正人教授

は､環境影響評価（アセスメント）制度や

行政間のコミュニケーションの問題などに

ついて話をした。

たとえば､環境影響評価書が確定した後

は、300ｍ以内なら｢軽微な変更」と認めら

れている。そもそも環境省に通知の義務も

ない。評価委員会を設憤し、市民側もモニ

タリングをいっしょに行い､議論してゆく

重要性を強調した。

鯵ラムサール条約湿地を守るために

パネルディスカッションには、「日本雁

を保護する会｣会長の呉地正行さんも加わ

った。

呉地さんは｢条約湿地を守るために何が

必要か。それは市民と関係者の役割であ

る」とし、こう述べた。

「伊豆沼･内沼では、みやぎ県北商速幹線

道路が沼の北側を通るということであっ

た。際に委員会を設ける鑑務はないが、平

成3年から２１年まで､影響がＭｌれば工事を

止めるという前提で、専門家と地域の人を

加えた環境委員会をつくった。’二木の人は

環境には関心がなかったが、話し合ううち

に意識が変わっていった。委員会の設置を

提案した」

吉ＩＴＩ正人さんは、「環境影響評価法が改

正され、事前だけでなく事後調査も必要と

なった」とし、「中他見湿地はどのくらい影

響が出るか分からない、不確実`性のあるも

のはすぐ対策を練って対応することが大

事｣と述べた。

道家哲平さんは、「モニタリング調喬は

対策を活かす前提で行う。問題が出たら

"ちょっと待って，，と監査し、管理計画をつ

くって実施することが必要」と話し、ラム

サーノレ条約は市民が育ててきた条約である

ことを強調した。

笹木智恵子さんは、「モニタリング調査

は市民でもできるし、その重要性も認識し

ている。導電率を使用し、融雪剤の使用で

数値が上がっていることも把搬している。

自然に素直な生き方をしたい」と話した。

最後に吉田正人さんは、湿地|呆全法の必

要`性を話し、「情報公開やコミュニケーシ

ョンをはかっていくことが｢賢明な利用」

といえるのでないか｣と締めくくった。

（牛野くみ子）
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雄ぐらわん ざし

岳jｶﾞﾐどの流域と瑞蔵湾と一体となり、砂噛

に囲まれた半閉鎖汽水域です｡水鳥の渡り

に重要な湿地としてラムサール条約に登録

され、西表石垣国立公園に編入されていま

す。

古来、アンパルは魚などが豊富な場所

で、人々の蛋白源の供給場所でもありまし

た。古謡｢アンパルヌミダガーマユンタ」

は、貝などを求め、人々がアンパルに頻繁

に通い、そこに多種、多数生息するカニを

観察する機会があったことによって生まれ

た詩です｡古人の優れた｢自然観察力｣に驚

かされます。

現在では土地改良による赤土汚染にさら

され、生物多.様性は顕著に減少していま

す｡干潟を埋め尽くすほど飛来していた渡

り鳥、子供でも30分もすればバケツ－杯の

貝が取れた昔の姿はありません。

しかし数､量こそ減っていますが、今で

も生物多様性があり、ユンタに謡われたカ

ニたちも健在です｡ヤエヤマヒルギの繁茂

が急速に進み､その落ち葉をエサとするキ

バウミニナが大繁殖しています｡環境が変

化し、生態系も徐々に変わってきているよ

うです。

△将来、守り受け継いで

いきたいもの・こと

アンパルの現状をこれ以上悪化させては

いけない、できれば昔のアンパルを再び取

り戻そうという覚悟で活動に取り組んでい

ます。そのために、石垣島の自然･保護団体

と共|司して、赤土流出をIこめることが最重

△主な事業の概要

本会の発足は2009年３月１５日です｡以来、

島村賞、子どもアンパル教室、アンパルガ

イド講座、学校単位の自然観察会、市民観

察会、講演会、生き物調査（昨年・キバウ

ミニナ､今年度､魚）、環境調査（水質、土

壌､底生生物）、アンパルの自然・環境を

保全するための監視・調査と行政、事業者

への要請などを行っています。
まえせだけ

最近、重要なアン/〈ﾉﾚ水系の一つ前勢岳

にゴルフ場建設計画が発表されました。水

源を守る活動に取り組んでいきます。

▲活動上の課題

スッタフの若返りと専門家の充実｡地元

住民の参加。特に自然を保護、再生できる

実力を持った組織にしていくため、人材.の

雁鬮保、養成が求められています。活発に動

く、機動力のあるスタッフ体制が必要で

す。

△今後の展望

発足6年にしては頑張っていると評価で

きます｡４年後には、かなり専門的な調査研

究と自然保護活動が実績をあげていること

を夢見ています。

△活動地域の自然や文化の特徴、

素晴らしい点

アンパルは石垣島名蔵川の河に1域に形成

された特異なマングローダ涙撫､生物多
様性の．貴重な宝庫です｡於茂登厩やバンナ
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要です。

