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１．TPP 講演会の報告	 

第 42回福岡支部定期大会（5月 13日）の後，午後 3時過ぎから２時間にわたって同じ会場（久留米大
学天神サテライト・エルガーラ 6階）で磯田宏准教授(九大農学研究院)による「日本経済・農業をめぐ
る TPP の真の争点と推進論批判」と題する講演会がありました．本講演会は，TPP 推進論のまやかし
を一つ一つ明らかにしたもので，同氏の講演によりこれまで不思議に思っていた疑問点の多くが氷解

した．20 名の参加しかなかったが，もっと多くの人に聞いて貰いたい内容の濃い講演であった．講演
の話しの流れは次のようなものであり，順次，それぞれの内容を紹介しておきたい． 
１．なぜ TPPに絶対反対か 
２．アメリカの対日ターゲットは何か 
３．TPPは輸出立国日本にとって不可欠か 
４．「日本の国内市場は縮小するから投資立国をめざすべき」か 
５．日本農業は「鎖国」，「過保護」か 
６．「日本農業を TPPにさらしても大丈夫」か 
７．TPPをはねのけ，安心・安全の日本経済再生のために 

（１，２について）TPP は，基本的にはグローバル企業のための新自由主義的投資協定かつ例外なき
関税撤廃自由貿易協定であり，この TPP により米国のグローバル企業は北米自由貿易協定(NAFTA)で
獲得し享受した ISD条項など諸原則をアジア太平洋の「基準」として押しつけようとしているという．
米国の対日ターゲットは，「金融・保険を含むサービス市場開放」をはじめ「投資自由化」，「政府調達

市場開放」，「労働規制緩和」，資本参入についての「内国民待遇」や「透明性の確保」，さらには「投

資家政府間紛争解決 ISD条項」であるという．ここで，「透明性の確保」とは，日本の政策決定への米
国企業の参画を意味し，政策決定の初期の段階から各種の審議会などに米国企業・業界団体を恒常的

委員として参加させよということである．さらに「ISD条項」とは，グローバル企業が各国の主権そし
て民主主義を侵害することを認める「治外法権」規定であるといわれている． 
（３について）「TPP 問題は日本の国益 vs 農業」というかたちで GDP の 1%の農業よりも輸出産業に
よる国益を優先すべきという政府筋からの議論を紹介された上で，主要な輸出産業のもたらす GDP比
(3.4%)に比較して多面的機能を加味した農業の GDP 比(2.5%)は決して小さいものではなく，これにさ
らに農業に密接に関連している森林の多面的機能を加味すれば 14.8%にもなり，輸出産業のもたらす
GDP 比は比較にならないほど小さくなるという．政府筋からの議論はまさに「売国」のための議論と
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なっているということであろう．TPP参加による GDP増加額は政府試算によっても 10年後で 0.5%程
度（2.4〜3.2兆円）と微小であることが明らかになっている．さらに「TPPはアジアの成長を取り込み，
輸出を増やす」という議論があるが，それより ASEANプラス日中韓の経済連携協定(EPA)による GDP
押し上げ効果の方が遙かに大きいという．TPP によって大して輸出が増えるわけでもなく，残るのは
日本農業の破壊のみであると強調された． 
（４について）「日本はデフレや人口減で市場規模が縮小」するので「企業は海外に活路を探る」と財

界の言い分を紹介され，しかし実際にはデフレをもたらしたのは大企業の輸出主導型「景気回復」に

よる円高と低賃金の海外工場からの低価格品の輸入であり，「市場規模が縮小」してきたのは，「景気

拡大」期（2001 年〜2007 年）ですら非正規雇用を増やし，「景気拡大」が終わるや「派遣切り」を行
ってきた財界・大企業の責任であるということを指摘された．国内市場の 大部分は国民の購買力で

あり，正規雇用を増やすことで国内市場を拡大していくことも可能であるにもかかわらず，「縮小」し

ていくことを当然視するのは，状況を改善していく意志がないということであり，財界・大企業の国

内経済に対する無責任さを端的に示していると鋭く指摘された．さらに，TPP 参加で海外投資とその
収益を増やすことは，圧倒的多数の中小企業や一般勤労者にとっての利益には決してならず，一部の

