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礒津環境学校

萩原量吉さん（元県会議員）

「今こそ四日市公害訴訟の勝利判決の
精神に立ち返ろう」
　　

     は右のような努力を尽くしたとは認めがたい」 と述べ、
　　企業の経済性や利益追求よりも人命と健康が優先する
　　ことを明確にした。

　

　

　

　

＜4 大公害のおさらい＞

コンビナートの隣接地域に固有の危険性
　漏れ出した油や化学物質が津波で運ばれ、 それに引火し
て火の海になる可能性がある。 沿岸地域の住民が津波とコン
ビナートの危険から８０分以内に避難できるのか？液状化の
発生で避難行動は容易ではない。 避難計画が必要だが
今のところはない。 四日市にとって深刻な問題。

すべての人の人権と尊厳の保障を求めて

　

 　四日市公害裁判の被害者、 住民側の勝利判決が下さ
れて、 2020 年 7 月 24 日で丸 48 年になる。
　この判決をふり返ると、
●被告企業 6社の共同不法行為を前面的に認めた
●工場の排出する亜硫酸ガスと健康被害の因果関係の立
　証に疫学を採用して断罪（もし企業に責任がないとする
　なら、 その工場からの有毒排ガスが原因でないことを自ら
　立証しなければならないという画期的なもの）
●民家の隣という工場の立地選定の過失を認め、 大企業の
　利益第一主義、 人命軽視をきびしく断罪するとともに、
　国県市の 「地域開発政策」 そのものをきびしく裁いた
●国県市が経済優先の考え方から、 公害問題の惹起に対
　する調査、 検討も経ないまま、 旧海軍燃料廠の払い下
　げや、 条例で誘致を奨励するなどの落ち度があったとした
●「…企業は、 経済性を度外視して世界最高の技術、 知
　識を動員して防止措置をこうずるべきである。 被告者ら

　

精神に逆行する

簡単に振り返ると、
疫学調査からコンビナートの排ガスが
工場の立地選定が誤り、 無責任きわまる地域開発政策

そんな中で企業で働く皆さんの協力も急速に進んだ。
労働者から、 ポリ塩化ビフェニル（PCB) を扱う労働現場で
指の骨が短くなるという指摘を受け、 労働省に告発、 調査
を訴えた結果、 対象従業員 82 名中 9名に指骨短異常が
認められた。 この調査の中で会社の診療所は従業員の手の
レントゲン写真を健康な人の写真と差し替えていたことで大問
題になった。 この事実は、 その後国会や県議会でも取り上げ
られ、 労働者の職場環境の改善にも大きく寄与することにな
った。
　さらに勝利の判決は、 三重県や四日市市の公害行政を
も大きく変えた。 硫黄酸化物の総量規制

同社四日市事業所は、 平成 11 年に高圧ガス保安法に基づく認定事業者
としての認定を受け、 それに伴い、 それまで毎年 1 度の実施が義務付けられ
ていたエチレンプラント等の運休による保安検査（いわゆる定修）の回数を 2
年に 1 度とすることが認められてきた。
　そうした中で今回、 認定の取り消しとなったのは、 平成 12 年から 14 年に
かけて実施した保安検査の際にエチレンやキュメン等一部の設備について (1)
検査項目の一つである肉厚検査が実施されていなかったこと (2) 予測数値に
基づいて審査を行って合格とした検査記録を三重県に届け出たこと (3) 検査
組織および検査管理組織が確認と精査を実施しないできたこと -- の 3 点が明らかになったため。

　あれはなんで起きたかというと、 有害産廃どうしようか？と
いうことから、 不届きなことが起きた。
　つまり 1970 年代は公害の時代だったが、 公害問題があ
る程度解決したとなる。 しかし大気や川や海に出なくなった
ものがどこに行くかというと、 全部 「廃棄物」 のほうに回って
いる。 産業廃棄物は公害の終着駅と呼ばれているのだ。
ろくでもない人が工場長や社長になるとこんな事件が起きる。
フェロシルト…石原産業の二酸化チタンの製造工程から排出さ