白然、歴史、文化、産業な

ど名蔵のことを丸ごと理カギ

することがアンパルの環境

を保全するうえで必要です。

名蔵・アンパルに詳しい専

門家、研究者、地元住民、事

業者との連携を進めます。

ケク，１－１－‐－－

、

アソパルの自然を守る会

共同代表:島村賢正､小菅丈治

住所:〒907-000ｌ沖縄県石垣市大浜453-21

ＴＥＬ:090-6785-8692（山崎）ＦＡＸ:0980-87-7751

Ｅメール:mtmasaki＠mOLfitcall・net

ﾎｰﾑﾍﾟｰｸﾞ:http://www・ishigaki-island-nagura-amparu・ｏｒg／
」Ｌ
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特別支援学校中学生のカヌー体験（マングローブ林内のアンパル学習）

オヒルギ林内でアンパルのマングローブ学習
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里山を大窺膜に破壊
～車のテストコースでトヨタと愛知県～

２１世紀の巨大開発を考える会織田重己さんに聞く
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東京ドーム141個分、皇居の5.7倍という巨大開発の工事が、愛知県の自然豊かな

里'１１をズタズタに壊しながら進んでいます。仁１本一の大企業・トヨタのテストニー

ス造成です｡反対運動をつづけてきた｢２１世紀の巨大開発を考える会｣の織田重己さ

んに話を聞きました。

一…鐘豊鱗器予定地は

生物多様性の宝庫

一造成中のトヨタテストコ

ースは、面積がとてつもなく

広いですね。

[織田】そのとおりだ｡予定地は、

愛知県三河地方のほぼ中央、|日下

''１村（豊田市）と１日額田町（岡

I白壁ローｈ
▼1

一Ｐ－－Ｇ鈎醒顛諏野酉跨一司季ロヒ

》
一一瓦一

一
一

一一』鋼一・挿一 曰

－Z

警鐘 凉一、」一一
一壁圓壼

鐡鐵｜⑱。■」

崎市）にまたがる660ヘクタールトヨタテストコースの予定地では、自然豊かな里山を壊し

の里l｣|である。同じ面積を東京のながら工事が進んでいる＝2015年10月２２日撮影
111手線内にあてはめると、新宿か

ら皇居までが敷地に含まれるという広大な－愛知県企業庁が用地買収と造成工事

ものになっている。を)Fi代わりしているようですが。

直惠露二鯉乞縞峯灘三重二閨［織田]用地鮒と造成工事縮け負った
トコース､研究開発棟､実験棟､管理棟などのは県企業庁である。そのうち用地買収に

ついては、豊lT1市と岡崎｢|了の職員が地権者
を10年かけて造る計画である。

予定地は､約9割が山林､約,割が水田となどへの説得にあたった。
県企業庁は2007年に地権者説明会を実施

M1裏鬘鰈!'瞬鴎簔壽;i=二二三薑し翌08年に補償条件雛示した。
地権者の中で最後まで用地買収に応じな

韮)"裏１１jif1j1iW:i篝i難?ご《翼i｝かつた…はこう述べてい乱
「愛知県企業庁の職員や岡Ｉ崎市の職員が、

は､世界で'000羽程度といわれる希少種で土地を売るよう自宅まで何度も説得しに来
ある。

た。しかし、トヨタという－民間企業のた

諸自治体が丸ごと支援めに愛知県が"地上げ屋"のようなマネを
するのはどう考えてもおかしい。彼らが

[0 ＪＡＷＡＮ通信ＮＣ」１３２０１５．１１．２(〕



｢売ってくれ』というのは私

が祖父からＩ１ｌ続した'iii崎市

内の土地だ｡イノシシのヌタ

場（泥浴びする水溜り）が

あるなど､大胤然に囲まれた

豊かな里山である」（『フラ

イデール012年３月３０日号）

しかし、ほとんどの地権者

が買収に応じた。予定地の地

主は748人もいたが、売却を

拒んだのはＡさんただ－人だ

った。「親戚筋などからたい

へんな圧〃があった」と話す

人もいる。

トヨタは、２０年以上前の

1987～88年にも同予定地（当

時はＦＩｌｌ付）の開発を計画

した。しかし、地権者の猛烈

な反対にあって頓挫した。

その後、2005年に豊田市が

下山村を吸収合併した。ま

た、高齢化や後継者難などに

より林業経営をつづけるこ

とがむずかしくなった。これ

らが開発にとって

トヨタテストコースの計画地

鋤
古屋

岡崎市