大企業が「内部留保」というかたちで収益を上げることになるという．日本の財界が TPP に固執する
のは，米国の手下として TPP に参加することで，日本を含むアジア太平洋地域に極めて新自由主義的
な市場圏を構築しようとしているからであり，そのために日本の様々な日本の制度や主権を「貢ぎ物」

として差しだそうとしている．「国を開く」というのはそのようなことであると強調された． 
（５について）日本農業は過保護であったから自給率を下げたのでなく，戦後，飼料用トウモロコシ，

小麦，大豆などを次々に自由化していったことにより自給率を低下していったことを説明された．比

較優位説（あるいは比較生産費説）という法則があるという．その内容は，例えば，日本の工業生産

性が他国より 10%高ければ，日本の農業生産性が他国より 5%高いとしても，日本の農業は国際競争力
を持てないというものであるという．日本の自給率の低下はまさにこの法則が貫徹した結果であると

指摘された． 
（６について）TPP 参加により農業生産（したがって食糧自給力）は壊滅的な打撃を受け，食糧自給
率は 39%から 14%となり，米の生産も 90%もが減少するという．結果として食糧の安定供給は一層米
国に握られることになり，農業の多面的機能を大部分失われ，「農敗れて山河なし」ということになる

と指摘された． 
（７について）結局，TPP とは，一握りの米日のグローバル企業（1%）による無制限な投資の自由と
権益保護を通じた利潤 大化の企てであり，そのために大多数の国民（99%）の経済と生活上の利益を
売り渡し，国家主権や国民主権，基本的人権，地方自治などの憲法原理を蹂躙するものであると強調

された．真に日本経済を再生するためには，TPP をはねのけ，雇用を拡大し，非正規雇用を正規雇用
に変え勤労者の生活を安定化し，中小企業の部品調達単価を引き上げ，農業に対するまっとうな保護・

支援を行い，生活密着型の公共事業を増やし，削減されてきた社会保障制度の修復が必要である．こ

のように一般国民（99%）への所得配分を膨らませることが，内需を拡大し，内需向け投資を増加させ，
国内産業も一般国民所得も改善するという経済循環構造の転換をはかることになると指摘され，TPP
参加はこのような内需主導型への転換に真っ向から対立するものであり，TPP 参加阻止の運動は，日
本経済再生への闘いでもあると結ばれた． 

（三好	 記） 

２．大会決議「原子力発電の再稼働は認められない」	 
第 42回福岡支部定期大会（5月 13日）では原発の再稼働について以下の決議がなされました． 

2012年 5月 13日 
 

日本科学者会議	 福岡支部大会・大会決議 
原子力発電の再稼働は認められない 

 
（１）昨年 3月 11日の東北地方太平洋沖地震に端を発した福島第一原発事故は，いったん原発事

故が起きると，原子力発電というシステムはいとも簡単に制御不能となり破局へと突き進む

ということを私たちにあますことなく教えてくれました．このような過酷事故の危険性を内

包し，使用済み核燃料や高レベル放射性廃棄物の処分が未定であるような原子力発電をこれ

以上続けるべきではありません．六ヶ所村の再処理工場や高速増殖炉の原型炉である「もん
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じゅ」などの度重なるトラブルを考えれば，核燃料サイクル路線からの撤退も早期に決断す

