再徳 彙 ダム」 か らの報告
徳 山ダ ム建 設 中 lLを 求 め る会
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徳山ダム建設事業審議委員会
建設省が設置 した「 ダム

f3‐

どの見直 し」審議委員会 の評価 については、大方 の 見方・ 評

価 はすでに出ている。「 徳 !島 ダム建設事業審議委員会」 も、旧徳山村 の住民 の一^人 が「 一
言 で言 えばヤラセであった」 とい う通 り、 結論 "は 初 めか ら分か っており、審議 らしい
審議 のない審議委員会 であった。 それは建設省が この「 審議委員会」 の枠組 みを提示 した
時点ですでに見えて いることであ った。 しか し、その上でなお「 審議委員会 はゴーサイ ン

=お 墨付 きを出す ことを目的 とした建設省 の茶番 である」 と括 るのは当たらない。ダムに
象徴 される公共事業 の問題 の解決への道 は、すでに建設省云 々の枠 を越 えて いる。

E■ ̲]建 設省 は「 見直 し」を「 審議委員会

̲」

期待 した

￨:を 考 えるのは唯一 自分 たち」 と信 じて)
(「 国家百年 の大計 を もって河ノ

1)建 設省 は別 に ゴーサイ ンの「 お墨付 き機関」 を必要 としていない。すでに事業化 して
いるのだか ら、建設 を進 めたければ進 め ることはで きる。

2)「 古 くて不要 な ものはやめるシステム」 を作 りたい建設官僚 の事情 がある。

a

すべてのダム計画が必要不可欠 であるとは、彼 ら自身 が思 っていないЪ「 優秀 な官僚」

は「 正 しくあ りた い」 (正 しいと評価 されたい)。 国内で批判 もさる ことなが ら、国際的
(特 に欧米か らの )批 判 には もっと弱 い。 また、市民 の要求 に屈 して (?)建 設省 の枠 を
越 えた見直 し機関ができる前 に、先手 を打 ちたいとい う面 もある。

b

特 に若手官僚 の中 には、何十年 も前 の、自分 たちの 目か ら見て も明 らかに不要 な計画

の推進 に精力 を使 わされることへの不満がある。彼 らの信 じる「 必要不可欠 な新 しいプ ロ
ジェク ト」 をや りたいのに、古 い計画が足かせにな っていると感 してい る。

C

財政逼迫で、古 い建設計画の相当数は切 って捨 てる必要がある。

3)大 手 ゼネ ヨン=族 議」i=建 設省の本l権 二位一体 は、一時期 とは違 って、各人各様 の思
惑 のズレが出てきている。 これか ら先 は、建設計画はそれな りの説得的 なものがなければ
動 いて行か ない (財政 の上 か らも、住民 との関係 も)「 文句 を言 う奴 は脅 しと札びらで黙
らせる」では長期的 には対処 しきれないとい う認識は大手 ゼネ コ ンも、建設省 も持 ってい
ると思 う (大 手 ではない地方・ 中小建設業者 と国・ 地方 の議員 は分 か っていない?)。
4)従 って「 不要 なものはやめ るシステムを建設省主導 によって構築す ることJは 、彼 ら
にとって必要 な事柄 であった。「 中止 か、計画変更か、計画続行か (中 止 も選択肢 の一 つ
)
い
と
」
うお題 目は、建設省 の意識的 な「 嘘」ではなかったろうと思 う。

E2]徳

山ダム建設事業審議委員会 には「 客観性・ 透明性・ 公開性」 を備 えて「 中止 も

含 めて審議する」条件 はあ っ́たかJ

建設省 は「地元 の意 見を聞 く」とい う。主要 な 地元"岐 阜県知事 に、委員の人選
の多 くを拠 ることになった。岐阜県知事・ 梶原拓 は、 こ うした問題 において、 日本 で
ワース ト10に 間違 いな く入 る知事 である。