三河湾

もし山手線内にトヨタテストコースができたら…

有利に働いた。

県が開発を請け

負ったことも大き

い。予定地には保安

林や砂防指定地が

あるので、伐採や開

発は制限されてい

る。ここを開発する

場合は公共性が求

秋葉原秋

四ツ谷四ツ谷 零’’７小
（』慰鰄繍朏」

居
新宿

ｎ
８
Ｄ
ｌ

Ｂ
Ｂ
・
‐

東京東京Ｏ１ｋｎｎ
Ｉｌ

課を設置した。2007年のことである．豊田

市がテストコースのために4年間で費やし

た費用は、人件費だけで４億8000万円（の

べ48人分）を超えた。今後も、周辺の道路

拡張工事に対し莫大な公費投入を見込んで

いる。

こうした点については、震、市議会のな

かで、「一企業の施設のために、行政が｢1然

められるので、民間企業の営利目的では開

発がむずかしい。ところが、県（企業庁）

が開発の主体となったため、制限の解除や

煩雑な手続きがスムーズに進んだ。トヨタ

は、民間では困難なことを行政に肩代わり

させたということである。

地元の豊田市も、トヨタテストコースの

開発を推進するため、総合企画部内に開発

１１
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を切り刻んでよいのか｣「もうかって

いる大企業に政治・行政の特別の援

助はいらないはずだ｣という批判が

だされた。しかし、無視である。

認自社都合が第一

~なぜ、トヨタは自然豊かな里

山を開発予定地に選んだのです

か。

【織田】トヨタはすでに、本社（愛

知県豊田市）のほか､士別試験場（北

海道_|=別市）と東富士研究所（静liM

ヨ

野

蕊
一壁§

←、》
、

△

髪、蕊譲x冠 －コ

八1｣y液量目Ｉ工1Ｊ｢jノ（ノノｌ江〃、、＝'三刀I｣iiｴuil火&液７（イし 絶滅危'１具種ミゾゴイの営巣(織田重己さん提供）

海道-|=別市）と東富士研究所（静岡

県裾野市）に研究開発施設を持っている。回締約国会議（ＣｏＰ１０）が開かれ､生

しかし、トヨタは｢従来の技術の延長では物多様性を保全することの大切さが強

解決できない先進的な技術開発を加速する調されました。

には、新たな研究開発拠点が必要」と説明
〔織田】愛知県とトヨタはｃｏＰｌＯに深く

している。
かかわった｡愛知県はＣｏＰ１０のホストをつ

私は、「新たなテストコースは、三河湾のとめた。そのＣｏＰｌＯでは、日本の里'１１が世
埋め立て地にあるトヨタ田原工場の敷地と界に誇れる生物多様性の宝庫であることが
駐車場を使えばよい｡この埋め立て地には認められた。そして、「人間の手が入ること
広大な遊休地がある」と提案した。

で維持されてきた環境と生物多様性の保全
ところがトヨタは､本社に近い場所がい

基三豊蝋鯛鰯具蕊鱒溌幾
一ということである。

じろうとしている。

謡ＣＯＰ１０の国際合意を踏み|こじろさらに､生物多様性保全の大切さをうた

［織田】愛知県とトヨタはＣｏＰｌＯに深く

かかわった｡愛知県はＣｏＰ１０のホストをつ

とめた。そのＣｏＰｌＯでは、日本の里'１１が世

界に誇れる生物多様性の宝庫であることが

認められた。そして、「人間の手が入ること

で維持されてきた環境と生物多様性の保全

と持続的な利用」をうたった｢SＡＴｏＹＡＭ

Ａ（里山）イニシアティブ｣が合意された。

愛知県とトヨタは､その国際合意を踏みに

じろうとしている。

さらに、生物多様性保全の大切さをうた

っている有力な環境保護１J１体も、このテス

トコースの開発には反対しなかった。

トヨタは､何千万円という助成金を環境

保護団体に毎年ばらまいている。トヨタや

愛知県から多額のカネをもらっている環

境保護団体は、トヨタや県が進める自然破

壊には反対できないのだろう。

地元は、トヨタ「1動zにと関連企業の関係

者がすごく多い。だから、「反対｣は口にだ

せない雰囲気が強い。しかもトヨタは、テ

ストコースが完成すれば､研究者だけで約

3850人が働くようになると宣伝している。

そのため､地元は歓迎ムードに染まってい

る。

－愛知県では2010年に生物多様性第1０爾護丁鍵簿．
房一］
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里山と水田が広がる予定地(織田重己さん

