
                      環境問題に関心がある皆様へ（29）  

  

 今年も残すところ、1 週間となりました。環境問題やいろいろな関係で、お知り合いになった方々
に、Bcc.送信させてもらっています。夏の暑さで、少しばてましたが、何とか月 1 回の発信がで
きました。 
中には迷惑に感じた方もおられるかもしれません。その上塗りにならなければよいがと思いなが
ら、今年最後のメールを送信させてもらいます。 
  

（1）「環境問題の伝え方」環境カウンセラー協会（近畿地区）研修会より 

   ―講師：㈶法人公害地域再生センター（あおぞら財団） 上田 俊幸― 

  

 前回お伝えした「しがの里山や川を美しくする会」設立総会では、「環境」と言う名前を前面
に出すことはできませんでした。「棚田や里山を壊して作った新興住宅地に移り住み、家庭排水
を流して和邇浜をだめにして、何が環境だ。」と言う声が、地元民にあることを聴いていたから
です。 
  そんな時、環境カウンセラー協会主催の講習会で、西淀川公害裁判にかかわった上田さんの講
演は、大変多くの事を教えてくれました。1996 年に公害裁判の和解金を基に設立されたあおぞ
ら㈶の職員として活躍されている上田さん、その財団の理事には、アグネス・チャンや植田 和弘
（京大大学院教授）、塩崎賢明（神戸大学教授）、宮本憲一（元・滋賀大学長）等がおられます。 
 
                            〈講演内容〉 

１）めざしていること。（講演－１の添付参照） 

 ①公害のないまちづくり、②伝える、③学ぶ、④生きがいづくり、⑤つながる、をあげ人と人
がつながることが、大事だと語っておられました。運動の原点は、やはり、田中正造で、明治天
皇への直訴状の 1 番は、「渡良瀬河ノ水源ヲ清ムル」となっています。 

 私は、昭和 40 年代の尼崎一帯の空気の汚れや、臭いのする汚れた神崎川を体験していますの
で、話がよく伝わってきました。 

  

２）希求（ねがい）を伝えること。（講演－２の添付参照） 

  大企業や国を相手の公害裁判は、双方一歩も引かず、且つ、喘息患者が生きてい間に解決し
たいと言うことで、大変ご苦労があったらしいのですが、こう着状態を打ち破ったのは、「勝つ
まで戦うが、ボチボチやるか。」と言った、1 枚の漫画の絵だったようです。その絵を見た川崎
製鉄の担当社員の方が「これは、戦う相手ではない。」と副社長に訴え、和解の道が開けたよう
です。 

  

３）伝えることの大切さ。（講演－３の添付参照） 

  講演でとくに強調されていたことは、「伝える」と言うことの重要性、大切さでした。現在
は小学生から大学生まで、地域で、町ぐるみでいろいろな環境運動が取り組まれ、人とのつなが
りが出来、世代間で、教えたり、教えられたりしているとの事です。 
 

 川がきれいになって、多くの生物が戻ってきた成果もありましたが、まだ喘息患は増えており、
「西淀川が好きだからここに住み続け、青い空を次の世代に手渡したい。」と語っておられまし
た。 

以上 

 



（２）目にとまった 1 冊の本 「環境紛争と合意の社会学」 土屋雄一郎 
 

  環境運動は対決型から協働型へと変化しつつあるように見えますが、住民・市民目線 
 で企業や行政を見る時、不満がたくさんあり、紛争は後を絶ちません。その裏返しで、 
 住民側の過剰反応もあります。 
 
  滋賀県では、廃棄物問題で甲賀・栗東・旧志賀町で 10 年以上に渡って行政相手の紛争 
 がありました。まだ続いている部分があります。そんな折、図書館で 1 冊の本が目にと 
   まりました。最終処分場等の紛争を取り上げた社会学の本です。門外漢ながら住民紛争 
 の経験者なので、私なりに一部を要約しました。 
 
  現在、甲賀にある公共関与の最終分場は、反対住民を押し切って、作られたもので 
 す。動き出した処分場は、ごみが 1／６位しか集まらず、約 280 億円の赤字が予想され 
 ています。廃止も含めた赤字問題を検討する、第 3 回経営改革委員会では「県の経営努 
 力が見えない。」との厳しい意見が出されました。 
 
