今 後 の 活 動 予 定

環 境 市 民 ネ ッ ト ワ ー ク 天 理 第 1６ 号
下記の予定で「天理環境フォーラム2006」を開催します。ぜひお越しください。
テーマ：「 ～木、林、森・・・そして布留里は今～」
環境展：2006年６月７日（水）～１１日（日） 9:30～17:00 最終日は16:30まで
天理市文化センター １階 展示ホール
第10回ふる里ウォッチング ～布留川でホタルをさがそう～
2006年６月10日（土）19:00～21:00 市役所前集合
コンサートとパネル討論会：2006年６月１１日（日）13:30～16:00 文化センター
「想ワレ・ＢＵＢ」ミニコンサート パネル討論会
基調講演 森本喜興氏（巨樹巨木の会々長） パネラー他４名
第７回布留川清掃活動 布留川に入ってごみ拾い ～川の中から天理を見てみよう～
2006年６月１８日（日） 9:00～11:00 市役所前集合
主 催：天理環境フォーラム2006実行委員会 連絡先：090-3487-9446（中島）

☆ 「 天 理 環 境 フ ォ ー ラ ム 2006」 開 催

～菜の花プロジェクト～

奈良県環境県民フォーラムでは、昨年度から、資源の再利用とリサイクルの生活を目指す
活動として「菜の花プロジェクト」を行っています。奈良市北永井町の休耕田には、昨年秋
に植えた菜の花が「菜種」をたくさんつけて収穫を待っています。 菜種の栽培→菜種油→
廃油→軽油 の流れを作ろうというものです。自宅の田畑などで菜の花を栽培してみようと
思われる方は、事務局までご連絡ください。
☆

菜の花を植えてみませんか

編

集

◆何十年ぶりとかの寒い冬が終わり、今は
風薫る季節とはなりましたが、このところ
日照時間が少なく肌寒い日が続くなど、不
順な天候が続いています。今後の環境の変
化が気になります。◆昨年、三重を含む近
畿2府5県の市民が参加した「タンポポ調
査・近畿2005」に参加しました。奈良県
でも多くの参加者があり、3000以上のサ
ンプルが送られてきました。その結果、今
までの調査では分からなかったことがずい
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ぶん明らかになりました。◆何よりも驚き
だったのが、外来のタンポポが在来のタン
ポポと雑種を作っては、次々と分布を広げ
ているということでした。しかも、奈良県
は雑種の占める割合が近畿で最も高いとい
う結果がでました。◆このことは、何を物
語っているのでしょうか。身近な所で知ら
ないうちに大きな変化が起きていることを
教えてくれているように思います。環境問
題は 、どこかで起こっていることではなく 、
足元の問題だということですね。 （く）
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1,500部印刷