提供）
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｢三参類をﾗﾑｻｰﾙ条約湿地に」
～署名１万人分を県に追加提出～
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「三番瀬を守る署名ネットワーク」は

10月２６日、三番瀬のラムサーノレ条約登

録を求める署端１万人分を1Win事あて

に追加提出しました。

署名を受け取ったのは県環境生活部

の半田徹也次長です｡署名を手渡す際、

田久保晴孝代表はこう要請しました。

「今年、ラムサール条約第１２回締約国

会議に○Ｐ12）が南米ウルグアイで開

かれた。ＣＯＰ１２で三番瀬がラムサール

条約に登録されるよう(こと、これだけ

の署名を集めた。２０１２年に開かれた

COPllに向けては14万の署名を提出し

た。次回の締約国会議（ＣｏＰｌ３）は

2018年に中東ドバイで開かれる。その

署名を提出する｢三番瀬を守る署名ネットワー

ク」の田久保晴孝代表（右）＝１０月２６日、千葉
県庁で

会議でぜひ三番瀬がラムサール条約に登録

されるようにしていただきたい」

半111次長はこう答えました。

「三番瀬のラムサール条約登録について

は､すみやかに進めるべきという意見もあ

るが、時期尚早という意見もある。県とし

ては、引き続き県民の意見を聞きながら、

地元関係者の合意に向け、調整に努めてい

きたい」

署`iZ1提川のあとは、署紹ネットなど三番

瀬保全団体のメンバーと県の関係部局が話

し合いです。「漁協は『ラムサーノレ条約登録

よりも漁場再生が先』と言っているが、ラ

ムサール登録と漁場再生は矛盾しない。県

は意見を聞くだけでなく、漁協を説得すべ

きだ｣などの意見がだされました。

ii篝篝鑿し鑿蓬

■
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畷へ百一篭運
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丑

畷へ百一篭運
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署名提出のあと、県の三番瀬関係部局と話し合う三番瀬保全団体のメンバー（向こう側）
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減少する日頑の野濤

千葉県野鳥の会田久保晴孝
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＊水鳥の減少

私はシギ・チドリ類の調査を45年近く続

けている。

シギ・チドリ類というのは、オオソリハ

シシギ、ハマシギ、キアシシギ、キョウジョ

シギ、メダイチドリ、シロチドリなどであ

る。チドリ目のなかには、ユリカモメや。

アジサシといったカモメ科･の鳥なども含ま

れる。

シギ・チドリ類は主に干潟にいる。だか

ら私は、干潟が開発される場所でシギ・チ

ドリを見ていた。シギ・チドリのいた干潟

が開発でつぶされると、鳥たちは隣の干潟

に移る。そういうことがくりかえされてき

きた・

かつて、東京湾奥部に位置する千葉県市
しんは主

)||市の新浜(こ広大な干潟と湿地があった。

当時､新浜の干潟は日本最大級の野鳥渡来

地となっていた。そこを埋め立てるという

計画が持ち上がった。そのため、1967年に

｢新浜を守る会｣が結成され､埋め立て反対

運動が起きた。これがきっかけとなり、そ

の後、干潟の埋め立てに反対する運動が全

国に広がった。そういう流れの中で、私は

鳥をみてきた。

シギ・チドリ類の全国調査も1974年から

はじまった。全国規模で鳥の調査が40年前

からおこなわれているのはシギ・チドリだ

けだ。

この調査によると、1974年から2013年ま

でにシギ・チドリ類は全国で４割減少し

た。これは､全国で干潟が4割減っているこ

ととピタリ一致する。東京湾では9割も減

、凸ﾚｰｰ

ｰｰｪｰ

テ

ーダ
～丙午￣＜=歩三二-.5戸」

廷一一蔀。－－

、逼二_"､－－
￣■ 一一》蘂、鐸『←
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由昭■▲
’=Ｚ