1)委 員 の構成
①地元自治体 の 首長 と議会鶏係者で過半数。 これ らの大半 は議会 の「 推進決議」 を背景 に
して来て居 り、「 審議」 によって意 見を変 えることはで きな い。
② 学識経験者"は 知事推薦。岐 li3県 知事 (5人 推薦 )・ 愛知県知事 〔塁A推 薦 )は 強硬
な推進論者 で ある。 8人 の うち財界代表 が 3人 (岐 阜新聞社長 も財界代表 と考 える)。 学
者等 5人 はダム問題 では全 くの素人 で事業者 の説明をとりあえず聞 くこと しかできない、
と同時 に、推薦者

(先 1事 )に

とって都合 の良 い人物 である。

。

'

2)公 聴会

′
て「 聞 き置 く」会 にすぎない。かつ首長 が組織的 に動員する こと もあ る。
位置付 けか らヒ
、
推進論 の中￨こ 両一原稿 が「 敷 きとみ られ るのが幾 つ
大Iri市 の公聴会 では、ダゴ
もあ った。 この推進論 を組織 したと思われ る小倉・ 大垣市長 は、公聴会 を総括 す
、
る審議委 で、「 ダノ
推進論 の数 が多か った、 とい うことを審議会事務轟 として文
書化 してほ しい」 と繰 り返 し発言 して事務局 と委員長 の眉をひそめさせた。小倉
、
市長 は、ダノ
推進論 を組織 した手柄 を事務局 =I建 設省 J:に 認 めてほ しか ったの
である。昨年 の「 スイ トビ了セ ンター使用不許可」 も、 これ と同 じ心理構造 で 、
県知事 あるいは建設省 に褒 めて もらいたか ったのである。

3)専 門委 員会
非公開 である。 その理由は「公開 すると委員が自由にモ ノが言えない」「 民度が上がれ
ば公開できるが、今は無理 ̲:(等 4辱 喜 議委 の記 者会見にお ける館委 員長発言。 )

a

技術部会 は御用学者 その もので構成

(■ 1木

―建設関係 の学者 は、建設省 に正面か らモ

ノが言えない状況が存在する)。 技術的 な事柄 は、審議委員会 の素人委員 では問題点の指
摘 もできないか ら、 これは全 くのお飾 り。

b

環境 部会 は、「調査 を続 けなが ら〜」「 保護 に最大限留意 し〜」 という文言 で集約。
ロギ野鳥 の会岐阜県支部役員 3名 (他 に新潟大 の教官 1名 )が 、水資公団 に助言
をするワーキ ンググル ープ (プ シタカ研究会 )を 形成。彼 らの役割は公団側か らし
か (=「 OC地 区 の伐採 においてはヮシタヵ研究会か ら特 に中止の要請 はあ りませ
んで した」 とい う具合 に)闘 こえてこない。 この ヮシタヵ研究会が専 門部会・ 環境

部会 の 下講 け"も 担 った。彼 らか らは「 まだ調査 は不十分 だと言 っているのに、
環境部会報告 は、 その意見が反映 されていない」 とい ぅ呟きは漏れ聞 こえるが、公
式 には沈黙 を守 ることで、報告 を追認 している。
4)審 議委員会 の進行 0内 容 は、委員長 と事務局ですべてが決 まる。 *
*委 員長館 正知氏が、徳 島新聞 ●記者 に「 審議委員会 は委員長次第だか ら、木頭村 の
村長 に 委員長 をちゃんと選 べば大丈夫 だ"と 伝えて くれ」と言 った とか。

後述 のごとく、館氏は、公害裁判 にお いて一貫 して被害住民 に敵対 する役割 を果 た
し、 その結果「 中央環境問題審議会委員」の椅子を獲得 した。

a

館委員長 は、初 めか ら「 推進」の立場 で臨んでいる。
館氏 は「践阜県研究開発財国」 (岐 阜県が年間 8000万 円出資す る財団法人 )の
理事「
岳であ り、 この財団 か ら報酬 を得 ているのはほぼ彼一人 である。また岐阜県知事
il河 目堰
選挙 では、梶原氏 の選挙母体 の名誉顧問 を務 めた。彼 は岐阜県 の作 る「長良′