政治問題としての水俣病問題

1956(昭和31)年5月1日、チッソ水俣工場
付属病院に勤務していた細川一院長は 、この日 、
「原因不明の中枢神経症患者が発生した」と水
俣保健所に報告した。後年、この日が水俣病患
者の公式確認日となったのであるが、このころ
は「もはや戦後ではない」という言葉が流行っ
た時期で、高度経済成長へと進みはじめた時期
でもあった。そもそもこの病気が公になったの
は、熊本県水俣市の八代海(不知火海)に面した
小さな入江に住む船大工A氏の二人の女児(当時
3歳と5歳)ら８名が、歩行障害や言語障害、手
足のしびれなどの病状を示したからである。し
かし、この病気そのものが実際に発生したのは
1953(昭和28)年12月15日の女児(当時5歳)
にまでさかのぼり、後日、この女児が水俣病患
者の第一号に認定された。当時、水俣病患者が
家族のなかに現れると、周囲からは“奇病”や
“伝染病”を疑うような偏見と差別のまなざし
が向けられ、家族は心身ともに疲労困憊の状態
になった。
今年5月1日、公式確認からちょうど50年を
経たこの日、熊本県水俣市で慰霊式が執り行わ
れた。先述した船大工A氏の子供で、公式確認
された8名のうちの一人（現在52歳、体重20
数kgの重度障害者）の世話を続ける姉(現在62
歳)は、病気発生当時の行政に対する根強い不信
感から、この慰霊式には欠席したという。しか
し、前日の水俣市内でおこなわれた患者団体主
催の集会には参加し、その会場で「捨て猫のよ
うな毎日を暮らしました」と述べていた。そし
て“伝染病”といううわさが流れたために、家
族でひっそり身を寄せ合って暮らし、彼女らの
母は自殺を言い出したこともあったという(『北
海道新聞』2006年5月2日付)。このように差
別や偏見はいつも社会的弱者に向けられ、多く
の公害被害者も、最初は無知による差別や偏見
で苦しめられてきた。
八代海は湖のように波が穏やかな内海で、リ
アス式海岸になった入江は多種多様な魚貝類が
生息する豊かな漁場である。そもそもこの病気
は、メチル水銀を含む廃液がチッソ水俣工場か
ら魚貝類豊かな入り江の水俣湾へ大量流出した
ことに始まる。メチル水銀は海で拡散し、それ
をプランクトンが取り込み、そのプランクトン
を魚貝類が取り込むことによって体内に蓄積さ
れ 、濃縮される 。この濃縮されたメチル水銀を 、
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人間が魚貝類を多食することによってこの病気
が引き起こされるのである。しかしメチル水銀
による水質汚染は、水俣病問題の第一義的な因
果関係が明らかにされたことに過ぎず、水俣病
問題の本質が解決されたわけではない。むしろ
問題の本質は、水俣病患者の認定、未認定を区
分する基準の曖昧性と、その背景にある政治的
判断の流動性にある。
水俣病が正式確認された当初、原因毒物は同
定されなかった。しかし、1959(昭和34)年、
熊本大学医学部の水俣病研究班がその中毒原因
が有機水銀であることを報告し 、1961(昭和36)
年にはその原因毒物が新日本窒素肥料（現チッ
ソ）水俣工場の排水に含まれるメチル水銀化合
物であることを明らかにした。そして、水俣病
患者は主に「ハンターラッセル症候群」の症状
を示し、視野狭窄(可視範囲が狭くなる)、聴力障
害(難聴)、言語障害(よくしゃべられない)、運動
・知覚障害(手の震え、口囲や指先のしびれ感、
日常動作の拙劣)などがみられるという 。しかし 、
実際は症状の軽重や合併症によって「ハンター
ラッセル症候群」の諸症状には個人差が認めら
れ、これを患者と未認定患者とを区分する判断
基準とするのは難しいとされているのである。
実はその難しさ、曖昧さが政府の判断や裁判の
判決に大きな影響を及ぼしているのであるが、
そのことを含めても、やはり最終決着は政治的
判断になるのである。
2001(平成13)年4月に大阪高裁で 、2004(平
成16)年10月には最高裁でそれぞれ国や熊本県
の責任を認める判決が出た。これによって行政
責任は確定し、国は未認定患者に対する認定基
準を改めることになったはずである。たが、現
実はそのようにはならず、国の未認定患者に対
する認定基準は今も厳しい。2005(平成17)年4
月20日、国は新たな被害者対策を発表したが、
やはり認定基準をめぐって行政(環境省)と司法
(裁判所)の判断は異なっている。水俣病問題は、
公式確認から半世紀を経た今日でも解決への道
のりは、残念ながらなお遠い。
環境問題は、個々の因果関係をどこまで明ら
かにし、それをどこまで認定し、それに対して
どこまで解決策を図かろうとするかが、いま問
われているように思う。水俣病においても、地
球温暖化問題においても、環境問題はまさに政
治的な問題である。
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市民が提案した
「環境マスタープラン」と「環境マニフェスト」のその後