￣

麺,｡`傘．、弧

『》
〉
，

。】

■戸

激減したシロチドリ

ったが、これも東京湾の干潟が９割減った

ことと重なる｡シギ・チドリが減った主な

原因は干潟の減少がいちばん大きいと思わ

れる。

シギ・チドリ類のなかでいちばん多いの

はハマシギである。シギ・チドリ類の８割

くらいを占めている。シギ・チドリが多い

か少ないかは、ハマシギの数を調べればわ

かる。ハマシギの数は干潟の減少に比例

し、全国で6割、東京湾で１割（10分の1）

に減ってしまった。

現在、シギ・チドリ類がいちばん多く飛
だ(`､じゅがらみ

来する場所|ま有明海の大授搦である。

この干潟は佐賀県にある。諌早湾（長崎

県）の隣である。諌早湾は－時、シギ・チ

ドリの渡来数が全国一になった。ところ

が、全国一になった次の年の1997年４月に

｢ギロチン｣が落とされ､諌早干潟がつぶさ

れてしまった。そのため、その後は大授搦

１４ ＪＡＷＡＮ通信No.1１３２０１５．１１．２０



モニタリングサイト10002011年度冬期シギ｡ﾁﾄﾞﾘ類の渡来状況

個体数（Birds）

０１，０００2,0003,000４，０００５，０００6,000７，０００

a52il大授搦(佐賀県）

荒尾海岸(熊本県）

白川河口(熊本員

不知火干潟(熊本県）

氷川(熊本県）

三番瀬(千葉県）

藤前干潟(愛知鼎

泡瀬干潟(沖縄鼎

球磨川河口(熊本員

大阪北港南地区(大阪府）

九十九里浜南部(千葉劇

与那覇湾(沖縄県）

中津海岸(東浜)(大分県）

谷津干潟(干葉員

慌尼1ﾕ潟保全･賢明利活用協議会発行『荒尼1二潟』より

ピ、猛禽類に食われてしまう。コアジサシ

を繁殖させるため、千葉市が埋め立て地に

更地を用意したが、コアジサシはそこを利

用しない。

それから、ツルシギやタカブシギは１０分

の１に減少した。干潟の後背地にある湿田

のアシ原や沼が激減したからだ。ツノレシギ

やタカブシギは、これらの場所を利用して

いた。

たとえば前述の新浜は､かつて3000羽も

のツルシギが渡来していたといわれている

が、いまはゼロになった。i1lLIn・アシ原は

行徳保護区以外にはない。

このほか、主に湿田・湿地でエサをとる

鳥は軒並み減少している。バン、ヨシゴイ、

サギ類、タシギなどである。バンはかつて、

そこらへんにいたが、ものすごい勢いで減

ってしまった｡原因は開発による湿田の激

減である。

が全国一になった。

シロチドリは、章が生えないような砂浜

で水たまりが少しあるような場所で繁殖す

る。東京湾では、埋め立てが進んでいた時

期にシロチドリやコアジサシの繁殖地がで

きた。ところが､埋め立て地が草原になり、

工場や建物、道路などができてしまった

ら、繁殖地がなくなってしまった。

たとえば谷津干潟（習志野市）では、

1976年にシロチドリが3000羽いた。しか

し、つい最近は1羽も確認できない日がほ

とんどである。それくらい激減してしまっ

た。そういう事態になって、環境省はやっ

とシロチドリを絶滅危`倶種に指定した。

同じように、東京湾岸ではコアジサシの

繁殖も激減した。かつては､東京湾岸で数

万羽繁殖していたのが、いまは巣立った若

鳥がまったくみられなくなった。巣をつく
ふか

ってヒナを孵｛としても、ヒナはカラスやへ

1５ＪＡＷＡＮ通信Ｋ０．１１３２０１５．１１２０
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化、ため池の埋め立て