調査検討委員会 Jの 座長 として建設省 の「 河轟堰運用後 も、魚類 の遡上 などに大 きな
問題 はないJと い う報告 を承認 した。また「 岐阜県廃棄物検討委員会」の座長 として、
御嵩町 の住民投票撹乱 のための (?)「 調整試案」を出 させた。 ちなみに 69年 には
言山 0「 イタイイ クイ病」裁判 で彼 の講演記録が被告企業ullに 証拠 として提出されて
￨:崎・ ぜんそ く公害裁判で被告建設省側証人 に立 っている。
お り、 89年 にはメ

委員長 は「 すでに ここまで進 んでいる (廃 村 など)」 という既成事実を重視 している旨
を初 めか ら表明 していた。第 4回 審議委 で「 私の中ではおよそ答中は書 けてい るJと 発言
して いる。建設省 のい う3つ の選択肢 の うち「 中止

̲」

、
は徳 lLダ ノ
審議委員会 の選択肢 とし

て4■ .当 初 か ら存在 していなか った。

b

委員長 が、審議内容 0審 議委 員会 の性格を適 当に決 め る。
徳山ダムは「 多目的ダム」 と言 いなが ら、本来利水 目的中心 のダムであ り、水需要予測

を検討することは、審議 の最重点 の一つで あ ったはずである。また、審議委員会開催中に
名i屋 市の「 返上」 もあ った。 しか し委員長 は「 水需要 とそれに対 する対応 は、各自治体
の政策的判断 であ り、 この審議委員会 の議論 すべ きことではない」 と言 い、岐阜県 と愛知
県の担当者 に (特 に根拠は間わず)「 これまで通 り、水は必要 と考 える」 と言わせ ること
で「 ぜt要 Jを 認 めた。また渇水時の水利権調整 については この審議委 は徳山ダムについ
「
て著議することを建設省か ら委嘱 されている ものだか ら、多 くの省庁 にまたがる事柄 を審
義す ることはな じまない」 と議諭 を封 じる一方、名古塁市 の返上分 を渇水対策 に使 うとい
う「 建設省 の提出 したメニ ューの一つ」 は審議委員会 として選択 した

(こ

れ こそ、 3県 と

名古屋市、及 び政府 にかかわる重要 な政策的事項 だ )。
名古屋市 は「 審議委員会」の存在 を利用 して懸案を一 つ (半 分 )片 付 けた。だが 、
それは審議を通 じてなされたのではな く、行政同士 の密議 で決 ま った。な古屋 が
南 動
き始 めた ことが漏 れは じめたのが 5月 。 9月 の第 8回 審議委 で名古屋市は 昧 需要予
浸J修 正 J発 言を行 い、 10月 8日 の第 9回 審議委 では、委員長が名古屋市 の水需要予
漢J修 正発言を念押 しし、事務局が繰 り返 し「 渇水対策」 と 利水安全度」 に言及 した
。
「
(こ の時点で誰が見て も筋書 きが見えていた。 )だ が、 11月 の
第 ]0回 審議委 で
4yO委
の
は、他 市町村か ら
員は「 10月 10曇 の軽 日とNHKの 報道 ι
ま、寝耳 に水だ
・
た」 とLl々 に怒 っていた。建設省 と名古屋静 各県 の トップレベルで
内密 に「 落 とし
どころ 」を決 め、委員長が審議委 をその方向に導 く。他 の委員 は
「 輔 も鐵 らない」ま
ま、審議委 の重要事項 は決 ま っていった
)

く

[SIり

1の 形 での「 徳聾
fダ ム建設事業審議委員会」はあ り得 たか。

<梶 原 ―館 >と もヽう最悪 の組 み合 わせではな く、「 もう少 しマシ」な知事 や委 員長
でみ った ら、製 の結論 が 豊たであろ うか。

1)委 員の へ́選 と地方政治 の構造 が 、早期完成答申を既定 の もの とする。
建設省が人選 の枠組 みを決 めた瞬間 に、建設省 の意図 の女
ョ何 にかかわらず「 審議委員会J
こ
ii「 客観怖」を欠 くものにな って ま った。可誰牲一般 と ては、仮 に 学識経験者"の
委 員が、「 中■̲iを 選択岐 の 一つ として考 え、「公共投 資 の厳格 な評価方法 の導入J「 プ
lノ