  目にとまった 1 冊の本は、滋賀県の廃棄物問題を考える時、考えさせられるところが 
 あり、皆様にも一読をお勧めいたします。 
  
 ＊今回は少し重いメールになったような気がします。最後はクリスマスのメールで。    
           
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



〈参考文献：廃棄物〉 
『環境紛争と合意の社会学』 土屋雄一郎（2008）世界思想社 
 

本書は社会学の立場で「環境紛争」を取り上げ、それを乗り越えるための「合意形成」につ

いて最終処分場問題を中心に書かれた本です。NINBY 施設の設置場所をめぐっては、必ずと

言っていいほど紛争が発生します。環境問題は学際的に取り組むべき 21 世紀の課題ですが、生

活世界・実践に即して、「透明だがつめたい合意ではなく、不透明だがあたたかい合意形成へ」

と言う方向を導き出しています。環境経済学の立場からは多くの異論もありそうですが、廃棄

物紛争の問題解決を考える時、一読の価値がある参考書と考え、お薦めいたします。                        

2010.12.20 
環境カウンセラー(市民部門)・山田 利春 

 
序 章 「廃棄物問題をどう考えるか」 
１ 本書は最終処分場等の施設そのものの必要性は認めつつも、立地点の当事者たちにとって迷

惑と感じられる施設をめぐる当事者間の「合意形成」に焦点を当てる。そして、産廃処分場の

特徴的な４つの地域における「環境紛争」を社会学の立場で取り上げ、新たな合意形成のあり

方を問うている。 
  21 世紀は、環境リスクからの回避の仕組みが、「対抗的参加」から「協力型参加」へシフト

されつつあり、住民参加による「参加と協働(パートナーシップ)」への試みが続けられている。

行政と住民を交えた社会的合意をいかに形成するか盛んに議論されるが、実際は、合意をめぐ

る対立や紛争は深刻化しており、正当性／正統性の根拠が問われている。し尿処理場や火葬場

等それぞれの地域が抱える NINBY 問題について、賛成・反対の立場を正当化／正統化する根

拠が問われなければならない。 
本書は、合理的なコミュニケーションを取ったり、住民運動を動員し反対政治を組織して、

問題解決の突破口を見出そうとするのではなく、それぞれの地域におけるプロセスや構造的な

制約を明らかにすることによって、多元的で地域固有な「合意形成」の可能性を提示する。 
 

２ 生産者は生産に、消費者は消費にだけ責任をもてばよい時代ではなくなった。廃棄物問題は

「ゴミ戦争」を引き起こし、深刻な対立を引き起こした。不法投棄・不適正処理は、廃棄物に

よる環境被害が、歴史的に累積することによって「ストック公害」を生じさせ、地域紛争と世

代間紛争が交錯する。市場と行政が結び付いた環境破壊勢力とそれに抗する住民運動という構

図をつくりだす。環境配慮を中心的な課題とした社会・経済システムの構築は説得的で、その

阻害要因を鮮やかに示してくれる。しかし、環境問題は、従来の公害型から、被害者であり加

害者である形へと変化してきており、環境が抵抗から環境支配をめぐる言説へ変容しつつある

ことに注目する。 
  廃棄物を処理・処分する施設は、「NINBY（社会的な必要はわかるが、自分の裏庭には望ま

ない。）」として、「住民エゴ」と見なされる場合が多い。そして、「総論賛成」「各論反対」の環

境紛争が展開される。この矛盾や葛藤は、私たちの生活世界と連動しているからだ。 
 
３ 江戸時代、ふん尿処理は経済流通体系に組み込まれたが、ゴミは中世・近世を通して社会問



題にはならなかった。戦後、特に高度成長に突入した 1970 年に廃棄物処理法が改正され、「生

活環境の保全」が打ち出された。「東京ゴミ戦争」「豊島の不法投棄」等へ続く。そして、リサ

イクル運動が活発になり、1990 年からは「環境問題」の「公共関与」が言われ、2000 年には、

「循環型社会」の方向が打ち出された。環境は皆の問題として、公共政策の俎上に乗るように

なった。 
 
４ リスク社会は、対立や紛争を起こすが、住民が産廃処分場建設に反対する理由は、 
①水源地が汚染されることへの懸念、②施設の安全性、③事業者や行政に対する不信感がある

と考えられる。そして、処理施設や事業者への不信感を合理的に解決していく必要性が認識さ

れるようになってきている。最終処分場の新たな立地の困難さは未解決だ。 
  本書は、廃棄物迷惑施設の地域紛争を「廃棄物問題」として位置づけ、NINBY の環境リス