れる副産物（廃硫酸）を中和処理して生産されるもので、2003

年（平成 15 年）に三重県のリサイクル製品に認定され、70 万

トン余りが東海 3 県と京都府内などに販売、埋立てなどに使用

された。2005 年に、フェロシルトに環境基準を超える六価クロ

ム、フッ素、放射性物質のウランやトリウムなどが含まれてい

ることが判明。大問題となった。

　教訓もあって、 まじめにはやるようになった。 しかし廃棄物
の有害物はきちんと処理し、 それ以外は再資源化しないと
いけないが、 私の取材経験からいうと、 日本ではリサイクル
品はろくなものは作れない。 なぜなら、 いくら質のいいリサイ
クル品を作っても高く売れないのだ。
　私はドイツにも行ったが、 自動車部品や家庭製品など相
当広く使われている。
　日本はまだまだ。 リサイクルしてもそれを使う市場がない。
環境省、 経産省がそれを考えて力を入れないといけないが
なかなか資源循環社会というものに到達できない現状がある。

公害排出企業は硫黄酸化物はどんどん減らす。 原因であったから。
硫黄酸化物を出している量に対して出した。 窒素酸化物は
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　この判決の精神が行政や住民運動に反映し、 引き継が
れて、 公害対策基本法から 「経済発展との調和」 条項が
削除され、 全国の公害反対運動を飛躍的に発展させ、 環境
の改善と被害者の健康回復を勝ち取ってきた。

　しかし、 48 年経過した今、 この判決の精神が一層発展
し、 生かされているのか、 大きな疑問や怒りが広がっている。
　四日市市と三重県の 「公害防止計画」 は県議会、 市議
会、 住民、 ましてや公害認定患者にも知らせず、 2010 年
でこっそりと終了した。 公害認定地域の指定については 1988
年（S63 年）にすでに解除されており 「それ以降は、 四日
市には新たな公害認定患者はいない、 新規の認定患者も
全くない」 ということになった。 このような姿勢は本当にひどい。
　また、 「高圧ガス取締法」 が 「高圧ガス保安法」 に改悪
され、 これまでのプラントを一斉に停止して定期検査 ・修理
を行なっていたのが、 自主保安検査をすればすむ 「認定事
業所」 の指定に変わった。
　四日市の認定事業所の 「東ソー」 や 「協和油化」 が
相次いでプラント配管の肉厚検査も行なわず 3 年連続まった
く同じ数字を提出するなど、 虚偽報告が明らかになっており、
2003 年に認定を取り消されている。
　四日市コンビナートは、 今全国的な不況の下で大きく落ち
込みコンビナート企業や行政までが 「構造改革、 規制緩和」
を求める声が強まっている。
　三重県と四日市市は 「構造改革特区」 の指定を受け、
規制緩和で大企業を支援、 その下でコンビナート企業の緑
地面積が 20％から 15％に削減され、 さらに 10％まで減らし
てよいと 2020 年 3 月の市議会で反対 10 賛成 23 で可決
されている。
　四日市の公害認定患者は 2,219 人（世間の目や身内、
本人がコンビナートで働いているため気兼ねして認定を受けられ
なかった人たちもおられるので実数ではない）で、 2020 年 5
月現在での、 患者数は 327 人となった。 どれほど苦しく悔
しい思いをされただろう。 公害に限らず不当な労働、 差別
を強いられている方たちの 「人権」 を守るため、 また 「四日
市公害」 という名が本当になくなるよう、 今こそ力を合わせて
頑張る時。 私も微力ながら頑張る決意を新たにしている。

磯津環境学校　代表　萩森繁樹さん

　2010 年 4月から、 四日市公害の原点磯津に入れていただいて、 環境学校をしたり磯津での聞き取りをニュース
にさせていただいてみなさんに読んできていただいてきました。 野鳥観察、 磯津吉崎の植物や動物の生態、 流木
アート、 海岸での遊びなどや漁業の変遷、 鯨船の歴史、 公害との闘いなど数多くのことを教えてもらっています。