:ン

ロジェク トの社会的効果 をきちんと計 理 し、社会的必要 とされる事業 を厳選 して実行 する
ことが求 め られ′
ているJ(*)と 考 える程度 の市民的常議をもって審議 に臨 み 、専F路 員
会 や公聴会 を使 って 、本格的 な審議 をする場所 を作 りたいと思 えば 、ある程度はそれ も毒
能 ではあった ろ う (少 なくと も建設省が積極的 に妨害 したとは思えない)。 しか し審議委
員の人選 が「 地方政治」の状況 を直接反映 するように設定 されている以上、審議委員会 の
方向はスター 前 に決 ま って しま っていた 鍵 設省 は 欄 接民主制 の法体系 を無視 する こ
とはできない」 という。 なるほど官僚 が勝手 に法体系を しヽじくっては困 る)。
:ヽ

ま 審議委 員の 一人 '奥 野信宏名大経済学部長 が 97年 4月 末 に新聞 に掲載 した論文
か ら。彼 は、徳饉fダ 」、
審議委 の全審議期間 を通 じて、 こうした ことは一言 も発言せ ず、
・

「社会的効果 の計漢1」 などは審議委 の話題 に もならなか った。一般論 と ては市民 の
耳 に快 い発言 をし、具体的 で肝心 の時 には沈黙 を守 ることで権力 にお もねる。「 くさっ
た教授J… 。97年 名大祭 のテーマーその ものである。
県にお ひては「 国か らの補助金 を獲得 することJ、 市町村 においては「 県 か らの補助金
t″

を獲得する こと」が政治力 とされる地方政治 の構造 は、建設省 を含 む霞 ヶ舅 と永 田町が長
年かけて培 ‐てきた ものである。 この ことが変わ らない

(と

い うよ り、変わ らないと̀思 わ

れている)以 上、大型公共事業 の誘致 と推進 を条件 に「 オ ール与党J体 制を形成 してきた
知事 の推薦 する学識委員が、事業計画 その ものの是非を論 じることはで きない。
2)情 報 は建設省 0公 目がすべて掌握 している
バヽ
ソクデ ークか ら計画の詳細 に至 るまで、すべての情報 は建設省 (及 び公動 が握 って
い る。彼 ib塞 身 が「官 簿無謬性神話」に執着 し ひ ヽる教 ヒ、事務局サイ ドか らを
ま「 計画 の
三 li量 」 を三:張 する情報 しか轟て来 ない。 (審 議委員会 自体 ないし審議委が設置する専 F電
委 が、専F冒 的知識を持 っていて、かつ「 計画 」に批判的 な委員が積極的 な役割を果 たすよ
うに

誇た設定 されない振 り、「 計画 の正 当性」を覆す情報 は表 に出て来 ない。 )

拿)代 替案 な き審議
]:の 治水 」というとき、徳羞
例えば「 揖斐′
!ダ ム建設以外 の、十分 に練 られた対案が提出
されていない張 り、審議委員が「 客籍的・ 中:立 的立場」 では 治水 に らかの
何
「
手立 てが必
jと
なら
/、
を
い ぅ結論 に誘導 されて しまう。
要
後と
1ダ
一般的 にヽヽって、事業計画が存続 ァ
でいる以上、怪 しげな ものなが ら「 事業 の有効性ゴ
を主張する何 らかの根拠ま
ま存在す る (そ れは現在「 治水」 になっている)。 誰 をも説得 で
lヽ

きるように「 幸 li11の 論拠 を提出するためには、十分 に練 られた代替案 が必要 である。代
静案
裁論するならば、事業継続 を擁護する意 見と勢力がほぼ全面的 に消滅 しつ くし
=fLに
ヽ
。逆 にそうい う条件 があるならば、審
た場合
!t「 事業 中壼1」 を言 tヽ 切 ることは難 しヽ
'ま