べきです．何よりも未来の私たちの子孫に高レベル放射性廃棄物などの「負の遺産」をこれ

以上増やして遺すことは道義的に許されることではありません．原発ゼロを早期に実現する

ことが，私たちに課せられた重大な責任であると考えます． 
（２）今回の福島第一原発事故は東北地方太平洋沖地震と津波により引き起こされたことは間違

いありません．しかし，いまに至るまで事故の詳細やその原因は明らかになっていません．

地震動による被害がどのようなものであり，それが原発事故にどのように影響したのか．ま

た，津波についてはどうか．昨年末，政府の「東京電力福島原子力発電所における事故調査・

検証委員会」の中間報告が発表されましたが，事故原因について詳述はありません．本年の

夏に提出される予定の同委員会の 終答申には，地震動および津波のそれぞれによる原発施

設の被害と事故との関係が解明され事故原因が明確になることが望まれます． 
（３）現在，大飯原発３，４号機（福井）は，ストレステスト１次評価が原子力安全委員会に了

承され，運転再稼働が急な動きになっています．しかし，ストレステストは設計上の安全余

裕がどれ程度あるかを評価するものであり，再稼働の判断には適切ではありません．今後，

「想定外」の事故は許されません．したがって，これまでの地震や津波など事故原因に対す

る基準を見直し，それに基づく安全余裕がどの程度あるのか評価し，さらに十分な安全対策

を行うことが必要です．欧州連合(EU)のストレステストは，これに近いもので原発の弱点を
改善する目的で行われています．また，同業専門家による審査や公開が重視されており，評

価基準すら明確でない日本のストレステストとは全く異質のものです．評価基準について

は，原子力安全・保安院が開いたストレステスト意見聴取会で，委員から明確にするよう求

められましたが，今後検討するとして先送りにされたままです．また，ストレステストは過

酷事故が起こった際の評価として２次評価を行うことになっていますが，まだ内容すら明ら

かになっていません．人的要因で起こる事故や，事故が起こったときの対応ミスが評価対象

になっていないことも問題です．政府の事故調査・検証委員会の中間報告では人災の可能性

が検証されていますが，人的要因も含めシステム全体として多重防護の仕組みを検証し，安

全対策を行うべきです．さらに，評価の実作業を行う原子力安全基盤機構には原発プラント

メーカー出身者が多数おり，第三者として審査を公正に行なっていないという指摘がありま

す．「専門家」だけでなく，周辺住民や日本国民の同意なくして再稼働すべきではありませ

ん．私たち日本科学者会議福岡支部は，ストレステストのみに基づく再稼働を許すべきでは

ないと考えます． 
（４）今年の 7月からの「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」

の施行は，自然エネルギーを使った電気の買い取り料金に適切な価格が設定されれば，自然

エネルギー発電の飛躍的な促進の起爆剤になるかもしれません．しかし，このそれらの発電

の増加は，この夏のピークを乗り切るための助けには間に合いません．そのことを口実にし

た原発の再稼働の動きは，もっとも安易な方策であり，周辺自治体住民や日本国民の同意な

くして再稼働は許されません．一方では，原発稼働ゼロのままでも，省エネルギーや節電，

ピークシフトおよびピーク時の適切な料金設定などを通して，この夏の電力ピークを乗り切

ることが出来るという様々な試算がなされています．電力会社，企業および国民のそれぞれ

の階層での努力により，省エネルギーや節電，ピークシフトなどが適切になされるならば，

原発ゼロでこの夏の電力ピークを乗り切ることが出来るということです．政府は原発ゼロで

この夏を乗り切ることを１日も早く決定すべきです．そのうえで省エネルギーや節電，ピー

クシフトなどの具体的な計画を練り上げ，原発の再稼働なしでこの夏の電力ピークを乗り切

る展望を示し，広く国民に省エネルギーや節電を呼びかけるべきであると考えます． 
以上 

この大会決議を「しんぶん赤旗」が以下のように報じてくれました． 
「原発再稼働は認められない」	 科学者会議福岡支部決議	 

日本科学者会議福岡支部は，このほどの定期大会で「原子力発電の再稼働は認められない」と

の大会決議を採択，市民にアピールすることを決めました． 
決議は「過酷事故の危険性を内包し，使用済み核燃料や高レベル放射性廃棄物の処分が未定で

あるような原子力発電をこれ以上続けるべきではありません」と指摘．「福島第 1原発事故の詳細
や原因は明らかになっていない」とし，国民の同意なしに原発再稼働を許すべきではない，とし
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ています．（以上，「しんぶん赤旗」5月 20日付け） 

３．福岡支部大会報告および決算・予算	 
第 42回福岡支部大会が以下のように行われました． 
日時：2012年 5月 13日 14:00〜 
場所：久留米大学・天神サテライト(エルガーラオフィス 6階) 
支部大会における議案書は以下の通りです．なお，この議案書は大会においてすべて承認されました． 