③流域下水道整備に伴い、小さい川に水

が流れなくなったこと

④里山などの森林や草地の放置と宅地化

⑤ダムの建設や、河川・海岸の護岸整備

⑥農薬の使用

⑦漁業による漁網､刺し網､定置網の使用

③イヌ、ネコ、シカ、カラス、マングース

など､他の動物による食害

⑨東アジア、東南アジアの開発

⑩地球温暖化

＊増えている鳥

他方で､増えている鳥もいる。

たとえばカワウである。カワウは195,′

代から70年代にかけて減ったが､８０年

降は急増している。カワウのエサは漁

るが、増えた理由はよくわかっていな

マガンとヒシクイは、かつて人間が勘

で撃っていたが､天然記念物になって1打､…

されたから増えるようになった。ハクセキ

レイは､エサの多様化が原因で増えたと言

われている。ハシブトガラスはゴミやドッ

グフードなどのエサが増えたため増加傾向

にある。このほか、果実食のムクドリやヒ

ヨドリ、キジバトも増えている。

1950年代以降の開発（干潟の埋め立てな

どの自然破壊）により、日本は所得が増え

て便利になったが、ツバメやヒバリ、スズ

メなど身近にいた野鳥たちも見られなくな

っている。

これからは､埋め立て地や干拓地を元の

干潟・湿地に復元したり、乾田を冬水たん

ぼや夏水たんぽにする、ラムサール条約登

録湿地を増やすなどの運動を進めていきま

しょう。

＊里の鳥の減少

里の鳥も減少している。ツバメ、ヒバリ、

オオヨシキリ、セッカなどである。ツバメ

の減少要因は、ツバメは湿地が減少したこ

とや、カラスによってヒナや卵を食べられ

ることである。ヒバリは畑や草地の減少、

オオヨシキリとセッカはアシ原や草地の減

少が原因である。ツバメとヒバリは絶滅危

倶種に指定されている。

スズメも、草地､水田、繁殖場が減ったた

め、減少しつつある。

＊壹烏

夏鳥もいたるところで減っていると言わ

れている。アカモズ､サンショウクイ、ツバ

メ、チゴモズ､サンコウチョウ、アカショウ

ビン、アオバズクなどである。

減少の原因として、日本で開発が進んで

いるほかに、東アジアや東南アジアといっ

た越冬地の開発が影響していると言われて

いる。また､農薬の影響も大きい。

＊高山や島の烏の減少

高山や島の鳥も減少している。ライチョ

ウはヒブーをカラスやキツネに食べられたり

する。I粥山のカラスやキツネは人間が連れ

ていっている。ウミガラス（オロロンチョ

ウ）は、ヒナをカラスやカモメに食べられ

るほか､漁網にかかって殺されることも減

少の原因となっている。

ヤンバルクイナは、森林開発のほかに、

マングースやネコに食べられることが減少

の原因となっている。人間がよかれとおも

ってやったことが裏目にでている。

＊野鳥減少の主な原因

野鳥減少の主な原因を整理するとこうな

る。

①干潟や湿地の埋め立て、干拓
ほ めんざ上

②圃場整備による戦111化や水路の暗渠

自然を離れて豊かさはない

三番瀬をラムサール条約登録湿地に
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鬼怒111堤防決壊が示すもの
～治水対策の転換が急務～