昨年の秋の天理市長選挙を前に、環境市民ネットワーク天理は、今までの活動をもと
に、市長候補者にいくつかの環境政策を提案しました。その結果を報告します。
市長選には、南佳策氏が再選され、今年２月８日に市役所会議室において、このこと
について、南市長と市の担当部署関係者とネットワーク役員との会談が持たれました。
その席で 、南市長はこれからの市政にマニフェストから４項目ほどを取り入れるとともに 、
今後５０年先「天理百歳」に向けた環境計画を策定して実施する意向を伝えられました。私
たちの意図をよくご理解いただき、ご英断をいただいたことに感謝します。
早速、去る５月末には、仮称「天理市ごみ問題市民円卓会議」を提案され、７月ころの立
ち上げを目指し、実現に向けた検討が進んでいます。天理市では、今年の４月から、ごみの
減量化と再利用を目指して、新しい方式による家庭ごみの分別収集が始まりました。円卓会
議は、さまざまな立場の市民の代表によって構成され、深刻な問題になっているごみの問題
を話し合い、解決のための提言などを行うことを目的にしています。
街路樹の問題も前進し始めました。中大路のケヤキ並木は、この冬の剪定から、景観に配
慮した剪定方法が採用されています。ほうきにたとえられるケヤキらしい自然の樹形に戻る
には相当の年数がかかるものと思われますが、大きく一歩前進というところです。親里大路
のイチョウ並木なども、今後は強剪定は行わないよう管理者の県に要望したことが報告され
ました 。今後 、この事業は 、天理市だけではなく県や国との協同事業となることと思います 。
先人達の思いがやっと実を結び始めたように思われます。天理の町全体が、緑の並木に包ま
れた「歩いてみたい、憩いの空間」になっていくことを願っています。なお、天理市の動き
は、奈良市の街路樹にも影響を与え始めたようです。近鉄奈良駅前を東西に走る大宮通りの
ケヤキ並木が今までとは少し違った姿になりつつあります。
環境基本計画（マスタープラン）についても検討を行うという方針が示されています。今
まで市が策定してきた都市計画の中身を、検討し直し、形だけの計画から、市民の生き残り
をかけた実効力のある計画になることを期待しています。 将来に生きる子どもたちが少し
でも良い環境で生活ができるよう、現在の近代的？な生活に伴う環境負荷を少なくして
おくことが、今を生きている私たち市民の責務であると思います。
今回、私たちの提案が、市政に採用されようとしていることについて、提言をした私
たち自身の責任の重さを痛感しております。天理市やその周辺のより良い環境を創り出
すために、私たちは、努力を惜しまず、今後も活動を続けていこうと思っています。市
民の皆様のご理解とご支援を賜りますよう、そして共に行動いただきますようお願いい
たします。ご意見やご提言をぜひ事務局までお寄せください。

新緑のケヤキの梢から木漏れ日が・・・

こんな自然な樹形になるんだろうか？ 中大路にて（2006.5）
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事 務 局 だ よ り
【 事務局日誌 】

２００５年
11月 9日
11月19日
12月15日
12月17日
２００６年
1月21日

平成１７年１１月５日以降

役員会等の会場は天理大学おやさと研究所

広報誌「環境市民ネットワーク天理」第15号 発行
水源の森づくり 『集まれ幼稚園！』参加 どんぐりの工作：二階堂小学校
役員会忘年会 （参加者9名）
役員会（出席9名） 天理環境フォーラム2006について

役員会（出席8名） 水俣フォーラム ・ 環境フォーラム2006 ・天理市民オー
ケストラとの協働事業について
2月 8日 南市長と役員との懇談会 （出席7名）：天理市役所
2月28日 役員会（出席8名） 環境フォーラム2006等について
3月18～19日 奈良県「暮らしと環境フェスティバル」 パネル展示：奈良県文化会館
3月16日 天理環境フォーラム2006 準備委員会 （出席12名）
3月23日 役員会（出席4名） 環境フォーラム2006・市民オーケストラとの事業について
4月 5日 天理環境フォーラム2006 第1回実行委員会 （出席10名）
4月17日 天理環境フォーラム2006 第2回実行委員会と4月役員会（出席14名）
4月24日 天理環境フォーラム2006 第3回実行委員会（出席12名）
5月 8日 天理環境フォーラム2006 第4回実行委員会と５月役員会（出席12名）
5月13日 環境市民ネットワーク天理 平成１８年度総会：天理市かがやきプラザ
記 念講 演 「 た んぽぽ 調査 か ら見え る こと」 講師 ：久 保 田有 （ 出席 14名）
5月23日 天理環境フォーラム2006 第5回実行委員会と役員会（出席12名）
5月29日 天理環境フォーラム2006 第6回実行委員会と役員会（出席16名）
【 入会のご案内 】