議案書	 

1.1	 支部活動報告	 	 	 	 1 ページ〜	 

1.2	 北九州分会活動報告	 	 	 	 4 ページ	 

1.3	 エネルギー研究会活動報告	 	 	 4 ページ	 

1.4	 福岡環境研 2010 年度活動	 	 	 4 ページ	 

1.5	 読書会の報告	 	 	 	 4 ページ	 

2．	 2012 年度	 活動方針	 	 	 5 ページ〜	 

3．	 新役員	 	 	 	 	 6 ページ	 

4．	 2011 年度	 収支決算報告・監査報告	 	 7 ページ	 

5．	 2012 年度	 予算案	 	 	 	 8 ページ	 

1.1〜1.5 の活動報告は省略	 

2．2012 年度	 活動方針	 

一昨年度末から，福岡支部では昨年 3月 11日に起こったマグニチュード 9.0の東日本大地震に伴う福島第
一原子力発電所の事故とその後の推移を受けて，緊急シンポジウム「福島第一原発で何が起きているのか」

の開催，核問題研究委員会による「原発事故・緊急対策マニュアル」新版の緊急出版などを始め様々な取り

組みを行ってきた．その後も，シンポジウム・学習会などを要望する会員内外からの声に応じて，7月 24日
(日)に JSA 福岡第 2 回シンポジウム「福島原発事故の警鐘と玄海原発」（九大筑紫キャンパス総合研究棟 
C-CUBE 大講堂）を開催し，10月 29日(土)には，JSA福岡第 3回原発シンポジウム「原子力発電と代替エネ
ルギーの展望」（九州大学・箱崎キャンパス・国際ホール）を開催してきた．また，玄海原発の抱える危険性

を重視し，2月 6日(月)に九州電力および福岡市長への申し入れを行った．現在，全国のすべての原発が停止
して状態にあるが，福岡支部としても今後も脱原発に向けた様々な取り組みを継続してゆく必要がある．ま

た，この総会の後に予定されている TPP問題に関する講演会のように，現在の日本の政治・経済状況に対し
ても積極的な提言や取り組みを行ってゆくことも重要な課題である． 
また，環境研究会・「日本の科学者」読書会・エネルギー研究会などの例会活動もこれまで通り活動を継続

して行き，その中から会員の拡大・組織運営の安定強化を目指す． 
 

（１）新会員獲得活動を行う． 
会員数が増勢となるように会員拡大を意識的に進める．若手研究者や大学院生，市民運動の担い手な

ど様々な方面に，シンポジウム，例会などの各種企画への参加を呼びかける． 
（２）ホームページを引き続き充実させる． 
（３）平和・憲法に関するシンポジウムを開催する． 
（４）脱原発社会の実現に向けたシンポジウム・学習会等の取り組みを継続する． 
（５）原水爆禁止科学者集会など原水爆禁止運動に協力する． 
（６）九州沖縄シンポジウムに参加する． 

例年行われている九州・沖縄シンポジウムに参加し，他支部との交流を深める． 
（７）岡山で行われる第 19回総学学術研究集会へ積極的に参加し，2014年度の第 20回総学（九州地方区担

当・福岡で開催予定）の準備に取り組む． 
（８）JSA活動活発化募金に昨年度に引き続き取り組む． 

 
＊来年度の北九州分会の運営体制について： 
支部幹事（北九州分会）は岡本良治氏（元九工大）から西垣	 敏氏（元九工大）に交代する．分会の運営

は今年度と同様に支部幹事（北九州分会），秋貞英雄氏（元九共大），出口博之氏（九工大）を世話人として

3人で相談しながら行う． 
3．新役員 
事務局長	 小早川義尚（九大・箱崎班） 
常任幹事	 鈴木右文	 （九大・伊都班） 
	 	 	 	 	 中野	 豊	 （九大・箱崎班） 
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	 	 	 	 	 青野雄太	 （九大・伊都班） 
幹	 	 事	 三好永作	 （九大・筑紫班） 
	 	 	 	 	 西垣	 敏	 （北九州分会） 
	 	 	 	 	 河内俊英	 （久留米分会） 
	 	 	 	 	 岸本	 誠	 （個人会員） 
会計監査	 荒田博行	 （九大箱崎班） 
全国参与	 森	 茂康	 （個人会員） 
	 	 	 	 	 村上陽三	 （個人会員） 
全国幹事	 小早川義尚（九大箱崎班） 