=う

議委計 を:こ かかわ らず、事業 ti「 見秘□ されて いる。

41

イ:1こ と重な るが )縦 害iり 行政 の枠内では責任 ある議論 はできない

!1局 の枠内て論 じる ことに無理 がある。
「 ダヱ、
建毅計画」をそれだサ取 り出 し、建設省河り
:1の 流域全体 を展望 した轟論 を展 開 できない限 り、根本的 な見直 しはできない。
緑∫

華毎「 建設省 の:設 置す￨る :審 議委員会」で1ま 、 :「 見直 し」::を す:る こ:と 11ま で:き な■ じ
:￨

14=総

論
′
河本 の ぎ僚制権力の源泉 は、機能 しない議会、民意 が反映 しない政治 システムによる主

権者 動 駐治か らの疎外 にある。 目先 の経済的利益 を追求す る企業 や業界団体 の熱心 な選挙
運動が、議員 や首長 の選挙 に/f・ 可欠 な要素 とな っている。選挙 で選出 される「 政治家」達
そうした企業や団体 の要求 に応 えぎるをえない。 その構図が明 らかだか ら、一般 の有
′
テケ る。投票率が低 Fす ればするほど一部集回の利益 を優先 する構造 が同 くなる。
権者 はシ
:=、

義会は大部分 の有権者 の関心や意向を反映 するとは到底 言い難 い もの とな って しま った。
これらの利益集 J代表 の「 政治家」の要求 を丸のみすることは不可能 である以上、相互 の
l・

利害調整 のために官僚制 ほ必要 でとな、強化 されざるを得 なか った。官僚 の側 か らすれば、
、 竹
民意 とは地域エゴ (自 分 の自治体 e選 挙区 に国の金を 1円 で も多 く引 っ張ろうとする〉
L業 界ニゴであ り、官僚制 こそが社会的正 義実現 の砦 であると思 い込 むに至る、̀そ れな
‐
ilお
が存在 してきた (建 設省 の竹村公太郎・ 河り
il開 発課長 は「 河′
iい ことを 24時

=実

萱ぎ
宙:に 考 えて いる我 々建設省 の専F可 家 が一番正 しい」 と昂然 と言 い放 った‑96年 7月
こ
l li:― .)宮 僚が 自 らの組織防衛 のために情報 を懸 し、 駐 民投票 は地域エゴに通 じる」

■どとようの は、彼 らを取 り巻 く者達 の ̀民 度 の低 さ'を 反映 して い るのだろう)。
徳壼:ダ ム事業審議委 の発足時、小倉大垣市長 は「 今 さら何を調べ るとし うのか。事業 が
また遅

=lる

なら詐 さない」 と述 べた。 こ うした「 地元 」首長 。議員 のプー イングを押 し切 っ

て、審議 委 員会 を設置 した建設省 の「 権威 と権力」の基盤 は、実は「 国の事業」 を期待 す
るこうした首長 0議 員 であ り、その間 での利害矛盾 の調整 の必要 にほかな らな い。
「 審議委員会」の実態が茶番 であるのは、設置 した建設省 の主観的意図が 「お墨付 き機
閲」であったか ら、 とい うのではな く、 自らの権力基盤を もう少 し普遍的で客観的 な もの
と錯覚

tノ

た建設官僚 の大 いな る勘違 いのなせるわざとい うべ きであろう。建設省 の権力基

盤 が「 公共事業を地元 へ」 としか考 え られない国会議員や県知事であり、国会議員や県知
事 を支える市町村首長 と地方議員である以上、建設官僚が「 中止を含 めて〜ゴ と言 ってみ
て も始 まらない。官僚 自らが官僚制 の権力基盤を変え̲る ことはで きない (仮 にで きたとし
ヽ)。 「 建設省が建設省 の計
た ら、官僚 ターデターであ って、絶対 に許すべ きものではなし
と