中山敏則

一･･◇◇◇◇◇◇◇◇・◇←◇一・◇←◇←◇←◇←÷←ぐく＞◇゛◇←◇◇◇←◇←◇

堤防は補強すれば破堤しにくくなりま

す。しかし、堤防の補強は長年放置されて

きました｡補強したのに破堤すれば責任を

問われると思ったのでしょうか。ダムに回

す予算が少なくなると思ったのでしょう

か｡それとも計画高水位を超えて流せば流

下能力が大きくなるからダムが要らなくな

ると言われるのを恐れたのでしょうか。と

にかく、これまでの日本の治水行政は、堤

防を補強することには消極的でした｡》

現在の堤防は土砂を盛り上げただけのも

のがほとんどなので､洪水が越水しただけ

で容易に破堤する－.今回の鬼怒川堤防

決壊はその典型である。

◆総合治水への転換が急務

元国交省近畿地方整備局淀川河川蝋務所

長の宮本博司さんは９月１５日のテレビ報道

番組に登場し、鬼怒川の堤防決壊について

こんなことを述べた。

「いまの治水対策は、洪水のエネルギー

を川に集めて一気に流し、堤防で守るとい

うスタイルをとっている｡墓が､肝心の堤
防は'二でできているために脆い。これでは

堤防決壊を防ぐことができない。洪水のエ

ネルギーを川に集中させず、田んぼや湿地

帯に分散させることが必要だ。１０年や20年

に一度の氾濫があっても、それによって農

地はよみがえる」

これは、問題の核心をズバリついてい

る。いま、治水対策で緊急に求められてい

るのは総合治水である。総合治水というの

は、“ながす"対策（河川対策）と、雨水を

一時的に貯めたり地下に浸透させる対策

（流域対策）、浸水してもその被害を軽減

◆起こるべくして起こった堤防決壊

９月１０日、関東・東北豪雨で鬼怒川の堤

防が決壊し､茨城県常総市は甚大な被害を

受けた。

これは起こるべくして起こった災害であ

った。なぜなら、日本の河川堤防はいつ決

壊してもおかしくない状況になっているか

らである。

５年前の2010年９月１日、ＮＨＫテレビが

スペシャル番組｢首都水没｣を放送した。衝

盤的な内瀞であった。利根)||や荒川の堤防

は半分以上の|Ｘ間で決壊の恐れのあること

を報じたからである。国交省の調査によれ

ば､堤防強度の安全基準を満たしていない

区間は、利根川が62％、荒川が57％である

という。国（'|:i央防災会議）は、荒川や利

根川の堤防が決壊して大規模水害が東京を

襲った場合､最悪の場合は死者6300人、孤

立者１１０万人になると想定している。

堤防決壊の危'険箇所は全国のｉｉ１Ｉ川のいた

るところにある。今回の鬼怒川の決壊箇所

もそのひとつであった。

決壊危険箇所が多いのは､国交省が巨大

ダム建設を優先し、堤防強化を後回しにし
ひろたけ

ているからである。河)11工学者の今本|尊健

さん（京都大学名誉教授）は、「ダムが国

を滅ぼす』（扶桑社､2010年）の､１１でこう

記している。

《今最も必要なのは破堤を防ぐことなので

す｡現在の堤防は土砂を盛り上げただけの

ものがほとんどですので、洪水が趣水した

場合だけでなく、流れにより堤防が洗掘さ

れたり、水が堤防の中に染み込んだりし

て、容易に破堤します。
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真間川流域の総合治水対策の一環で整備された大柏川第一調節池（千葉県市川市）。ふだん

は｢動植物に触れあえる環境学習の場｣として利用されている。野鳥観察会も開かれている。

する対策（減災対策）を総合的

に組み合わせることである。

たとえば千篭壗'燕市川市の市
街地を流れる真間川の流域で総

合治水対策を進めている。これは

市民運動によって実現したもの

である

真間川の河川改修工事で約400

本の桜並木を伐採するという

計画がもちあがったさい、市民は

利根川の下流部に設けられた３つの調節池

窓Ⅱ

篝
｜菅生調節池

柏市､<2z〈千葉県一我孫子市
｜田中調節池１

堤
門

流
氷

越
捧

対案を示して桜並木の厩保存を訴えた。対案

というのは、「河川を改修しても水害を防

ぐことはできない。必要なのは、遊水地や

雨水貯留施設の整備などを含めた総合治水

対策を進めること」というものであった。

長年にわたるねばり強い運動の結果、県

は、真間川流域の治水対策を、河川改`修一

辺倒から総合治水に方針鰭換した。約400

本の桜並木は半分が残され､残り半分は河

川改修後に復元された。遊水地や分水路、

雨水貯留施設の整備などが進んだ。

その結果､真間川流域の浸水被害は激減

した。真間川流域は1981（昭和56）年、台

風24号による豪雨で大きな浸水被害を受け

た。その後三十数年間で世帯数は１．７倍に

増えた。だが、1981年水害と同程度の豪雨

に見舞われても、浸水戸数は30分の１に減

少している。総合治水対策の成果である。

真間川流域では、「自然環境の保全・復

元｣や｢動植物に触れ合える環境学習の場」

を兼ねた調節池（遊水地）づくりも進んで

いる。

◆利根川の３つの調節池

利根川の下流部に設けられた３つの調節

池も､大きな治水効果を発揮してい灘瞥用
中調節池(千葉県柏市､我孫子市)と癒井
調節池（茨城県守谷市、取手市）、管生調

節池（守谷市）である。

これらの調節池の治水容量は､現況で計

'億840万㎡である。これはハツ場ダムの治

水瀞量(計画)6500万㎡をはるかに｣己回る。

3つの調節池は、ふだんは農地などとして
かんすい

禾１１用されていて、大洪水のときだけ潅水す

るようになっている。稲戸井調節池には湿

原や河川林もあり、動植物の貴重な生息地

となっている。野鳥観察も行われている。

◆「水を治めるものは天下を治める」

「水を治めるものは天下を治める」とい
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う言葉がある。戦国時代の名将と