4．2011 年度会計報告・監査報告	 

（省略） 
5．2012 年度予算案	 

（省略） 

４．第 43 回定期大会報告（全国）	 
福岡支部代議員	 小早川義尚 

5月 26日・27日に第 43回定期大会が日本大学歯学部において開催された．昨年の大会で日本科学者会議
として「原発に依存しない社会」を目指すという方向性を確認し，その後の 1 年間に各地で様々な取り組み
が行われたことが報告された．全体として，震災・原発事故以降の取り組みによって日本科学者会議の社会

的認知が高まったことが確認された．こうした取り組みの結果でもあると考えられるが，大会期間中に昨年

度の大会時よりもほんの数名ほどではあっても会員増になったことが報告された．また，少なからぬ代議員

が科学者会議として「原発に依存しない社会」を目指すと言うことではまだまだ姿勢が明確ではない，「原発

のない社会」を目指すともっと鮮明な姿勢を示すべきだという意見を主張し，熱心な議論が行われた． 
震災・原発事故以外の各支部からの報告で特徴的であったものには，TV番組に出演して橋下維新の会に批

判的な発言を行った大学教員が授業の場で学生からブーイングを受けるなど大阪における橋下維新の会の問

題の深刻さ，宇宙開発における軍事研究の問題などがあった． 
また，今後，科学者会議の活動をより積極的に社会にアピールしてゆく手立てとして JSAブックレット・

電子版 JSAブックレットの取り組みが提起された．すでに，ブックレット第 1号「放射能からいのちとくら
しを守る」は出版・普及が始まっている．読みやすい内容となっており市民向けの学習会の資料などとして

の活用が期待されている．電子版ブックレットの方は，会員が作成したものを PDF形式で JSAのホームペー
ジから当面は無料でダウンロードできるようにするというもの．講演会・学習会のために作成した資料や原

稿などを広く普及したいときなどに活用してほしい，多くの会員が積極的に作成に参加されて内容の豊かな

ものにしてゆきたいという意向である．福岡支部の会員もこの間様々な講演会等に講師として参加されてい

るので是非この取り組みを活用していただきたい． 

５．「日本の科学者」読書会報告	 

◆6 月号読書会	 ＜特集＞都市防災	 6 月 11 日午後 2 時―5 時（ふくふくプラザ 604 室）	 

室崎論文「都市防災の現状と課題	 ー	 次の災害に備えて」	 都市防災が農村防災や漁村防災にもつながるよ

うな原因究明と基盤整備を防災の原点にという指摘や「科学や技術が倫理性や総合性を欠き，人間の命や生

活を守るうえで十分に貢献しきれていないことも，災害多発の大きな原因となっている」という指摘は重要

である．また，わが国の都市防災におけるさまざまな欠陥の指摘とその是正の方向性は的を射ている．筆者

によれば，日本の都市防災には，実効性，体系性，科学性，戦略性，協動性の欠落があるという．実効性の

欠落では，対策が的確であり，適切な処方箋が必要であるが，そのようになっていないという．例えば，地

震大火を防ぐ緊急の対策は，建物すべてを耐火構造にしたり，密集市街地を解消することではなく，炎上火

災を減らすことであるという．その目標の下で通電火災を５年以内に半分にすると計画を立て，感震ブレー

カーの普及を図るさまざまな誘導策（地震保険を安く，業者に設置を義務付けるなど）を行うなど効果的な

方途を探ることが必要という． 

竹山論文「問題の多い都市住宅の耐震性」	 筆者は，地震列島と呼ばれている日本の住宅の耐震性問題

が多いと指摘する． も危険な木造住宅の耐震化施策は大幅に遅れており，マンションなどの集合住宅

では，危険性の高い高層・超高層のものが無計画に増加しているという．このような事態を招いた原因

は，業界の利益ばかりを尊重する国土交通省の姿勢であるという．「古くても新しくても，賢い居住者

は高層マンションを購入してはならない」という．ここでいう高層マンションは 8〜12階建てのもので，
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2000年に導入された限界耐力計算法を用いて建築されたマンションは，将来予想される地震では壊れて
しまうという． 