画を顎
l直 す」 ことは、そ もそ も不 員
J能 なので ある。
「ダノ、
建設 を上 めたい」 と考える我 々の選択肢 は、「建設省 よ、 もっと 7シ な審議委員
、はやめろ Jで もない。
会 を作れ」で もな く「義員や知事 がど・
う言 お うが建設省の権限で ダノ
機能

iプ

ない議会を建ズ´
ろ住.賢 いTド 民参加 の運動 (当 然、政治運動 を含 む)を 通 じて、官僚

幸1の 枠組 みを越 えた、真に‖ :[的 な政治構造 を作 り出 し、流域全体 の住民参違:に よ碁争
ステ を創設 ξ
ノてい く以外 にはない
管理 の シ′

:∫ i:

J、

翁 綽けでや 凩毘

上

―翡

鼈 醸

■ ]「 徳 !:!村 fi員 はなぜ ダゴ、
を受 け入れためか Jと い う疑駆
(1:細 を述 べ な,ぼ 膨大 :こ な るう で 言略 1本 を 買 ̲て ドさ い

l〉

こは現金苺
「 彙村 ま
{人 がない 」現実。 「現金収入がな くて も豊かな暮 らしJが できる社会
を作 るのか、または 「1ぷ 尉 に暮 らす ことがそれな りの収入 につ ながる」社会 を作るのか。
いずでに しろ今 までの社会 の在 り方 では「 山林 と農地 をたた き売 って子墾lを 都会 に送 りlЦ
す̲1こ とを上 めてもヽ
けない。
1′

1:]徳 :]耐 ■民か らは、情緒釣 41「

自然愛剤

の言辞 に対 しての反発 は塗 い (→

:イ ヌヮ
j/tケ マタ寺Jを 前面 に据 えぃ
たので:ま 共感 彗暮 られないう。riを 釜 て、村を潰 したことに

千∫ヽ
て平然 と irて い るi::徳 山村i註 民 は少 ない。彼 らには、「 ダブ
、を作 るな」 と外部 の人調
が言 うことが、:命 に!Jが 舷んです
fを 捨 てたJと 資 めているかの よ うに聞 こえがちである。
CMに も,ミ て くる「 美 嚢.い 自然 を残 そ・〕、地球 に優 しい()○ 」ともヽうレベル´
の「 自然保劃
:表 然愛好覧で批判された くない、 とい う思 も
ヽ
は強烈 である。

[ 2∃ 「 藤橋村騒動」

紙・ 新聞記事参照 )
‐
島中・ 藤橋村村長は、徳山ダど、
の 卜池 =杉 原ダムの移転 (実 ril水 没 は しなもヽ
)補 償を、
藩僑村が寺 に 2重 払 いをするという窃題を巡 って、村議か ら提訴 されて il lた 。 この
村議 の
「ユ
]封 じJθ ,た めに村長が大阪 の 商事会社'と 内密の契約を んだ
結
問題 で、村議会 は村
長不選任を表議 し、同時 に自
散 を した。
=:解
藤橋村 ほ徳髪i村 の廃村後、徳山村 を編入合併 こ
′(し か し徳 l諭 村住民はほとん ど藤橋村 に
:ι ttiiこ でいな,1夕
、それまでの 3倍 近 い交付金 を手にすることになった。 その他 に も、
公司や県ほこれや これやの補助金を藤橋村 に支払 寺
ヽ
続けてきた。 その結果 、村は次 々と施
設を建設 たか、 それ らの施設は (建 設費用抜 きで)維 持管理 だ けで
赤字を出 している。
過疎は進み、村 の将来は見えてこな%た 。
(3」

1ノ

島中村長 の、 ときに,ま 脅 しも伴 う強ザ￨な ゃり酵、土建業者や産廃業

者 との癒着 は、村で

は知 らぬ人 もいないが、それで も島中村長は これまで村長 であ
り続 けている。
(よ うや く 11月 5副 、 リコール請求 が動 き出 した この
。
動 きには、当会 の取 り組 みが、
幾分かは寄与 していると自負 して いる。 )
徳山村 ↑藤橋報
の 騨甦度ゴは決 して低 くなひ
〔
̲拿 11日
都市部 の人間は、 L記 のよ うな状鍵を見て 「聴 舎 は駄 闘だ」 小 さな に
村 自治能力がな
「
6