される武、信玄や徳川家康など

は治水対策もすぐれていた。

たとえば家康である。家康は、

利根川の洪水が江戸におよぶの

を防ぐため､利根川の治水対策に

空熱れた｡その柱となったのは
中条遊水地である。

中条遊水地は現在の埼玉県に

あった。遊水地の面積（洪水氾濫

面積）は30～49k㎡､治水容量（貯

水量）は1億㎡、遊水地を囲む中

条堤の長さは約4kｍといわれてい

露悪蝋
~■＝

』・『

岸～
＞■百一

■■

零譲．
､訂ユ

レー２

空ら孟百■

凸

鷺

中条堤｡江戸時代は右側が遊水地となっていたる。堤の高さは5ｍくらいだ。
＝2012年１１月撮影-8-犬ァ叫ぶ‐ＬＩＬ1,-仏．次'１－仁ＩＤ－Ｌ且句－－行十

中条遊水地と中条堤は、江戸時
かなめ

代において禾'１根)'|の治水対策の要となっ
たんすい

ていた。矛U桜川の洪水を':'１条遊水地に湛水

させ、下流側を洪水の被害から守ってい

た。江戸260年の繁栄はil｣条堤と中条遊水

地によって支えられていたといっても過言

ではない。

議童蕊思信玄も､大氾濫を繰り返していた
釜無川を食馨墜Htjﾐ方法で治め､洪水被害を
抑えた。信玄堤を築くことによって洪水

の流れをコントロールしたのである。

このように、かつての日本では、治水事

業は為政者の大きな仕事であった。ところ

が、いまの日本の為政者は治水事業を利権

の対象にしている。“金食い虫"の巨大ダム

を推進である。だが、ダムは治水にあまり

役立たない。それは､今回の鬼怒川堤防決

壊水害や2011年の紀伊半島大水害でも証明

されている。

中条遊水地は明治の末期、利根川の連続

堤防整備にともなって廃''二された。しか

し、中条堤はいまも部分的に残されてい

る。

●国交菅含官僚も遊水池の効果を

知っていた

じつは国交省官僚も、ダムより遊水地の

ほうが治水効果が大きいということを認識

している。

国交省河川局に多数の教え子をもつ今本

博健さん（前出）は、次のように記してい

る。

《大学の同輩である前田武志鴬（現民主党

参議院議員）が建設省に人省して、栃木リメ

の渡良瀬遊水地に赴任したのですが、その

前田君も『遊水地をつくったら八シ場ダム

はいらんやないかという話が、その当時か

ら仲間内では出ていた』と言っていまし

た。このように『八シ場ダムは必要ない』と

国交省自身が30年以上前からうすうす気づ

いていたにもかかわらず、建設を強行した

んです｡今にして思えば、彼ら技術者が建

設中止を言うべきだったんです真実を知

っていながら方向転換をしなかった。罪深

いですね｡》（前出『ダムが国を滅ぼす』）

ようするに、ダム建設をやめて遊水地整

･傭などに力を入れたらゼネコンや建設族議

員が潤わない。だから、効果が小さいとわ

かっていてもダム建設を進める。総合治水

対策もごく一部の流域でしか採用しない、

ということである。愚劣としか言いようが

ない。

こんなやり方をつづけたら、記録的な蒙

雨が発生するたびに、どこかで堤防が決壊

し、甚大が被害が生じることになる。「戦国

武将の治水対策を見習え」と、私は言いた

い。
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’ ’自然と環境を守る交流会

鱈⑥幽＠m⑨蝋の邉霞譽罰零愚

■日時１２月５日（±）１３００～17:００

■会場法政大学市ケ谷キャンパス外濠校舎３階Ｓ306教室

（交通）①ＪＲ総武・中央線市ケ谷駅まだは飯田橋駅下車徒歩10分

②東京メト□有楽町線市ケ谷駅または飯田橋駅下車徒歩10分

■参加言1000円（全108ページの資料代を含む。学生は無料）

■主催自然と環境を守る交流会実行委員会／法政大学人間環境部

〔問い合わせ先〕TEL/FAXO47-472-5324中山敏則

■プ□グラム

第１部

◇あいさつにかえて「人間を追い越した文明～自然保護の立場から～」

（全国自然保護連合代表・慶応大学名誉教授川村晃生）

◇講演①「強大な相手とたたかうために」

（｢よみがえれ！有明訴訟」弁護団長馬奈木昭雄）

◇講演②「クマの棲める豊かな森を残すだめに～奥山自然林の保全と再生～」

（一般財団法人日本熊森協会会長森山まり子）

◇講演③「リニア中央新幹線計画の問題点」（弁護士関島保雄）

◇講演④「湿地保全への多面的アプローチ」

（法政大学人間環境学部教授高田雅之）

第２部

◇特別報告「都市と自然との関わりを考えるゼミ活動」

（法政大学人間環境学部高田ゼミ生）

◇特別報告「原発ゼ□をめざす官邸前行動」（首都圏反原発連合原田裕史）

◇会場からの発言（鬘問、意見など）

◇集会宣言の採択

地下険東西職･半蔵F1總
九I亜下頚１出ロノヘ ※終。後､懇親会を開きます。

時閏は17:30～19:00、会場

は超高層「ポアソナード・

タワー」のラウンブ(26階）

です。眺めのいい会場です。

外濠校舎
法政大学市ケ谷キャンパ

富士見校地

譽li藤Ｉ熱筵i≦illIiii謬臼;iif-
神４

■

零雪害季篝 ＪＡＷＡＮも実行委員会

に加わっています

幽》

.．．．．．、外霧．．．．．．．．

／外堀通り

蕊i霧露浮…嘗六江戸鶴 地下鉄諏楽町總･南北線
市ヶ谷駅5出口

エ 「「
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