関澤論文「来るべき大規模地震による火災リスクに備えて」	 都市直下型地震による同時多発火災のリ

スクと，それに対する備えの課題を論じている．市街地延焼火災の局限化のためには，道路の拡幅，沿

道の不燃化，木造建物密集市街地の再整備などの根本的対策とともに，耐震装置付き機器や耐震ブレー

カーなどの設置による出火防止の努力や，消化器の備え，住宅の耐震化，家具転倒防止など各家庭で行

えるような防災対策も必要であるという．自主防災を含めた消防力の拡充と体制作りも合わせて必要で

あるとしている． 

濱田論文「地震・津波災害の軽減と安全・安心社会の構築」	 筆者は，東日本震災の根源は地震予知と

津波予知の失敗にあり，この失敗の徹底検証を行い，将来想定すべき地震・津波の予測を再度行う必要

があるという．そのうえで「耐津波学」の構築を提唱している．「耐津波学」とは，津波に対して対抗

できるような建物や社会基盤施設，人命損失を抑えるような町づくりなどを調査研究する分野という．

そのうえで湾岸埋立地のコンビナートでの地震発生時の危険性（特に大型タンク火災と地盤液状化）に

ついて今回の震災における被害の全容を明らかにし，必要な耐震対策を着実の実行していくことを提起

している． 

鈴木論文「コンビナートの地震被害の特徴と耐震・防災対策」	 1964年の新潟地震による石油コンビナ
ートの 10 日間にわたる大火災から今回の東日本大震災によるコンビナートの大火災を振り返りつつ，
わが国のコンビナートの地震被害と耐震化問題が分かりやすくまとめられている．また，今後の課題に

ついての一連の指摘も妥当であるように思われる．しかし，今回の巨大地震・巨大津波に起因する大火

災に見舞われた気仙沼の事例が取り上げられてないのは何故であろう．横浜・川崎から東京都の臨海部

を経て千葉県市原・木更津に至るまでの 100km以上にわたる東京湾臨海巨大コンビナートがもしも巨大
地震・津波に襲われた場合には，本論文で述べられている程度のことでは済まないのではないか．コン

ビナートの在り方そのものから根本的に再検討される必要があるのではないか． 

竹内論文「川崎コンビナート地域（臨海部）の安全性向上に向けて」	 筆者は，東日本大震災を経験し

たことで，川崎臨海部コンビナートにおける安全性の再検討が必要だとして，同コンビナートの現状と

問題点を挙げ，さまざまな改善対応策を提案している．コンビナート地域の危険性の高さにもかかわら

ず，行政や関連企業から法的整備の再検討や具体的再検討が聞こえてこないことを批判している． 

＜討論のひろば	 原発を考える＞佐久間論文「福島原発事故と科学者」	 筆者は，昨年の JSA 第 42 全
国大会において「原発に依存しない社会」を「原発のない社会」という表現に変えるよう修正案を出し

た提出者のひとりであり，今回の福島原発事故は「原発が人類と相容れないものである」ことを明らか

にしたという．「科学の成果を人類の発展に生かすことを謳う JSA は，市民の立場に立って問題喀血に
あたる必要がある」，「一歩間違えば多数の生命を危険に晒す原発は廃絶こそがふさわしい」という．ひ

とつひとつもっともな考えである． 

セバスチャン・プフルークバイル論文「チェルノブイリードイツーフクシマ	 真実を求めて」	 著者は，

欧州放射線リスク委員会（ECRR）の理事であり，ドイツ放射線防護協会の会長である．IAEAやWHO，
UNSCEARなどの国際機関や専門家たちが，放射線被曝の健康に与える影響につて真実を伝えていない
ことを，チェルノブイリ後の２，３の例を示しながら明らかにしている．UNSCEARはチェルノブイリ
の影響について，2011年の春に出版した文書の中で「今のところ一般国民の間に，放射線に起因すると
言いうる何らかの健康への影響があるとする確証はない」と書いている．しかし，カール・シュペアリ