い」 とか「 だか ら広域合併 だ」 とか言 う。 しか し、:日 徳山村・ 藤橋村住民 の「民度」 は決
る状況を分析する理を持 つ人、状況 見つめてモ ノを書 く人、
て低 くない ,村 の置かれてもヽ
を かに凌駕す る。
一般 的 な 文化的素養 のある八.仰 パ ーセ ンテイ ジの高 さは一般的 な都市 遥
への不信感が村入を縛 る
〔45都 市中4ヽ 思想
だが、 それで も簡単 には村 の政治 は変 わ らない。数 と力では、小 さなl聰 村 が都市部 を中
L´

の
心 とした「 多数派」に対抗 できない。村 が村独 自で未来 に向けた施策 を考 えて も、現在
県や F流 域都 i訂 部 あるいは国 はその足 を引 っ張 ることは薔に見えてい る。環境破壊 を伴 う
先進的"な 人 々 も、「 ダム成金 の村」「 自治能 力のない村 J
1卜 共事業 に反対 する都市部 の
(=藤 橋村 についてのマ スコ ミ論調 )と い う目で 見る。藤橋村 の人 々が「 ダム」 に依存 じ
,「

tl t背 景 には、 こうした都市部 =中 央 への根強 い不信感 と一種 の諸観 があ ったと思 われ

徳曲村 の人 々の中で、徳山ダムの問題点をは っきり認識 し (70年 代 にす
てi二 瀞i水・ 治水 0電 力 の どの面 か らも「 不必要性Jを 論証 す る論文 が、村内の人間 によ っ
■ 身かれてい る)、 村 の消滅 に強 い抵抗感 を抱 いた人 が少 なか らず存在 しなが ら、なお
る.こ

11′

l、
れ

「 ダゴ、
圧規

￨ヨ

の旗が立 たなか ったことに も通 じる。
一 是工:さ :れ るべ きは 1都 市部の人間の認識でありお(政 治である◇
,こ

一
Ш

覇民 運動 と政治

多少 の経験 か らの独断 と偏 見 (?)
、
:i 市民運動・ 住民運動 と「 選挙」を断絶 0対 立 を越 えて
「政治、政治家 は汚 い」「 特定 の党や業界団体 とつ なが りを持 たないと選挙 には勝 てな
〕ほ今の ところ大 かた事実 ではある。 マスコ ミ論調 の中には「 きれ いな/垢 のつかな
ニイ
,1´ 荘氏運動 Jと 1汚 い/選 挙 =低 次元 の政争 」とい う図式が見られる。 (NHKに 至 っ

:｀

fな い、取材 しない、 とい う規
●:1̲撃 本 に出 る人間 がかかわる市民団体 は絶対 に取 り̲̲ヒ ι

=が

あるように電̀受 けられる〉 だが、汚 いことはや りた くない、では済 まない。汚 くな

い選挙で勝 つ までの力 をつ けていかなければ、結局犬 の遠吠 えになるか、あるいは、取 り
1lJを 1れ

る (一 (3)こ とになるか しかない。

こ:選 挙」 に金iま かか らない ! 勝 つためには運動 を形成すること→御嵩町での得票】

0 :ボ 特 に、,個 別 の運動 (特 に住民運動 )を 離 れて、政党一般、選挙一般 に集約 する こと
‐
〔あっては、「 政治 を変 える」 ことにはならない。
0 「変 える」力を持 つ には地域 の他の運動 との連携 。視点の共有が必要

C

行政 との関係
無翼心 な「 市民一般」 よ りは行政 の方が、 とりあえず問題 の所在が分 か ってお り (=情

報 を持 っているか ら)、 話 が通 じるとい う側面がある。行政 との交渉 、可能 なら行政内部
に設置 される機関 に入 っての活動 も必要である。 しか し、 それが往 々にして「 一般市民」
｀
か らは見えにくい ものにな り、結果的 に「取 り込 まれる」 ( 行政'と の密室交渉や、各
かに「 頑張 って´
種審議会委員 になることだ !ナ でiま 、 しヽ
]も 結局 iま 技葉末節 の変更 しかでき
なもヽ
)こ とになっている場面 もある。
ノ
/