「環境市民ネットワーク天理」では、入会して活動を支えていただいたり、共に活動して
いただける方を募集しています。今年度の会費を未納の方は納入をお願いします。
【 年会費 】
【問い合わせ先】
１口 １，０００円として
・事務局 ： 天理大学おやさと研究所
・個
人 ： １口以上
自然・人間環境学研究室気付
・団体 、企業 ： ３口以上 ・事務局長 ： 中島 欣成
※ 中学生以下は、会費は不要です。
電話090-3487-9446
【会費の振込先】
・郵便振替 ００９９０－５－１１７１６２
☆ 本 の 紹 介 「 森 の 名 人 も の が た り 」 森の”聞き書き甲子園”実行委員会事務局編
アサヒビール（株）発行 清水弘文堂編集発売 2005年12月 2310円
「森の"聞き書き甲子園 ”」という全国から応募した高校生から毎年１００人が選ばれ 、「森
の名手・名人」に１年がかりで〈聞き書き〉を行うユニークな大会があります。この本は、
2002年第1回から2004年第３回までの300編のうち、１８編が収録されています。全国
各地の竹細工、和紙作り、木材運搬、マタギなどの日本の森に生きる人の今の姿が見えてき
ます。これからの森の問題を考える上で、参考になる話がいっぱいです。
☆ 仁興のお米を食べてみませんか。
昨年秋に収穫された新米と今年度のお米の申し込みを受け付けています。大和高原の冷た
い水と涼しい環境で生育した、北陸産などの銘柄米に匹敵するおいしいお米です。玄米１０
ｋｇが５０００円他、ご希望の方はご連絡ください。地域通貨「やまと」も使えます。
連絡先：環境市民ネットワーク天理事務局、または「木の子村」川波0742-41-6312
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ゴミ収集・新ルール１ヶ月経過

「多自然型工法」によって
河川改修工事が進む布留川北流

～出す方、集める方とも混乱～

森本町 林 ゆかり
黄金週間に里帰りした娘たちが、残していったペットボトル、洗っておいたのが乾いた。
キャップは、プラスチック類へ、本体は、ラベルをはがして、つぶして、ペットボトルの袋
へ入れる。ラベル剥がしに、時間がかかる。わたしは、先の尖った握り鋏を使う。瓢箪型の
は、握り鋏でも手間取る。脱がせたラベルは、プラスチックの仲間。市内のどの家庭でも"
分別の手引き”をめくりながら悪戦苦闘しているのだろう。
当地での新ルールによるゴミの収集の初日は、４月１日（土）だった。発泡スチロールと
可燃ゴミを持って行くと、カラスが飛び立った、ゴミ置き場周辺に、ゴミが散乱していた。
ゴミに被せるシートの端から食いちぎられた黒いビニール袋がのぞいていた。シートの中に
は、さらに黒い袋が二つあった。地区の評議員さんに連絡し、現場を見てもらった 。「夕焼
け小焼けの赤とんぼ」のメロディーが聞こえてきたので、収集場所へ走った。なんと黒い袋
も、車の中へ投げ込んでいる 。「黒もいいんですか 。」と聞いたら、一つだけ張り紙をして残
した。
「 違反物を回収したら 、それでいいと思うじゃないの 、 市役所しっかりしてよ 。」と思った 。
散乱していたゴミから、黒い袋を出した人が分かったので、評議員が訪問し、新ルールを
説明した。また、注意事項を書き添えた”ゴミ置き場清掃当番表”を各戸に配った。その後
も問題があったので「ゴミ分別収集について再度ご注意を！」という印刷物と、５・６月分
の当番表が配られた。３月までは、当番札を回すだけだったが、その日の内に回すのを忘れ
た場合を考えて表を作った 。表が配られた事によって 、ルールの変更の認識を深めたと思う 。
５月に入ってからの様子を見ると、住民は、新ルールに慣れてきていると思う。
次に、疑問点や提言を記す。
①古着として出された衣類が残っていた。評議員が収集員に尋ねたところ「下着が入って
いるから駄目」と言われたそうだ 。”分別の手引き”では、洗濯したきれいな下着は、出せ
るものに入っている。私が見たところでは、それは洗ってあり、きちんと畳まれていた。そ
の下着入りの衣類は、可燃ゴミの日にも、持って行ってもらえなかった。段ボールの小さな
一括りは、段ボールの日にも可燃ゴミの日にも駄目だった。
洗っていないペットボトルがたくさん入った袋が、出ていたことがあった。ペットボトル
の日に置いていったのは当然だが、可燃ゴミの日も、持っていってくれなかった 。「洗って
から出してください 。」という張り紙をしてくれたらいいなと思った。
②袋類（ レジ袋をはじめ 、衣料品 、菓子 、その他諸々の品が入っているもの ）には 、
マークが付いているものと、付いていないものがある。マークが小さい上に、半透明の地に
半透明のマークだと見つけにくい。年のいった人は、老眼鏡をかけてもマークの有無を調べ
るのは面倒なことと思う。トレイの中にも、プラスチック製のものがある。簡単に二つに割
れない、つまり妻楊枝が簡単に刺さらないものがプラスチック製だそうだが、発砲スチロー
ルの仲間にされているものがあるに違いない。
手元にある詰め替え用のコショウは、赤い袋に入っているが、 マ ー ク は 白 、 キ ャ ラ
メルの袋は黄、マークは茶色で分かりやすい。半透明の袋、プラスチック製のトレイなどに
も見つけやすい色のマークをつけたら、分別する人は助かる。集める方もいろいろ混ざって
いなくて助かるだろう。市としてメーカーに分かりやすいマークの提言をしていったらどう
だろう。
③資源ゴミ、不燃ゴミ、月から土曜までが三日にならないか。
ゴミを出す側にも集める側にもそれぞれの思いがあるだろう。
”町から町へ”紙上ででも、両者の思いを取り上げたらどうだ
ろう。
（2006.5.10）
※ごみの新しい分別収集の実施に伴い、未だにとまどいや混乱も見られます。
主婦の立場から感想を書いていただきました。
ー３－