ングは，チェルノブイリの放射性降下物が降って９ヵ月後に，ベルリンでダウン症児の出生数が急激に

上昇したことを報告している．ベラルーシでも同様に急激な上昇があったことが報告されている．ハー

ゲン・シェルプは，チェルノブイリの放射性降下物が降った国々では新生児の男女比が深刻に変化して

いると報告している．ドイツの原発周辺地域や大気圏内核実験が行われていた時代の欧米においても同

じような男女比の以上があるという．また，ドイツの原発周辺に住む５歳以下の小児のガンと白血病の

発生頻度は，住居が原発に近づくほど上昇するという． 
（以上，三好記）	 

６．福岡環境研究会（6 月 16 日）の報告	 
テーマ：「野生鳥獣による農業被害を考える–イノシシによる被害を中心に–」 
日	 時：2012年 6月 16日 
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場	 所：久留米大学・天神サテライト 
講	 演：丸居 篤氏（九州大学農学研究院） 

 
1. 全国の農業被害（一般論と対馬の事例） 
現在，野生鳥獣による農業被害は，日本全国で毎年 200 億円にのぼると言われています（農林水産省調べ）．
北海道ではエゾシカの被害が も多いのですが（約 50 億円），他の都府県ではイノシシ被害が も多く，

カラスの被害がそれに続きます．福岡では調査のたびにイノシシの生息域は拡大しています．イノシシの

生息域拡大の原因について諸説ありますが，原因はわかっていません． 
2. 研究事例・被害の起こりやすい場所 
対馬，鹿島市，糸島における調査事例を紹介されました．対馬では 1700 年～1709 年にイノシシをほぼ根
絶したのですが，平成に入って導入されたイノブタが原因となって，現在イノシシの被害が拡大していま

す．島をあげてイノシシ，シカの対策を行っています． 
3. 農地の防ぎ方 
島根県美郷町の事例が紹介されました．（一人の）熱心な行政の方が中心になって，補助金に頼らない対策

を講じています．住民が当事者となって対策を行い，女性が活発なのが特徴的です． 
4. 捕獲方法 
新しい捕獲用のワナを検討中とのことです． 

5. 利活用 
東京農業大学が行っているエゾシカの利用例，そして九州大学農学研究院が行ったイノシシ肉とブタ肉を

比較した分析，およびイノシシ肉のソーセージの製造が紹介されました． 
折からの大雨の予報で参加者が少なかったのが残念ですが，適宜質問を交えながら貴重な情報を提供して

いただきました． 
（中野 記） 

７．行事案内	 

7.1	 エネルギー研究会	 

	 	 日	 時：6月 30日（土）14:00〜17:00 
	 	 場	 所：九大博多駅オフィス（JR博多シティ 10階） 
	 	 内	 容：自動車に関連するエネルギー消費について議論する予定 
	 	 ふるって御参加下さい． 

7.2	 『日本の科学者』読書会	 

	 	 日	 時：7月 9日（月）14:00〜17:00 
	 	 場	 所：ふくふくプラザ 604室（福岡市中央区荒戸 3-3-39） 
	 	 内	 容：『日本の科学者』７月号＜特集＞日本の海洋教育 

7.3	 福岡環境研究会	 

	 	 日	 時：7月 28日（土）16:30〜 
	 	 場	 所：久留米大学・天神サテライト(エルガーラオフィス 6階) 
	 	 講	 師：藤井美保准教授（熊本大学） 
	 	 内	 容：子どもが育つ環境を考える—学童保育を例として— 

7.4	 『日本の科学者』読書会	 

	 	 日	 時：8月 13日（月）14:00〜17:00 
	 	 場	 所：ふくふくプラザ 604室（福岡市中央区荒戸 3-3-39） 
	 	 内	 容：『日本の科学者』８月号＜特集＞日本開戦７０年 