難参照 :岐 阜県御嵩町 0産 業廃棄物処分場問題 の住民投票】
産廃処分場問題 を轟にする こともできなt｀ 状況
↓
一
95年 の統 地方選 で柳りi!町 長 を当選 させ、議会 も2/3は 入れ替わ った
ヤ

9孤 立
それでも産廃処分場問題 で運動 す る住民 への冷 たい視線
「町長 に任せておけば良 いJ「 家庭 を顧 みず に女が動 き回るの どうか と思 う」
十

町長襲撃→爾
「民 の多 くが動 く (た だ し「 今度 は男が動 くか ら女の人 は後 ろで」)̲
1
(そ の さ中での岐阜県知事選 )
住民投票の勝利へ
:た
:な
錯 長●議会多数派 をと,っ こ:と 会議 の大 きさ。同時 にそ:れ だ けで嫁変なら い。実際
に住民が動 くことを通 して、初 めて本 当の変化 が起 こる)

W
<>

徳曲 ダム建設 申止 へ の取 り み

3
文寸言語 」 塁姜夏碑 4̲・ 危竜 3ナ 』
「
建設省 '公 団 は「 地域 の方 々との集 い」 なる事業説明会 を開催。 これを もって「 透明

性 。公開性Jと 称 し、対話 を拒否 している
◇
藤 橋 村 リ コ ・
― ル 講 求
・
村 を変 えて行 こうとする住民 自身 の動 きとの連帯

<>

珂量舞撃貿L巨 ニチ与琴誓本本 CD碗会議封理甦月肩 程覇是重 ご支援 を■
の公益性 を正 面か ら争 う)
収用裁定 に対 して裁判を起 こしたい (ダ ム、
(提 訴 を考 えて いる人 が、1日 徳山村住民 の中の人間関係 による「 縛 り」か ら解放

され、村外 の人間を信頼 できるか どうか←我 々が条件 を作 れるか )
◆

理義華曇
会

磐 F「 部 」

ここ 授寸

j る

Э 理乏 応
頭
襲 :達諄 寿 肇ζ

「
☆「 県民視察国 J(市 町村 レベルで水防圏関係 を組織。強制収用 の地 ならし)
全国:か らい難:署 :=ご 支援を ■
☆
氏 の不当配転問題

20年 近 く穂山村の遺跡発掘調査 を してきた■日氏

(教 員 と して徳山村 に赴任。遺

てい
跡発転 に力を注 ぎ、数年前 か らは:向 の形 で岐阜県文化財保護 セ ンターに籍 を置 もヽ
た。:署 徳 :■ 村地内で 2万 年前 の遺跡 が確認で きたのは、彼 の業績 である)を 、本年 3
島求 いきな り小学校 に配転。今年度 は調査報告 をまとめる重要 な時 であり、彼 を外 す
とい うことは遺跡 の調査 その ものを握 り潰 す ことに等 しい。彼 は、岐阜一般 3岐 阜県
文化財傷t護 セ ンター分会 の設立 に関係 し、県当局にとってはず っと「 要注意人物Jで
′
たのは、梶原知事 の「 答申が出た。早 く着工を。
あ ったが、あえて今年 に配転 を強行 こ
もう遣跡 なんか掘 らせない」 とい う苛立 ちを反映 している。相B氏 は、現在人事委員
会 に不服審査 を中 し立てて いる (保 護 セ ンター職員 としての身分確認 を求 め る仮処分
申講 は、岐阜地裁 で却下 され、現在抗告中)。 年明 けにも審間が開始 される予定。
さん )に 対 し公団が明 け渡 し 熟
F電 入 で暮 らすお年寄 り (劇 鵬
可
「
蒼肇訟 Υ署 曹」IF°
1