プラスチック製品
リサイクルマーク

昨年夏から始まった、布留川北流の丹波市
小学校前の河川改修作業が本格的に進み、
新しい布留川北流の姿が見えるようになって
きました。
２年前に、河川改修工事が丹波市町付近に
まで進んできた段階で、工事を担当している
奈良県奈良土木事務所を訪ねて以来、よくこ
こに至ったことと感慨深いものがあります。地
元丹波市区長さんや丹波市小学校との話し合
い、そして天理市への対応、奈良土木事務所
のみなさんとの連携の中で実現したものです。
丹波市小学校前の布留川北流は草深い流
れの中、初夏にはゲンジボタル、トンボ、チョ
ウがなどがたくさん舞う豊かな空間でした。
になみ
改修工事が進む布留川北流 丹波橋から下流を望む
その姿はＪＲ桜井線に近い部分を除いて姿
を消してしまいましたが、今回採用されようとしている多自然型工法による効果が上がることを期
待するものです。それとともに、昨年夏に子どもたちといっしょに、工事を乗り越えて生き延びてほ
しいとの願いをこめてカワニナやトンボのやご、小さな魚などの生き物を上流や布留川本流に移し
ました。この引っ越し作業に参加した子どもたちの思いや願いが実るよう、そして、ふたたびホタル
やトンボたちが飛び交う自然豊かな川となり、市民の憩いの場所となることを願っています。