クに対する「合意形成」を研究する。 
 
５ 環境紛争の「合意形成」に至る回路として、4 つの事例を取り上げる。 
 ①長野県中信地区：（合理的手続き主導の公論形成）⇒合理的で透明・科学的・客観的な 

がら、形式的規範として教条主義化し、問題解決のオプションにはなりえず。 
 ②岩手県江刺市：（共同体規範による合意形成）⇒地域自治会が共同体を取り囲む社会状 

況を巧みに読み取りながら、生活世界の実現を成功させる老練な戦略。 
 ③長野県阿智村：（公的機関―行政―主導による合意形成）⇒「社会環境アセスメント」 
  を通して、権限の無い小さな村が、当事者として主体的にかかわる。 
 ④沖縄県平良市：（生活世界と連動する合意形成）⇒手続きと結果が交錯する世界、環境 

と言う枕詞にずれが生じる。環境保全条例の制定。 
 
結 章 「透明でつめたい合意形成から不透明であたたかい合意形成へ」 
 
1 廃棄物問題が顕在化してからずいぶん時間が経過しているが、「合意形成」のへの道筋はけわ

しい。NINBY に対する地元住民の態度や考え方が立ちはだかる。地域エゴから出発したとして

も、運動の過程で、社会的にみて建設的な代案が提示できるか等、運動の止揚が期待される。 
 
2 専門家と主要な利害関係者から混成される場（ESH モデル）で、情報を公開し、開かれ 
たプロセスで紛争解決を目指す中信地区の方法は、結局、実を結ばなかった。原科 幸彦  
氏らによって進められたこの方式は、戦略的環境アセス（SEA）の立場に立って、 
 ①立候補地に適さない地域をふるい落とす（スクリーニング） 
 ②残された複数の候補地の中から、SEA の対象となるエリアを列挙する。 
 ③SEA を実施するコンサルタント会社を公募型のプロポーザル方式によって選定する。 
 等いずれも、透明性の高いプロセスであった。 

 
３ ESH モデルの検討が、なぜ途中で中断されたのか。それは、県が新たに検討した条例案、「脱・

焼却」「脱・埋立て」にあり、製造者責任、排出者責任、廃棄物の減量など本質的な問題が進ま

ない中で、住民の合意が得られやすい方式に、県が関与することに否定的な立場を取る人があ



ったためだ。 
 
４ 長野県阿智村は、2005 年県が計画中止を発表するまで、受け入れを前提に産廃処分場計画が

進められてきた。住民による施設受け入れの可否は、最終報告書にまとめられたが、利害得失

による合意ではなかったのか？ 社会環境アセスメントが終わり、着々と手続きが進められて

いく中で、下流域の自治会に反対運動が組織される。小さな村にとって受け入れは、生活に根

差した、生活を変える力になりえたのか。 
 
５ 廃棄物をめぐる問題は、生活世界に連動した合意が必要であり、被害者でもあり加害者でも

ある立場、歴史や過去の引責も含んだ「合意形成」を図るべきではないか。 
 
６ 新たな「合意形成」、考え方が求められる。廃棄物問題を対象にすれば、大量生産、大量消費、

大量廃棄の社会経済システムは持続不可能であり、「持続可能な開発」が市民権を得ている。環

境をめぐる支配／抵抗の関係において、合意形成のプロセスを進めていく状況が作り出されて

きた。 
  廃棄物問題をめぐっては、「公論形成の場」という手続きがある程度まで進んだが、最終的な

判断とは十分リンクしていない。当事者はこのギャップを埋めるべく、専門性と政策志向が求

められている。 
 
  本書は廃棄物問題に向き合わざるを得なくなった地域社会に焦点を当て、「合意形成」を論じ

てきた。それは、手続においては「透明」だが、結果においては、NINBY を断罪するような

「つめたい」合意形成ではなく、リスクの配分をめぐって、誰か、どこかを想定する点におい

て「不透明」でありながら、生活根拠を起点にこれを承認するという点においては「あたたか

い」合意形成の方向である。「不透明だけれどあたたかい合意」は、「正しい合意」か、本当の

意味の合意形成足りうるか。難題は山積みしている。 
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 ＊本書は博士論文をベースに、序章と結章が書き加えられています。その為、社会学の専門用語

や表現方法が多く、序章と結章に関して、私なりに理解し、抜粋・要約いたしました。著者の

考え方とずれている可能性もあります。      
 (文責・山田 利春) 

 
 