多自然型工法「ホタルブロック」

水辺への階段と飛び石？

河川改修の横断イメージ図（奈良土木事務所パンフレットより）
ー４－

政治問題としての水俣病問題
1956(昭和31)年5月1日、チッソ水俣工場付属病院に勤務していた細川一院長は、この日 、「原因
不明の中枢神経症患者が発生した」と水俣保健所に報告した。後年、この日が水俣病患者の公式確認
日となったのであるが、このころは「もはや戦後ではない」という言葉が流行った時期で、高度経済
成長へと進みはじめた時期でもあった 。そもそもこの病気が公になったのは 、熊本県水俣市の八代海(不
知火海)に面した小さな入江に住む船大工A氏の二人の女児(当時3歳と5歳)ら８名が、歩行障害や言語
障害、手足のしびれなどの病状を示したからである。しかし、この病気そのものが実際に発生したの
は1953(昭和28)年12月15日の女児(当時5歳)にまでさかのぼり、後日、この女児が水俣病患者の第
一号に認定された。当時、水俣病患者が家族のなかに現れると、周囲からは“奇病”や“伝染病”を
疑うような偏見と差別のまなざしが向けられ、家族は心身ともに疲労困憊の状態になった。
今年5月1日、公式確認からちょうど50年を経たこの日、熊本県水俣市で慰霊式が執り行われた。
先述した船大工A氏の子供で、公式確認された8名のうちの一人（現在52歳、体重20数kgの重度障害
者）の世話を続ける姉(現在62歳)は、病気発生当時の行政に対する根強い不信感から、この慰霊式に
は欠席したという。しかし、前日の水俣市内でおこなわれた患者団体主催の集会には参加し、その会
場で「捨て猫のような毎日を暮らしました」と述べていた。そして“伝染病”といううわさが流れた
ために、家族でひっそり身を寄せ合って暮らし、彼女らの母は自殺を言い出したこともあったという
(『北海道新聞』2006年5月2日付)。このように差別や偏見はいつも社会的弱者に向けられ、多くの
公害被害者も、最初は無知による差別や偏見で苦しめられてきた。
八代海は湖のように波が穏やかな内海で、リアス式海岸になった入江は多種多様な魚貝類が生息す
る豊かな漁場である。そもそもこの病気は、メチル水銀を含む廃液がチッソ水俣工場から魚貝類豊か
な入り江の水俣湾へ大量流出したことに始まる。メチル水銀は海で拡散し、それをプランクトンが取
り込み、そのプランクトンを魚貝類が取り込むことによって体内に蓄積され、濃縮される。この濃縮
されたメチル水銀を、人間が魚貝類を多食することによってこの病気が引き起こされるのである。し
かしメチル水銀による水質汚染は 、水俣病問題の第一義的な因果関係が明らかにされたことに過ぎず 、
水俣病問題の本質が解決されたわけではない。むしろ問題の本質は、水俣病患者の認定、未認定を区
分する基準の曖昧性と、その背景にある政治的判断の流動性にある。
水俣病が正式確認された当初、原因毒物は同定されなかった。しかし、1959(昭和34)年、熊本大
学医学部の水俣病研究班がその中毒原因が有機水銀であることを報告し、1961(昭和36)年にはその
原因毒物が新日本窒素肥料（現チッソ）水俣工場の排水に含まれるメチル水銀化合物であることを明
らかにした。そして、水俣病患者は主に「ハンターラッセル症候群」の症状を示し、視野狭窄(可視範
囲が狭くなる)、聴力障害(難聴)、言語障害(よくしゃべられない)、運動・知覚障害(手の震え、口囲や
指先のしびれ感、日常動作の拙劣)などがみられるという。しかし、実際は症状の軽重や合併症によっ
て「ハンターラッセル症候群」の諸症状には個人差が認められ、これを患者と未認定患者とを区分す
る判断基準とするのは難しいとされているのである。実はその難しさ、曖昧さが政府の判断や裁判の
判決に大きな影響を及ぼしているのであるが、そのことを含めても、やはり最終決着は政治的判断に
なるのである。
2001(平成13)年4月に大阪高裁で、2004(平成16)年10月には最高裁でそれぞれ国や熊本県の責
任を認める判決が出た。これによって行政責任は確定し、国は未認定患者に対する認定基準を改める
ことになったはずである。たが、現実はそのようにはならず、国の未認定患者に対する認定基準は今
も厳しい。2005(平成17)年4月20日、国は新たな被害者対策を発表したが、やはり認定基準をめぐ
って行政(環境省)と司法(裁判所)の判断は異なっている。水俣病問題は、公式確認から半世紀を経た今
日でも解決への道のりは、残念ながらなお遠い。
環境問題は、個々の因果関係をどこまで明らかにし、それをどこまで認定し、それに対してどこま
で解決策を図かろうとするかが、いま問われているように思う。水俣病においても、地球温暖化問題
においても、環境問題はまさに政治的な問題である。

